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New Publications and Selected Old and Rare Books
in the Western Countries
＊ One Thousand and five hundred items of Old and Rare Books in the Western
Countries my company owns are inspected in Amazon, Google and my companyʹs
English Home Page (http://www.kagakushoin.com). And, if you contact our home
page, you can easily download our renovated catalogue. Relating to questions, sales
informations, inquiry materials and etc., please, contact with us using the telephone
(03‐3966‐8600, 03‐3966‐8575), fax（03‐3966‐8638）and E‐Mail (info@kagakushoin.com/
kagaku@kagakushoin.com). In this age of rapid progresses, We are forced to renovate
newest data. To adapt ourself to the existing circumstances, we decided to inspect our
accmulated data through internet system.
＊ To purchase the books, You can also ulilize the following systems.
① Yahoo ! Auction ② Old Book Database (Nippon no Furuhonnya)
＊ With respect to new publications, you can research and buy these materials from Amazon
and Google.
*Relating to order, research, reference and etc., please, improve our home page

（http://www.kagakushoin.com/）.
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For Our Readers
To make the definite decision our new publishing system for our
companyʹs future, we classify and integrate our academic materals
accumulated for long years, and want to bring forward the
following policies.
(I) New Publications including Microfilms and DVD
(1) Collection, Arrangement, Classification, Analysis, Integration
and Systematization of the Investigations Accumulated at All
Fields from Old Ages in the World
In These Days, we are requested to reorganize previous
methodology. For Creation of new future, we decided to collect,
arrange, classify, analyze, integrate and systematize the
investigations accumulated at all fields from old ages in the world
people is usually required. And, we classified them into six fields
as following ones.
① Literatures relating to Bibliography and Library Science
② Databases at All Academic Fields
③ Natural History and Phytology as Synthetic Sciences
④ The Investigations Accumulated at All Fields from Old Ages
in the World
⑤ Maps, Pictures and Topographical Maps; Geography and
Cartography in the World
⑥ Collected Historical Materials in the World including Japan
(2) The Importance of Bibliography
To attain our purpose, we are demanded to be enriched the
method of analysis. In the other words, we are asked to take a
birdʹs‐eye view the whole phase, to collect, arrange, classify,
analyze, integrate and systematize the investigations accumulated
at all fields from old ages in the world, usually. For that reason,
we take into consideration to read the fundamental literatures of
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bibliography, at first, offer the these academic materials.
(3) The Producing of Various Databases as Integrated
Intelligence
We decided to produce dictionaries, lexicons, glossaries,
encyclopedias, descriptive catalogues and chronological tables in
all research spheres. The Producing of Various Databases equal
arrangements, classifications, analysis and integrations of
accumulated intelligences, reorganisation of academic materials
stored from old ages, that is, making of revised and enlarged
editions. We are convinced the creating of databases integrated
intelligences everybody is essential, conslidate the foundation of
plentiful and balanced society. Napoleon BONAPARTE says
constructed modern France ʹThe Basement of the nation depends
on the academic materials as integrated intellectual resultsʹ. We
will lay the foundation for this fundamental policy and remember
usually the maxim.
(4) Natural History and Phytology as Synthetic Sciences
We have essential thought the reinvetigation of natural history and
phytology as synthetic sciences, bases at all sciences, play
important part. The Achievements of precised or modern sciences
are nore more than the integrations of accumulated intelligences
until now and the arrangements of scientific phenominan. We
cannot neglect the anti‐scientific factors incorporated into people
about natural history and phytology before 18th century, in other
words, the role of the examinations on alchemy, astrology and
soecery led the development of the human raceʹs intelligence. If
we cannot realize ʹthese thinking hints, lay at the root of rational
and scientific thought, it is impossible to recognize the world,
systematically.
(5) The Making of Map Materials as the Fundamental Resources
In our company, we published the old maps of Japan, China,
Korea, Kuril Islands and Sakhalin produced after Yedo Era,
deliberately and systematically. To investigate comparatively
-3-

between the modern and the past age of vicissitudes on
environment, floral zone and the lay of the the land, the maps are
very important as the fundamental academic materials. From now,
we believe these mapsʹs roles are raised.
(6) The Creating of the Historical Materials to Amalyze and
Integrate the History of the Human Race
We can clear the prospect for the future by analysis and
generalization. On the ground of this point of view, we decided to
grapple with the systrmatization and the subjective analyses of
historical phenomena in the world including Japan. We want to
offer the examples for you. And, we believe the study of
organization and government system on East India Company at
Great Britain and South Manchuria Railway Company makes a
great contribution to the academia. Besides, the publishing of ʹThe
Collected Historical Materials of Japanese Discriminationsʹ made
an analysis of the existence system and the economic life on the
lower classes from old age gave rise to public discussion. These
studies were ignored for long years. At the last moment, we bring
the following golden saying to a finish. ʹScientia Potentia Estʹ by
Francis BACON.
(7) The Formation of World Historical Recognition
(II) Old and Rare Books
Please, refer you to our great homepage ʹhttp://www.kagakushoin.comʹ.
And, please, gain access to Google, Amazon and Nippon no Furuhonya.
(II) Relating to Purchase and Consulation of Our Academic
Materials
Please, make contact with our company through telephone, fax
and e‐mail.
Telephone: 81‐3‐3966‐8600
Fax: 81‐3‐3966‐8638
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E‐Mail Address: info@kagakushoin.com/ kagaku@kagakushoin.com
URL (Homepage): http://www.kagakushoin.com
To order or research our academic materials, please, utilize the
following companies.
Japan Publications Trading Co., Ltd.
1‐2‐1 Sarugakucho, Chiyoda Ward, Tokyo JAPAN 101‐0064
Tel: 81‐3‐3292‐3753 Fax: 81‐3‐3292‐0410
E‐Mail Address: mono@jptco.co.jp
URL: http://www.jptco.co.jp/
The Isseido Booksellers
1‐7 Kanda Jimbocho, Chiyoda‐Ward, Tokyo JAPAN 101‐0051
Tel.：81‐3‐3292‐0071
Fax：81‐3‐3292‐0095
E‐Mail Address: kaigai@isseido‐books.co.jp
URL: http://www.isseido‐books.co.jp/
Kagaku Shoin Intelligence Industry Inc.
TOHAN Corporation Overseasn Business Department
6‐24 Higashi‐Gokenchô, Shinjuku Ward, Tokyo Japan 162‐8710
Tel.：81‐3‐3266‐9573
Fax：81‐3‐3266‐8943
E‐Mail Address: sales@tohankaigai.jp
URL: http://www.tohan.jp/
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Kagaku Shoin Intelligence Industry Inc.
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＊ Shôyaku Kanmei Gakumei Taishô Jiten【1992
Han】: Collative Dictionary between Chinese

Databases in Various Academic Fields

Names and Scientific Names of Drugs are made
of Medicinal Plants, Animals and Minerals
【1992 Edition】
植物学史研究会編『生薬漢名学名対照辞典』
【1992 年版】
〈Published at 1992 April〉
Edited by The Society for the Study in the
History of Botany
A4 size, 264 pages, average binding with case
○ This is the only dictionary, can collate the
names of Scientific, Latin and Chinese Characters
with Chinese names, relating to 210 types drugs,
are made of original plants, animals and miner‐
als. And, We can research in the opposite way.
［ISBN4‐7603‐0080‐5 C3547 ¥30000E］
Price 30,000 Japanese Yen

＊ Shokubutsu Wamei Gakumei Taishô Jiten
【1992 Han】: Collative Dictionary between Japa‐

nese Names and Scientific Names of Plants in
Japan【1992 Edition】
植物学史研究会編『植物和名学名対照辞典』
【1992 年版】
〈Published at 1992 April〉
Edited by The Society for the Study in the
History of Botany
A4 size, 688 pages, average binding with case
○ This dictionary can collate the names of
Japanese Pseudonym, Scientific, Chinese,
Chinese Characters, English, French and
German names with Japanese names on
approximately beyond from 6 thousand
Japanese native plants. And, You can research in
the opposite way.
［ISBN4‐7603‐0079‐1 C3545 ¥40000E］
Price 40,000 Japanese Yen

※ Shôyaku Kanmei Gakumei Taishô Jiten Hoi
Hen【 2013 Han】: Supplement to Collative Dic‐

※ Kinsei Sanbutsu Wamei Kanmei Taishô Jiten
【2013 Han】: Collative Dictionary between Japa‐

nese Names and Chinese Names of Plants, Ani‐
mals and Minerals in Japan【 2013 Edition】
植物学史研究会編『近世産物和名・漢名対照辞典』
【2013 年版】
〈Intended to Publish at 2013〉
Edited by The Society for the Study in the
History of Botany
A4 size, average binding with case
○ This dictionary can collate the names of
Japanese Pseudonym, Japanese local, Scientific,
Chinese, Chinese Characters, English, French
and German Names with Japanese names on
approximately beyond from 16 thousand
Japanese native plants, animals and minerals.
And, You can researchin the opposite way.
［ISBN978‐4‐7603‐0279‐4 C3545 ¥40000E］
Price 40,000 Japanese Yen
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tionary between Chinese Names and Scientific
Names of Drugs are made of Medicinal Plants,
Animals and Minerals【 2013 Edition】
植物学史研究会編『生薬漢名学名対照辞典・補
遺編』【2013 年版】
〈Intended to Publish at 2013〉
Edited by The Society for the Study in the
History of Botany
A4 size, average binding with case
○ We explain on the announcement systems,
called as Han, Wu and Tang announcement, of
Chinese and Chinese Characters names of crude
drugs. With respect to this study, we critique
the theses by Mr. TÔDÔ, Meihô of emeritus
professor at Tôkyô University, is leading person.
Besides, referring the Japanese Pharmacopoeia
(Nihon Yakkyoku Hô), to realize many foreign
literatures, we have a plan to make the collative
dictionary between formal and conventional
system of announcements. If you buy the
edition of 1992 and have various questions,
please, refer this documentary literature.Price
15,000 Japanese Yen
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※ Kinsei Kanpô Wahô Shohômei Jiten【 2013
Han】: Complete Dictionary of Prescriptions

relating to Japanese and Chinese Medicine
【 2013 Edition】
植物学史研究会編『近世漢方・和方処方名辞典』
【2013 年版】
〈Intended to Publish at 2013〉
Edited by The Society for the Study in the
History of Botany
A4 size, average binding with case
○ This book is the dictionary of Chinese or
Chinese characters with respect to
approximately three thousand prescribed drugs
of Chinese and Japanese medicine. Because,
source books, describes on these prescribed
drugs, are specified, we can utilize for various
studies.［ ISBN978‐4‐7603‐0280‐2 C3547 ¥30000E］
Price 30,000 Japanese Yen

（5）We can utilize in various academic fields,
including cultural, natural and social sciences, as
important reference materials
［Contents of Eight Volumes］
（01）Volume I ［ Kokumotsu Hen I: Cereals I］
［穀物篇 I］
4,500 items of cerealsʹ names from A（あ）to Shi（し）
〈Published at 2002 June〉
［ISBN4‐7603‐0281‐6 C3545 ¥38000E］
（02）Volume II［ Kokumotsu Hen II: Cereals II］
［穀物篇 II］
4,500 items of cerealsʹ names from Su（す）to Wo（を）
〈Published at 2002 June〉
［ISBN4‐7603‐0282‐4 C3545 ¥38000E］

＊ Kinsei Sanbutsu Goi Kaidoku Jiten: Complete

Deciphered Dictionary of Plantsʹ, Animalsʹ and
Mineralsʹ Names in Yedo Era (List of Plant,
Animal and Mineral Names
『近世産物語彙解読辞典』［植物・動物・鉱物
名彙］
Edited by The Society for the Study of Japanese
Historical Materials in Yedo Era
B5 size, 688 pages, mean pages of each volume
750 pages, deluxe edition, cloth binding with
case, total 8 volumes
Price of each volume: 38,000 Japanese Yen

（03）Volume III
［Gyorui / Kairui Hen: Fishes and Shells］
［魚類・貝類篇］
〈Published at 2004 March〉
［ISBN4‐7603‐0283‐2 C3545 ¥38000E］
（04）Volume IV
［Yasei Shokubutsu Hen I: Wild Plants I］
［野生植物篇 I］
〈Published at 2003 August〉
［ISBN4‐7603‐0288‐3 C3545 ¥38000E］

［The special features of this series and how to
put to practical use］
（l）The only complete deciphered dictionary of
plantsʹ, animalsʹ and mineralsʹ names at Yedo Era in
the world: This item is the complete deciphered
dictionary. We can easily research the names of
plants, animals and minerals found in old
documents of Yedo Era. This dictionary is arranged
in order of Japanese syllabary. Up to this time,
many letter dictionaries were published. But, these
are voczbulary dictionaries of the names of plants,
animals and minerals found in Japan Islands.
(2) The basic academic materials for study: We
can research from p lantsʹ, animalsʹ and mineralsʹ
names. And we can decifer old documents in Yedo
Era without difficulty.
(3) The detailed data: The p lantsʹ, animalsʹ and
mineralsʹ names are arranged in order of Japanese
syllabary. We are forced to evolve the study by the
abundant words.
(4) The polite editing system
‐6‐

（05）Volume V
［Yasei Shokubutsu Hen II: Wild Plants II］
［野生植物篇 II］
［ISBN4‐7603‐0289‐1 C3545 ¥38000E］
〈Published at 2003 August〉
（06）Volume VI
［Chôrui / Jyûrui / Konchûrui / Tarui Hen: Birds,
Beasts, Insects and Snakes］
［鳥・獸・昆虫・蛇類篇］
〈Intended to Publish at 2013〉
［ISBN978‐4‐7603‐0290‐1 C3545 ¥38000E］
（07）Volume VII
［Suirui / Karui / Torui / Sekirui/ Kinrui / Gyokurui Hen:
Water, Fire, Soil, Stone, Gold and Jade］
［水・火・土・石・金・玉類篇］
〈Intended to Publish at 2013〉
［ISBN978‐4‐7603‐0291‐8 C3545 ¥38000E］
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（08）Volume VIII
［Chikurui /Tourui/Yasairui/Kaisairui /Suisairui/
Jyôrui / Karui / Zôjyôrui / Jumokurui / Kajitsurui /Tarui Hen:
Bamboos, Beans, Vegetables, Seaweeds, Water
Plants, Mushrooms, Fermented Food Producing
Plants, Trees, Fruits and Tea Plants］
［竹・豆・ 野菜・海菜・水菜・茸・瓜・造釀
・樹木・果実・茶類篇］
〈Intended to Publish at 2013〉
［ISBN978‐4‐7603‐0292‐5 C3545 ¥38000E］
Price of Each Volume 38,000 Japanese Yen
Set Price 304,000 Japanese Yen (total 8 volumes)

＊ Nihon Eiga Sakuhin Jiten Sengo Hen I: Com‐

＊ Shokubutsu Gakumei Meimeisa Ryakushô
Taishô Jiten【1992 Han】: Collative Dictionary

between Author Names and their Abbreviations
【1992 Edition】
『植物学名命名者・略称対照辞典』
【1992 年版】
〈Published at 1992 May〉
Edited by The Society for the Study in the
History of Botany
A4 size, 334 pages, average binding with case
○ We can have a look at formal names,
abbreviated names, the date of birth and death
of ten thousand plant scientific names naming
persons. This dictionary is arranged in order of
alphabet. And, we can rersearch from their
abbreviated names.
［ISBN4‐7603‐0082‐1 C3545 ¥30000E］
Price 30,000 Japanese Yen

＊ Nihon Eiga Sakuhin Jiten Senzen Hen: Complete

Dictionary of Japanese Movies from 1896 to 1948
August（Complete Dictionary of Movies, Actors,
Actresses and Movie Staffs in the World
including Japan Series: 1st Volume）
『日本映画作品辞典・戦前編』（世界・日本映
画作品辞典シリーズ第 1 集）
〈Published at 1996 June〉
Edited by The Society for the Study in the
History of Japanese Movies
A4 size, average binding with case, total 5
volumes, 200 copies of limited edition, out of
stock
○ This general dictionary contains more than
16,000 movies, approximately, produced in
Japan before 1945 August. We can glance the
names of titles, actors, actresses and staffs.
［ISBN4‐7603‐0153‐4 C3500 ¥150000E］
Price 150,000 Japanese Yen
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plete Dictionary of Japanese Movies from 1896
to 1948 August I（ Complete Dictionary of
Movies, Actors, Actresses and Movie Staffs in
the World including Japan Series: 3rd Volume）
『日本映画作品辞典・戦後編［I］ 』（世界・日
本映画作品辞典シリーズ第 3 集）
〈Published at 1998 June〉
Edited by The Society for the Study in the
History of Japanese Movies
A4 size, average binding with case, total 6
volumes, 200 copies of limited edition
○ This general dictionary contains 15,305
movies, produced in Japan from 1945 August to
1988 December. We can glance the names of
titles, actors, actresses and staffs.
［ISBN4‐7603‐0154‐2 C3500 ¥150000E］
Price 150,000 Japanese Yen
Explanatory note: We are now progressing to
make the complete filmography of Japanese
Movies from 1909 to 2013 by internet version.
We can prepare many photographs of movies,
staffs, actors and actresses. And, We want
eagerly the participations of our readers. If you
interest in this planning, please, send me your
opinions, materials and important informations
by e‐mail, fax and telephone, quickly.

＊ Hakurai Kinema Sakuhin Jiten Senzen Hen:

Complete Dictionary of Imported Movies before
1945（ Complete Dictionary of Movies, Actors,
Actresses and Movie Staffs in the World
including Japan Series: 2nd Volume）
『舶来キネマ作品辞典・戦前編―日本で戦前に
上映された外国映画一覧―』（世界・日本映画
作品辞典シリーズ第 2 集）
〈Published at 1997 May〉
Edited by The Society for the Study in the
History of World Movies
A4 size, total approximately 3 thousand pages,
average binding with case, total 4 volumes, 200
copies of limited edition
○ This is a definitive filmography of imported
movies, produced in the world before 1945. This
general dictionary includes 14,319 movies. We
can glance the names of titles, actors, actresses
and staffs.
［ISBN4‐7603‐0155‐0 C3500 ¥150000E］
Price 150,000 Japanese Yen
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＊ Hakurai Kinema Sakuhin Jiten Sengo Hen:

Complete Dictionary of Imported Movies from
1945 August to 1988 December（ Complete
Dictionary of Movies, Actors, Actresses and
Movie Staffs in the World including Japan
Series: 4th Volume）
『舶来キネマ作品辞典・戦後編［I］ ―日本で
戦後に上映された外国映画一覧―』（世界・日
本映画作品辞典シリーズ第 4 集）
〈Published at 2004 February〉
Edited by The Society for the Study in the
History of World Movies
A4 size, total approximately 3 thousand pages,
average binding with case, total 5 volumes, 200
copies of limited edition
○ This is a definitive filmography of imported
movies, produced in the world from 1945
August to 1988 December. This general
dictionary includes 10,024 movies. We can
glance the names of titles, actors, actresses and
staffs.
［ISBN4‐7603‐0224‐7 C3500 ¥150000E］
Price 150,000 Japanese Yen
［The special features of complete dictionary
of imported movies and how to put to practical
use］
（l）Complete filmography of All Japanese
Movies: Because the documentary literatures of
Japanese movies are undeveloped, the
copmpletedata before 1945 did not exist. In this
publishing, we researched various materials and
could make complete dictionary.
（2）Substantial contents: This item is arranged
in the order of the Japanese syllabary. In
aadition, because many data, genres, original
titles, production countries, filmmakers, the first
run dates, the first run places, distributing
agencies, directors, producers, authors, senario
wqriters, cameramans, musicians, actors and
actresses, are described, we can easily research
and study. We researched various documents in
this time and tried to make data a complete one.
Complete Dictionary of Imported Movies before
1945 records approximately 15,000 items.
（3）Perfected Index: Because original title,
genre, production company, first run date, first
run place, movie director, author, director of
photography, composer, principal actors and
actresses are written, you can research easily.

＊ Nihon Eiga Jinmei Jiten Haiyû Hen: Com‐

plete Dictionary of Actors and Actresses in
JAPAN（ Complete Dictionary of Movies,
Actors, Actresses and Movie Staffs in the World
including Japan Series: 5th Volume）
『日本映画人名辞典・俳優篇』（世界・日本映
画作品辞典シリーズ第 5 集）
〈Published at 2005 April〉
Edited by The Society for the Study in the
History of Japanese Movies
A4 size, total 2018 pages, average binding with
case, total 3 volumes, 200 copies of limited
edition
［The special features of complete dictionary
of actors and actresses in Japan and how to put
to practical use］
（1）Perfected biographical dictionary of staffs,
actors and actresses who played an active part
in the Japanese movie world: As for the data of
staffs, actors and actresses was related to the
Japanese movie, the complete edition was for
deficiency. We searched various documents in
this time, and we could satisfy the expectation
of the reader. This item is the perfect
biographical dictionary which covered
producers, directors, scriptwriters, authors,
directors of photography, composers, art
directors, production designers, editors,
choreographers, lines creators, costume persons
in charge, subtitles persons in charge,
animators, designers, special effects persons in
charge, make‐up persons in charge, recording
persons in charge, sound persons in charge,
actors and actresses.
（2）Substantial contents and novel constitution:
This dictionary is arranged in the order of the
Japanese syllabary of personʹs nameʹs. And this
is very more advantageous to research, because
another names, the date of birth of staffs,
actors and actresses, titles, data of many items
including the production year are placed on. We
searched various documents in this time and
tried to make data a complete one. This item
collects approximately 30,000 or more persons in
total. You can glance through the movies which
many staffs, actors and actresses was related to.
(3) Perfected research method: Because it is lied
down in the index be able to search from movie
titles, you can research easily. From many
keywords, you can research many informations
easily. We published the biographical dictionary
of the full version that covered all 11,100 movie
stars and 16,400 movie staffs who played an
‐8‐
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active part in Japan.
［ISBN4‐7603‐0332‐4 C3500 ¥50000E］
Price 50,000 Japanese Yen

［The special features of Complete Dictionary
of Actors, Actresses and Movie Staffs in the
World and how to put to practical use］
( 1) Perfected biographical dictionary with
respect to staffs, actors and actresses who played
important roles in the world movie: A s for the
data of staffs, actors and actresses was related
to the world movie, the complete edition was
for deficiency. We searched various documents
in this time, and we could satisfy the
expectation of the reader. This item is the
perfect biographical dictionary which covered
producers, directors, scriptwriters, authors,
directors of photography, composers, art
directors, production designers, editors,
choreographers, lines creators, costume persons
in charge, subtitles persons in charge,
animators, designers, special effects persons in
charge, make‐up persons in charge, recording
persons in charge, sound persons in charge,
actors and actresses.
(2) Substantial contents and novel constitution:
This dictionary is arranged in the order of the
Japanese syllabary ( Katakana Notation) of
personʹs nameʹs. And this is very more
advantageous to research, because the original
spelling personʹs nameʹs ( alphabet notation) ,
the date of birth of staffs and actors, actresses,
the classification names of staffs and stars, the
original titles, the Japanese translation titles and
the production year are placed on. We searched
various documents in this time and tried to
make data a complete one. This item collects
approximately 70,000 people ( 35,400 actors and
actresses, 50,000 staffs approximately) in total.
You can glance through the movies which many
staffs, actors and actresses was related to.
(3) Perfected research method: Because it is lied
down in the index be able to search from the
original personʹs spelling ( alphabet notation) ,
the original titles and the Japanese translation
titles you can research easily. From many
keywords, you can research many informations
easily. We published the biographical dictionary
of the full version that covered all 70,000 movie
staffs and stars who played an active part in the
world.

＊ Nihon Eiga Jinmei Jiten Staff Hen: Complete

Dictionary of Movie Staffs in JAPAN
（ Complete Dictionary of Movies, Actors,
Actresses and Movie Staffs in the World
including Japan Series: 6th Volume）
『日本映画人名辞典・スタッフ篇』（世界・日
本映画作品辞典シリーズ第 6 集）
〈Published at 2005 April〉
Edited by The Society for the Study in the
History of Japanese Movies
A4 size, total 3,612 pages, average binding with
case, total 5 volumes, 200 copies of limited
edition
○ Biographical dictionary of the full version
that covered 16,400 movie staffs
［ISBN4‐7603‐0333‐2 C3500 ¥100000E］
Price 100,000 Japanese Yen

＊ Sekai Eiga Jinmei Jiten Haiyû Hen: Complete

Dictionary of Actors and Actresses in the World
（ Complete Dictionary of Movies, Actors,
Actresses and Movie Staffs in the World
including Japan Series: 7th Volume）
『世界映画人名辞典・俳優篇』（世界・日本映
画作品辞典シリーズ第 7 集）
〈Published at 2007 March〉
Edited by The Society for the Study in the
History of World Movies
A4 size, average binding with case, 200 copies
of limited edition
［ISBN978‐4‐7603‐0334‐2 C3500 ¥100000E］
Price 100,000 Japanese Yen

＊ Sekai Eiga Jinmei Jiten Staff Hen: Complete

Dictionary of Movie Staffs in the World
（ Complete Dictionary of Movies, Actors,
Actresses and Movie Staffs in the World
including Japan Series: 8th Volume）
『世界映画人名辞典・スタッフ篇』（世界・日
本映画作品辞典シリーズ第 8 集）
〈Published at 2011 March〉
Edited by The Society for the Study in the
History of World Movies
A4 size, average binding with case, 200 copies
of limited edition
○ Approximately 40 thousand movie staffs are
explained in this book.
［ISBN978‐4‐7603‐0335‐9 C3500 ¥100000E］ Price
100,000 Japanese Yen
‐9‐
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※ Sekai Eiga Sakuhin Jiten Senzen Hen: Com‐

plete Dictionary of Foreign Movies before
1945（ Complete Dictionary of Movies, Actors,
Actresses and Movie Staffs in the World
including Japan Series: 9th Volume）
『世界映画作品辞典・戦前編』（世界・日本映
画作品辞典シリーズ第 9 集）
〈Intended to Publish at 2013〉
Edited by The Society for the Study in the
History of World Movies
A4 size, average binding with case, 200 copies
of limited edition
○ The general dictionary of motion pictures
which were produced in the United States, Italy,
France, the U.K. and Germany. You can glance
through the performers the staffs and original
titles. We collected the movie works of produced
before 1945.
［ISBN978‐4‐7603‐0156‐0 C3500 ¥150000E］
Price 150,000 Japanese Yen

※ Sekai Eiga Sakuhin Jiten Sengo Hen: Com‐

plete Dictionary of Foreign Movies after 1945
（ Complete Dictionary of Movies, Actors,
Actresses and Movie Staffs in the World
including Japan Series: 10th Volume）
『世界映画作品辞典・戦後編』（世界・日本映
画作品辞典シリーズ第 10 集）
〈Intended to Publish at 2013〉
Edited by The Society for the Study in the
History of World Movies
A4 size, average binding with case, 200 copies
of limited edition
○ The general dictionary of motion pictures
which were produced in the United States, Italy,
France, the U.K. and Germany. You can glance
through the performers the staffs and original
titles. We collected the movie works of produced
after 1945.
［ISBN978‐4‐7603‐0157‐7 C3500 ¥150000E］
Price 150,000 Japanese Yen

※ Sekai Nihon Eiga Best 1,000 Sen: Best Select‐
ed 1000 Movies in the World（ Complete

Dictionary of Movies, Actors, Actresses and
Movie Staffs in the World including Japan
Series: 11th Volume）
『世界・日本映画ベスト 1,000 選』（世界・日本
映画作品辞典シリーズ第 11 集）
〈Intended to Publish at 2013〉
Edited by The Society for the Study in the
History of World Movies
A4 size, average binding with case, 200 copies

of limited edition
○ From motion pictures produced all over the
world, we choose 1,000 items. We collect lines in
the impression and explanations.
Price 50,000 Japanese Yen

※ Kaitei Zôho Nihon Eiga Sakuhin Jiten Senzen

Hen: Complete Dictionary of Japanese Movies
from 1896 to 1948 August (Revised and Enlarged
Edition)（ Complete Dictionary of Movies,
Actors, Actresses and Movie Staffs in the World
including Japan Series: 1st Volume）
『 改訂・増補 日本映画作品辞典・戦前編』（世界
・日本映画作品辞典シリーズ第 12 集）
〈Intended to Publish at 2013〉
Edited by The Society for the Study in the
History of Japanese Movies
A4 size, average binding with case, total 5
volumes, 200 copies of limited edition
○ The revisied and the enlarged edition of
Nihon Eiga Sakuhin Jiten Senzen Hen: Complete
Dictionary of Japanese Movies from 1896 to 1948
August (Complete Dictionary of Movies, Actors,
Actresses and Movie Staffs in the World
including Japan Series: 1st Volume). We correct
misprints of the first edition and add insufficient
data based on new discovery document. We
collect approximately above 16,000 works
produced before 1945.
［ISBN978‐4‐7603‐0285‐7 C3500 ¥150000E］
Price 150,000 Japanese Yen

＊TAKARAZUKA THEATROGRAPHY － Takarazuka

Kagekidan Sakuhin Syutuensha Staff Mei Jiten I
（1914‐2007）: Complete Dictiona ry of Titles, Ac‐
tresses and Staffs in TAKARAZUKA R EVUE
COMPANY (1914‐2007)［ T A K A R A Z U K A
THEATROGRAPHY I]
『TAKARAZUKA THEATROGRAPHY －宝塚歌劇団
作品・出演者・スタッフ名辞典 I（1914‐2007） 』
〈Published at 2008 January〉
Edited by The Society for the Study in the
History of TAKARAZUKA REVUE COMPANY
A4 size, total 2,572 pages, average binding with
case, total 4 volumes, 200 copies of limited
edition
○ This book was published for the 90th
anniversary of TAKARAZUKA REVUE
COMPANY.
Perfected theatrography of approximately 6,300
performance works from foundation of
Takarazuka all‐womenʹs opera until this time.
We collect the actresses who appeared in these
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works and the staffs ( original writers, scripters,
directors, choreographers, composers, music
arrangers, sword fight scene choreographers,
production designers, costumers, illumination
persons in charge, sound persons in charge,
small tools persons in charge, effect persons in
charge and etc.) .
［ISBN978‐4‐7603‐0338‐0 C3500 ¥100000E］
Price 100,000 Japanese Yen

＊ Kanji, Kango Heion Hôshiki, Wade Hôshiki,

villages, towns and districts. You can research
them from Chinese character ( number of
strokes order of the radical) , Wade method,
PIN‐YIN method, French language method and
German language method. In addition to
approximately 34,000 cases recorded in 1994
version, We add approximately 10,000 cases and
record 44,000 place names in total
［ISBN978‐4‐7603‐0284‐0 C3520 ¥100000E］
Price 100,000 Japanese Yen

Futsugo Hôshiki, Dokugo Hôshiki Taishô
Chûgoku Rekishi Chimei Jiten: Complete Dic‐
tionary of Place Names in China with Indices
by Chinese Letters, Han‐Yu‐Pin‐Yin, Wade,
French and German Systems 【 1994 Edition】
『漢字・漢語 PIN‐YIN 方式・ウェード方式・仏語方式
・独語方式対照中国歴史地名辞典』
【1994 年版】
〈Published at 1994 December〉
Edited by The Society for the Study in the Place
Names of China
A4 size, approximately total 4,000 pages,
average binding with case, total 5 volumes, 200
copies of limited edition
○ The only dictionary to research every famous
historical place names including Chinese cities,
villages, towns and districts. You can research
them from Chinese character ( number of
strokes order of the radical) , Wade method,
PIN‐YIN method, French language method and
German language method. We record
approximately 34,000 cases.
［ISBN4‐7603‐0087‐2 C3520 ¥100000E］
Price 100,000 Japanese Yen

Futsugo Hôshiki, Dokugo Hôshiki Taishô
Chûgoku Jinmei Jiten: Complete Dictionary of
Person Names in China with Indices by Chinese
Letters, Han‐Yu‐Pin‐Yin, Wade, French and Ger‐
man Systems【 2013 Edition】
『漢字・漢語 PIN‐YIN 方 式・ウェード方式・仏語
方式・独語方式対照中国人名辞典』【2013 年版】
〈Intended to Publish at 2013〉
Edited by The Society for the Study in the
Person Names of China
A4 size, approximately total 5 thousand pages,
average binding with case, total 5 volumes, 200
copies of limited edition
○ The dictionary to research famous historical
personʹs names. You can research them from
Chinese character ( number of strokes order of
the radical), Wade method, PIN‐YIN method,
French language method and German language
method. We collect approximately 5,000 or more
persons and research is very convenient.
［ISBN978‐4‐7603‐0086‐0 C3520 ¥60000E］
Price 60,000 Japanese Yen

※ Kanji, Kango Heion Hôshiki, Wade Hôshiki,

※ Chûgoku Shoshi Sôgô Sakuin: General Index

Futsugo Hôshiki, Dokugo Hôshiki Taishô
Chûgoku Chimei Jiten: Complete Dictionary of
Place Names in China with Indices by Chinese
Letters, Han‐Yu‐Pin‐Yin, Wade, French and Ger‐
man Systems (Revised and Enlarged Edition)
【2013 Edition】
『漢字・漢語 PIN‐YIN 方 式・ウェード方式・仏語
方式・独語方式対照中国地名辞典』
【2013 年版】
〈Intended to Publish at 2013〉
Edited by The Society for the Study in the Place
Names of China
A4 size, approximately total 5 thousand pages,
average binding with case, total 6 volumes, 200
copies of limited edition
○ The only dictionary to research every famous
historical place names including Chinese cities,

※ Kanji, Kango Heion Hôshiki, Wade Hôshiki,

of BIBLIOTHECA SINICA
『ʺ中國書誌ʺ総合索引』
〈Intended to Publish at 2013〉
Edited by The Committee with respect t o the
compilation of general index of BIBLIOTHECA
SINICA
A4 size, average binding with case
○ General index of BIBLIOTHECA SINICA
edited by Henri CORDIER.
［ISBN978‐4‐7603‐0084‐6 C3520 ¥100000E］
Price 100,000 Japanese Yen
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＊ Chishi Bussan Bu: Compilatory Works on All

Sorts of Products excerpt from Geographical
Descriptions in China
『地志物産部』
〈Published at 1990 October〉
Edited by Shôheizaka Gakumonsho
B5 size, total 2,806 pages, cloth binding with
manufactured case, total 3 volumes
○ The book was edited by excerpting from the
articles in Chinese district historical materials,
describe necessary products for the the human
life, that is, plants, animals and minerals. This
great project was completed by the Shôheizaka
Gakumonsho（ 昌平坂学問所）, established by
the Edo Shogunate. Setting it on the basis of
such a primary documents, the study of
Japanese natural history could accomplish great
progress. Realizing this historical materials, you
can investigate the forms, the origins, the
properties of the various plants, animals,
minerals and products. Because we lied down
the index in the end of this volume, you can
study easily.
［ISBN4‐7603‐0088‐0 C3500 ¥80000E］
Price 80,000 Japanese Yen

※ Genhon Yakuhon Taishô Honzô Kômoku Sô

Sakuin: General Index of Pen‐Tsʹao‐Kang‐Mu
『原本・訳本対照「本草綱目」総索引』
〈Intended to Publish at 2013〉
Edited by The Committee with respect to the
compilation of general index of
Pen‐Tsʹao‐Kang‐Mu
B5 size, average binding with case
The perfect index that can search three kinds of
originals (by the revised edition of the line
where original shadow engraving block of the
line where 張 紹棠編 ‐1885 is issued annually,
勅衡如校訂 ‐1957 are issued annually in 簡 体文
字 use, recreation ʺ金 陵 版 本 草 綱 目 ʺ) and
translations ( Koichi Kimura et al. ʺ新 註校定國
譯本草綱目ʺ spring sunshine temple, all 17
volumes, 48‐53 years of the Showa era) at the
same time. I place the ( 1) name index of 1,903
kinds of medicines, ( 2) disease excellent index,
(3) concordance, ( 4) documents index, ( 5)
prescription excellent index, ( 6) gazetteer.
Because 併 載 does an index of the alphabet
notation (Wade method, Chinese word PIN‐YIN
method) , I can understand the studies
documents of each European country. The
academic document which can inflect as well as
botany, pharmacognosy in Orient historical

study, folklore, every field including the
Sinology.
The perfected index book that can research three
kinds of originals, in other words,
【a】"Pen‐Tsʹao‐Kang‐Mu" （『 本草綱目』）: The
reprinted version of original book, issued at
1885, edited by ZHANG, Shao Tang（ 張紹棠）
【b】"Pen‐Tsʹao‐Kang‐Mu" （『本草綱目』）: The
revised version of book, issued at 1957. This
item was revised by LIU, Heng Ru（ 劉衡如）
and written in simplified Chinese letters（ 簡体
文字）.
【c】"Kinryô han Pen‐Tsʹao‐Kang‐Mu" （『金陵
版本草綱目』）
and Japanese translation edition, that is to say,
【d】ʺShinchû Kôtei Kokuyaku Honzô Kômokuʺ
（『 新註校定國譯本草綱目 』 Shunyôdô, all 17
volumes, 1973‐1978) : This item is edited by
KIMURA, Kôichi et al. You can research these
four academic materials at the same time. With
respect to 1,903 kinds of medical materials, we
place (I) the name index, ( II) the disease
index, (III) the term index, ( IV) the literature
index, (V) the prescription index, ( VI) the
gazetteer. Because we publish many indices with
the alphabet notation ( indices by Chinese Let‐
ters, Han‐Yu‐Pin‐Yin, Wade, French and Ger‐
man Systems) , you can understand the studies
documents of each European country. These are
the academic documents which can utilize as
well as in botany and pharmacognosy, in Orient
historical study, folklore and every academic
fields including Sinology.
［ISBN978‐4‐7603‐0089‐1 C3547 ¥50000E］
Price50,000 Japanese Yen

＊ Siebold Shûshû Tosyo Mokuroku: Catalogus librorum

et manuscriptorum Japonicorum a Ph. Fr. de Siebold
collectorum ／ Catalogue de la bibliotheque, apportee
au Japon par Mr. Ph. F. de Siebold
『シーボルト収集図書目録』
〈Published at 1988 October〉
Edited by SIEBOLD, Philipp Franz Balthasar von
A4 size, total 182 pages, cloth binding with
manufactured case
［ISBN4‐7603‐0073‐2 C3000 ¥20000E］
Price 20,000 Japanese Yen
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＊ Daiei Hakubutsukan Syozô Kanseki Mokuroku

(Honhen, Hoihen): Catalogue of Chinese Printed Books,
Manuscripts and Drawings in the Library of the British
Museum
『大英博物館所蔵漢籍目録』（本篇・補遺篇）
〈Published at 1987 April〉
Edited by DOUGLAS, Robert K.
Explained by SAKADE, Yoshinobu
A4 size, Main Volume: 558 pages, deluxe edition,
cloth binding with manufactured case, total 2 volumes
Main Volume (Honhen):
［ISBN4‐7603‐0074‐0 C3500 ¥30000E］
Supplement Volume (H oihen):
［ISBN4‐7603‐0075‐9 C3500 ¥20000E］
Main Volume (Honhen): Price 30,000 Japanese Yen
Supplement Volume (Hoihen): Price 20,000 Japanese
Yen

＊ Daiei Hakubutsukan Syozô Wasyo Mokuroku

(Honhen, Hoihen): Catalogue of Japanese Printed
Books, Manuscripts in the Library of the British
Museum
『大英博物館所蔵和書目録』（本篇・補遺篇）
〈Published at 1986 July and September〉
Edited by DOUGLAS, Robert K.
Explained by Ômori, Minoru
A4 size, Main Volume: 406 pages, deluxe edition,
cloth binding with manufactured case, total 2 volumes
Main Volume (Honhen):
［ISBN4‐7603‐0076‐7 C3500 ¥30000E］
《out of stock》
Supplement Volume (H oihen):
［ISBN4‐7603‐0077‐5 C3500 ¥7500E］
Main Volume (Honhen): Price 30,000 Japanese Yen
Supplement Volume (Hoihen): Price 7,500 Japanese
Yen

＊ France Kokuritsu Tosyokan Syozô Kanseki

Kaidai Mokuroku (Honhen, Hoihen): Catalogue des
livres chinois, coreéns, japonais, etc.
『フランス国立図書館所蔵漢籍解題目録』
（本篇・補遺篇）
〈Published at 1994 October〉
Edited by COURANT, Maurice Auguste Louis
Marie
(Published by Kasumigaseki Publishing
Company)
Explained by SAKADE, Yoshinobu
B5 size, Main Volume: total 1,674 pages, deluxe
edition, cloth binding with manufactured case, total 3
volumes
○ Analyzed catalogue of Chinese books
amounting to approximately 9,000. We publish

commentary and index ( titles of and author
names) in the supplement volume.
［ISBN4‐7603‐0078‐3 C3500 ¥80000E］
Price 80,000 Japanese Yen

＊ Ôbei, Russia, Nippon ni okeru Chûgoku

Kenkyû: The Study on China in Europe, North
America, Russia and Japan
『欧米・ロシア・日本における中國研究』
〈Published at 1997 July〉
Written by ISHIDA, Mikinosuke
B5 size, Main Volume: 796 pages, Supplement
Volume: 484 pages, deluxe edition and average
binding with case, cloth binding with manufactured
case, total 2 volumes
"Ôbei ni okeru Shina Kenkyûʺ（『欧米に於ける
支那研究』）and ʺÔjin no Shina Kenkyû（『欧人
の支那研究』）ʺ by ISHIDA, Mikinosuke are
bound. And we published index of literatures,
index of persons and explanatory notes.
［ISBN4‐7603‐0085‐6 C3322 ¥60000E］
Set Price 60,000 Japanese Yen
Price of Supplement Volume 30,000 Japanese
Yen
［The special features of this series and how to
put to practical use］
（ 1） We published two famous academic
materials in the world by ISHIDA, Mikinosuke,
that is, ʺÔbei ni okeru Shina Kenkyûʺ（『欧米に
於ける支那研究』、1942 publication） and ʺÔjin
no Shina Kenkyû（『欧人の支那研究』、 1932
publication） ʺ, are bound. And we published
index of literatures, index of persons and
explanatory notes. These books cover almost all
basic literatures relating Sinology, were written
down in the languages of European countries
from the ancient times reaching it in the present
age, Arabic language, Russian language and
Japanese language. These materals include 2,422
items are very useful for study.
（2）Substantial contents: To understand easily
the contents of the Chinese academic materials,
which the libraries and the laboratories of all
parts of the world, including Japan, China,
United States, European countries and Russia
possess. We list the synthesis index of
magazines and books relating to the Oriental
studies and Sinology, and the name index of
well‐known researchers, monks, explorers in
alphabetical order of the original languages.
Your research is possible from the original titles
of the articles and the original academic
materials. Furthermore, it is accessible to
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ʺBibliotheca Sinicaʺ by CORDIER, Henri Cordier
and ʺWestern Books on China up to 1850ʺ by
LUST, John.
（3）Academic materials which can conjugate in
every academic fields: You can use these
academic materials not only in the spheres of
history, philosophy and theology, but alsoin the
spheres of economy, law and natural sciences.
(4) You can gain access to the literatures
written by various languages including English,
French, German, Italian, Spanish, Portuguese
and Latin. By substantial index, you can
research easily the titles and the personʹs names
which written in many literaturers.
[For readers]
Set price of this book, tax is not included, is
60,000 Japanese Yen. This book has all two
volumes. And, main volume has 796 pages. In
addition, If you have only the original volume
of ʺÔbei ni okeru Shina Kenkyûʺ（『欧米に於け
る支那研究』、1942 publication） or ʺÔjin no
Shina Kenkyû（『 欧 人 の 支 那 研 究 』、 1932
publication） ʺ, we recommend to purchase this
index edition, because you utilize this index and
can research the personʹs names and the titles of
the academic materials.

Price 50,000 Japanese Yen
［ISBN978‐4‐7603‐0336‐6 C3520 ¥50000E］

※ Nihon Tenmongakuhi Sûgakushi Nenpyô:

Chronological Table of the History of Japanese
Mathematics and Astronomy in Japan from Old
Ages
『日本天文学・数学史年表』
〈Intended to Publish at 2013〉
Edited by The Society for the Study of Japanese
Historical Materials in Yedo Era
A4 size, average binding with case
Price 50,000 Japanese Yen
［ISBN978‐4‐7603‐0337‐3 C3520 ¥50000E］

※ Nihon Igakushi Nenpyô: Chronological Table

of the History of Japanese Medicine in Japan
from Old Ages
『日本医学史年表』
〈Intended to Publish at 2013〉
Edited by The Committee with respect t o the
compilation of chronological table of the history
of Japanese medicine in Japan from old ages
A4 size, average binding with case
Price 50,000 Japanese Yen
［ISBN978‐4‐7603‐0339‐7 C3520 ¥50000E］

＊ General Index of The Study on China in Europe,

North America, Russia and Japan (Supplement
Volume)
『欧米・ロシア・日本における中國研究』総合索引
〈Published at 1997 July〉
Edited by The Committee with respect to the
compilation of general index of The Study on
China in Europe, North America, Russia and
Japan
B5 size, 484 pages, average binding with case,
one volume
［ISBN4‐7603‐0085‐6 C3322 ¥30000E］
Price 30,000 Japanese Yen

※ Sekai Jinkenshi Nenpyô: Chronological Table

relating to Human Rights in the World
『世界人権史年表』
〈Intended to Publish at 2013〉
Edited by The Committee with respect to the
compilation of chronological table relating to
human rights in the world
A4 size, average binding with case
This material includes the joint writings by
European languages.

Synthetic Sciences
(Natural History and Phytology)
Kyôhô Genbun Shokoku Sanbutsuchô Shûsei:
Flora, Fauna and Crops of the Japan Islands in
Eighteenth Century‐‐‐‐ First Series
〔total 21 volumes〕《concluded》
『享保・元文諸国産物帳集成』
［諸国産物帳集成 第 I 期］
Edited by MORINAGA, Toshitarô and YASUDA,
Ken
B5 size, deluxe edition, cloth binding with manufactured
case
○ In Kyôhô Term, Tokugawa Bakufu was forced
to reconstruct national finance, restrain
importiation from foreign nations and exploit
national resources. And, for fedural lords, that is
to say, Daimyô and prefectural governor, in
other word, Daikan, T okugawa Bakufu required
to research the distribution situations of crops,
plants, animals and minerals in their territory
and submit the reports. The real leader of this
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planning was the famous pharmacognosist,
NIWA, Shôhaku. This project was began at 1735
(Kyôhô 20) and, from that time, practiced for a
few years. Relating to products NIWA, Shôhaku
could not experience, he ordered to submit the
pictures and the explanatory notes. And so, their
reports are consisted of three elements, that is,
the literal documents, the pictures and the
explanatory notes. This series was compiled by
all the available data.
〔Contents of Volumes〕
＊ Volume I: Kaga, Noto, Ecchu and Echizen
（加賀・能登・越中・越前）
〈Published at 1985 May〉
（Explained by TAGAWA, Shôichi）
◎ Kôrikata Sanbutsuchô（ 郡 方 産 物 帳 ）、 ◎
Kashû Sanbutsuchô（ 加州産物帳）、◎ Etsushû
Sanbutsuchô（ 越 州 産 物 帳 ）、 ◎ Nôshû
Sanbutsuchô（ 能州産物帳）、◎ Echizennokuni
Fukuiryô Sanbutsu（ 越 前 国 福 井 領 産 物）、 ◎
Echizennokuninouchi Goryôchi Sanbutsu（ 越前
国 之 内 御 領 知 産 物 ）、 ◎ Echizennokuninouchi
Goryôzôchi Sanbutsu（ 越前国之内御領増知産
物 ）、 ◎ Chûsyo Sitagaki（ 註 書 下 書 ）、 ◎
Sanbutsuchônouchi Kusanobu Nanairo Chûsyo
（産物帳之内草之部七色註書）
［ISBN4‐7603‐0001‐5 C3321 ¥28000E］

＊ Volume II: Hitachi, Shimotsuke, Musashi and
Izu Shichitô
（常陸・下野・武蔵・伊豆七島）
〈Published at 1985 December〉
（Explained by AKIYAMA, Takashi, ISHIYAMA
Hiroshi, OKUDA, Kenichi and DANKI,
Kazuyuki）
◎ Goryônai Sanbutsu Tome（御領内産物留）
、◎
Shimotsukenokuni Syoson Sanbutsuchô（下野国
諸村産物帳）、◎ Musashinokuni Kawagoeryô
Sanbutuezuchô（武蔵国川越領産物絵図帳）、◎
Musashinokuni Tamagun Sanbutsuezu (Ge)［武
蔵 国 多 摩 郡 産 物 絵 図 （ 下 ） ] 、 ◎ Zushûshotô
Sanbutuzusetsu（ 豆 州 諸 島 産 物 図 説 ）、 ◎
Zushûshotô Sanbutsuzu（豆州諸島産物図）、◎
Hachijyô Sanbutsushû（八丈産物集）
［ISBN4‐7603‐0002‐3 C3321 ¥38000E］
＊ Volume III: Sado, Shinano, Izu and Tôtômi
（佐渡・信濃・伊豆・遠江）
〈1986 ／昭和 61 年 6 月刊行〉
（ Explained by IKOMA, Kanshichi,
KAWASAKI, Fumiaki, HATANO, Denhachirô ,
MIURA, Takayoshi and MUKOYAMA,
Masashige）

◎ Sashû Bussanshi（ 佐州産物志）
、◎（信濃国
伊那郡・筑摩郡高遠領産物帳）
、◎（信濃国筑摩
郡之内産物）
、◎（信濃国筑摩郡産物図）
、◎（伊
豆国産物帳）
、◎（遠江国懸河領産物帳）
、◎（遠
江国懸河領産物之内絵図）
、◎（蒲原郡小川莊石
間組滝谷村産物書出帳）
、◎（信濃国伊那郡新町
村産物書上帳）
、◎（虫類・穀類諸事書上帳扣）
、
◎（享保 20 年駿河国駿東郡御厨村村々穀類・
果実・山菜・魚・鳥・獸類他書き上げ）
(Suruga country Sunto sacred kitchen village
villages grains, fruit, edible wild plant, fish, bird,
獸類他書 comes for figure of Shinano country
Ina county, Tsukama county Takatou territory
product book ) ,◎( 信濃国筑摩郡之内産物 ),◎
( Shinano country Tsukama county product ) ,
◎( Izu domestic production thing book ) ,◎(
Totomi country strong current territory product
book ),◎( 遠江国懸河領産物之内絵図 ),◎( 蒲
原 郡 小 川 莊 石 間 組 滝 谷 村 産 物 書 出 帳 ) ,◎ (
Shinano country Ina county Shinmachi‐mura
product book top book ) ,◎( insects and
worms, 穀 類 諸 事 書 上 帳 扣 ) ,◎ ( Kyoho 20
years and gives it)
［ISBN4‐7603‐0003‐1 C3321 ¥38000E］
＊ Volume IV: Mikawa, Mino and Owari
（参河・美濃・尾張）
〈1985 ／昭和 61 年 12 月刊行〉
（林 英夫 解題）
In a figure of product ,◎ Owari domestic
production thing ,◎ Owari in Kuniyuki Mino
◎美濃国之内産物、◎尾張国産物、◎尾州図上
［ISBN4‐7603‐0004‐X C3321 ¥38000E］
＊ Volume V: 飛騨・近江・伊勢・伊賀・摂津・河内・和
泉）
〈1987 ／昭和 62 年 4 月刊行〉
◎飛州志、◎近江国（高島郡・浅井郡・坂田郡
・蒲生郡・神崎郡）産物絵図帳、◎近江産物志、
◎勢州三領之内御尋之品々絵図并註書、◎伊賀
国産物図、◎尼崎図上、◎河内図上、◎和泉物
産（和泉国物産）、◎和泉図上
［ISBN4‐7603‐0005‐8 C3321 ¥38000E］
＊ Volume VI: Kii（ 紀伊）
〈1987 ／昭和 62 年 7 月刊行〉
（真砂 久哉 解題）
◎紀州産物帳、◎紀州分産物絵図 二、◎紀伊
殿領分紀州勢州産物之内相残候絵図、◎紀州在
田郡広湯浅郡庄内産物
［ISBN4‐7603‐0006‐6 C3321 ¥38000E］
＊ Volume VII: （ 隠岐・出雲・播磨・備前・備
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中）
〈1987 ／昭和 62 年 12 月刊行〉
（谷口 澄夫 解題）
◎隠岐国産物絵図、◎出雲国産物名疏、◎本草
物産図譜、◎島根郡東組産物絵図差出帳、◎播
磨国網干領揖東郡揖西郡産物帳、◎備前国備中
国之内領内産物帳、◎備前国備中国之内領内産
物絵図帳◎松山物産
◎ Within the territory product illustrated map
book ◎ Matsuyama product in within the
territory product book ,◎ Bizen country Bicchu
Kuniyuki in Oki domestic production thing
illustrated map ,◎ 出雲国産物名疏 ,◎ natural
materials for medicinal use product picture book
,◎
Shimane county east group product
illustrated map giving in book ,◎ 播磨国網干
領 揖 東 郡 揖 西 郡 産 物 帳 ,◎ Bizen country
Bicchu Kuniyuki
［ISBN4‐7603‐0007‐4 C3321 ¥38000E］

＊ Volume VIII:
（備後・安芸・長門・周防）
〈1988 ／昭和 63 年 7 月刊行〉
◎芸藩土産図、◎周防産物名寄、◎長門産物名
寄◎周防国産物之内絵形、◎長門国産物之内絵
形、◎周防長門産物江戸被差登候註書控、◎周
防長門産物相互請無之分、◎元文二年産物図註
就被差登御添状写、◎元文二年十月二十八日産
物帳面並図註江戸被差登候節目録、◎産物事江
戸付出案、◎周防長門産物丹羽正伯不被差出御
内見之覚、◎丹羽正伯老産物之儀問合覚、◎元
文二年閏十一月丹羽正伯一件
［ISBN4‐7603‐0008‐2 C3321 ¥38000E］
＊ Volume IX: （ 周防《続》）
〈1989 ／平成 1 年 9 月刊行〉
◎周防岩国吉川左京領内産物并方言、◎玖珂熊
毛郡産物名寄帳、◎周防国都濃郡徳山領産物附
立、◎周防分産物御附出之内周防郡請無之長門
請有之分書抜、◎周防岩国御領産物御附出之内
類違之分書抜、周防岩国御領産物御附出之内穀
類字違、◎岩国御領産物御附出と江戸御付出字
違之分書抜（上）、◎岩国御領産物御附
出
と江戸御付出字違之分書（下）、◎徳山図註物、
周防産物御控帳目録、岩国御領産物問之覚
［ISBN4‐7603‐0009‐0 C3321 ¥38000E］
＊ Volume Ｘ : （長門《続》）
〈1991 ／平成 3 年 5 月刊行〉
◎元文四年二月舟木産物名寄帳、◎元文四年十
二月浜崎産物名寄帳、◎先大津郡産物名寄帳、
◎毛利岩之丞領分長門国之内豊浦郡産物、◎長
門国之内毛利讃岐守領内産物覚、◎玖珂熊毛郡

産物名寄之内余り物帳、◎三田尻産物名寄之内
余物帳、◎小郡産物名寄之内余物帳、◎山代産
物名寄せ之内余り物帳、◎先大津郡産物名寄之
内余り物帳、◎前大津郡産物名寄余り物帳、◎
舟木産物名寄之内余り物帳、◎浜崎産物名寄之
内余り物帳、◎長門分産物御附出之内長門郡請
無之周防二郡請有之分書抜并長門郡請無之文共
ニ全ニ、◎長門産物御控帳目録、◎長門産物之
内江戸被差登候地下図正控
［ISBN4‐7603‐0010‐4 C3321 ¥38000E］
＊ Volume XI: （ 対馬・肥前）
〈1991 ／平成 3 年 2 月刊行〉
（小松 勝助 解題）
◎対州并田代産物記録、◎対馬国八郷別産物覚
帳・再吟味帳
［ISBN4‐7603‐0011‐2 C3321 ¥38000E］
＊ Volume XII: （ 筑前）
〈1989 ／平成 1 年 7 月刊行〉
◎筑前国産物帳、◎筑前国産物絵図帳、◎筑前
国産物並絵図取調等覚書、◎筑前国続風土記
［ISBN4‐7603‐0012‐0 C3321 ¥38000E］
＊ Volume XIII: Bungo and Higo（ 豊後・肥後）
〈1989 ／平成 1 年 11 月刊行〉
（浜田 善利 解題）
◎豊後国之内熊本領産物帳、◎肥後国之内熊本
領産物帳、◎産物註書、◎肥後国球麻郡米良山
産物帳、◎肥後国球麻郡米良山産物絵図帳
［ISBN4‐7603‐0013‐9 C3321 ¥38000E］
＊ Volume XIV: （ 薩摩・日向・大隅）
〈1989 ／平成 1 年 12 月刊行〉
◎三州物産絵図帳 上（大隅国産物絵図帳 春
夏部扣、大隅国産物絵図帳 秋冬部下書扣）◎
三州物産絵図帳 中（日向国諸縣郡産物絵図帳
春夏部扣、日向国諸縣郡産物絵図帳 秋冬部
扣、日向国諸縣郡産物帳扣）◎三州物産絵図帳
下（薩摩国産物絵図帳 春夏部扣、薩摩国産
物絵図帳 秋冬部扣）
［ISBN4‐7603‐0014‐7 C3321 ¥38000E］
＊ Volume XV: （ 蝦夷・陸奥・出羽）
〈1990 ／平成 2 年 4 月刊行〉
◎盛岡領御領分産物、◎盛岡領御書上産物之内
御不審物図、◎羽州領内産物帳、◎米沢産物集、
◎陸奥国田村郡三春秋田信濃守領地草木鳥獸諸
色集書、◎松前志目録
［ISBN4‐7603‐0015‐5 C3321 ¥38000E］
＊ Volume XVI: （ 諸国）
〈1990 ／平成 2 年 7 月刊行〉
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◎富山前田本草、◎陸奥国産色絵図
［ISBN4‐7603‐0016‐3 C3321 ¥38000E］
＊ Volume XVII 巻 【補遺編 1】 （常陸・下野
・下総・越中・信濃・美濃・尾張）
〈1992 ／平成 4 年 7 月刊行〉
◎［常陸国］東崎町草木産物類書上帳、◎［下
野国］佐野領産物之内三拾色絵図、◎下総国猿
嶋郡下郷二拾三ケ村産物覚、◎［越中］産物書
上帳(魚津町］、◎信濃国諏訪領諏訪郡筑摩郡之
内産物絵図帳、◎木曽産物絵図註書、◎美濃国
産物、◎尾張国産物
［ISBN4‐7603‐0017‐1 C3321 ¥50000E］
＊ Volume XVIII 巻 【補遺編 2】 （陸奥・越
中・尾張・和泉・安芸・伊予・壱岐）
〈1993 ／平成 5 年 2 月刊行〉
◎［陸奥国盛岡領］従公儀御尋之産物御領分中
書上留帳、◎［陸奥国盛岡領］公儀御尋之産物、
◎［陸奥国仙台領］刈田郡滑津村産物、◎［陸
奥国会津領］関本村産物書上帳、◎尾張国知多
郡常滑産物、◎和泉国大鳥・泉郡之内関宿領内
産物図、◎［安芸国］賀茂郡下市村産物目録、
◎壱岐国産物考、◎［伊予国越智嶋］従公儀御
尋物品々、◎［陸奥国盛岡領］磐井郡東山築館
村、天狗田村産物書上帳(活字のみ）、◎［越中
国立山芦峅寺］産物書上帳(活字のみ）
［ISBN4‐7603‐0018‐X C3321 ¥50000E］
＊ Volume XIX: （ 総合索引）
〈1995 ／平成 7 年 2 月刊行〉
［ISBN4‐7603‐0019‐8 C3321 ¥50000E］
＊ Volume XX 巻 【補遺編 3】（出雲）
〈2003 ／平成 15 年 6 月刊行〉
（田籠 博 翻刻・解題）
◎出雲国産物帳（本帳）、◎出雲国郡別絵図註書
帳（能義郡、意宇郡、楯縫郡、出雲郡、飯石郡）
［ISBN4‐7603‐0309‐X C3321 ¥50000E］
＊ Volume XXI 巻 【補遺編 4】（出雲《続》・隠
岐）
〈2003 ／平成 15 年 6 月刊行〉
（田籠 博 翻刻・解題、岡 宏三 解説）
◎出雲国郡別絵図註書帳（神門郡）、◎隠岐国産
物帳（本帳）、◎隠岐国産物絵図註書帳、◎出雲
隠岐産物名違之分
［読者の皆様へ：島根県で出雲と隠岐の産物帳
が新たに発見されましたので、Volume 20 巻【補
遺編 3】、Volume 21 巻 【補遺編 4】として刊行
することになりましたので、ご了解下さい。］
［ISBN4‐7603‐0310‐3 C3321 ¥50000E］

Volume I 巻 のみ 28,000 Japanese Yen
Volume II 巻 － Volume XVI 巻 は各巻 38,000
Japanese Yen
Volume XVII‐XXI 巻 は各巻 50,000 Japanese Yen
揃 Price（Volume I 巻 ‐Volume XXI 巻 ）848,000
Japanese Yen
Edo Kôki Shokoku Sanbutsuchô Shûsei: Flora,
Fauna and Crops of the Japan Islands in the
Latter Term of Yedo Era‐‐‐‐‐‐Second Series
〔total 21 volumes〕《concluded》
『江戸後期諸国産物帳集成』
［諸国産物帳集成 第 II 期］
Edited by YASUDA, Ken
B5 size, deluxe edition, cloth binding with manufactured
case
○ After Kyôhô Term, in various countries of
Japan Islands, many product documents, written
on special products, crops, plants, animals and
minerals of these, were create and foundation for
the making of formal illustrated books relating
to natural history w as molded. In this series, we
comprehend many p roduct documents, made
until the end of the Edo period, and disclose
fauna and flora of Japan Islands.
＊ Volume I: 蝦 夷（1）
〈1995 ／平成 7 年 12 月刊行〉
源広長『松前志』、前田健助『蝦夷志料』
［ISBN4‐7603‐0169‐0 C3321 ¥50000E］
＊ Volume II: 蝦 夷（2）
〈1997 ／平成 9 年 1 月刊行〉
淡斎如水『松前方言考』、松浦武四郎『戊午納
紗布（ノサップ）日記』、松浦武四郎『西蝦夷
日誌』、小林源之助『蝦夷草木図』、栗本昌蔵等
『蝦夷草木図』、大槻文彦『北海道風土記』
［ISBN4‐7603‐0168‐2 C3321 ¥50000E］
＊ Volume III: 陸 奥・羽前・羽後・陸中・陸前
・磐城・会津・常陸・下野
〈1998 ／平成 10 年 4 月刊行〉
『御領分中産物出處書抜（盛岡領）』、保田光則
『新撰陸奥風土記』、『津軽一統志』、佐久間義
和『奥羽観蹟聞老志』、里見藤左衛門『封内土
産考』、進藤和泉『出羽風土略記』、松森胤保『両
羽博物図譜（59 冊）』、田中玄宰等『新編会津風
土記』、庄司吉之助編『会津風土記・風俗帳』、
中山信名『新編、常陸国誌』、木内政章『常陸
物産誌、巻 20『鳥之部』、植田孟縉『日光山志』、
岩崎常正『日光山草木之図（1 － 8 巻）』
［ISBN4‐7603‐0170‐4 C3321 ¥50000E］

‐ 17 ‐

Descriptive Catalogue of New Publications and Selected Old and Rare Books 5 (English Version)

＊ Volume IV: 上野・下野・武蔵・上総・下総・相
模）
〈1999 ／平成 11 年 1 月刊行〉
MʹVEAN, C.A.『 Notes on the Ornithology
of Edo』、岩崎常正『武江産物志』、『徳川実紀
（狩の獲物）』、『続徳川実紀（狩の獲物）』、『房
総草木志稿、上下』、『小笠原島風土略記（草木
禽獣虫魚の概略）』、大原正矩『八丈誌、上坤=
産物、下=図』、佐藤行信等『七島巡見志』
［ISBN4‐7603‐0171‐2 C3321 ¥50000E］
＊ Volume V: 佐 渡・越後）
〈1999 ／平成 11 年 3 月刊行〉
『佐渡事略』、田中美清『佐渡誌』、神保泰和『北
越略風土記』、丸山元純『越後名寄』、亀協従輯
『北越物産写真』
［ISBN4‐7603‐0172‐0 C3321 ¥50000E］
＊ Volume VI: 加賀・能登・越中・越前・若狭・信
濃）
〈1999 ／平成 11 年 6 月刊行〉
『三国名物志（上植物、下動物）』、浅野士徳『越
州物産志』、『越中魚津浦産魚品』、『越中産物名
彙』、畔田伴存『白山草木志』、『鳳珠旧跡物産
帳』、『羽咋鹿島両郡産物書上帳』、『加州草木写
生図』、小塚秀得『加賀江沼志稿、5 冊=土産、9
冊=稲田、畑作』、稲庭正義『若狭志（若狭国志）』、
大窪昌章『信州木曾草木産所記』、『信州木曾山
産草類、以呂波寄』、
『木曾産物図譜（図のみ）』、
筑摩県『信濃飛騨物産目録』
［ISBN4‐7603‐0173‐9 C3321 ¥50000E］
＊ Volume VII: 甲 斐・伊豆・駿河・遠江・近
江）
〈1999 ／平成 11 年 7 月刊行〉
松平定能『甲斐国志（123 巻産物）』、
『伊豆志（豆
州志稿）』、新荘道雄『駿河国新風土記』、阿部
正信『駿国雑志』、藤井（居）重啓『湖中産物
図證』
［ISBN4‐7603‐0174‐7 C3321 ¥50000E］
＊ Volume VIII: 飛 騨・山城・紀伊・大和）
〈2000 ／平成 12 年 6 月刊行〉
富田禮彦編『斐太後風土記（20 巻）』、黒田道祐
『雍州府志、巻 6、土産門上』、『山城草木志』、
仁井田好古等編『紀伊続風土記、巻 97=物産部』
［ISBN4‐7603‐0175‐5 C3321 ¥50000E］
＊ Volume IX: 大 和・紀伊）
〈2000 ／平成 12 年 10 月刊行〉
畔田伴存『吉野軍中産物記』、畔田伴存『熊野
物産初志（上）』、『紀産禽類尋問志』、『紀産獣

類尋問志』、『紀伊土産考獣部』、丹波修治『紀
伊国産物雑記』
［ISBN4‐7603‐0176‐3 C3321 ¥50000E］
＊ Volume X: 大 和・紀伊
〈2001 ／平成 13 年 1 月刊行〉
畔田伴存『熊野物産初志（下）』、畔田伴存『金
嶽草木志』、畔田伴存『野山草木通志』
［ISBN4‐7603‐0177‐1 C3321 ¥50000E］
＊ Volume XI: 因 幡・伯耆・出雲・石見・安芸
・備前・備中・備後
〈2001 ／平成 13 年 6 月刊行〉
阿部惟親『因幡志』、石田春律『石見八重葎』、
吉田豊功等『福山志料』、森立之、森約之『福
山植物志』、石丸定良『備陽記』、黒川道祐『芸
備国郡志』、加藤景纉他『芸藩通志』、頼惟柔『芸
藩通志』［ISBN4‐7603‐0178‐X C3321 ¥50000E］
＊ Volume XII: 安 藝・備後・周防
〈2002 ／平成 14 年 3 月刊行〉
『廣島領文化文政度國郡志下調帳（藝備・村別
土産部）』、『周防國風土記［風土注進案（土産
部・上）］』
［ISBN4‐7603‐0179‐8 C3321 ¥50000E］

＊ Volume XIIIth Volume

Suô
〈2002 ／平成 14 年 6 月刊行〉
『周防國風土記［風土注進案（土産部・下）］』
［ISBN4‐7603‐0180‐1 C3321 ¥50000E］
＊ Volume XIV: 長 門
〈2002 ／平成 14 年 10 月刊行〉
『長門國風土記［風土注進案（土産部）』
［ISBN4‐7603‐0181‐X C3321 ¥50000E］

＊ Volume XVth Volume

Awa and Awaji
〈2002 ／平成 14 年 12 月刊行〉
『Atan San Shi』
［ISBN4‐7603‐0182‐8 C3321 ¥50000E］
＊ Volume XVI: 阿 波・讃岐・土佐・津島
〈2004 ／平成 16 年 2 月刊行〉
増田休意『讃州府志』、中山伯鷹『全讃志』、梶
原景紹『讃岐国名勝図会』、秋山惟恭等『西讃
府志』、武藤致和『南路志（土佐）』、福島成行
『土佐産物誌』、吉村春峰篇『土佐往来（土佐
国群書類従、巻 133）』、吉村春峰篇『土佐国産
往来（土佐国群書類従、巻 133）』、吉村春峰篇
『幡多郡三島物産説（土佐国群書類従、巻 133）』、
岡本信古『土陽名産志』、『津島紀事』
［ISBN4‐7603‐0183‐6 C3321 ¥50000E］
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＊ Volume XVII: 肥 前・日向・大隅・薩摩
〈2004 ／平成 16 年 7 月刊行〉
木崎盛標『肥前洲産物圖考』、五代秀堯『三國
名勝圖會』、樺山資雄等『地理纂考』、平部嶠南
『日向地誌』、佐藤成裕『周游雜話（附録・薩
州産物録）』、木村孔恭『薩摩州蟲品（附録・日
向大隅琉球諸嶌）』、市川正寧『南嶋志』
［ISBN4‐7603‐0184‐4 C3321 ¥50000E］
＊ Volume XVIII: 薩 摩・琉球
田村藍水『琉球産物志』
〈2004 ／平成 16 年 9 月刊行〉
［ISBN4‐7603‐0185‐2 C3321 ¥50000E］
＊ Volume XIXth Volume Satsuma
SHIMAZU, Shigehide『 Seikei Zusetsu（ Uzoku）』
［ISBN4‐7603‐0186‐0 C3321 ¥50000E］
＊ Volume XX: 琉 球
『琉球國志畧』、齊鯤・費錫章共編『續琉球國志
畧卷之三』、徐葆光著、田村登和訳編『中山傳
信録物産考』、呉継志『質問本草』
［ISBN4‐7603‐0187‐9 C3321 ¥50000E］
＊ XXIth volume General Index
［ISBN4‐7603‐0311‐1 C3321 ¥50000E］
Price of each volume 50,000 Japanese Yen
Set Price 1,050,000 Japanese Yen
Edo Kôki Shokoku Sanbutsuchô Shûsei: Flora,
Fauna and Crops of the Japan Islands in the
Latter Term of Yedo Era‐‐‐‐‐‐Second Series
〔total 21 volumes〕《concluded》
『江戸後期諸国産物帳集成』
［諸国産物帳集成 第 II 期］
Edited by YASUDA, Ken
B5 size, deluxe edition, cloth binding with manufactured
case
○ After Kyôhô Term, in various countries of
Japan Islands, many product documents, written
on special products, crops, plants, animals and
minerals of these, were created and foundation
for the making of formal illustrated books
relating to natural history w as molded. In this
series, we comprehend many p roduct
documents, made until the end of the Edo
period, and disclose fauna and flora of Japan
Islands.
『近世植物・動物・鉱物図譜集成』
［諸国産物帳集成 Volume III 期 ］
〔全 48 巻〕（2005 年より刊行開始）
（「諸国産物帳集成」シリーズ Volume 三 期・

「近世植物・動物・鉱物図譜集成」刊行の意義）
After the middle term of Yedo Era, combined
with the European sciences, many beautiful and
sientific illutrated books in respect of plants,
animals and ninerals, these forms, habits and
methos for utilizing were described exhaustively
and painstakingly, were produced. These
illustrated books inherit the lineages of ʺFlora,
Fauna and Crops of the Japan Islands in Eight‐
eenth Centuryʺ and ʺFlora, Fauna and Crops of
the Japan Islands in the Latter Term of Yedo
Eraʺ. And then, we suppose the European
scientific spirit was poured for these works, and
the new excellent illustrated books were born.
The illustrated books intended to publish in this
series connect with our companyʹs two
masterpieces, that is, ʺFlora, Fauna and Crops of
the Japan Islands in Eighteenth Centuryʺ and
ʺFlora, Fauna and Crops of the Japan Islands in
the Latter Term of Yedo Eraʺ. These intellectual
products were become abundant and
systematized scientifically, furthermore.
To tell the plain truth, we can indicate as
follows.
(I) Diversification of listed items
(II) Improvement of articulacy
(III) Systematization of scientific knowledges
(IV) Advancement of the ability for extraction
from quoted literatures
(V) Refinement and improvement of ability for
drawing
And now, these phenomena are combined and
promoted developpment of Japanese culture and
art, contributed the progress of industry, is
based on it. As be compared with French
Revolution, the cultural movement of the
enctckioaedust school,
conducted by Denis
DIDEROT and Jean Le Rond DʹALEMBER
formed the basement of this revolution,
thenceforth, was inherited by Napoleon
BONAPARTE. It is not difficult to imagine he
contributed for the reformation of French
modern nation system depends on intelligence.
Our object is to describe the general outline of
Japanese industryʹs development history, the
domestic exploitation of resources campaign was
begun from Kyô hô Termto, and analyze
substance of Japanese culture and art based on
the history.
In the process of research movement for many
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years, we could meet with excellent historical
materials. But, because these arranged and
integrates historical materials are enormous. to
attain the enormous and complete by executing
the final, we were forced to publish this third
series. If you find out the unknown historical
materials, please contact with us.
［contents］
B5 size, deluxe edition, cloth binding with
manufactured case
（＊ mark means already published; ※ mark
means unblished）
＊ Volume I 巻 〈2005/平成 17 年 1 月刊行〉
前田 利保『本草通串（1）』
［ISBN4‐7603‐0312‐X C3321 ¥50000E］
＊ Volume II 巻 〈2006/平成 18 年 2 月刊行〉
前田 利保『本草通串（2）』『本草通串証図』、
総索引
［ISBN4‐7603‐0313‐8 C3321 ¥50000E］
＊ Volume III 巻 〈2005/平成 17 年 9 月刊行〉
江馬 元益『草木図彙（1）』
［ISBN4‐7603‐0314‐6 C3321 ¥50000E］
＊ Volume IV 巻 〈2006/平成 18 年 2 月刊行〉
江馬 元益『草木図彙（2）』
［ISBN4‐7603‐0315‐4 C3321 ¥50000E］
＊ Volume V 巻 〈2005/平成 17 年 11 月刊行〉
武蔵 石寿『目八譜・原文』
［ISBN4‐7603‐0316‐2 C3321 ¥50000E］
＊ Volume VI 巻 〈2007/平成 19 年刊行〉
武蔵 石寿『目八譜・解読篇』
［ISBN978‐4‐7603‐0317‐5 C3321 ¥50000E］
＊ Volume VII 巻 〈2006/平成 18 年 10 月刊行〉
飯沼 慾齋『草木図説・完全版（草部 1 ／草之
一～草之十四）』
［ISBN4‐7603‐0318‐9 C3321 ¥50000E］
＊ Volume VIII 巻 〈2006/平成 18 年 11 月 刊行〉
飯沼 慾齋『草木図説・完全版（草部 2 ／草之
十五～草之二十七・補遺）』
［ISBN4‐7603‐0319‐7 C3321 ¥50000E］
＊ Volume IX 巻 〈2007/平成 19 年刊行〉
飯沼 慾齋『新訂草木図説・草部』
（解読文を併載）
［ISBN978‐4‐7603‐0320‐5 C3321 ¥50000E］
＊ Volume X 巻 〈2006/平成 18 年 9 月 刊行〉
飯沼 慾齋『草木図説・完全版（木部、解説、
総索引）』（解読文を併載）
［ISBN4‐7603‐0321‐9 C3321 ¥50000E］
＊ Volume XI 巻 〈2009/平成 21 年 3 月刊行〉
伊藤 圭介『錦窠魚譜（1）』
［ISBN978‐4‐7603‐0322‐9 C3321 ¥50000E］
＊ Volume XII 巻 〈2009/平成 21 年刊行〉
伊藤 圭介『錦窠魚譜（2）』

［ISBN978‐4‐7603‐0323‐6 C3321 ¥50000E］
＊ Volume XIII 巻 〈2009/平成 21 年 8 月 刊行〉
伊藤 圭介『錦窠禽譜（1）』
［ISBN978‐4‐7603‐0324‐3 C3321 ¥50000E］
＊ Volume XIV 巻 〈2009/平成 21 年刊行〉
伊藤 圭介『錦窠禽譜（2）』
＊ Volume XV 巻 〈2009/平成 21 年刊行〉
栗本 瑞見『皇和魚譜』、関根 雲停『雲停鯉
魚譜』、『萬寶魚譜』、小林 義兄『湖魚考』、神
田 玄泉『日東魚譜』、栗本 瑞見『異魚図纂』、
『水族四帖』、藤良山書『魚譜』、栗本 瑞見『栗
氏魚譜』、 武蔵 石寿『甲介群分彙』、毛利 梅
園『梅園介譜』、毛利 梅園『毛利梅園介譜抜書』、
栗本 瑞見『蝦蟹類写真』、伊藤 圭介『錦窠蟹
譜』、『蟹類写真』
＊ Volume XVI 巻 〈2011/平成 23 年刊行〉
坂本 浩然『菌譜』、市岡 智寛『信陽菌譜』、
伊藤圭介『錦窠菌譜』、佐藤 成裕『温故齋菌
譜』、増島蘭畹『菌史』
＊ Volume XVII 巻〈2012/平成 24 年 11 月刊行〉
堀田 正敦『觀文禽譜／原文篇・索引篇』
※ Volume XVIII 巻 〈2013/平成 25 年刊行〉
堀田 正敦『觀文禽譜／解読篇』
※ Volume XIX 巻 〈2014/平成 26 年刊行〉
木内 石亭『雲根志』『怪石志』『諸国産石志』
※ Volume XX 巻 〈2014/平成 26 年刊行〉
『竹品』、松岡 玄達『怡顔斎竹品』、伊藤 圭
介『錦窠竹譜』、岡村 尚謙『桂園竹譜』、『竹
譜詳録』
※ Volume XXI 巻 〈2014/平成 26 年刊行〉
『虫豸図譜』、水谷 豐文『水谷虫譜』、曽 占
春『国史草木昆虫攷』、水谷 豐文『水谷禽譜』、
栗本 瑞見『栗氏禽譜』、黒田 斉清『鵞経』、
梶取屋治右衛門『鯨志』、堀田 正敦『鷹譜』、
堀田 正敦『觀文獣譜』
※ Volume XXII 巻 〈2014/平成 26 年刊行〉
『虫譜』、飯室 庄左衛門『虫譜図説』、『芳斎
虫譜』、栗本 瑞見『千虫譜』（『栗氏虫譜』『丹
洲虫譜』）
＊ Volume XXIII 巻 〈2011/平成 23 年刊行〉
伊藤 圭介『錦窠禾本譜（1）』
＊ Volume XXIV 巻 〈2012/平成 24 年刊行〉
伊藤 圭介『錦窠禾本譜（2）』
＊ Volume XXV 巻 〈2012/平成 24 年刊行〉
伊藤 圭介『植物図説雑纂』
＊ Volume XXVI 巻 〈2012/平成 24 年刊行〉
伊藤 圭介『伊藤圭介稿植物図個雜纂（I）』
＊ Volume XXVII 巻〈2013/平成 25 年 1 月刊行〉
伊藤 圭介『伊藤圭介稿植物図個雜纂（II）』
＊ Volume XXVIII 巻〈2013/平成 25 年 2 月刊行〉
伊藤 圭介『伊藤圭介稿植物図個雜纂（III）』
＊ Volume XXIX 巻 〈2013/平成 25 年 3 月刊行〉
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伊藤 圭介『伊藤圭介稿植物図個雜纂（IV）』
＊ Volume XXX 巻 〈2013/平成 25 年 4 月刊行〉
伊藤 圭介『伊藤圭介稿植物図個雜纂（V）』
※ Volume XXXI 巻 〈2013/平成 25 年刊行〉
伊藤 圭介『伊藤圭介稿植物図個雜纂（VI）』
※ Volume XXXII 巻 〈2013/平成 25 年刊行〉
伊藤 圭介『伊藤圭介稿植物図個雜纂（VII）』
※ Volume XXXIII 巻 〈2013/平成 25 年刊行〉伊
藤 圭介『伊藤圭介稿植物図個雜纂（VIII）』
※ Volume XXXIV 巻 〈2013/平成 25 年刊行〉伊
藤 圭介『伊藤圭介稿植物図個雜纂（IX）』
※ Volume XXXV 巻 〈2015 年/平成 27 年刊行〉
伊藤 圭介『伊藤圭介稿植物図個雜纂（X）』
※ Volume XXXVI 巻 〈2015/平成 27 年刊行〉伊
藤 圭介『伊藤圭介稿植物図個雜纂（XI）』
※ Volume XXXVII 巻 〈2015/平成 27 年刊行〉
伊藤 圭介『伊藤圭介稿植物図個雜纂（XII）』
※ Volume XXXVIII 巻 〈2016/平成 28 年刊行〉
伊藤 圭介『伊藤圭介稿植物図個雜纂（XIII）』
※ Volume XXXIX 巻 〈2016/平成 28 年刊行〉伊
藤 圭介『伊藤圭介稿植物図個雜纂（XIV）』
※ Volume XL 巻 〈2016/平成 28 年刊行〉
伊藤 圭介『伊藤圭介稿植物図個雜纂（XV）』
※ Volume XLI 巻 〈2016/平成 28 年刊行〉
伊藤 圭介『伊藤圭介稿植物図個雜纂（XVI）』
※ Volume XLII 巻 〈2016/平成 28 年刊行〉
伊藤 圭介『伊藤圭介稿植物図個雜纂（XVII）』
※ Volume XLIII 巻 〈2017/平成 29 年刊行〉
伊藤 圭介『伊藤圭介稿植物図個雜纂（XVIII）』
※ Volume XLIV 巻 〈2017/平成 29 年刊行〉
伊藤 圭介『伊藤圭介稿植物図個雜纂（XIX）』
※ Volume XLV 巻 〈2017/平成 29 年刊行〉
伊藤 圭介『伊藤圭介稿植物図個雜纂（XX）』
『植
物図説雑纂及び伊藤圭介稿植物図個雜纂総索
引』
※ Volume XLVI 巻 〈2017/平成 29 年刊行〉
伊藤 圭介『錦窠植物図説・木部』『錦窠植物
図説』
『錦窠穀精草科譜』
『錦窠灯心草科譜』
『錦
窠羊歯譜』
※ Volume XXVI 巻 〈2018/平成 30 年刊行〉
伊藤 圭介『錦窠蘭譜』、水谷 豐文『水谷植
物譜』、那波 道 Japanese Yen『 桜譜』、岩崎
常正『日光山草木之図』
※ Volume XXVII 巻 〈2018/平成 30 年刊行〉
総索引
各巻 Price 50,000 Japanese Yen
揃 Price 1,350,000 Japanese Yen
［When constitution of contents are changed
slightly, please, understand us.］
［The special features of this series and how to
put to practical use］

（1） Basic historical materialsʹ collection to
comprehend politics, economics, culture, science
in Yedo Era.; The names, land names, forms and
habits of animals, plants, crops and minerals are
described. The beautiful coloured plates are
published.
（2） Natural history, the book which can follow
the pharmacognostical history as the general
science … The picture book collection that
became basic of an animal, a plant, a mineral
illustrated book spread now. Because it is
general science, it can inflect in natural science,
social science, every field of the humanities. In
addition, the use is possible now because it is
beautiful and the figure of coloring is correct.総
合科学としての博物学・本草学の歴史を辿るこ
とのできる書物 … 現在流布されている動物・
植物・鉱物図鑑の基本となった図譜集成。総合
科学であるため、自然科学、社会科学、人文科
学のあらゆる分野で活用できる。また、彩色図
は美しくかつ正確なために、現在でも利用が可
能。
（3）完璧な事項索引 … 動物・植物・鉱物の和
名・漢名・生薬名をすべて拾いだし、読みがなを
ふす。
（4）充実した解説と解読文 … 資料の成立、由
未、内容、学問的価値などを詳述し、難解な文
書には、解読文を併載。初心者にも利用しやす
いものとした。
（5）人文科学（日本文学、日本史学、民俗学、
文化史学、考古学、言語学）、自然科学（博物
学、鉱物学、生薬学、植物学、園芸学、農学、
林学、動物学、農林生物学、科学史学）、社会
科学（日本政治学、日本経済学）の参考資料 …
現在入手困難な文献を集大成。
おすすめしたいかたがた
大学・高校・公立図書館 大学研究室（科学史
学、日本史学、日本文学、民俗学、文化史学、
考古学、言語学、園芸学、農学、博物学、鉱物
学、生薬学、植物学、林学、動物学、農林生物
学、日本政治学、日本経済学など）愛書家 園
芸家 動物・植物・鉱物・本草学研究家 新聞
社・放送局・出版社・一般企業の図書室・資科室
『近世歴史資料集成 Volume I 期 ・庶物類簒』
〔全 11 巻〕《全巻完結》
The Collected Historical Materials in Yedo Era
I‐‐‐An Encyclopedia of Chinese Books
稲 若水・丹羽 正伯 編
Ｂ 5 版・上製・布装・貼箱入
○江戸時代中期に、加賀藩主前田綱紀の要請で
行なわれた国家的大事業。中国博物学を集大成

‐ 21 ‐

Descriptive Catalogue of New Publications and Selected Old and Rare Books 5 (English Version)

した世界最大の漢籍百科全書で、中国の古代か
ら清代までに作成された作物・植物・動物・鉱
物の古文献を網羅。
〔巻構成〕
＊ Volume I: 草 属・花属
〈1987 ／昭和 62 年 7 月刊行〉
［ISBN4‐7603‐0021‐X C3301 ¥50000E］

名一覧表、◎漢名・漢字名索引、◎和名索引
［ISBN4‐7603‐0031‐7 C3301 ¥50000E］
各巻 Price 50,000 Japanese Yen
揃 Price 550,000 Japanese Yen

＊ Volume II: 鱗 属・介属・羽属・毛属
〈1987 ／昭和 62 年 10 月刊行〉
［ISBN4‐7603‐0022‐8 C3301 ¥50000E］

白井 光太郎 著・木村 陽二郎
A5 版・上製・布装・貼箱入

The Collected Writings of Mitsutarô Shirai
〔全 6 巻〕《全巻完結》
編

〔巻構成〕
＊ Volume I: 本 草学・本草学史研究
〈1985 ／昭和 60 年 5 月刊行〉
◎本草学史、◎本草学講義、◎本草家・博物家
伝記、◎小野蘭山、◎本草書と物産展
［ISBN4‐7603‐0045‐7 C3340 ¥15000E］

＊ Volume III: 水 属・火属・土属
〈1988 ／昭和 63 年 1 月刊行〉
［ISBN4‐7603‐0023‐6 C3301 ¥50000E］
＊ Volume IV: 石 属・金属・玉属
〈1988 ／昭和 63 年 3 月刊行〉
［ISBN4‐7603‐0024‐4 C3301 ¥50000E］

＊ Volume II: 植 物研究
〈1986 ／昭和 61 年 3 月刊行〉
◎古典の植物、◎植物名考、◎四季の植物、◎植
物雑記、◎各地の植物、◎植物の分類学的研究
［ISBN4‐7603‐0046‐5 C3340 ¥15000E］

＊ Volume V: 竹 属・穀属
〈1988 ／昭和 63 年 5 月刊行〉
［ISBN4‐7603‐0025‐2 C3301 ¥50000E］
＊ Volume VI: 菽 属・蔬属《I》
〈1988 ／昭和 63 年 6 月刊行〉
［ISBN4‐7603‐0026‐0 C3301 ¥50000E］

＊ Volume III: 園 芸植物と有用植物
〈1986 ／昭和 61 年 11 月刊行〉
◎日本園芸史、◎草花名称、◎古典に見る培養
法、◎めでたい植物、◎園芸植物、◎有用植物
［ISBN4‐7603‐0047‐3 C3340 ¥15000E］

＊ Volume VII: 蔬 属《II》
〈1988 ／昭和 63 年 8 月刊行〉
［ISBN4‐7603‐0027‐9 C3301 ¥50000E］
＊ Volume VIII: 海 菜属・水菜属・菌属・瓜属・
造釀属・蟲属《I》
〈1988 ／昭和 63 年 9 月刊行〉
［ISBN4‐7603‐0028‐7 C3301 ¥50000E］
＊ Volume IX: 蟲 属《II》・木属・蛇属・果属・
味属
〈1988 ／昭和 63 年 10 月刊行〉
［ISBN4‐7603‐0029‐5 C3301 ¥50000E］
＊ Volume X: 増 補版（草属・花属・鱗属・介属
・羽属・毛属・木属・果属）
〈1988 ／昭和 63 年 11 月刊行〉
［ISBN4‐7603‐0030‐9 C3301 ¥50000E］
＊ Volume XI: 関 連文書・総索引
（安田 健 訳編）
〈1991 ／平成 3 年 3 月刊行〉
◎庶物類簒一件完（庶物類簒一件御拝借之書面
留）、◎庶物類簒編集并公儀御□□□□案等収
録 全、◎庶物類簒編揖始末 一～五、庶物類
簒の成立と内容について（安田健）、◎引用書

＊ Volume IV: 自 然保護・考古学・人類学
〈1987 ／昭和 62 年 7 月刊行〉
◎自然の破壊と保護政策、◎各地の自然保護、
◎植物園の話、◎考古学研究、◎人類学研究
［ISBN4‐7603‐0048‐1 C3340 ¥15000E］
＊ Volume V: 植 物採集紀行・雑記
〈1988 ／昭和 63 年 11 月刊行〉
◎植物採集紀行、◎救荒植物、◎雑記、◎思い
出など、◎和歌集
［ISBN4‐7603‐0049‐X C3340 ¥15000E］
＊ Volume VI: 本 草百家伝・索引
〈1990 ／平成 2 年 3 月刊行〉
◎本草百家伝、◎白井光太郎伝（木村
著）、◎書名索引、◎人名索引
［ISBN4‐7603‐0050‐3 C3340 ¥15000E］
各巻 Price 15,000 Japanese Yen
揃 Price 90,000 Japanese Yen
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造

The Collected Historical
Materials in the World including
Japan
The Collected Historical Materials in Yedo Era II
〔全 11 巻〕《全巻完結》
浅見 恵・安田 健 訳編
Ｂ 5 版・上製・布装・貼箱入
Basic document collection to study politics,
economy, culture, study, a folk, science, industry
of the Edo era generally. A decoding sentence, a
commentary, an index can perform grasp
possibility of the Edo era three‐dimensionally to
help with understanding because it is lied down.
I assumed it the best document collection that I
could be proud of to the world.

○江戸時代の政治・経済・文化・学問・民俗・
科学・産業などを総合的に研究するための基本
的な資料集成。理解を助けるために、解読文、
解説、索引などがふしてあるので、江戸時代を
立体的に把握可能することができる。世界に誇
りうる最高の資料集成とした。
〔巻構成〕
＊ Volume I: 日 本産業史資料【1】総論 The
history of Nihon Sangyo document [ 1] general
remarks
〈1992 ／平成 4 年 1 月刊行〉
Japanese mountains and seas special product
collection of pictures ( written by written by 平
瀬徹齋著 )◎ Japan mountains and seas noted
product collection of pictures ( 平瀬徹齋著 )◎
peach sinus manuscript ( Todo Ohara ) ◎ 肥前
州産物図考 (Seihyo Kizaki) )
◎日本山海名産図会（平瀬 徹齋 著）◎日本
山海名物図会（平瀬 徹齋 著）◎桃洞遺筆（小
原 桃洞 著）◎肥前州産物図考（木崎 盛標
著）
［ISBN4‐7603‐0033‐3 C3321 ¥50000E］
＊ Volume II: 日本産業史資料【2】農業及農産製
造
〈1989 ／平成 1 年 1 月刊行〉
◎広益国産考（大蔵 永常 著）、◎農家益（大
蔵 永常 著）
［ISBN4‐7603‐0034‐1 C3321 ¥50000E］
＊ Volume III: 日本産業史資料【3】農業及農産製

〈1991 ／平成 3 年 10 月刊行〉
◎養蚕秘録（上垣 伊兵衛 著）、◎綿甫要務
（大蔵 永常 著）、◎綿花培養新論（東方
覚之 抄訳）、◎機織彙編、◎製茶図解（彦根
藩 編）、◎朝鮮人参耕作記（田村 元雄 著）、
◎椎茸製造独案内（梅原 寛重 著）、◎製葛
録（大蔵 永常 著）、◎砂糖製作記（木村
喜之 著）、◎紙漉重宝記（国東 治兵衛 著）
［ISBN4‐7603‐0035‐X C3321 ¥50000E］
＊ Volume IV: 日 本産業史資料【4】農産製造・
林業及鉱業・冶金
〈1992 ／平成 4 年 10 月刊行〉
Description of description of just a child
brewing ,◎ brewing profit degree ( written by
three or four written by kneading on fire
method (桜寧居士著 )◎ hand drum copper
pictorial record made by written by 礒 屋宗七著
),◎ soy sauce manufacturing method ( 高梨考
右 衛 門 著 ) ,◎ oil manufacture record
( N a g a t s u n e O k u r a ) ,◎
camphor
manufacturing process ,◎ 金吹方之図訳書
(Osamu Kawamura soldier of the Imperial
Guard other images ) ,◎ niter, hand drum
copper record ( Ko Masuda ) ,◎ Sado mine
document 【 Sado product will 】 ,◎ logging
collection of pictures ( Norihiko Tomita) )
◎童蒙酒造記、◎酒造得度記（礒屋 宗七 著）、
◎醤油製造方法 （高梨 考右衛門 著）、◎
製油録（大蔵 永常 著）、◎樟脳製造法、◎
金吹方之図訳書（川村 理兵衛他 画）、◎硝
石製練法（桜寧 居士 著）◎鼓銅図録・鼓銅
録（増田 綱 著）、◎佐渡鉱山文書【佐渡物
産志三、四】、◎運材図会（富田 礼彦 著）
［ISBN4‐7603‐0036‐8 C3321 ¥50000E］
＊ Volume V: 日 本産業史資料【5】水産
〈1995 ／平成 7 年 5 月刊行〉
◎水産図解（藤川 三溪 著）、◎水産小学（河
原田 盛美 著）、◎鯨史藁（大槻 準 編）、
◎勇魚取絵詞（小山田 與清 著）、◎高知県
捕鯨図、◎湖川沼漁略図并収穫調書（茨城県
編）、◎調布玉川鮎取調（雪亭河 尚明 画）、
◎五島に於ける鯨捕沿革図説（田宮 運善 写）
［ISBN4‐7603‐0037‐6 C3321 ¥50000E］
＊ Volume VI: 採 薬志【1】
〈1995 ／平成 7 年 11 月刊行〉
◎諸州採薬記（植村 政勝 著）、◎西州木状
（植村 政勝 著）、◎採薬使記（阿部 友之
進 著）、◎山本篤慶採薬記（山本 篤慶 著）、
◎東蝦夷物産志・蝦夷草木写真（渋江 長伯
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原著、松田 直人 写）、◎木曾採薬記（水谷
豊文 著）
、◎伊吹山採薬記（大窪 舒三郎 著）
［ISBN4‐7603‐0039‐2 C3321 ¥50000E］
＊ Volume VII: 採薬志【2】
〈1996 ／平成 8 年 5 月刊行〉
◎常野採薬記（小野 蘭山 著）、◎上州妙義
山并武州三峰山採薬記（小野 蘭山 著）、◎
駿州勢州採薬記（小野 蘭山 著）、◎甲駿豆
相採薬記（小野 蘭山 著）、◎勢州採薬志（小
野 蘭山 著）、◎紀州採薬記（小野 蘭山
著）、◎濃州・尾州・勢州採薬記（丹波 修治
他 著）、◎丹羽松齋城和摂州採薬記（丹羽
松齋 著）、◎雲州採薬記事（山本 安暢 著）
、
◎薩州採薬録
［ISBN4‐7603‐0038‐4 C3321 ¥50000E］
＊ 8th Volume: Folk Cure【 1】
〈1991 ／平成 3 年 5 月刊行〉
享保時代の経済引き締めに伴い、国産薬品の開
発が急務となった。採薬、徳川幕府による薬方
書の編纂及び薬草園開設などが、その政策の具
体化である。本巻では、徳川幕府の編纂した主
要な民間治療書をとりあげる。巻末には、生薬
・植物・動物・鉱物名索引、病気名索引を載せ
る。
◎普救類方（林 良適・丹羽 正伯 撰）
享保 14（1729）年刊行。辺地の住民の医療に役
立てるために、紅葉山文庫所蔵の和漢医学書の
中から、庶民が入手しやすい簡単な民間療法を
選び、平易な和文で記述している。さらに、病
気の症状によって分類し、その治療法を列記し
てある。狩野種信が薬草の図を描いている。最
終巻は、薬品図解と薬種製法について記述され、
薬草採集の便に供するために、薬草一種ごとに
挿絵が描かれ、その形状を説明している。
［ISBN4‐7603‐0040‐6 C3321 ¥50000E］
＊ Volume IX: 民 間治療【2】
〈1990 ／平成 2 年 9 月刊行〉
◎広恵濟急方（多紀 元簡 校）
天明 3（1783）年完成。急病人、辺境や夜間の
患者のために、庶民の入手しやすい救急薬の処
方をまとめたもの。平易な和文で記述し、豊富
な挿絵を用いて病気の症状及び薬草の形状など
がすぐに理解できるようになっている。
◎嶺丘白牛酪考（桃井 寅 撰）
◎白丹砂製練法（養拙齋稿 寛度 著）
［ISBN4‐7603‐0041‐4 C3321 ¥50000E］
＊ Volume X: 民 間治療【3】
〈1996 ／平成 8 年 6 月刊行〉
享保時代の経済改革に伴い、民間でも、国産薬

品の開発が促された。中国から渡来した『本草
綱目』などの文献を参照したり、さまざまな経
験療法が試みられたりして、医学発展の礎が築
かれることになった。X・XI 巻で は、都市や村
落で書き記された民間治療書をとりあげる。巻
末には、生薬・植物・動物・鉱物名索引、病気
名索引を載せる。
◎耳順見聞私記（岷 龍斉 著）、◎袖珍仙方
（奈良 宗哲 著）、◎奇方録（木内 政章
著）、◎農家心得草薬法、◎漫游雑記薬方、◎
妙薬手引草（申斉 独妙 著）、◎掌中妙薬奇
方（丹治 増業 著）
［ISBN4‐7603‐0042‐2 C3321 ¥50000E］
＊ Volume XI: 民 間治療【4】
〈1995 ／平成 7 年 12 月刊行〉
◎救急方（乙黒 宗益 著）、◎萬宝重宝秘伝
集（華坊 兵蔵 著）、◎懐中備急諸国古伝秘
方、◎薬屋虚言噺（橋本 某 著）、◎寒郷良
剤（岡本 信古 著）、◎此君堂薬方（立原
任 著）［ISBN4‐7603‐0043‐0 C3321 ¥50000E］
各巻 Price 50,000 Japanese Yen
揃 Price 550,000 Japanese Yen
The Collected Historical Materials in Yedo Era
III〔全 11 巻〕《全巻完結》
浅見 恵・安田 健 訳編
Ｂ 5 版・上製・布装・貼箱入
〔巻構成〕
＊ Volume I: 民 間治療【5】
〈1999 ／平成 11 年 3 月刊行〉［Volume 2 回配
本］
◎奇工方法、◎諸家妙薬集、◎古方便覽【附・
腹候圖】（六角 重任 著）、◎家傳醫案抄、◎
古今樞要集【古今樞要集口傳】
［ISBN4‐7603‐0198‐4 C3321 ¥50000E］
＊ Volume II: 民 間治療【6】
〈1998 ／平成 10 年 3 月刊行〉［Volume 1 回配
本］
◎常山方【前篇】（曲直瀬 正紹 撰、曲直瀬
親俊 補）
［ISBN4‐7603‐0199‐2 C3321 ¥50000E］
＊ Volume III: 民 間治療【7】
〈1999 ／平成 11 年 3 月刊行〉［Volume 3 回配
本］
◎常山方【後篇】（曲直瀬 正紹 撰、曲直瀬
親俊 補）◎常山方総索引
［ISBN4‐7603‐0200‐X C3321 ¥50000E］
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＊ Volume IV: 民 間治療【8】
〈1999 ／平成 11 年 6 月刊行〉［Volume 4 回 配
本］
◎濟民略方、◎醫法明鑑（曲直瀬 正紹 著）
［ISBN4‐7603‐0201‐8 C3321 ¥50000E］
＊ Volume V: 民 間治療【9】
〈1998 ／平成 11 年 6 月刊行〉［Volume 5 回 配
本］
◎和方一萬方〈改訂・増補版〉【前篇】（村井
琴山 著）
［ISBN4‐7603‐0202‐6 C3321 ¥50000E］
＊ Volume VI: 民 間治療【10】
〈1999 ／平成 11 年 10 月刊行〉
［Volume 6 回 配本］
◎和方一萬方〈改訂・増補版〉
【後篇】
（村井 琴
山 著）、◎和方一萬方〈改訂・増補版〉総索引
［ISBN4‐7603‐0203‐4 C3321 ¥50000E］
＊ Volume VII: 民 間治療【11】
〈2000 ／平成 12 年 10 月刊行〉
［Volume 7 回 配本］
◎妙薬博物筌（藤井 見隆 著）
［ISBN4‐7603‐0204‐2 C3321 ¥50000E］
＊ Volume VIII: 日 本科学技術古典籍資料／天文
學篇［1］
〈2000 ／平成 12 年 12 月刊行〉
［Volume 8 回 配本］
● Volume 一 部 資料篇
（01）渋川春海（保井春海）撰、安倍泰福（土
御門泰福）校『貞享暦』
（7 巻 7 冊、貞享 1［1684］
年 10 月 29 日、国立公文書館所蔵、特 4‐1）
Because I know a lot about ʺ日 本天文學史年表ʺ
and ʺan astronomical position family treeʺ and
am spoken about the detailed process before
ʺJokyo calendarʺ being adopted in a brief career
history and a study career of Harumi,
Shibukawa ( 保井春海), I recommend that I
refer to that place.
ʺJokyo calendarʺ I am as follows when I easily
explain progress to lead to の adoption. The
calendar which a nation adopted is Suiko 12
(604) year first in Japan in ʺformer Karyaku
eraʺ. Then, in Fumitake 1( 697) year, I used
ʺIchigyo calendarʺ in ʺa lunar and solar
calendarʺ each in Tenno 1( 781) year. It is the
calendar which was brought all over from
China. And great Kasuga court noble Mano
Maro petitions Jogan 3( 861) age to use ʺ長 慶宣
明暦ʺ and, by an Imperial ordinance, abolishes
ʺIchigyo calendarʺ and will use ʺ長 慶宣明暦ʺ.

This ʺ長慶宣明暦ʺ was used for the long term
called 823 years until ʺJokyo calendarʺ by
Harumi, Shibukawa [ as for the popular name
Shibukawa assistant Court Security Office ( first
generation) ] was adopted.
In the Edo era, it was always pointed out by
Masayuki Hoshina, Mitsukuni Mito that an
astronomy phenomenon listed in ʺ頒 暦ʺ does
not adapt to a fact. In Kanbun 12( 1672) year, ʺ
頒暦ʺ listed ʺa wish eclipse of the moonʺ of
December, but was a non‐meal. Harumi,
Shibukawa petitioned Enpo era 1( 1673) age for
doing 改暦 using ʺ授時暦ʺ in June, but was
rejected.
But the solar eclipse of the Enpo era 3( 1675)
year ʺwas not 授 時暦ʺ, and ʺ長慶宣明暦ʺ fitted.
Therefore he made up his mind and carried out
surveying, observation, 推 歩 and made new
almanac made in Japan and named it ʺlarge
Japanese calendarʺ ( all seven volumes) .
HarumI, Shibukawa reported 改 暦 to the
Throne again on a day of 11 a year Tenna 3
(1683) moon winter solstice, but this suggestion
is rejected, too and will be at a loss. However,
because an eclipse of the moon listed in ʺ頒 暦ʺ
was not realized in this month, the Shogunate
emitted an Imperial command to Yasutomi Abe
(Yasutomi Tsuchimikado) and decided to let
you examine 改 暦.
For three a year Jokyo 1( 1684) three days a
month, the consensus of opinion did not accord,
and it was performed 宣 下 of using ʺa
medieval Chinese calendarʺ. An experiment to
be decided was performed, and 推 選 of
Yasutomi Abe ( Yasutomi Tsuchimikado) got
the superiority and inferiority of ʺa medieval
Chinese calendarʺ and ʺthe large Japanese
calendarʺ, and ʺlarge Japanese calendarʺ was
adopted by the help of the pattern that was a
shade of Volume 5s general TsunayoshI
Tokugawa and was pleased to grant the name of
ʺthe Jokyo calendarʺ afterwards. This is ten a
year Jokyo 1( 1684) 29 days a month in 編 簒
made ʺJokyo calendarʺ ( all seven volumes) as
a Japanese calendar first. ʺThe medieval Chinese
calendarʺ was not distributed, and the solar
calendar was enforced in Jokyo 2( 1685) year in
the whole country. The original book is a
manuscript of the Genroku Era by National
Archives possession.
This ʺJokyo calendarʺ is enforced for 70 years,
and (the time when a month needs it in the next
full moon from to next Hajime or a wish namely
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The full moon from Hajime namely the new
moon) is 29.530590 days in a synodic month for
365.241696 years in a solar year.
渋川春海（保井春海）の略歴や研究歴、『貞
享暦』が採用されるまでの詳細な経緯について
は、「日本天文學史年表」と「天文方家譜」に
詳しく述べられているので、そちらを参照する
ことをお勧めする。
『貞享暦』の採用に至る経過を簡単に説明す
ると、次のようになる。日本で最初に国家が採
用した暦は 『元嘉暦』で、推古 12（604）年の
ことである。次に、文武 1（697）年に、『儀鳳
暦』を、天応 1（781）年に『大衍暦』を、それ
ぞれ使用してきた。いずれも、中国から渡来し
た暦である。そして、貞観 3（861）年に、大春
日朝臣真野麻呂が『長慶宣明暦』を用いること
を請願し、勅令により、『大衍暦』を廃し、『長
慶宣明暦』を用いることになった。この『長慶
宣明暦』は、渋川春海［通称は渋川助左衛門（初
代）］による『貞享暦』が採用されるまで、823
年間という長期にわたって用いられた。
江戸時代において、「頒暦」に記載されてい
る天文事象が事実に適合しないことは、以前か
ら、保科正之、水戸光圀などによって指摘され
ていたところである。寛文 12（1672）年にも、
「頒暦」は 12 月の「望月食」を記載していた
が、不食であった。延宝 1（1673）年 6 月、 渋
川春海は、「授時暦」を用いて改暦することを
請願したが却下された。
だが、 延宝 3（1675）年の日食は、「授時暦」
ではなく、『長慶宣明暦』が適合した。そこで、
彼は意を決して、測量・観測・推歩を実行し、
日本製の新しい暦書を作成し、『大和暦』（全 7
巻）と命名した。 渋川春海は、天和 3（1683）
年 11 月冬至の日に、再度、改暦を上奏したが、
この提案も却下され、進退極まることになった。
ところが、「頒暦」に記載されている月食がこ
の月に実現しなかったために、幕府は、安倍泰
福（土御門泰福）に勅命を発し、改暦について
検討させることにした。
貞享 1（1684）年 3 月 3 日に、衆議は一致せ
ず、「大統暦」を用いることが宣下された。そ
の後、Volume 五 代将軍徳川綱吉の陰ながらの
援助により、「大統暦」と 『大和暦』の優劣を
決定する実験が行われ、安倍泰福（土御門泰福）
『大和暦』が採用され、
『貞享暦』
の推選も得て、
の名称を賜った。これが、 日本暦として最初に
（全 7 巻）で、貞享 1（1684）
編簒された『貞享暦』
年 10 月 29 日のことである。「大統暦」は頒布
されておらず、貞享 2（1685）年から、新暦が
全国に施行された。原書は国立公文書館所蔵で、
元禄時代の写本である。
この「貞享暦」は 70 年間施行され、太陽年は

365.241696 年 、朔望月（月が朔、すなわち新月
から次の朔に、または、望、すなわち満月から
次の満月に要する時間）は、29.530590 日 である。

（02）安倍泰邦（土御門泰邦）編『［寶暦］暦
法新書』（16 冊、寶暦 4［1754］年、国立公文
書館所蔵、特 3 甲‐10）
寶暦暦の作成は徳川吉宗の八代将軍就任と軌
を一にしている。享保 1(1716)年に将軍に就任し
てから、享保 5(1720)年 に、「寛永禁書令」が弛
められ、中国や西洋からの外国書が輸入され、
蘭学の研究を奨励したことが、近代科学興隆の
基礎を形造ったのである。明治維新までの 150
年間、
「蘭学」が独自の学問分野として花開き、
後年の医学・薬学・天文学・化学・物理学・植
物学・動物学・博物学など、さまざまな科学の
形成に大きな影響を与えることになった。
初期の蘭学研究者の多くは長崎在住の通訳た
ちが担ったために、天文学も、実用的な暦学を
目的とするものではなく、教養としての真理を
究めるための「究理学」に属するものであった。
蘭学の中心地が江戸に移ると、天文学の研究は、
国家の一大事業となり、幕府直属の官僚として
の天文方によって行われることになった。その
嚆矢が渋川家であり、高橋家、猪飼家、西川家、
足立家、山路家、吉田家、奥村家などの名家が、
続々と輩出することになった。天文方の人々の
伝記については、「天文方家譜」を参照された
い。幕末に活躍した天文方の高橋景保などは、
オランダ語のみならず、満州語、ロシア語、英
語などにも通じ、語学力を生かした外国書翻訳
家としても評価され、また、幕府の外交顧問と
しても活躍し、天文学のみならず、多種多様な
異国の文化を紹介する役割も担った。
徳川吉宗は西洋の実証的かつ経験的な科学精
神に興味をひかれ､雨水の量の測定､測量器械の
製造､表景測量､天文現象の実測などを実行し､
天文学や暦学に対する熱意の程を､人々に呈示
した。また､享保 8（1723）年完成した『暦算全
書』も､刊行 3 年後の享保 11（1726）年に舶載
され､享保 18（1733）年には､中根元圭が訓点を
附した訳書全 46 冊も完成し､天文学や暦学を研
究する機運は､いやがうえにも高まってきた。
元文 5（1740）年 11 月 23 日には、天文方の
西川正休を召しだし、改暦の準備を命じた。そ
の後、さまざまな紆余曲折がありながらも、西
川正休は 渋川則休 と共にこの事業に参画した。
この過程で、幕府の天文方と京都の土御門家と
の主導権争いの末に、西川正休は失脚し、失意
のうちに、寶暦 6（1756）年に、64 歳にして、
この世を去った。かくして、完成した暦書は、
『寶暦暦法新書』と呼ばれ、寶暦 4（1754）年 10
月 16 日に、土御門家から奏進された。寶暦 4
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（1754）年 10 月 19 日に改暦が宣下され、「寶
暦甲戌元暦」の名称を賜り、寶暦 5（1755）年
から、全国に頒布された。この「寶暦甲戌元暦」
は、43 年間施行され、太陽年は 365.241556 年 、
朔望月は、29.530590 日 である。「貞享暦」に代
えて、なぜ「寶暦甲戌元暦」を作成する必要性
については、現在でもさまざまな意見があるの
で、編者としては評価を差し控えたい。本書は、
国立公文書館所蔵で、
『［寶暦］暦法新書・續録』
と合冊されている。
（03）安倍泰邦（土御門泰邦）『［寶暦］暦法新
書・續録』（2 冊、明和 4［1767］年、国立公文
書館所蔵、特 3 甲‐10）
上記のような経緯を経て作成された「寶暦暦」
は､施行後 9 年の「13 年暦」には､ 9 月朔日の日
食を記載しなかった。このような誤記が目立つ
ために､明和 2（1765）年 5 月 23 日に､佐々木文
次郎に「寶暦暦」の調査を委嘱し､明和 2（1765）
年 8 月､牛込の藁店に新暦調御用所を設け､再度
の測量を開始した。明和 6（1769）年になって､
「寶暦暦」の修正が完了し､『［修正］寶暦甲戌
元暦』10 冊､『［寶暦］寶暦甲戌元暦和解』2 冊､
『［寶暦］暦法新書・續録』2 冊を上呈した。明
和 8（1771）年刊行の「頒暦」には､改暦後 16
年を経て､「寶暦甲戌元暦」は､ようやく完成し
たと記されている。この後も､明和 4（1767）年 1
月・明和 5（1768）年 12 月・天明 4（1784）年 7
月・寛政 7（1795）年 12 月の不食日食､明和 4
（1767）年 6 月 16 日・天明 8（1788）年 5 月 15
日・寛政 8（1796）年 5 月 15 日の不食月食､置
閏法の誤記が記載されたりして､一層の混乱を
招くことになった。これら修正された暦書の中
の 1 冊が､この『［寶暦］暦法新書・續録』2 冊
である。本書は､国立公文書館所蔵で､『［寶暦］
暦法新書』と合冊されている。
（04）吉田秀升・山路徳風・高橋至時 撰述､
安倍泰栄（土御門泰栄） 校正『暦法新書』（6
巻首 1 巻 8 冊､国立公文書館所蔵､ 194‐157）
寶歴の改暦後も､「寶暦甲戌元暦」は交食法
や置閏法について､暦と合致しない天文事象が
相次ぎ､幕府も再度の改暦を考えざるを得なか
った。そして､寛政 4（1792）年､天文方の吉田
秀升と山路徳風に命じて､『崇禎暦書』による
試暦を作成させた。そして､幾多の試練の時期
を経て､寛政 8（1796）年､高橋至時と間重冨に､
『暦象考成・後篇』を基にした改暦の命令が下
された。この「寛政暦」の作成をめぐる顛末に
ついては､「日本天文學史年表」と「天文方家
譜」を参照されたい。かくして､さまざまな困
難を経ながら､寛政 9（1797）年 10 月 13 日､『暦
法新書』（8 巻）が安倍泰栄（土御門泰栄）に奏
進され､同年 10 月 19 日に､改暦が宣下され､「寛
政暦」の名称を賜り､寛政 10（1798）年から施

行された。この「寛政暦」は 46 年間施行され､
太陽年は 365.242347 年 ､朔望月は､ 29.530584 日
である。 ただ､この「寛政暦」は､推算法を記述
したので､暦理はない。『国書総目録』には､別
名が『［寛政］暦法新書』（6 巻首 1 巻 8 冊）と
表記されている。この集成では､国立公文書館
所蔵の原書を使用した。
（05）渋川景佑 編､安倍晴親（土御門晴親）
校正『新法暦書』（9 巻 9 冊､天保 13［1842］年
序､国立公文書館所蔵､特 4‐3）
渋川景佑の詳細な略歴及び研究歴について
は､「日本天文學史年表」と「天文方家譜」を
参照されたい。「寛政暦」は､採用後まもなくの
享和 2（1798）年 8 月朔の日食食甚時刻が 17 分
も狂い､観測誤差､系統的な誤差が目立つように
なってきた。また､寛政 10（1798）年 10 月の月
食は､天体の運行の推測と実測との間に誤差が
あり､さらに､文化 10（1815）年 5 月 15 日の月
食は､皆既でなくやや微光が認められたなど､さ
まざまな問題が発生してきた。天保 12（1841）
年 11 月 24 日､幕府は､渋川景佑と足立信頭に､
先に撰述した『新巧暦書』に基づいて改暦する
こと命じた。かくして､天保 13（1842）年､『新
法暦書』（10 巻）が成立し､同年 9 月に､土御門
晴雄を通じて奏進され､同年 10 月 6 日に､新暦
の採用が決定され､「天保壬寅元暦」の名称を
賜り､天保 15（1844）年から施行された。この
「天保壬寅元暦」は､日本で最後の太陰太陽暦
で､明治 6（1873）年に太陽暦が採用されるまで､
29 年間施行された 。因みに､「天保壬寅元暦」
の太陽年は 365.242234 年 ､朔望月は､ 29.530588
日である。
この改暦にあっては､暦道の本家である土御門
家は､殆ど影響を及ぼすことはなかった。今まで
の「貞享暦」「寶暦甲戌元暦」「寛政暦」の 3 回
の改暦事業においても､幕府の天文方と土御門
家の､「暦」製作をめぐる覇権争いはすさまじ
いものがあった。そのために西川正休などは､
「寛政暦」の改暦まで
天文方を解任されている。
は､天文方は京都の土御門家に赴いて数年に渡る
測験を行い､暦法が天文事象に一致するのを確か
めてから､土御門家より奏上して､新暦を施行す
る過程を経たが､天保の改暦では事情が一変し
た。天文方は､もはや､土御門家に隷属する天文生
以上の実力を身につけたのである。徳川吉宗の
登場以降､蘭書・中国書を繙きながら研鑽に努め
た天文方の科学的・技術的な実力の向上が背景
にあろう。
（06）吉田秀升・山路徳風・高橋至時 撰述､
安倍泰栄（土御門泰栄） 校正『新暦法稿ト暦
法新書ノ對校之覺書付』（1 巻 1 冊､国立公文書
館所蔵､特 5‐6）
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『暦法新書』とその原稿を対照するための貴
重な資料である。原稿にはあるが､『暦法新書』
には記載されなかった､もしくは､『暦法新書』
おいて変更された事項とその内容を列挙してい
る。40 丁に満たない小冊子で､「正誤表」とい
った内容である。
［ISBN4‐7603‐0205‐0 C3321 ¥50000E］
＊ Volume IX: 日本科学技術古典籍資料／天文學篇
［2］
〈2000 ／平成 12 年 12 月刊行〉
［Volume 9 回 配本］
● Volume 一 部 資料篇
（07）渋川景佑・山路諧孝・足立信頭・吉田秀
茂撰述・稿・刪定『寛政暦書』（35 巻 35 冊、弘
化 1（1844）年成立、国立公文書館所蔵、194‐157）
「寛政暦」である『暦法新書』（8 巻）には、
推算法による記述が多く、暦理は記述されてい
なかった。
「寛政暦書暦理撰述書」は、
「寛政暦」
採用後 40 年を経ても未完成のままであった。
天保 10（1839）年 4 月 28 日、幕府から渋川景
佑に対して、「寛政暦書暦理撰述書」の調査・
提出の命令が下り、弘化 1（1844）年に完成し
て上呈したのが、『寛政暦書』（35 巻）及び『寛
政暦書・續録』（5 巻）である。
（08）渋川景佑 撰述『寛政暦書・續録』
（5 巻 5
冊、弘化 1（1844）年成立、国立公文書館所蔵、
194‐157）
弘化 1（1844）年に完成して、
『寛政暦書』
（35
巻）と共に上呈された。主として、五星の暦理、
運動などを記載していて、『［新修］五星法』 を
さらに豊富にした内容と言えよう。
（09）渋川景佑・山路諧孝・足立信頭・吉田秀
茂・渋川敬直・山路彰常・足立信順 撰、安倍
晴親 校正『寛政暦五星法續録』（10 巻 10 冊、
天保 8（1837）年 2 月 5 日成立、国立公文書館
所蔵、194‐157）
この書はおそらく土御門家に提出された暦書
を安倍晴親（土御門晴親）が校正したものであ
ろう。筆者も『寛政暦書』と同一である。
（10）渋川景佑 編輯、足立信頭 校正『［新
修］五星法』（10 巻 10 冊、国立公文書館所蔵、
文政 5［1822］年 9 月序、特 5‐4）
太陽、月、五星（歳星・木星、熒惑・火星、
鎮星・土星、太白・金星、辰星・水星）の軌道
や運動を論じた資料である。「寛政暦」の不備
を知った高橋至時が記した『［新修］五星法及
図説』の増補・改訂版とも言える内容である。
「寛政暦」の施行後、高橋至時の次の研究主題
は、五星の運行理論や暦理を究めることにあっ
た。高橋至時は、オランダ語で書かれたさまざ
まな暦書を読んで、西洋の惑星理論を研究し、
その成果が『［新修］五星法及図説』で、寛政 12

（1800）年から享和 3（1803）年にかけて完成
している。渋川景佑が亡父の意思を継いで完成
した著作物で、天保 7（1836）年、『新巧暦書』
と共に幕府に献上された。天保 8（1837）年 1
月に土御門家に提出され、天保 8（1837）年 2
月 5 日に、土御門家から、
『寛政暦五星法續録』
の名称を賜ったと記されている。この史実に従
うならば、まず、高橋至時の『［新修］五星法
及図説』が書かれ、この書の Volume 一 次の改
訂・増補版として、渋川景佑の撰述、足立信頭
の校正により『［新修］五星法』が製作され、
次に、安倍晴親（土御門晴親）の校正により、
Volume 二 次の改訂・増補版として『寛政暦五
星法續録』が完成したことになる。
さらに、弘化 1（1844）年に、さらなる Volume
三次改訂・増補版として、『寛政暦書・續録』
が完成したことになる。この資料をめぐる書誌
的な研究については、再度、精密な調査を行っ
て、検討する必要があろう。
［ISBN4‐7603‐0206‐9 C3321 ¥50000E］
＊ Volume X: 日本科学技術古典籍資料／天文學篇
［3］
〈2001 ／平成 13 年 1 月刊行〉
［Volume 10 回 配本］
● Volume 一 部 資料篇
（11）高橋至時 遺訳、渋川景佑 編述、足立
信頭・渋川敬直 校『續新巧暦書』
（20 巻 20 冊、
国立公文書館所蔵、194‐94）
巻 1 から巻 9 までは、『新法暦書』と同一の
構成で、暦年が天保 13（1842）年ではなく、寛
政 9（1797）年になっている点が異なっている。
以下に目次の内容を列挙してみることにする。
＊巻 1・推日躔法、＊巻 2・推月離法、＊巻 3・
推月食法、＊巻 4・推日食法、＊巻 5・推五星
法、＊巻 6・推恒星法、＊巻 7・京師實測、＊
巻 8・江戸實測、＊巻 9・各方實測、＊巻 10・
用表推日躔月離法、＊巻 11・用表推月食法、＊
巻 12・日躔表上、＊巻 13・日躔表中、＊巻 14
・日躔表下、＊巻 15・月離表上、＊巻 16・月
離表上、＊巻 17・交食表上、＊巻 18・交食表
中、＊巻 19・交食表下、＊巻 20・用表推月食
算例。
この資料は、『新法暦書』に加えて、高橋至
時の『ラランデ暦書管見』『西洋人ラランデ暦
書表用法解』（いずれも享和 2 年成立）などを
参照して編纂している。フランスの天文学者の
ジョセフ－ジェローム・ル・フランソワ・ドゥ
・ ラ ラ ン ド （ Joseph‐Jérome le François DE
LALANDE） の著作を翻訳した 『新巧暦書』に
因んで、『續新巧暦書』という名称が与えられ
たのであろう。
（12）渋川景佑・足立信行 編、山路諧孝・山
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路彰常 校、安倍晴雄 閲覧『新法暦書續 編』
（30 巻 30 冊、国立公文書館所蔵、弘化 3［1846］
年 8 月序、特 5‐7）
『新法暦書』の「数理篇」とも言える内容で、
目次構成は以下のようになる。
＊巻 1・數理總論上、＊巻 2・數理總論中、＊
巻 3・數理總論下、＊巻 4・日躔數理上、＊巻 5
・日躔數理下、＊巻 6・月離數理上、＊巻 7・
月離數理中、＊巻 8・月離數理下、＊巻 9・交
食數理上、＊巻 10・交食數理下、＊巻 11・月
食數理上、＊巻 12・月食數理下、＊巻 13・日
食數理一、＊巻 14・日食數理二、＊巻 15・日
食數理三、＊巻 16・日食數理四、＊巻 17・日
食數理五、＊巻 18・割 Japanese Yen 八 線表一、
＊巻 19・割 Japanese Yen 八 線表二、＊巻 20・
割 Japanese Yen 八 線 表 三 、 ＊ 巻 21・ 割
Japanese Yen 八 線表四、＊巻 22・割 Japanese
Yen 八線表五、＊巻 23・割 Japanese Yen 八 線
表六、＊巻 24・割 Japanese Yen 八 線表七、＊
巻 25・割 Japanese Yen 八 線表八、＊巻 26・寰
宇總論一、＊巻 27・寰宇總論二、＊巻 28・寰
宇總論三、＊巻 29・寰宇總論四、＊巻 30・寰
宇總論五。
これまで、世界各国の暦法書の比較研究や天
体観測に重点をおいていた天文方が、数学、物
理学の領域にまで手を拡げて、天文事象を解析
しようとした力作である。平面三角術、球面三
角術、積分、引力、重力、求心力、遠心力、中
心力など、天文学に関係する事項について、図
を用いて解析してある。その物理学や数学の理
解の程度に関しては、後学の研究に委ねる必要
があろう。
（13）本居宣長 著『眞暦考』
（1 冊、天明 2［1782］
年刊行）
中国から暦法が渡来する以前の日本の暦法に
ついて、思うところを書き記した資料である。
本居宣長（享保 15［ 1730］ 年 5 月 7 日－享和 1
［1801］ 年 9 月 29 日）ほど多作で数多くの事
柄に興味を持った国学者は、他に類をみない。
ただ、時代の制約もあるが、西洋的な物との接
点が全く見いだせないのも不思議なことであ
る。文学・語学・歴史学の何れの分野において
も多くの業績を残しているが、軸になる思想が
理解できないのはなぜであろうか。この著作も、
彼の該博な知識が見事に生かされた傑作であ
る。論旨は以下のような内容である。上古にお
いて、暦などは存在しなかった。正確に言えば、
暦を必需品とする生活の様式が確立していなか
ったというのが、正鵠を得ている。『古事記』
などの記紀にも、天文現象の記載は多くはない。
自然現象の推移によって時間を測定する「自然
暦」に基礎をおいた生活の様式が定着していた
ためでもあろう。ただ、生産力が少なくても人

口を維持できる時代には適合するが、消費人口
の拡大による政治システムの確立により、生産
力の増大が要求されてきて、正確な暦の作成が
俎上にのぼってくるようになる。暦の製作技術
の発達は、その基礎学問としての天文学・数学
・測量術の進化をも促進することになる。
わずか 36 丁の小論文ながら、月の運動や中国
の暦に関する知識には参考になる内容を含んで
いる。「暦」に関する精髄を伝えた小論文として
出色の出来である。容量は少ないが、豊富な問
題意識を満載した名著と言えよう。この版は、
国立公文書館所蔵の明治時代の写本で、「天明 2
（1782）年版」が原本である。他に、
「安永 5（1776）
年版」「天明 9（1789）年版」「寛政 10（1798）
年版」
「寛政 11（1799）年版」が現存している。
（14）中根元圭 撰『皇和通暦』
（2 巻附録 1 巻 3
冊、国立公文書館所蔵、寛政 5［1793］年 1 月
刊、141‐122）。
It is calendars from a year of 神 武天皇東征 to
culture 9(1812) year. The big things and small
things of each month are displayed with a
vertical line ( large month) and a bar ( even
month) and are the table that each age and first
sexagenary cycle of the month were transcribed.
As for this, the first printing block is published
with an enlarged edition in Masanori 4( 1714)
year. Winding 3 is equivalent to an appendix,
and the title of ʺthe ancient calendar three
methodʺ is referred.
神武天皇東征の年から文化 9（1812）年まで
の暦である。各月の大小が、縦棒（大の月）と
横棒（小の月）で表示され、各年や月の最初の
干支が表記された一覧表である。これは、増補
版で、最初の版は正徳 4（1714）年に刊行され
ている。巻 3 は附録に相当し、「古暦三法」の
表題が附されている。
［ISBN4‐7603‐0207‐7 C3321 ¥50000E］
＊ Volume XI: 日 本科学技術古典籍資料／天文
學篇［4］
（2001 ／平成 13 年 4 月刊行）
［Volume 11 回 配本］
● Volume 一 部 資料篇
（15）渋川春海 撰『天文瓊統』（15 巻 15 冊、
国立公文書館所蔵、寛文 10［1670］年成立、特 3
甲‐9）。
清の順治 2（1645）年に、黄玉耳（黄鼎）の
記した『天文大成管窺輯要』を典拠として執筆
したと流布されているが、内容的には、渋川春
海の長年に渡る天文・暦研究の集大成版とも言
える作品である。
（16）渋川佑賢 解・輯『［校正］天経或問國
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字解』（18 巻 18 冊、国立公文書館所蔵、嘉永 6
［1853］年序、特 7‐10）
明時代の末期もしくは清時代の初期に、游子
六（游藝）によって書かれた天文学書を日本語
に翻訳し、渋川佑賢の天文学的な知見を加えて
刊行した作品である。太陽や月の運行、月食、
日食、恒星の運動など、天体に関する基本的な
事柄を論じた「［校正］天経或問國字解」（巻首
から巻十までの 11 冊）、「［校正］天経或問國字
解附録」（巻一から巻六までの 6 冊）、「［校正］
天経或問國字解圖譜」（1 冊）の合計 18 巻 18 冊
で構成されている。
17‐18 世 紀に、キリスト教の宣教師たちがも
たらした西洋の天文学の知識に加えて、中国上
古時代からの天体説や暦理を参考にして書かれ
た『天経或問』の精髄を、渋川佑賢が結晶化し
た作品と言えよう。中国の上古時代からの著名
な星学者や西洋の天文学者を、時代別に列挙し
ている。さらに、『崇禎暦書』や『暦象考成』
に記載されている著名な天文学者の名称も散見
でき、中国、西洋、日本の天文学の歴史を相対
的に把握できる貴重な資料である。この『天経
或問』は享保時代以前に舶載され、日本の天文
学の研究に益するところがおおきな資料であっ
た。
（17）渋川景佑 編撰『［新修］彗星法』
（上編 6
巻下編 7 巻合計 13 巻 13 冊、国立公文書館所蔵、
特 5‐3）
この書によれば、「ガス体もしくは固体粒子
で構成されていて、細長い楕 Japanese Yen 軌
道を描く彗星、別名ほうきぼしの観測が行われ
るようになったのは、寶暦年間（1751‐1763）に、
渋川光洪とその部下たちによる経度と緯度の測
定が最初で、以後、間重富、足立信頭などによ
って、科学的な観測が実行されるようになった」
と書かれている。彗星の起源、古代からの観測
の歴史、軌道、経度・緯度の算出方法、通用表、
諸應表などを記載されていて、初学者にも理解
できるような叙述の様式で書かれている。日本
における彗星研究の嚆矢とも言える貴重な著作
物である。
（18）西川忠英（西川如見） 輯『兩儀集説』
（9 巻 9 冊、国立公文書館所蔵、正徳 4［1714］
年 11 月序、194‐55）
序文・目録巻、巻之一から巻之七、「兩儀集
説外記・天文義論 全 上下」の構成で、9 巻 9
冊となっている。目次に「巻之八」として「諸
目圖式」の項目があり、「元の原稿では 64 個の
圖版篇が独立して 1 冊と成っていたが、この稿
においては、各巻に分けて掲載されているので、
巻之八は存在しない」と書かれている。兩儀つ
まり天と地の事象についての、西川如見による、
哲学的な論攷である。天体、地体、黄道、赤道、

日食、月食、地震、雷鳴、潮汐など、地球上と
天体上で発生する現象について、豊富な圖版を
用いて懇切丁寧に解説した労作である。
（19）渋川春海 撰『日本書紀暦考』
（1 巻 1 冊、
国立公文書館所蔵、137‐91）
『日本書紀』に記載されている干支、日食、
月食の記事を研究した資料で、持統天皇 11（文
武天皇 1）年、つまり、西暦紀元 697 年までが
対象となっている。各月の大小、各月・各日の
干支が網羅的に記載されている。附録として、
「古今交蝕考」の 1 章が設けられていて、推古
天皇 36（628）年から貞享 2（1685）年までの
『宣明暦』と『貞
日食と月食の詳細なデータが、
享暦』から引用されて、報告されている。
（20）平田篤胤 撰述、穂井田忠友・川崎重恭
・羽田野敬雄 校『春秋命歴序攷』（2 巻 2 冊、
天 保 4［ 1833］ 年 刊 行 、 国 立 公 文 書 館 所 蔵 、
194‐103）
中国の古い文献を博捜して書かれた書である。
紀元前 770 年から紀元前 403 年まで、約 360 年間
に渡る春秋時代に製作された暦の研究書である。
（21）馬場信武 著『初學天文指南』
［内題『初
學天文指南鈔』］
（5 巻 5 冊、国立公文書館所蔵、
寶永 3［1706］年刊行、194‐63）
天体観測機器、太陽や月の運動理論、日食、
月食、二十八宿、星宿、温泉、野火などの事項
について、これから天体観測を始めたり、天体
学・地球学の基礎を学ぼうとする初学者のため
に書かれた入門書である。現代の学問の中では、
地球物理学、天文学、気象学の考究を志す人々
に対して、圖を使用して、懇切丁寧にかつ平易
に書かれているのが、大きな特色と言えよう。
版本で、書肆は、大坂梶木町の鳴井茂兵衞と記
されている。著者の馬場信武は、京都在住の医
師で、生年未詳で、正徳 5（1715）年 1 月 19 日
に逝去している。医師名を尾田玄古と称する。
中国や日本の古典・易術・兵学の書に通じていた。
（22）伊能忠敬 著『［佛國］暦象編斥妄』（1
巻 1 冊、国立公文書館所蔵、194‐129）
文化時代（1804‐1818） の終わり頃に書かれた
と言われている。天文学や暦学がインドに起こ
り、その地から西洋や東洋に伝播したとする「佛
説天文学」、「須弥界説」に対する批判を試みた
書である。 Japanese Yen 通 の推奨する「梵暦」
の淵源が中国にあったことを論証し、その説が
いかに現在の天体観測に適合しないかを実証的
に論じている。釋 Japanese Yen 通 撰・釋智轂
校『佛國暦象編』に対する反駁の書である。こ
の原本は、高橋景保の旧蔵書である。
［ISBN4‐7603‐0208‐5 C3321 ¥50000E］
各巻 Price 50,000 Japanese Yen
揃 Price 550,000 Japanese Yen
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『近世歴史資料集成 Volume IV 期 』
〔全 11 巻〕《全巻完結》
＊ Volume I: 日 本科学技術古典籍資料／數學篇
［1］
（2002 ／平成 14 年 3 月刊行）
● Volume 一 部 資料篇
著者不詳『算用記』
（16 世紀末～ 17 世紀初頭）、
百川治兵衛編『諸勘分物』（1622 年）、毛利重能
編『割算書』（1622 年）、『竪亥録』（1639 年）、
著者不詳『万用不求算』（1643 年）、阿部重道編
『算法整數起源抄』（1845 年）、村田恒光編『算
法側 Japanese Yen 詳 解』（1845 年）、佐藤 墓
集編『三哲累 Japanese Yen 術 』、澤池幸恒撰
『算法 Japanese Yen 理 楕 Japanese Yen 集 』
［ISBN4‐7603‐0230‐1 C3321 ¥50000E］
＊ Volume II: 日本科学技術古典籍資料／數學篇
［2］
（2001 ／平成 13 年 7 月刊行）
● Volume 一 部 資料篇
島田 貞繼 編『九數算法』（1653 年）、佐藤
正興『算法根源記』（1669 年）、星野 實宣 編
『股勾弦嫌』（1672 年）、星野 實宣 撰『算學
啓蒙註解』（1672 年）、前田 憲舒 著『算法至
源記』（1673 年）、中西 正好 編『勾股弦適等
集』（1683 年）、田中 由眞 述『算學紛解』、
村松 茂清 著『［再版］算法算爼』
（1684 年）、
西川 勝基 撰『算法指南』（1684 年）、井關
知辰 撰『算法發揮』（1690 年）、建部 賢弘
著『新編算學啓蒙諺解』（1690 年）、佐藤 茂春
撰『算法天元指南』（1698 年）、三宅 賢隆
撰『具應算法』（1699 年）、西脇 利忠 編『算
法天元録』（1715 年）
［ISBN4‐7603‐0231‐X C3321 ¥50000E］
＊ Volume III: 日 本科学技術古典籍資料／數學
篇［3］
（2001 ／平成 13 年 8 月刊行）
● Volume 一 部 資料篇
田中 佳政 編『數學端記』（1717 年）、若杉
多十郎 撰『勾股致近集』（1719 年）、『演段數
品例』
（1732 年）、松永 良粥 編『方 Japanese
Yen 算經』（1739 年）、松永 良粥 著『算法演
段品彙』、『角形圖解』（1746 年）、入江 保叔
編『一源括法』（1760 年 ）、『開方要旨』（1762
年）、『方 Japanese Yen 奇 巧』（1766 年）、『拾爰
算法』（1769 年）、藤田 定賢 編『算法集成』
（1777 年）、安島 直 Japanese Yen 編『三角
内容三斜術』、會田 安明 編『算法古今通覽』
（1797 年）、會田 安明 編『算法角術』、大原
門人 編『算法點竄指南』（1810 年）
［ISBN4‐7603‐0232‐8 C3321 ¥50000E］

＊ Volume IV: 日本科学技術古典籍資料／數學篇
［4］
（2001 ／平成 13 年 10 月刊行）
● Volume 一 部 資料篇
會田 安明 編『算法天生法指南』（1810 年）、
坂部 廣胖 著『算法點竄指南録』（1810 年）、
堀池 敬久 閲・堀池 久道 編『要妙算法』
（1831 年）、内田 観 編『 Japanese Yen 理 闡
微表』、
『算法點竄手引草・初篇、二篇、三篇』、
山口 言信 著『算法 Japanese Yen 理 冰釋』
（1834 年）、秋田 義蕃 編『算法極形指南』
（ 1835
年）、『照闇算法』（1841 年）、和田 寧 傳『
Japanese Yen 理 算經』（1842 年）、豊田 勝義
編『算法楕 Japanese Yen 解 』（1842 年）、内田
久命 編『算法求積通考』（1844 年）、阿部
重道 編『算法求積通考・後編』
［ISBN4‐7603‐0233‐6 C3321 ¥50000E］
＊ Volume V: 日本科学技術古典籍資料／數學篇
［5］
（2002 ／平成 14 年 10 月刊行）
● Volume 一 部 資料篇
今村 知商 編『因歸算歌』（1640 年）、榎並
和澄 編『參両録』（1653 年）、初坂 重春 編
『 Japanese Yen 方 四巻記』（1657 年）、山田
正重 著『改算記』（1659 年）
［ISBN4‐7603‐0234‐4 C3321 ¥50000E］

＊ Volume VI: 日本科学技術古典籍資料／數學篇
［6］
（2003 ／平成 15 年 4 月刊行）
● Volume 一 部 資料篇
藤岡 茂元 編『算元記』（1657 年）、澤口 一
之 撰『古今算法記』（1671 年）、松永 良粥他
編『罅老余算統術』、田原 嘉明 編『［新刊］
算法記』（1652 年）
［ISBN4‐7603‐0235‐2 C3321 ¥50000E］
＊ Volume VII: 日 本科学技術古典籍資料／數學
篇［7］（2004 ／平成 16 年 9 月刊行）
● Volume 一 部 資料篇
柴村 盛之 編『格致算書』（1657 年）、村瀬
義益 編『算學淵底記』（1673 年）、池田 昌意
編 『 數 學 乘 除 往 來 』（ 1 6 7 4 年 ）
［ISBN4‐7603‐0236‐0 C3321 ¥50000E］
＊ Volume VIII: 日 本科学技術古典籍資料／數學
篇［8］（2007 ／平成 19 年刊行）
● Volume 一 部 資料篇 1
磯村 吉徳 撰『［増補］算法闕疑抄』
（1684 年）
［ISBN978‐4‐7603‐0237‐6 C3321 ¥50000E］
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＊ Volume IX: 日 本科学技術古典籍資料／天文
學篇［5］（2005 ／平成 17 年 10 月刊行）
● Volume 一 部 資料篇
（23）平田篤胤 撰『天朝無窮暦』（6 巻附録 1
巻合計 7 巻、 天保 8［1837］年自跋、国立公文
書館所蔵、194‐111）
国学者の平田篤胤（安永 5［ 1776］ 年 8 月 24
日－天保 14［ 1843］ 年 9 月 11 日）も、本居宣
長と同じく、博覧強記で、複数の分野において、
豊富な量の書籍を残している。ただ、異なるの
は、天保 12（ 1841） 年 1 月に、幕府により、そ
の思想を不穏とされ、著述差し止め及び江戸所
払いによる国元への帰還を命令され、失意の内
に、秋田で逝去したことである。事の顛末は以
下のようなことである。まず、天保 11（ 1840）
年に、幕府の天文台から、彼の著作物の内容に
関して、友人の屋代弘賢を通じて問い合わせが
あり、「答弁書」2 冊を差し出して、お咎めがな
かった。そして、天保 11（ 1840） 年 6 月に、今
度は、秋田佐竹藩にお尋ねがあり、翌天保 12
（1841） 年 1 月に、上記の御沙汰が下された次
Volume で ある。
ただ一筋に神道のみを信じて、非科学的な精
神を謳歌したのを、国家権力が忌避したのであ
ろう。彼は、本居宣長から教えを受けることは
果たせなかったが、生活の労苦と戦いながら、
本居宣長の学風を受け継いで学問を行ったと言
える。ただ、本居宣長の学問精神とは全く別で、
蘭学、儒教、仏教の各文献を渉猟しながらも、
神の道一辺倒に陥り、他の学問を一切否定する
という行為に出たのである。
神武天皇の東征の年（甲寅）から文武天皇 1
（697 年、丁酉）年まで、1364 年間に渡る角月
の大小及び干支を記して、自説を加えて完成し
たのがこの『天朝無窮暦』である。また、上古
の暦法は、秦漢時代以前の古暦書に散見される
「太昊古暦法」であるとし、これも、「日本か
ら伝来した暦である」と述べている。さらに、
この『天朝無窮暦』を、『日本書記』の干支と
一致させたのである。
おそらく、現代においても時々見られる、い
わゆる「日本主義者」の思想を体言しているの
が、平田篤胤と言えよう。牽強付会な解釈をお
許し願えるならば、「大和朝廷の成立のはるか
以前の、神の支配していた時代から原日本人が
生存し、独自の文字をもつ文化の形成に与って
いた」というのが、彼らの論理の骨子である。
「神の支配していた時代」などは、現在の歴史
学では実証されていないが、日本人及び日本の
国土の起源とその後の発展を考察するために
は、有益な資料を提供してくれるはずである。
古代日本人の思想のあり方の淵源を探る意味
で、「神の支配していた時代」は、非常に重要

な意味を持っている。ただ、「神の支配してい
た時代」と「人間の支配していた時代」とは、
連続性が乏しいだけである。
この書においては、保井春海『日本長暦』や
中根元圭『皇和通暦』の推算の方法も批判し、
中国や日本の多数の暦書を熟読して、日本の古
暦法の歴史を考究し、『天経惑問』についても
論評を加えている。平田篤胤が蘭書を理解して
いて、「地動説」を信じ、「地球が球形の形であ
ること」を認識していた事については、疑いを
さしはさむ余地はないものの、「地動説でも天
動説でも、歳時の循環に変化はない」として、
あくまでも「古説」に固執するのである。
原本として使用した「国立公文書館」所蔵本
は、明治時代の写本で、巻 6 の末尾に「明治十
一年九月 近藤 敦吉・奥田 正志 校」と、
附録巻の末尾に「明治□一年九月 牧野 之義
・吉松 鼎輔 校」と、それぞれ記載されてい
て、 天保 8［1837］ 年の自跋が掲載されている
が、発行年は特定できない。
（24）平田篤胤 撰『三暦由来記』（3 巻 3 冊、
天 保 4［ 1833］ 年 刊 行 、 国 立 公 文 書 館 所 蔵 、
194‐136）
『天朝無窮暦』を書くために中国の暦学書を
研究していた著者の作品で、 夏、殷、周の三代
の暦法を論じ、夏の暦が太皞（伏羲）の古暦で
あることを述べている。『天朝無窮暦』という
大作を結実させるための予備的な資料と言った
方が適切かもしれない。国立公文書館所蔵の原
本は、明治 11 年 10 月の写本である。
（25）釋 Japanese Yen 通 撰・釋智轂 校『佛
國暦象編』
（5 巻 5 冊、国立公文書館所蔵、文化 7
［1846］年 12 月序・刊行、194‐137）
天文学や暦学がインドに起こり、その地から
西洋や東洋に伝播したとする「佛説天文学」の
体系について書かれた書籍で、須弥山を中心と
した世界の構造を設定し、地球の球体説を否定
する、独自の宇宙認識で組み立てられている。
この書においても、一見浅学な感じを受けるが、
読み進む程に、和漢の名著を渉猟し、博覧強記
で東西の天文暦学書に通じた Japanese Yen 通
の像が浮かび上がってくる。彼は、西洋の学問、
ことに 17‐18 世紀に中国に渡来して天文学を伝
えた、マテオ・リッチやアダム・シャールなど
の業績に異議を唱え、彼らの暦法が古代インド
の「梵暦」に基礎をおいていることを唱えるの
である。 Japanese Yen 通 は、護法のために、
自己の所信を曲げずに、西洋の天文学説の優秀
さを理解しながらも、あえて、「須弥界説」に
固執していたことを述べる人もあるが、実に複
雑怪奇な話である。彼の説を精密科学ではなく
思想的な書として再読してみれば、新たな地平
が見えてくるかもしれない。 Japanese Yen 通
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は、寶暦 5（1755）年に、因幡国に生まれ、天
保 5（1834）年 9 月 4 日に、享年 80 歳で、逝去
している。7 歳にして出家し、戒を豪潮阿闍梨
に受けていることが知られている。
（26）司馬峻（司馬江漢） 著『和蘭天説』（1
巻 1 冊、国立公文書館所蔵、寛政 7［1795］年 12
月序、寛政 8［1796］年 1 月刊行、194‐62）
司馬峻（司馬江漢）は、蘭学者・画家で、
延享 4（1747）年に生まれ、文政 1（1818）年 10
月 21 日に、72 歳で、この世を去っている。西
洋の天文学の基本を紹介した教養的な書物で、
赤道南北極之圖、象限儀之圖、紀限儀之圖、天
体圖などが、簡単に紹介された資料である。
（27）渋川佑賢 輯『星學須知』（8 巻 8 冊、国
立公文書館所蔵、弘化 3［1846］年 8 月序、特 7‐2）
渋川佑賢が天文方見習の時代の天保 14（ 1843）
年に書かれた資料である。目次を考察してみて
も、本邦暦法起源、漢土暦法起源、暦法大意、
消長法大意、楕 Japanese Yen 面 積、黄道位置、
歳差、頒暦、暦算、西洋年月、漏刻、置閏、渾
天儀、測算、太陰宿度、太陽黒點、地動説、引
力、地震、流星などに見られるように、天文学
・気象学・暦学を学ぶための初歩的な教科書と
も言える体裁である。あるいは、天文方見習生
としての渋川佑賢が、自己の研鑽のために、今
までの学習の成果を統合したのかもしれない。
書き方もわかりやすく、これから学ぶ人のため
の、非常に有益な書物である。
（28）池田好運 編『元和航海書』
（1 冊、元和 4
［1618］ 年序、京都大学附属図書館所蔵、6‐07
・ケ 1 貴）
日本が西洋の文化と邂逅したのは、天文 12
（1543）年の種子島における鉄砲の伝来の日と
いうのが定説である。この時、種子島に漂着し
たポルトガル人を通じて、さまざまなヨーロッ
パの製品や人々が日本に流入することになっ
た。
ついで、イグナティウス・デ・ロヨラ
（Ignatius de LOYALA, 1491‐1556.7.31） と共に
イエズス会を設立したフランスィスコ・デ・ザ
ヴ ィ エ ル （ Francisco de XAVIER,
1506.4.4‐1552.12.3） が最初の宣教師として､天文
18（1549）年に来日してから､ 2 ヶ年余りの間､
布教活動を行った。この事が呼び水となり､宣
教師たちの歴訪が相次ぎ､キリスト教は､九州・
中国地方を初め､京都にまで伝播した。彼らは､
西洋の医学・天文学・築城技術などを伝え､西
国においては､キリスト教の信者となる大名も出現し
た。
この時以降､豊臣秀吉の覇権時代を経て､徳川
家康が支配者となり､三代将軍徳川家光の支配
した時代までの､キリスト教徒との角遂の歴史
については､本書掲載の「日本天文學史年表」

に詳しく述べられているので､そちらを参照さ
れたい。要約して言えば､寛永 16（1639）年を
もって､オランダ人以外との交渉は一切禁止さ
れ､以後､幕末まで､約 200 年以上に渡る鎖国体
制が続いた。また､寛永 18（1641）年に､オラン
ダ商館は平戸から長崎に移転し､以後､外国貿易
をを含む全ての外国との交渉は､徳川幕府の代
理人としての長崎奉行の手に帰すことになっ
た。
天文学は、宣教師たちによってもたらされた
だけではなく、海外との交通が盛んな時代にあ
っては、外国船の乗組員、つまり、水先案内人
によっても、その一端が伝えられた。彼らは、
船を安全に航海させて、目的地に辿り着かせる
ために、天文学、地理学、数学の知識を持って
いたのである。この、水先案内人として最初に
著名となった人物が、ウィリアム・アダムス
（William ADAMS, 1564‐1620.5） で、「元和航
海書」においては、「行師（あんじ）」と書かれ
ている。彼はイギリス人で、航海の途中で暴風
雨に遭遇し、乗船していたリーフデ号は、豊後
の佐志生の海岸に漂着した。彼は、後に、オラ
ンダ人のヤン・ヨーステン・ファン・ルーデン
ステイン（Jan Joosten van LOODENSTIJN,
?‐1623） と共に、徳川家康の知遇を受け、三浦
按針の名前を賜り、外交顧問として活躍し、ま
た、幾何学や地理学を講じた。
次に水先案内人が伝えた、注目すべき天文資
料として挙げられるのが、この「元和航海書」
である。筆者の池田好運に関して、簡単な略歴
を紹介する。この池田好運という名称は号で、
通称は池田与右衛門である。生没年は未詳で、
元和・寛永の頃（1615‐1644）、肥後に在住して
いたことが知られている。南方の各地を航海し
ていたので、航海術を習得する必要に迫られ、
ポルトガル人のマノエル・ゴンサロから学んだ
知見を基にして記されたのがこの資料である。
同じ時に『蛮暦』も編纂している。この書は航
海の記録でなく、航海術を主題として書かれた
ことから考えて、航海書と呼ぶのが妥当であろ
う。原書の表紙には「元和航海記 全」と記載
されているが、上記の理由を考慮して、表題を
「元和航海書」と記した次 Volume で ある。全
体の構成は以下のように分類できる。
（1）航海中の船が太陽の高度を測定して、そ
の地点を緯度を算出することは、重要なことで
ある。その方法として、正午における太陽の赤
緯を、表より求め、観測機器であるアストロラ
ビオ（Astrolabio） を使用して、太陽の天頂距
離を求めると、その地点の緯度が知られる。こ
の観測地点の緯度を知るために必要な太陽の赤
緯表が掲載されているのが、この一覧表である。
これが、四つのデクリナサン（Declinação) 表
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と呼ばれる、太陽の赤緯表のことである。寛永 6
（1629）年から貞享 3（1686）年に至る 58 年間
において、これを 4 年ごとに区分した組として、
太陽暦によった毎月毎日正午の太陽緯度とその
曜日を記載している。各年の最初の月が、ヘベ
レイロ（正しくはフェヴェレイロである。
Fevereiro が 原綴である）、つまり、太陽暦の二
月から始まっていて、所々に、その年の干支と
各月の大小、その月の朔日の干支が記載されて
いる。これは、一覧表の調査を容易にするため
に工夫された手法と言えよう。以下、四つの組
の対照年度（西洋暦による）、日本の年号、干
支を整理したので参考にされたい。この表の最
終年度が貞享 3（1686 年）年度であることを考
えると、池田好運以外の人物が手を加えている
ことは、十分に肯ける話である。一覧表の最後
に「四つのデキリナサン」と題する項目があり、
その中に、太陽の運行に関して、簡単に記載さ
れているので、一読をお勧めしたい。この表は、
船が赤道及び黄道より北に位置している場合の
みでしか使用できないことも記してある。
＊ Volume 1 グ ループ・1629（ 寛永 6、己巳）
年、1633（ 寛永 10、癸酉）年、1637（ 寛永 14、
丁丑）年、1641（ 寛永 18、辛巳）年 、1645（ 正
保 2、乙酉）年、1649（ 慶安 2、己丑）年、1653
（承応 2、癸巳）年、1657（ 明暦 3、丁酉）年、1661
（寛文 1、辛丑）年、1665（ 寛文 5、乙巳）年、1669
（寛文 9、己酉）年、1673（ 延宝 1、癸丑）年、1677
（延宝 5、丁巳）年、1681（ 天和 1、辛酉 ）年
＊ Volume 2 グ ループ・1630（ 寛永 7、庚午）
年、1634（ 寛永 11、甲戌）年、1638（ 寛永 15、
戊寅）年、1642（ 寛永 19、壬午）年 、1646（ 正
保 3、丙戌）年、1650（ 慶安 3、庚寅）年、1654
（承応 3、甲午）年、1658（ 万治 1、戊戌）年、1662
（寛文 2、壬寅）年、1666（ 寛文 6、丙午）年、1670
（ 寛文 10、庚戌）年、1674（ 延宝 2、甲寅）年、1678
（延宝 6、戊午）年、1682（ 天和 2、壬戌）年、1686
（貞享 3、丙寅）年
＊ Volume 3 グ ループ・1631（ 寛永 8、辛未）
年、1635（ 寛永 12、乙亥）年、1639（ 寛永 16、
己卯）年、1643（ 寛永 20、癸未）年 、1647（ 正
保 4、丁亥）年、1651（ 慶安 4、辛卯）年、1655
（明暦 1、乙未）年、1659（ 万治 2、己亥）年、1663
（寛文 3、癸卯）年、1667（ 寛文 7、丁未）年、1671
（ 寛文 11、辛亥）年、1675（ 延宝 3、乙卯）年、1679
（延宝 7、己未）年、1683（ 天和 3、癸亥 ）年
＊ Volume 4 グ ループ・1632（ 寛永 9、壬申）
年、1636（ 寛永 13、丙子）年、1640（ 寛永 17、
庚辰 ） 年 、1644（ 正保 1、甲申 ） 年 、1648（ 慶
安 1、戊子）年、1652（ 承応 1、壬辰）年、1656
（明暦 2、丙申）年、1660（ 万治 3、庚子）年、1664
（寛文 4、甲辰）年、1668（ 寛文 8、戊申）年、1672
（ 寛文 12、壬子）年、1676（ 延宝 4、丙辰）年、1680

（延宝 8、庚申）年、1684（ 天和 4、甲子）年
（2）これに続く「ガラブ（Grão)のつもり」（正
しくはグランと発音する）では、1 度は 60 ミヌ
ウト（Minuto）、つまり 60 分に相当し、日本の 41
里 31 町 6 反 5 間 3 尺 5 寸、西洋の 17 里半であ
ることを叙述している。
（3）次の「日をとる事」の項目は、「グレゴリ
オの改暦」について考察し、1 年を 365 日と定
め、4 年につき 1 日の閏日を加えて、1 年の長さ
を 365 日 5 時 49 分（原稿では、365 日 5 時 44
分）と決定したことを述べている。
（4） その次の「因竪斜横路ノノリヲハカルコ
ト」の項目においては、東西南北の各 90 度の
間を 8 等分して 32 の方位に分けて、緯度 1 度
に相当する地点までの各距離を算出している。
ただ、当然のことながら、真東や真西に向かう
場合には、この数値は得られない。
（5）7 葉の図が掲載されているが、名称などは
書かれていない。以下、図の内容について読み
とれる点を記してみることにする。
＊ Volume 1 図 ・磁石盤。書かれている数字は、
方位を示している。
＊ Volume 2 図 ・「マキタ」
「マニシ」
「マコチ」
「マハヤ」の表示が読みとれるので、日本製の
磁石である可能性が高い。
＊ Volume 3 図 ・北斗七星を測定するための図。
＊ Volume 4 図 ・北斗七星を測定するための図。
「古傳ノ圖也」と書かれていて、この図により、
小熊座の βγ 星の位置によって、北極星と北極
の高度差を知ることができる。
＊ Volume 5 図 ・ デクリナサン（Declinação)の
表を作るために使用された道具。
＊ Volume 6 図 ・象限儀（Quadrante） で、「ク
ワドランテ」もしくは「四分儀」とも呼ばれて
いる。
＊ Volume 7 図 ・ アストロラビオ（Astrolabio）。
観測機器である。『倭漢三才圖會』に見られる
「以寸太良比（いすたらひ）」に類似している。
（6）エパクタ（Epacta、エハクタの表記は誤り
である）とは、太陽年と太陰暦の日数の差のこ
とである。年頭の 1 月 1 日において、この数字
を測定している。該当年度は、1615（ 元和 1、
乙卯）年から 1690（元禄 3、庚午）年までの 76
年間に及んでいて、それを 19 年づつ、4 つのグ
ループに分けて記載している。次に、黄金数
（Aureo Numero、 アウレヨ・ホウメレは誤り
で、正しくはアウレオ・ヌメローである）1‐19
に対して、各年の 12 ヶ月の朔望の日付の表が掲
載されている。黄金数とは、整理番号の意味で、
特に深遠な意味はないものと推定される。訳出
した表においては、黒丸（●）は多様な表示が
出来ないために、半黒丸などの表示ができなか
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ったことを、お断りしておきたい。必要に際し
ては、原文を参照されたい。
（7）最後は「水路誌」及び「気象観測の心得」
とも言える内容で、
「長崎ヨリ天川ヘノ乘前」
「唐
トタカサゴノアヒヲノルコト」「天川ヨリ日本ヘ
ノ乘前」
「シヤムラウヨリノ乘前」
「乘船のケ條」
の 5 篇の論文が掲載されている。西洋との接触
が禁じられていた 元和・寛永の時代にあって、
太陽暦を基本とした航海術を習得して書き記さ
れた本書は、驚異の内容である。
● Volume 二 部 年表篇 「日本天文學史年表」
［VIII 巻、IX 巻、X 巻、XI 巻、IV‐IX 巻］。
● Volume 三 部 天文方家譜
● Volume 四 部 書誌解題篇 掲載された論攷
［VIII 巻、IX 巻、X 巻、XI 巻、IV‐IX 巻］の書誌
的考察。
［ISBN4‐7603‐0238‐7 C3321 ¥50000E］

＊ Volume X: 救 荒【1】
○江戸時代、国内資源の枯渇からくる飢饉を克
服するために、有用動物・植物の研究が行なわ
れた。本巻はその成果で、動物・植物の生態学
的・形態学的研究から、採集・食用方までも叙
述してある。この中の、凶荒時に食用とする山
野の植物についての考察は、日本の縄文時代の
野生植物を研究するためのたいせつな資料とも
なるであろう。動物・植物・鉱物・食物・生薬
名索引を載せる。
◎ 「救荒本草」和刻本（朱 橚 著、松岡 玄達
校訂）、◎救荒本草（小野 職博［蘭山］口授）、
◎救荒本草啓蒙・救荒野譜啓蒙（小野 職孝［蕙
畝（初代）］口授、小野 職實 録）◎救荒本草
通解（岩崎 常正［灌園］著）、◎「救荒野譜」
和刻本（王西樓 輯、姚可成 補遺、松岡 玄
達 校訂）、◎民間備荒録（建部 清庵 著）、
◎ 備 荒 草 木 図 （ 建 部
清 庵
著 ）
［ISBN4‐7603‐0239‐5 C3321 ¥50000E］

［ISBN4‐7603‐0254‐9 C3321 ¥50000E］
＊ Volume II: 民 間治療【14】
（2004 ／平成 16 年 3 月刊行）
◎医方考繩衍（北山 道長 著）、◎救急選方
（多紀 元簡 著）
［ISBN4‐7603‐0273‐5 C3321 ¥50000E］
＊ Volume III: 民 間治療【15】
（2004 ／平成 16 年 4 月刊行）
◎金瘡秘傳集、◎補訂衆方規矩大全（南川
竹 著）、◎鑑効秘要方
［ISBN4‐7603‐0274‐3 C3321 ¥50000E］

道

＊ Volume IV: 日 本科学技術古典籍資料／數學
篇【9】（2008 ／平成 20 年 12 月刊行）
◎野沢 定長 著『童介抄』（1664 年）、◎多賀
谷 經貞 撰『方 Japanese Yen 秘 見集』（1667
年）、◎ 村井 漸 編『算法童子問』（1784 年）
［ISBN978‐4‐7603‐0275‐8 C3321 ¥50000E］
＊ Volume V: 日 本科学技術古典籍資料／醫學篇
【1】（2009 ／平成 21 年 6 月刊行）
◎ 許 浚 著、細川 元通 校正『訂正東醫寳
鑑（和刻版）』原文篇 1
［ISBN978‐4‐7603‐0276‐5 C3321 ¥50000E］
＊ Volume VI: 日 本科学技術古典籍資料／醫學
篇
【2】（2013 ／平成 25 年 5 月刊行刊行）
◎ 許 浚 著、細川 元通 校正『訂正東醫寳
鑑（和刻版）』原文篇 2、解説、総索引
［ISBN978‐4‐7603‐0277‐2 C3321 ¥50000E］

＊ Volume XI: 民 間治療【12】
（2002 ／平成 14 年 3 月刊行）
◎妙藥奇覽（船越 敬祐［船越 晉］ 著）、
◎妙藥奇覽拾遺（宮地 惠［宮地 明義］ 著）、
◎類編廣益衆方規矩備考大成（千村 眞之 著）
［ISBN4‐7603‐0240‐9 C3321 ¥50000E］
各巻 Price 50,000 Japanese Yen
揃 Price 550,000 Japanese Yen

＊ Volume VII: 園 芸【1】
（2007 ／平成 19 年 7 月刊行）
○ 17 世紀初頭に興隆を見た花木・花卉園芸は、
上流階級の間に植物を賞頑する風習をもたら
し、文政時代に最盛期を迎えた。園芸植物の栽
培法の豊富化と、それによる植物に関する知識
の増加は、幕末からの博物学流行の礎となった。
◎草木錦葉集（水野 忠暁 著）‐‐‐‐斑入植物の
集大成
［ISBN978‐4‐7603‐0278‐9 C3321 ¥50000E］

『近世歴史資料集成 Volume V 期 』
〔全 11 巻〕《全巻完結》
＊ Volume I: 民 間治療【13】
〈2003 ／平成 15 年 6 月刊行〉
◎経脈圖説（夏井 透玄 著）、◎鍼灸阿是要
穴（岡本 爲竹 著）
、◎経穴彙解（原 昌克 著）

＊ Volume VIII: 園 芸【2】
（2008 ／平成 20 年 12 月刊行）
◎草木奇品家雅見（増田 金太 著）‐‐‐‐斑入、
枝垂、捩れ、線化、帯化、その他の植物の奇態
の集大成版、◎花壇綱目（水野 忠勝 著）、
◎錦繍枕（三代目伊藤伊兵衛 著）‐‐‐‐ツツジの
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図集。◎花壇地錦抄（三之丞 著）
［ISBN978‐4‐7603‐0261‐1 C3321 ¥50000E］
＊ Volume IX: 救 荒【2】
（2008 ／平成 20 年 3 月刊行）
◎かてもの、◎救荒草品図、◎救荒本草通解（岩
崎 常正 著）、◎救荒本草会誌、◎救餓録、◎
民間備荒録・解読篇（建部 清庵 著）、◎備荒
草木図・解読篇（建部 清庵 著）
［ISBN978‐4‐7603‐0262‐8 C3321 ¥50000E］
＊ Volume X: 日本科学技術古典籍資料／薬物學篇
［1］
（2008 ／平成 20 年 7 月刊行）
◎遠西醫方名物考〈原文篇（1）〉（宇田川 榛齋
譯述、宇田川 榕蓭 校補、遠藤 正治 編）
［ISBN978‐4‐7603‐0263‐5 C3321 ¥50000E］
＊ Volume XI: 日 本科学技術古典籍資料／薬物
學篇［2］
（2008 ／平成 20 年 12 月刊行）
◎遠西醫方名物考〈原文篇（2）〉（宇田川 榛齋
譯述、宇田川 榕蓭 校補、遠藤 正治 編）、
◎解説・索引篇
［ISBN978‐4‐7603‐0264‐2 C3321 ¥50000E］

各巻 Price 50,000 Japanese Yen
揃 Price 550,000 Japanese Yen
『近世歴史資料集成 Volume VI 期 』
〔全 11 巻〕
＊ Volume I: 日 本科学技術古典籍資料／數學篇
【10】（2009 ／平成 21 年 11 月刊行）
岡嶋 友清 編『算法明備』（1668 年）、『算法
發蒙集』
（1670 年）
、石山 正換 編『算法指掌大
成』
（1723 年）、
『 Japanese Yen 法 四率』、
『算法
點竄手引草・三篇附録』
［ISBN978‐4‐7603‐0268‐0 C3321 ¥50000E］
※ Volume II: 日 本科学技術古典籍資料／數學篇
【11】（2013 ／平成 25 年刊行）
関孝和の著作の複製及び関孝和・関孝和一門の
業績についての解説。
『發微算法』（1674 年）、『求積』、『角法演段』、
『関氏七部書』、『圖書精義』、『關流算法類聚』、
『大成算經續録』、
『關算雜書』
（1810 年）など。
［ISBN978‐4‐7603‐0269‐7 C3321 ¥50000E］
※ Volume III: 日本科学技術古典籍資料／數學篇
【12】
● Volume 一 部 資料篇
吉田 光由 著『塵却記』のさまざまな版につ
いての総合的研究。

吉田 光由 著『塵却記』［下巻］（1627 年）、
吉田 光由 著『塵却記』（1627 年）、吉田 光
由 著『新編塵却記』［下］（1641 年）、吉田
光由 著『塵却記』（1671 年）、吉田 光由 著
『新板塵却記』（1686 年）、吉田 光由 著『新
編塵却記』（1699 年）、吉田 光由 著『新編頭
書萬寶塵却記大全』（1714 年）吉田 光由 著
『新編塵却記頭書集成』（1717 年）
● Volume 二 部 文献解題篇 数学篇 【1】か
ら【12】 に掲載された論攷の書誌的考察。
● Volume 三 部 索引篇 数学篇【1】から【12】
の総合的な文献索引、人名索引などを掲載。
● Volume 四 部 年表篇「日本數學史総合年表」
［ISBN978‐4‐7603‐0270‐3 C3321 ¥50000E］

※ Volume IV: 民 間治療【16】
（2013 ／平成 25 年 6 月刊行）
◎［古方書］（田代 三喜 著）、◎藥種相傳書
一流、◎家宝日用奇方録（岷 龍斉 著）、◎
諸合薬集（三浦 某 著）◎万聖秘伝妙薬集、
◎万病妙薬集（益田 良継 著）、◎妙薬妙術
集（吉田 威徳 著）
［ISBN978‐4‐7603‐0271‐0 C3321 ¥50000E］
※ Volume V: 民 間治療【17】
（2013 ／平成 25 年 6 月刊行）
◎難病妙薬抄、◎妙薬秘伝集、◎救民妙薬方（霍
翁老人 著）、◎救民単方（佐佐城 直知 著）、
◎救民薬方録（阿部 正興 著）、◎広益妙法
集（五大庵 可逸 著）、◎多能書
［ISBN978‐4‐7603‐0272‐7 C3321 ¥50000E］
＊ Volume VI: 江 戸時代における朝鮮薬材調査
の研究【1】（2010 ／平成 22 年 3 月刊行）
享保六年刊行の「薬材質正紀事」の原文と解読
文を併載。Volume 二次調査が対象。
「解題」
「索
引」などを掲載する。
［ISBN978‐4‐7603‐0255‐0 C3321 ¥50000E］
＊ Volume VII: 地 誌篇［1］／休明光記（完全
版）1
（2010 ／平成 22 年 6 月刊行）
松前藩の奉行職にあった羽太正養の「休明光記」
の原文（巻之 1 ～巻之 9、邊策私辨、附録巻之 1
～巻之 2）と解読文を併載。全二分冊。19 世紀
初頭（寛政 11~文化 4、1799~1807） が対象。
［ISBN978‐4‐7603‐0256‐7 C3321 ¥50000E］
＊ Volume VIII: 地 誌篇［2］／休明光記（完全
版）2
（2010 ／平成 22 年 7 月刊行）
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松前藩の奉行職にあった羽太正養の「休明光記」
の原文（附録巻之 3 ～巻之 11、目録篇）と解読
文を併載。「蝦夷開拓史年表」「解説」「索引」
なども掲載する。全二分冊。
［ISBN978‐4‐7603‐0257‐4 C3321 ¥50000E］
＊ Volume IX: 江 戸時代における朝鮮薬材調査
の研究【2】（2011 ／平成 23 年 11 月刊行）
◎薬材獸吟味被仰出候始終覚書 （ 乾・坤 ）［原
文篇・解読篇］◎人参始終覚書 （ 乾・坤 ）［原
文篇・解読篇］
［ISBN978‐4‐7603‐0258‐1 C3321 ¥50000E］
※ Volume X: 日本科学技術古典籍資料／農業篇
［1］
［ISBN978‐4‐7603‐0259‐8 C3321 ¥50000E］
※ Volume XI: 日本科学技術古典籍資料／漁業篇
［1］
［ISBN978‐4‐7603‐0260‐4 C3321 ¥50000E］
『近世歴史資料集成 Volume VII 期 』
〔全 11 巻〕《》
＊ Volume I: 郷 帳篇［1］／天保郷帳［完全版］
（2010 ／平成 22 年 2 月刊行）
天保時代の村落名 63,794 件を網羅。村落名に読み
仮名をふり、索引も充実。全四分冊。
［ISBN978‐4‐7603‐0393‐9 C3321 ¥50000E］

※ Volume II: 郷帳篇［2］／正保郷帳［完全版］
（ 2013 ／ 平 成
25 年 年 刊 行 ）
［ISBN978‐4‐7603‐0394‐6 C3321 ¥50000E］
＊ Volume III: 江戸幕府編纂物篇［1］／祠部職掌類
聚
地方凡例録（完全原典版: 原文篇・解読篇・解
説篇・索引篇）（2012 ／平成 24 年 6 月刊行）
江戸時代の農村の基本的な支配政策要項となっ
た本書を研究に十全に活用できるように編纂し
た。この「青山文庫所蔵本」が最初に記された
原典（全十巻）であることを実証する。

＊祠部職掌類聚／地方凡
例録 ＊
（ 1）

（完全原典版・篠山市立青山歴
史村所藏）
（1）江戸時代の社会関係と「地方凡例録」
表題の「地方凡例録」にみられる地方
（じかた）とは、町方（まちかた）と対

をなす意味である。この史料は、江戸時
代における農村（地方）社会に対する支
配及び統治政策の大要を懇切丁寧に記し
たものである。農業が基本的な産業であ
った江戸時代にあって、農村の構成基礎
をなす農民階級は、徳川幕府の根幹の経
済生活を支える重要な生産力であった。
農民に対しては、年貢の収奪のみならず、
助郷と称して、宿場への人馬の提供など
の夫役、河川や道路などの公共事業への
強制的動員などを含めて、きわめて重要
かつ基本的な生産力として活用していた。
（2）「地方凡例録」の成立とその内容
原著者は高崎藩の郡奉行であった大石
久敬で、高崎藩主松平右京亮輝和の命に
より、1794（寛政 6）年に公刊したとされ
ている。1791（寛政 3）年に執筆が開始さ
れた。書名は第 1 巻が提出された 1793（寛
政 5）年に藩主・松平輝和によって、「地
方凡例録」と命名された。当初は全 16 巻
の予定であったが、1794（ 寛政 6）年に第 10
巻が完成したところで大石久敬の病状が
悪化したため、やむなく執筆を打ち切っ
た。第 11 巻の「金銀考」が 1794（寛政 6）
年に成立していたとする見解は、説得性
を欠いている。本文から見ても「金銀考」
は文化・文政頃の成立である可能性が高
く、何よりも、最初の原稿にもっとも近
い、篠山市立青山歴史村所藏の「祠部職
掌類聚／地方凡例録」に収録されていな
いことと考え合わせると、この著作は後
世の著作であるとみてさしつかえないで
あろう。また、この著作は、明治時代に
なって孫の大石信敬によって補訂が加え
られた。戦後も近藤出版社から「日本史
料選書 4」として刊行され(2)、また、平成 7
年に東京堂出版で再刊行された(3)。
（3）「祠部職掌類聚」と「地方凡例録」
の関係
「祠部職掌類聚」「祠部職掌雑纂」も叢
書の名称である。これらの叢書は、①篠
山市立青山歴史村と②静嘉堂文庫に、大
半が所藏されている。③国立公文書館に
は数冊しか所蔵されていない。静嘉堂文
庫所蔵史料は、高崎藩主大河内（松平）
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家が旧蔵していて、何らかの過程を経て、
松井勘治氏（東京教育大学名誉教授、初
代静嘉堂文庫長）の手に渡り、彼を通じ
てこの文庫に収められた。一方、篠山市
立青山歴史村所蔵史料は、丹波篠山藩の
領主であった青山家の子孫が所蔵してい
て、後年に、篠山町が入手している。い
ずれも、幕府の評定所で審議あるいは決
定された係争記録や行政文書の一部を記
録した複写史料である。三奉行（勘定奉
行、寺社奉行、江戸町奉行）や将軍が臨
席しての、最高意思決定機関である評定
所における最終的な政府文書とよんでも
さしつかえないであろう。この二つの機
関で所蔵している史料の内容を比較して
みると、静嘉堂文庫が、寺社に対する「年
貢徴収の許可状」「領地安堵書」など、い
わゆる、「御朱印状」が多く含まれている
のに対して、篠山市立青山歴史村所蔵史
料は、「相談書類」「三奉行留類」「地方書
留類」など多岐にわたっている。
（4）「祠部職掌類聚」（静嘉堂文庫所蔵）
原編纂者であった高崎藩主松平（大河
内）右京亮輝和は、天明 4（1784）年 4 月 26
日、奏者番に加えて寺社奉行を補職し、
寛政 10（1798）年 12 月 8 日、大阪城代に
転じ、寛政 12（1800）年 8 月 17 日に、大
阪で卒去した。
静嘉堂文庫現蔵で大河内家旧蔵「祠部
職掌雜纂惣目録」によれば、退任する以
前の「寛政八年歳在丙辰夏六月」で編纂
が一応完了したとされている。一群の書
籍や文書の表題に表れた掲載年代をみる
と、慶長 5 年（1600）から寛政 8（1796）
年まであり、家蔵している、あるいは、
幕府の譜代大名から借用転写した、また、
諸寺社から提出させた、書籍や文書で構
成された、寺社奉行の執務記録であり、
「一
千巻」に及ぶ浩瀚な編纂物である。ほぼ 200
年にわたる寺社奉行在任者、もしくは、
先任者からの借用史料を基にした編纂物
である。寛政 9（1797）年以降分の追加史
料は存在しないため、これらの史料のほと
んどが、松平（大河内）右京亮輝が寺社奉行
在職中に蒐集したもであろうと推定される。
幕藩制国家における寺社奉行は、三奉

行として評定所を構成する将軍直属の要
職であり、幕府の立法、司法、行政の基
本政策に参与したことを考えると、「祠部
職掌類聚」及び「祠部職掌類聚雑纂」は、
幕府要職者が、外交や貿易等を除いた内
政を実施するために、立法、司法、行政
を参照し、製作立案を編纂するための参
考文献と表現することができよう。
同文庫には「祠部職掌類聚」の全体の
目録は残存しないので、史料群の全体像
を窺い知ることはできない。一般に「祠
部職掌類聚」と「祠部職掌類聚雑纂」の
相違は、前者が正編、後者が補遺と推察
されるが、両者を区別する基準は明確で
ない。
（5）「祠部職掌類聚」（篠山市立青山歴史
村所蔵）：「祠部職掌類聚同雑纂」の転写
と青山文庫の形成
丹波篠山藩主である青山下野守忠裕が
寺社奉行に任ぜられたのは寛政 5（1793）
年 9 月 24 日であり、寛政 8（1796）年 11
月 29 日、西城少老に栄進し、寛政 12（ 1800）
年 10 月 1 日、大阪城代に任ぜられた。城
代に任ぜられた時点では、既述の通り、
松平右京亮輝和による編纂は終了してい
たばかりでなく、彼は卒去していた。青
山文庫所収の「祠部職掌類聚」及び「祠
部職掌類聚雑纂」の史料数を見ると「霸
部職掌類聚同雑纂摠目録」「霸部御室書目
録」「摠目録」「祠部職掌類聚惣地目録・
地方対 例録」の 4 目録 4 冊を含む、全 448
冊で構成されている。史料の劣化が著し
いために、全てを点検することができな
いので、「霸部職掌類聚同雑纂摠目録 」か
ら青山文庫の年紀を調べると、古くは明
暦 3（1657）年から、新しくは、松平右京
亮輝和が西城少老時代の寛政 10 年までで
あり、寛政 11 年以降の年紀がある文書は
存在しない。史料の残存から蓋然性を判
断すると、青山忠裕は同奉行の任にあっ
た時は勿論、その任を解かれてから大阪
城代に栄進する迄の二年間程、松平右京
亮輝和が編纂した「祠部職掌類聚同雑纂」
を筆写し、さらに加えて、青山下野守忠
裕が必要と思われる書類や書籍を借用し
て転写させ、青山文庫の「祠部職掌類聚」
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及び「祠部職掌雑纂」を形成したと考え
られる。
先にあげた静嘉堂文庫の「祠部職掌雜
纂惣目録」と対比すると、青山文庫の史
料は、原本の全てではなく、選択して書
写したと思われるが、幕府の役職者の誰
から何時如何なる順序で、各史料を借用
して転写させていたのか、史料を書写し
ない、もしくは、選択書写した理由は何
かなどは不明である。また、青山文庫の
場合も、「祠部職掌類聚」と「祠部職掌雑
纂」が混淆しているので、史料の個別的
区別は明確にできない。
（6）現存する「地方凡例録」の所在と内
容構成
この「祠部職掌類聚／地方凡例録（完
全原典版）」 (4)は、丹波篠山の城主であっ
た青山家の末裔が所蔵していた原史料を
翻刻し、解説と索引を附して刊行したも
のである。これら三部が現存している(5)
内容は総論から始まり、
「石高」
「検地」
「新田開発」「租税」「身分」など、領主
及びその代官や役人が地方の領地支配を
行うにあたって重要な事柄についての解
説がほぼ網羅されている。当時の代官や
村役人からも高く評価され、水野忠邦も
その写本を取り寄せていると言われてい
る。さらに明治政府の内務省においても、
その内容が研究され、近代地方自治制度の
成立にも影響を与えた。
福井保氏（故人、存命中は国立公文書
館に勤務し、同館所蔵の古典籍の整理に
あたった）によれば、 国立公文書館内閣
文庫と静嘉堂文庫が所蔵する「祠部職掌
雑纂」と「祠部職掌類聚」を比較すると、
内容的にもかなりの重複が見いだされる
とのことである。これら三種類の「祠部
職掌雑纂」及び「祠部職掌類聚」は三箇
所の機関に所蔵されているのは、前述の
通りである。ただ、この「地方凡例録」
（完
全原典版）のように、篠山の「青山文庫」
にしか、存在しない史料も少なからず見
られる。静嘉堂文庫が所蔵する「地方凡
例録」は全 11 巻で構成されているが、巻 5
と巻 6 が欠落していて、巻 11 は後代に付
加されたと考えられる。総合的に考えれ

ば、この静嘉堂文庫所蔵の史料が原本で、
青山文庫所蔵史料はその複写物であると
考えられている。ただ、研究はその端緒
についたばかりなので、「祠部職掌雑纂」
と「祠部職掌類聚」の内容の相違、評定
所が所持していた原本の所在確認など、
これからの調査・考究に多くの時間を割
く必要があろう。発行元においても、マ
イクロフィルム及び DVD 仕様で、「近世
法制史史料集成／祠部職掌類聚」（吉田徳
夫・小椋孝士 編、全 8 巻）の表題で、
これらの三機関が所蔵する全史料群を刊
行する予定なので、ぜひ参照されたい。
なお、この史料が「祠部職掌類聚」の一
部であることをより深く理解していただ
くために、
「祠部職掌類聚 同雑纂摠目録」
「霸部御觸書目録」「祠部職掌類聚 地方
凢例録惣目録」を掲載した(6)。
（7）「地方凡例録」の書誌学的研究
この「地方凡例録」はさまざまな種類
の流布本が明治初期までに筆写・刊行さ
れているが、最初に作成されたと推定さ
れる原本の解読版は未だ公刊されていな
い。この「完全原典版」は、正本もしく
は原典としての価値が非常に高い史料で
ある。例えば他の史料では大きく省略さ
れた、「中世から近世にかけての被差別民
の実体と彼らにたいする支配原理」「関所
の管理運営規則」「鉄砲の規制の仕組み」
「切支丹宗徒や郷村の支配政」策など、
「幕
藩制の内政原理」が鮮やかに記述されて
いる。これらの詳細に関しては、前掲の
長谷康夫氏の執筆による解説を参照され
たい。また、昭和 44 年 5 月に、近藤出版
社から初版が刊行された、「地方凡例録」
の「明治維新向改版」とも言える、大石
久敬原著・大石信敬補訂・大石慎三郎校
訂「地方凡例録」（上巻・下巻）の解説に
おいて、大石慎三郎氏は、①筆写流布本、
②水野忠邦の要請で東条耕が改正・補訂
した東条本、③慶応 2（1866）年に大倉儀
が校訂した大倉本（正式表題は「校正地
方凡例録」）の三系統の書籍の存在を叙述
しておられるが、今回刊行した史料は、
これらの何れの系統にも属していないこ
とが、大きな特色と言えよう。江戸幕府
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の農民統治政策の初発の問題意識を探る
うえにおいて、非常に貴重な史料と呼ぶ
にふさわしい内容をもっていて、解読版
の嚆矢とも言える。そして、この刊行物
に記載されている書誌的記載、専門用語
の丁寧な解説などは、非常に有用な内容であ
る。しかし、この史料が、明治維新に際しての
内政指針として改訂されたためか、原典とは大
きく内容の異なる版本であることは否めない事
実である。
以下、上記の総論に基礎をおいて、個
別にこの史料の価値を検証してみたい。
丹波篠山で「発見」され、新たに翻刻さ
れたこの版 （ 7） は、大石慎三郎氏校訂の史
料 （ 8） に比べると、本文の様態や巻数など
に著しい相違が見られる。そのために、
ここでは、諸筆写本、諸版本竝びに研究
史の検討を通して当該書の歴史的変遷を
辿りたい。
この「青山文庫所蔵版」は、著作・編
集された時の最初の本された時点での原
本ではないが、書写年を確認もしくは推
定しうる伝本の内で、最も古く、伝写回
数も少なく、しかも、幕府役職者から借
用し、篠山藩の右筆により忠実に転写さ
れた史料として、正確性に富んでいる。
さらに今回の校閲を経ることによって、
原本に最も近く復元された定本であるこ
とは疑いをはさむ余地はない。すなわち、
諸本の異同を比較・調査し、本来あった
姿に復元された本文や、また、それに近
づいたと考えられる本文をもとに編集さ
れた書籍である。
一

「地方凡例録」の筆写本
「地方凡例録」は幕末維新期に版本が
印行されたが、それまでは筆写本で流布
していた。重要と思われる諸本を巻数の
上から以下に類別する。
①神宮文庫（10 巻）〈伊勢神宮が運営する
神宮文庫の所蔵本。10 巻 10 冊ではあるが、
青山本と異なり、上表と後述する大石慎
三郎本に掲載されていない序文がある。
著者名はそれらで判明する。序文に「天
保五年夏四月」とある〉
②青山文庫（10 巻）
③静嘉堂・慶應義塾大学図書館・国立公文書館

〈元老院旧蔵〉
・筑波大学図書館（11 巻）
④法政大学図書館・東毛学習文化センタ
ー（12 巻）
⑤「地方凢成録」（早稲田大学図書館・九
州大学文系合同図書室所蔵、18 巻）
二

「地方凡例録」の版本
版本は幕末維新期に以下が上梓された。
①大倉本
②橋爪本
③東條本
戦前及び近年の翻刻版には以下がある。
①瀧本本
②大石慎三郎本
『金銀考』と 11 巻本についての考察
世間に流布する筆写本は概ね 11 巻本と
云っても過言ではないことは既に述べた。
第 11 巻は「金銀流通」「社倉」「義倉」「代
官経費支給」などを論じている。青山本に
は存在しない当該巻の本文は大部分が『金銀
考』とほぼ同文とされている。
第 11 巻の成立過程を推定してみよう。
この巻は祖本が、戦前から指摘されてい
る通り、
『金銀考』であると思われるため、
郡奉行、郡代、代官や属吏にとって勤務
上の出張旅費等の必要事項を記載したあ
る『勤要集』、もしくは、その類書『地方
雑記』などの本文の一部分から「分限扶
持之事」が混入して成立したと推定され
る。
さらに両者の本文の内容を比較すると、
『金銀考』の内容は雑駁な知識の羅列で
あり、業務上の実用性に乏しいと思われ
る。上表、序文、跋文と第 11 巻の成立年
代を推定すると、上記 10 巻本の神宮文庫
本序の「天保五年夏四月」を鵜呑みにで
きない一方で、旭岱子は『墨海山筆』で
『地方凢例錄』の第 11 巻目を抜萃筆写し
ており、「天保十二丑年九月」の書写識語
がある。瀧本誠一は『金銀考』が成立し
た時期を、天保時代、または、澪化澪政
頃と推定している。10 巻本の伝本が少な
いことを併せて考えると、第 11 巻の及び
上表、序文、跋文の成立は、ほゞ同じ頃
で、著作後比較的早い時代と思われる。
その頃「地方凡例録」が有用な著作とし
三
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て社会的に評価されるとともに、流布・
書写されるようになったことを現してい
ると思われる。
上表、序文、跋文はいずれも後世に作
成されたものと推定できるが故に、また
それらが新たな伝承を生むため、それら
に粉飾、誇張や誤謬がある可能性を否定
できないと思われる。したがって、これ
らを基に「地方凡例録」を解き明かした
大石慎三郎に代表される従来の研究は、
本文に対する批評を欠いており、しかも、
後代に作成されたと思われる史料に盲従
しただけでなく、幕藩制の全体構造の中
で当該書の役割や価値などを、総合的か
つ客観的に把握することを怠っている事
が最大の欠陥と謂えよう。それに陥らな
いためには、諸史料の本文の校合から作
業を開始し、より古い筆写本の発見の努
力と周縁一次史料による著作の歴史的変
遷について、事実を以って補強すること
が必要であると考察する。
四

「地方凡例録」の静嘉堂所蔵本
静嘉堂文庫所蔵の『地方対例録』は「松
井勘治文庫本」の一部であり、藩主の大
河内家及び「高崎文庫」の出物が、松井
氏を経由して当該文庫に収蔵された。閲
すると、これらは美濃本で巻の 5 と 6 が
欠本の 11 巻 11 冊の「11 巻本」であり、
上表、序文、跋文、著者表記、識語が無
いために、青山本同様に簡素な構成であ
る。題簽は「霸部職掌雜纂」であり、各
巻の 1 丁表に内題「地方対例録」があり、
「祠部」
「高崎文庫」
「大河内家の蔵書印」
「静嘉堂珍蔵印」が捺されている。各巻
の装丁は類似しているが、大きさが不揃
いである故をもって、全巻まとめて、あ
る一時期に転写・製本されたとは考え難
い。即ち、寄せ本であると考えられる。
同文庫所蔵「祠部職掌雑纂 惣目録」
二種類によれば、「地方凡例禄 拾壱冊 」
である。この総冊数は本体の冊数であり
『地方対例録』総目録を含まないと考え
られる。『祠部職掌雑纂 惣目録』は「寛
政八年歳在丙辰夏六月」編者右京亮輝和
自筆と窺える「序」と「凡例」が巻頭に
あり、続く目録は別筆であり、二種類の

目録は異筆である。これらを総合すると
「祠部職掌類聚」と「霸部職掌雜纂」は
寛政 8 年 6 月に編纂が終了したが、「祠部
職掌雑纂 惣目録」が作成され、総体が
編纂物として整備されたのは、後に『金
銀考』が編まれ、11 巻本「地方凡例録」
が流布本となった時代、もしくは、その
後であり、その時点での冊数が記述され
たと思われる。
その他の 11 巻本
以下は 11 巻本が底本となった諸本であ
る。ここでは目録不備のため、11 巻本と
は判断出来ない諸本も列挙する。
①慶應義塾大学図書館所蔵の立岩甚五郎
敬徳増補「増補地方凢例録」（11 巻 6 冊 ）
には、文久 3（ 1863）年の書写識語がある。11
巻本を底本とした『地方凢例録』の本文
に続いて「愚云」もしくは「愚追加」な
ど、増補者による意見補足や御触書等を
加えた中本である。
②筑波大学附属図書館所蔵本は「正編」11
巻本に、別本の『要中録』（現在の埼玉県
行田市附近を領地としていた、忍藩の行
政執務の手控え書）、『御仕置』『堤防』の
計 5 冊が混入した美濃本の寄本である。
小口書は 16 冊全て「地方凢例錄」である。
③目録不備の諸本として、京都大学文学
部図書室蔵本は総目録が付随し、巻 10 に
副本がある 11 巻の美濃本である。目録上
「目録 1 巻共 13 冊」である。
④山口大学附属図書館棲息堂文庫所蔵本
は 22 巻 13 冊で、本文から判断すると、
総目録 1 冊が付随する「11 巻本」の美濃
本である。
⑤国立公文書館現蔵で元老院旧蔵本は、11
巻 11 冊を 11 巻 10 冊に省略している。巻 9
は 11 巻目、巻 10 は青山本の 9 巻目（川
普請=治水）に該当する。巻 10 末に跋文
がある。
五

12 巻本
11 巻本に付随した『地方凡例録総目録』
には、本文 15 巻に加えて、附録 1 巻「諸
帳面雛形之事」を加えた全 16 巻の構想で
目次立てがされているものがある。この
内 11 巻から 15 巻と附録は、青山本に見
六
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られる 10 巻本の本文及び総目録にない構
成である。
12 巻本のうち法政本は法政大学図書館
所蔵の美濃本である。12 巻の項目や本文
は、全 16 巻の構想の総目録のうち、第 12
巻の最初の「御城米一件之事」の本文が
掲載されている。それ以下の、
「御城米難破船吟味一件之事、浅草御
蔵納一件之事、海河船新艘造立并打替
之事、廻船荷物出売出買致たる者之事、
船荷物盗取たる者之事、難船と偽
荷
物掠取たる者之事、流荷物流木等取揚取
計之事」
について、目次（項目）と本文は存在し
ない。上表、序文、識語はなく、12 巻目
の巻末に跋文がある。東毛本は、東毛学
習文化センターの所蔵本で、法政本と同
じ構成である。12 巻目の本文が存在する
ことは、従来、大石久敬稿と謂われてい
る上表、二つの跋文及び東條本の序文に
照らしあわせて考察するならば、本来有
り得ない筈である。その典拠を引用する
と、
「凡記スル所三百四十四ヶ條輯シテ
十一巻ト成ル」（上表）
「最早十一巻目ヨリ末著述スベキ力
ナク」（跋文）
「最早拾二巻目より末著述難相成二
付、十一巻目迄ニて無是非終候」
（跋文追加）
「十二巻以下未 二 全脱 一レ 找」（東條本
序文）
に見られる通り 12 巻以降は未着手なので
あるから、12 巻目の存在と矛盾している。
したがってこれら『地方凡例録』の上表、
跋文や東條本序文の信憑性が問われるこ
とにもなろう。別の表現をすれば、これ
らが著者と謂われる大石久敬の作である
ことが疑わしいことにもなろう。したが
って大石慎三郎に見られる通り、当該書
を「三分の一ほどが未完」の「全十六巻
ほどにもわたる大著」と論ずることも問
題を孕んでいることになると思われる。12
巻本は伝本が少なく、上の二例のみであ
る。
七

十八巻本『地方凢成録』

『地方凢成録』は、『地方凡例録』11 巻
本の大部分、及び、12 巻本の「御城米一
件之事」の大部分を基に、総目録十三巻
目の「評定所発端之事」や書写した者の
手控えを加えたうえで、
「租税」
「検地」
「検
見」「雑」「仕置」「問合」「書付」「普請」
に分類した増補本である。九州大学文系
合同図書室蔵の当該書美濃本（九大本）
の附紙には、
「地方凢例録
大増補
地方凢成録
全部廿巻」
とあり、この本の形成過程を的確に表現
している。18 巻 19 冊本であり、「凡例・
目録」1 冊が付随している。前述の機関が
所蔵する本と、早稲田大学図書館蔵本の
みである。『紊書蟯目録』『古典籍総合目
録』には未掲載である。
12 巻本及び 18 巻本は、第 11 巻の執筆
完了以降に成立している。かつ、「序文」
「上表」「跋文」「16 巻総目録」の成立後
であると考えられる。12 巻本、18 巻本が
流布することが少なかった理由は、幕末
維新期に刊本が上梓されて、それらが流
布したためであろうと推定される。同時
に 10 巻本から 18 巻本まで、上述の編纂
本などを含む多様な筆写本や諸版本が併
存しているので、巻数が異なる当該書が
各機関で所蔵されていることに矛盾はな
いと推定される。
八

大倉本（版本）
幕末維新期以降は印行された版本は、
いずれ筆写本の 11 巻 本を底本にしてい
る。この「大倉本」は、慶応 2（1866）年
に刊行された。刊語に「南総」の出版者
「大倉儀」の記述がある、11 巻 11 冊の粗
末な美濃本で、三種類の版が確認されて
いる。「地方凡例録」の幕末維新期の整版
本とは異なり、本文は木活字を使用した
「近世の活字本」である。そのため、訓
点がない。「見返し」は整本版で、表題は
同じ字様である。三版ともに、版式と活
字が異なる。そのうち二版は見返しに「熄
古堂活版」の記載があり、版式は 11 行 22
字もしくは 12 行 25 字である。前者は奥
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付にも「册古堂活版」の記載がある。書
誌はともに[大石久敬著]『 校正地方凡例録』
([南蟯] 熄古堂活版 慶應二丙寅年仲春)
である。「熄古堂活版」の記載がない本の
版式は、11 行 23 字であり、書誌は[大石
久敬著]『 校正 地方凡例録』（[南闇 大倉
儀] 慶應二丙寅年仲春）の私家版であり、
「册古堂活版」本とは異なり、見返に模
様がある色紙を用いている。三版ともに
「見返し」に「限活字三十部以頒同志」
の断り書が記された限定版である。いず
れも本文は異なり、「十一行二十二字熄古
堂版」が他の二版に比べて正整であり、
本文の精度が高いと思われる。三種類の
版はすべて「巻之十一」に「社倉義倉」
の項目があるが、本文を欠く。「瀧本本」
は「大倉本」の一本を底本にしている。
九

正校

橋爪本（版本）
橋爪貫一が校正し、明治 2 年に刊行さ
れた 6 巻 12 冊の美濃本である。書誌事項
は見返しに「大石久菟著臻 橋匹貫一校
正『 地方凡例録』（東街 清俄豌恂俯
明治二年[一八六九]己巳註）」、奥付に「橋
爪貫一校正 松井次郎蔵版 發兌 東京
書林 相慓屋七兵衛 大和屋喜兵衛」が
ある。見返し、版式、字様等は同一で、
奥付に「明治二己巳鐫 橋爪貫一校正
松井次郎儘版」とある「東京書僉 相慓
屋七兵衛 大和屋喜兵衛」他 12 人連名の
異版が存在する。
「橋爪本」は、田制、租法や農政に限っ
た略本である。そのために、青山本の巻
の七以降、巻の八（「切支丹」、
「穢多」
「非
人」）、巻の九（川普請）などは省略され
ていて、巻の六（橋爪本一上～六下）ま
でと比較すると、項目に大異はない。本
文には旁訓が附されていて、序文は、「東
條本」の著者東條信耕琴臺による。

十

東條本（版本）
東條琴臺が、著者と言われる大石久敬
の孫とともに補訂した中本である。二種
類の版が確認されているる。ともに 10 巻
20 冊である。流布本の書誌は「故大石猪
十郎久疽著敗 孫大石猪十郎補正 [琴臺

東條耕示]『改正補訂地方凡例札』(王洟
見山洳儘版 明治四年[一八七一]糲未七月
註）」である。稀に「故大石猪十郎久疽著
敗 孫大石猪十郎補正 [琴臺東條耕示]
『改正補訂地方凡例札』（王洟 千鍾房偬
北畠冥兵衛版 明治四年[一八七一]糲未
七月註）」があり、版式、字様は前者と同
一である。
内容を詳細に検討すると、最終出版年
月は明治 5 年 4 月以降と判断される。出
版した当時、「切支丹は未だ禁制」とされ
ていた。最終出版年月が、「関所の廃止」
（明治 2 年 1 月 20 日）、「廃藩置県」（明
治 4 年 7 月 14 日）、「賤称廃止令」（明治 4
年 8 月 28 日）などの「明治維新の重大改
革」後であるため、これらの出来事につ
いて、本文が削除、省略、改訂されたば
かりでなく、維新後の知見が大きく加え
られている。
なかでも大きく改作したと思われる箇
所は、青山本の「巻の八」に記載されて
いる「切支丹」
「穢多」
「非人」
「沙弥」
「鉦
打」などの、いわゆる、近世社会におけ
る「宗教弾圧」「身分差別」「血統」など
についての項目である。これらは近世社
会を理解するうえで、欠くこのできない
項目であると考えられているが、東條本
はこれらについて、徹底的に削除・改編
している。一般的にみても、地方書は「民
政」「農政」「租法」「川普請」などの地方
制度全般を扱っている内容の史料が多い。
「東條本」が原型を保てない程に改編し
た青山本の「巻の八」に表されているよ
うに、「地方凡例録」は、本来、立法、司
じ か た
法、行政を含んだ地方を超える近世の「内
政書」の構成になっていることに注目す
べきである。これらの史料の重要性に鑑
みて、「祠部」を受け持つ寺社奉行の高崎
藩主である松平右京亮輝和が、篠山藩主
青山忠裕に「祠部職掌類聚」「祠部職掌雑
纂」の複数部を転写させたのであろう。
したがって、
「地方凡例録」を大石慎三郎
じ か た
の如く「地方第一の書であり、江戸時代
の農政手引書としては最高」とするのは、
矮小化した見方と言えよう。
「東條本」が原本と大きく異なると思
われる項目を摘記すると、
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①底本とした 11 巻本を 10 巻に省略・圧
縮し、各巻を上下巻に分けて 10 巻 20 冊
に改編したこと。
②文字に旁訓を附与したこと。
③「青山本」に存在しない「十一巻」を
「十巻」に配置し、「十巻」に「切支丹之
搴」「股怒規則之搴」「旧関狭之搴」「骸特
百姓太右エ門響美之搴」を加える一方、
「市
場之事」「河岸場之事」「御巣鷹山之事」
を削除したこと。
④「九巻上下」の「川普請の巻」に「青
山本」に存在しない図を多数挿入したこ
と。
⑤「青山本」の「巻の十」の「郷村請取
渡の事」「分郷の事」を「八巻上」に配置
したこと。
⑥「青山本」の「巻の八」の「切支丹」
「穢
多」「非人」「沙弥」「鉦打」など、近世の
差別に関する本文計 34 丁を、「八巻下」
として、「長吏雛左衛門由鱒之搴」「非人
頭車善七由鱒之搴」など合計 12 丁に改編
し、「穢多」「非人」「由緒」のみを記した
こと。また、「青山本」にない「僧位僧官
并穢多非人の称御廃止之事」「府蛄支配狭
之搴」
「北恭道踪名之搴」を増補したこと。
⑦「四巻上」に「質地」についての 18 項
目を増補したこと。
⑧「四巻下」に「検地仕方の補闕耕地万
図裝方の搴」「郡蛄封建之制并に聳洋各曄
政体之搴」「曄号郡名郷名之搴」「古孚租
税名糺之搴」「日本曄蓼石王之搴」を創作
したこと、などである。
以上から判断すると「東條本」は「地
方凡例録」がもつ近世的側面を徹底的に
削除して、「明治維新期版」へ改編するこ
とによって、社会性を喪失させる効果を
発揮させ、近世の「内政書」は、単なる
「明治維新期地方書」に堕したと考えら
れる。
東條琴臺は天保改革の時に、老中水野
忠邦から家臣を通して「地方凡例録」を
改定するように要請を受けたとされてい
る。これについて詳細は判明しないが、
「東
條本」の上梓がその結果に該当するので
はないかと想われる。地方書の一つであ
る「地方落穂集」は、彼によって明治 4
年に改訂・公刊されている。忖度するに、

水野忠邦は内政改革のために「地方凡例
録」の活用を企てたのではないであろう
か？
十一 二種類の瀧本本（版本）
「瀧本本」は戦前、瀧本誠一により『日
本經濟叢書』及び『日本經濟大典』の一
冊として同一の「大倉本」を底本にして
翻刻したとされている。二種類が知られ
ている。瀧本誠一は底本の詳細について
明言していないが、本文を閲すると、「瀧
本本」は「三種類の大倉本」と相違して
いるので、「三種類の大倉本」の何れかを
底本として、筆写本や板本等の諸本を参
照して校訂し、訓点を附して「瀧本本」
として完成させたと考えられる。書誌は、
「『地方凡例錄』（東京 日本經濟叢書刊行
會 1916 年（日本經濟叢書 三一）」、
「『地
方凡例錄』（東京 啓明社 1930 年（日本
經濟大典 四三）；明治文献から 1970 年
に復刻）」となる。ともに 11 巻で構成さ
れている。
本文の相違を考察するために、「巻八」
の中の「穢多非人身分引上の事」を見て
みよう。
「瀧本本」は二種類とも同文である（『日
本經濟叢書 三一』から引用）。
「穢多非人ヲ徘人ニ引上ル事、非人
ハ元怯非人ノ血筋ト云事無 レ 之、平人
零落シテ非人ニ落タル故、非人頭ヘ證
文ヲ入立范レバ徘人ニ成ヨシ、
エタハ元怯其血スヂ別ナル隅ニテ、身分ノ
厳メ方無レ之、徘人ニハ不レ成」
「大倉本」の中の「十一行二十二字熄
古堂版」。
「穢多非人ヲ平人ニ引上ル事 非人ハ
元怯非人ノ血
筋無之 平人鯖落シテ袖乞非人ニ落
ル故 非人頭ヘ
證文ヲ入レ 立其レハ平人ニ成候由
穢多ハ元怯血
筋有之者ニ附 身分ノ厳メ謦無之
平人ニ不成」
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ぼ同文である。
「青山本」を引用すると次のような内
容である。
「一穢多非人を平人に引上ル事 非
人は元来非人の血筋
無之 平人零落して袖乞非人に
落るゆへ 非人頭え證文
を入 非人の時分の衣帯道具瀲
不残捨 身から計にて
素人に立戻れは 平人に成るよ
し 穢多は元来血筋
有之者に付 身分の清め方無之
平人には不成」
「瀧本本」と「大倉本」の中の「十一
行二十二字熄古堂版」は、
「青山本」の「非
人の時分の衣帯道具瀲不残捨 身から計
にて」が脱漏している。
さらに、底本とした「大倉本」の「社
倉や義倉の項目は目次には存在するが、
本文を欠いている。そのために、
「瀧本本」
も本文が脱漏している。
「大倉本」「瀧本本」「東條本」につい
ての評価を、瀧本誠一は次の如く記して
いる。
「此の大倉本は東條本に比すれば、
活字の燉植等少なからず、中には行澪
殆んど艷じ埆き館ありと雖も、東條
本は出板隅の筆を加へたる館多く、
樸原文を省略したる敖も多ければ、詰
り大倉本の方不完全ながら、比嘆
的原存作の癬面目を保留すること疑なき
が如し」
十二 大石慎三郎本（版本）
現在も多くの研究者が用いているる「地
方凡例録」は「大石慎三郎本」である。
書誌は「大石久敬原著 大石信敬補訂
大石慎三郎校訂『地方凡例録』（東京 近
藤出版社、1969、「日本史料選書」一、10
巻 2 冊、東京堂から 1995 年に復刻）。底
本は「東條本」であるが、補訂されてい
る。
大石慎三郎は「東條本」を底本として
採択する理由を

「大石久敬の未完の稿本を東条耕が補
訂し、更にそれを久敬の嫡孫の信敬が
補訂したもので地方実務手引書として
は最も完備しているからである。『地
方凡例録』の現在における役割は地方手
引書としてより完備していること
で、
著者久敬の原稿にどれだけ近いかという
ことは（一字一句そのままで
あるか
どうかという意味で）この場合二の次の
問題だと考えた。」
としている。以下、「大石慎三郎本」の問
題点を析出してみたい。
大石が底本とした「東條本」は既述の
大きな改訂を伴っていた。「東條本」での
指摘と重複する場合が多い。「第十巻」は
改編がとりわけ顕著である。
「青山本」の「郷村請取渡の事」「分郷
の事」は「大石慎三郎本」の「八上」に
位置している。「大石慎三郎本」の「度量
衡之事」「社倉之事」「銭濫觴之事」「永楽
銭之事」「永発りの事」「民間金銀通用始
之事」の本文は、
『金銀考』とほぼ同文で、
「分限扶持之事」は『勤要集』もしくは
その類書『地方雑記』などの本文の一部
分から混入されたと考えられる。この部
分は多くの「11 巻筆写本」の「第十一巻」
に含まれていて、「青山本」には存在しな
い。さらに「青山本」の「市場の事」「河
岸場の事」「御巣鷹山の事」は「大石慎三
郎本」に存在しない。
「切支丹之事」は「青
山本」の「八の巻」から、同じく「鉄砲
規則之事」「旧関所之事」は「同巻」の拾
の私意を加えた改作であり、「奇特百姓太
右衛門褒美之事」は「青山本」の「巻の
七」の「由緒百姓の事」から「奇特者御
褒美被下 苗字帯刀御免有之たる近例」
の翻案である。
「大倉本」の「巻十」は「青
山本」とほぼ同じ項目構成である。項目
から見る限り、「大石慎三郎本」の「第十
巻」は「青山本」と一致する箇所がない
ため、「大石慎三郎本」の「第十巻」は、
原型をとどめない程改編されていると言
えよう。
「大石慎三郎本」は「東條本」を大き
く改編した。このことは、取りも直さず、
改定者の東條琴臺が語ろうとした真意を
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無視したことになろう。それだけでなく、
原本作者の真意をもないがしろろにした
と言えよう。
古書を論ずる場合に、奥付や刊記の信
憑性に問題があることは、以前から指摘
されている。大石慎三郎が著者や著作の
成立過程を論ずるために依拠した「東條
本」の序文や二つの跋文は、熟慮を要し
たはずであろう。彼は当該書の歴史的変
遷や「地方凡例録」諸本の校異を、まず
検討すべきであったが、そうしなかった
ことが、問題発生の出発点であったと考
えられる。これらについては隣接分野の
国文学においては研究の蓄積が特に厚い。
「大石慎三郎本」はこれら隣接分野の先
行研究を把握することの不足が生み出し
た結末とも言えよう。
十三 朴花珍論文
また、朴花珍「『地方凡例録』の諸異本
について」（9）の論攷も参照させていただい
た。九種類のさまざまな史料について内
容を比較・検討した高邁な論攷である。
朴花珍氏は「地方凡例録」の現存する諸
本を比較し、原本の復元を試みている。
しかし検討の対象とした筆写本は全て「11
巻本」である。朴花珍氏によれば原本に
最も近い構成は「上表」「十六巻迄の総目
録」「一巻から十一巻迄の本文」「二種の
跋文」「完成年月日」の全て揃っている史
料としている。これらの問題点について
は既に述べた。しかし、この青山歴史村
所蔵の史料が発見される以前に書かれた
論文であることもあり、新たな転回点を
見いだすことはできなかったと推定され
る。この新発見の史料を含めた総合的那
研究として、内容を俯瞰した新たな論攷
の執筆が必要であろう。
十四 研究の総括とこれからの展望
「地方凡例録」の成立年を、総合的か
つ客観的な視点から再考すると、たとえ
ば「巻の十」の末に「寛政六寅年三月廿
一日」付け文書の引用がある。したがっ
て、この日以降で、
「祠部職掌類聚同雑纂」
の編纂が一応終了した寛政 8（1796）年 6
月までの期間に、当該書全十巻が完成し

たと考えられる。一方、「青山本」が転写
された年は前述の年月日以後で、「祠部職
掌類聚」「祠部職掌雑纂」を含む文書の最
終年紀の寛政 10 年 までと判断されてい
る。したがって、青山本は著作された時
点での原本ではないが、書写年を確認も
しくは推定しうる伝本の内で、最も古く、
伝写回数も少なく、しかも、幕府役職者
から借用し、篠山藩の右筆に拠り忠実に
転写された史料として正確性に富んでい
る。さらに今回の校閲を経ることによっ
て、原本に最も近く復元された定本とい
えるであろう。
本書によって歴史学や法制史学にとど
まらず、様々な分野で従来の歪んだ歴史
像が転換されることを期待したい。とり
わけ幕藩体制の全体構造を再検討する一
助となり、「地方凡例録」にこれ迄にない
価値と役割が付与されれば、望外の喜び
である。

【注記】
(1) 近世歴史史料研究会 編・長谷康夫
解説「地方凡例録 完全原典版」（「原文
篇」及び「解読・解説・索引 篇」）〈
「近世
歴史史料集成・第 7 期第 3 巻」
〉は 書籍版
として 2012 年 6 月 10 日に科学書院から
発行されている。この論文の理解を高め
るためにもこの史料の閲覧をおすすめし
たい。これらの史料を基にしてこの論攷
が記されていることに留意されたい。
(2)大石久敬 原著・大石信敬 補訂・大
石慎三郎 校訂「地方凡例録 上巻・下巻」
（昭和 44 年、近藤出版社）
(3) 大石久敬 原著・大石信敬 補訂・
大石慎三郎 校訂「地方凡例録 上巻・下
巻」
（平成 7 年、東京堂出版）
(4) 近世歴史史料研究会 編・長谷康夫
解説「地方凡例録 完全原典版」（「原文
篇」及び「解読・解説・索引 篇」）〈
「近世
歴史史料集成・第 7 期第 3 巻」
〉
(5) 「祠部職掌類聚／地方凡例録」（完全
原典版・篠山市立青山歴史村所藏）の原
史料の詳細については、以下の論攷を参
照されたい。ここでは三種類の原本が紹
介されている。内容は全て同一で 10 巻で
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構成されている。
＊橋本久・牧田勲・山田勉「資料 丹波
篠山 青山会文庫所蔵『祠部職掌類聚・祠
部職掌雑纂』目録」（『大阪経済法科大学
法学論集 第 43 号』391‐396 ペ ージ、
大阪経済法科大学法学会、1999 年 3 月）
(6) 近世歴史史料研究会 編・長谷康夫
解説「地方凡例録 完全原典版」
（
「原文篇」
及び「解読・解説・索引 篇」）〈「近世歴史
史料集成・第 7 期第 3 巻」
〉
(7) 近世歴史史料研究会 編・長谷康夫
解説「地方凡例録 完全原典版」
（
「原文篇」
及び「解読・解説・索引 篇」）〈「近世歴史
史料集成・第 7 期第 3 巻」
〉
(8) 大石久敬 原著・大石信敬 補訂・大
石慎三郎 校訂「地方凡例録 上巻・下巻」
（昭和 44 年、近藤出版社）
(9) 朴花珍「『地方凡例録』の諸異本につ
いて」
（『史学雑誌』97‐2, 197‐227p, 277‐278
p, 1988/2/20）

＊ Small shrine part business classified collection
in book form / district explanatory notes record
(1) ＊
(complete original version, 篠 山市立
青山歴史村所藏)
( 1) The district ( じ か た ) seen in social
relations of the Edo era and ʺthe local
explanatory notes recordʺ of the ʺlocal
explanatory notes recordʺ title is a meaning to
do Machikata ( town person) and a pair. These
historical materials wrote down the outline of
rule for the farm village ( district) society in the
Edo era and the rule policy exhaustively and
painstakingly. In the Edo era when agriculture

was basic industry, the farmer rank to make the
constitution foundations of farm village was
important production capacity to support the
economic life of the basis of Tokugawa
shogunate government. For the farmer, I utilized
it as extremely important and basic production
capacity including the forced mobilization to the
public works projects such as the compulsory
labor such as the offers of the man and horse to
the post town, a river or the road under the
pretense of an aiding order as well as the
plundering of the tribute.
(2) The conclusion of ʺlocal explanatory notes
recordʺ and the contents
The writer is Kyukei Oishi who was the district
magistrate of the Takasaki feudal clan, and it is
told to have published it in 1794 ( generous
politics 6) years by life of 高 崎藩主松平右京亮
輝和. Writing was started in 1791 ( generous
politics 3) years. The title of a book was named
ʺa local explanatory notes recordʺ in 1793
(generous politics 5) years when Vol. 1 was
submitted by feudal lord, Teru Matsudaira
harmony. It was all 16 plans at first, but it was
unavoidable and broke off writing because a
condition of Kyukei Oishi turned worse in the
place where Vol. 10 was completed in 1794
(generous politics 6) years. The opinion that ʺ
金銀考ʺ of Vol. 11 was established in 1794
(generous politics 6) years lacks in persuasion
characteristics. I consider this writing to be the
writing in coming ages and will not interfere
when I let you think that do not be recorded in
ʺa small shrine region business classified
collection in book form / district explanatory
notes recordʺ of 篠 山市立青山歴史村所藏
where ʺ金銀考ʺ is more likely to be enactment
of culture, Bunsei, and the above all first
manuscript is the nearest judging from the text.
In addition, this writing was the Meiji era, and
supplementary sections with corrections were
added by Shinkei Oishi of the grandchild. Is
published for ʺJapanese historical materials
selected books 4ʺ after the war by the Kondo
publishing company; ( 2), (3) which were
published by Tokyo temple publication again
again in 1995.
(3) Relations of ʺsmall shrine part business
classified collection in book formʺ and ʺthe local
explanatory notes recordʺ
The ʺsmall shrine part business classified
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collection in book formʺ ʺsmall shrine part
business collective edition of miscellaneous
articles is a name of the libraries, tooʺ. As for
these libraries, it is said most 所 藏 at ,①
Sasayama City Aoyama history village and ②
stillness temple library to praise. ③ Only
several books are possessed in National
Archives. The stillness temple library possession
historical materials to praise the Takasaki feudal
lord Okochi ( Matsudaira) s former; owned it,
and, after some kind of processes, crossed it in a
hand of Matsui perception Osamu ( professor
emeritus at Tokyo teachersʹ college, Mayor of
first stillness temple library to praise) and was
put in this library through him. On the other
hand, a descendant of blue Yamaya who was
the feudal lord of the Shinoyama, Tanba feudal
clan possesses the Sasayama City Aoyama
history village possession historical materials,
and Shinoyama‐cho obtains it later. All are the
copying historical materials that recorded the
deliberation or a decided dispute record and
part of the administrative document in the
supreme court of the Shogunate in the Edo era
of the Shogunate. I will not interfere even if I
read with the final government document in the
supreme court of the Shogunate in the Edo era
which is the best decision maker with three
magistrates ( calculation prefect, commissioner
of shrines and temples, town magistrate of Edo)
and a general attending it. The Shinoyama
municipal institution Aoyama history village
possession historical materials last for many
divergences including ʺconsultation documentsʺ
ʺ三奉行留類ʺ ʺdistrict registered mailʺ whereas
there are many so‐called ʺsealed letters issued
by a shogunʺ including the ʺform of permission
ʺterritory relief bookʺ of the tribute collectionʺ
for the Buddhist temple and Shinto shrine, and a
stillness temple library to praise is included
when I compare the contents of historical
materials possessing with the engine of these
two.
( 4) ʺSmall shrine part business classified
collection in book formʺ ( stillness temple library
possession to praise)
I added Takasaki feudal lord Matsudaira
(Okochi) 右京亮輝和 which was an original
editor to an agent for four a year Tenmei era 4
(1784) 26 days a month, and appointment did a
commissioner of shrines and temples and, for 12
a year generous politics 10( 1798) eight days a

month, threw it on Osaka castle warden and, for
eight a year generous politics 12( 1800) 17 days
a month, did 卒 去 in Osaka.
Before, according to house old storehouse ʺ祠
部職掌雜纂惣目録 in the big river ,ʺ retiring
from it in a stillness temple library existing
storehouse to praise; is said that editing
completed it for the time being in ʺJune in
summer in the living‐in‐fifty‐third of the
sexagenary cycles in a generous politics eight
years yearʺ. It is the work record of a
commissioner of shrines and temples comprised
of a book and the document which let you
submit it again from Buddhist temples and
Shinto shrines which there is it from ( 1600) to
generous politics 8( 1796) year for Keicho era
five years when I watch the publication
generation when I appeared for the title of one
book and document and does a house and
storehouse or copied the borrowing from
hereditary daimyo of the Shogunate and is the
editing thing that is 浩 瀚 of ʺ1,000ʺ. It is an
editing thing based on the borrowing historical
materials from the person for approximately 200
years of commissioner of shrines and temples
holding the office or a predecessor. Because the
additional historical materials of the share do
not exist after generous politics 9( 1797) year,
the most of these historical materials, it is
estimated collection し たもであろうと during
commissioner of shrines and temples holding
the post Matsudaira ( Okochi) 右京亮輝.
When it is an important post of the general
direct control to constitute the supreme court of
the Shogunate in the Edo era as three
magistrates, and the commissioner of shrines
and temples in the curtain feudal clan system
nation thinks about having participated in a
legislation of the Shogunate, the judiciary, an
administrative basic policy, I may express ʺsmall
shrine region business classified collection in
book formʺ and ʺthe small shrine region
business classified collection in book form
collective edition of miscellaneous articlesʺ with
references to edit production drafting with
reference to the legislation, the judiciary, the
administration because a person of Shogunate
important post carries out the domestic
administration except diplomacy or the trade.
Because I do not remain, the overall list of ʺthe
small shrine part business classified collection in
book formʺ cannot learn perspective of the
historical materials group in the storage of same
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content. Generally, as for ʺthe small shrine part
business classified collection in book formʺ and
the difference in ʺsmall shrine part business
classified collection in book form collective
edition of miscellaneous articlesʺ, a main part,
the latter are guessed with an addendum the
former, but the standard to distinguish neither is
not clear.
( 5) ʺSmall shrine part business classified
collection in book formʺ ( Sasayama City
Aoyama history village possession) : The
formation of transcription and the Aoyama
library of ʺthe small shrine part business
classified collection in book form collective
edition of miscellaneous articlesʺ
It did Eishin to Saijo junior council for 11 a
year generous politics 8( 1796) 29 days a month
for nine a year generous politics 5( 1793) 24
days a month that 青 山下野守忠裕 which was
Shinoyama, Tanba feudal lord was appointed a
commissioner of shrines and temples and, for
ten a year generous politics 12( 1800) one day a
month, was appointed Osaka castle warden. At
the point in time appointed a castle warden, the
editing by 松 平右京亮輝和 was not just finished
according to the stating already, and he did 卒
去. I am comprised of all 448 books including
four 4 lists of the ʺ霸 部職掌類聚同雑纂摠目録ʺ ʺ
霸部御室書目録ʺ ʺ摠目録ʺ ʺ祠部職掌類聚惣地目
録, the district vs. example recordʺ when I watch
the number of ʺthe small shrine part business
classified collection in book formʺ included in
the Aoyama library and the historical materials
of ʺthe small shrine part business classified
collection in book form collective edition of
miscellaneous articlesʺ. It is old, and it is new,
and 松平右京亮輝和 is until generous politics
ten years in the Saijo junior council times, and
the document with the age after generous
politics 11 years does not exist from Meiryaku
era 3(1657) year when I check the age of the
Aoyama library from ʺ霸 部職掌類聚同雑纂摠目
録ʺ because I cannot check all because the
deterioration of historical materials is
remarkable. Tadayasu Aoyama transcripts ʺa
small shrine region business classified collection
in book form collective edition of miscellaneous
articlesʺ which 松 平右京亮輝和 edited for の
approximately two years until I do Eishin to
Osaka castle warden after the job was untied not
to mention time that there was for the job of the
prefect when I judge probability from the

survival of historical materials, and, in addition,
I let 青山下野守忠裕 borrows documents and a
book thought to be the need and copy it, and it
is thought that I formed ʺthe small shrine region
business classified collection in book formʺ of
the Aoyama library and ʺa small shrine region
business collective edition of miscellaneous
articlesʺ.
It is thought that the historical materials of the
Aoyama library choose it not none of of the
original and copied it when I compare it with ʺ
祠部職掌雜纂惣目録ʺ of the stillness temple
library to praise which I put up earlier, but, as
for the reason why I do not copy historical
materials whether you let you borrow each
historical materials by order named the state of
things in what time and copy it from whom of
the person of post of the Shogunate or copied
choice into, as for anything, it is unknown. In
addition, I cannot make the individual
distinction of historical materials clear because
ʺsmall shrine part business classified collection
in book formʺ and ʺa small shrine part business
collective edition of miscellaneous articlesʺ mix
it up in the case of the Aoyama library.
(6) The location and contents constitution of
ʺthe local explanatory notes recordʺ to exist
These ʺsmall shrine part business classified
collection in book form / district explanatory
notes recordʺ ( complete original version) (4)
reprinted the original historical materials that a
progeny of blue Yamaya who was the lord of a
castle of Shinoyama, Tanba possessed and I
referred a commentary and an index and
published it. ( 5) where these Sanbe exists
The contents begin with the general remarks,
and the commentaries about an important
matter are almost covered all when a feudal lord
including the ʺfiefʺ ʺland surveyingʺ ʺnewly
reclaiming a rice fieldʺ ʺland taxʺ ʺsocial
positionʺ and the chief administrator and
government official perform local territory rule.
It is appreciated from the then chief
administrator and three headmen of a village
serving as the governmentʹs agents and being
the channel of liaison with the authorities, and it
is said that Tadakuni Mizuno orders the
manuscript. Furthermore, in the Department of
the Interior of the Meiji government, the
contents were studied and affected the
establishment of the modern local autonomy
system.
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Substantially considerable overlap seems to be
found when I compare ʺthe small shrine region
business classified collection in book formʺ with
ʺthe small shrine part business collective edition
of miscellaneous articlesʺ which the National
Archives Cabinet Library and a stillness temple
library to praise possess according to Tamotsu
Fukui (I worked in National Archives during
the deceased, life time and dealt with the
rearranging of old classical books of the hall
possession) . It is just what of the said article
that these three kinds of ʺsmall shrine part
business collective editions of miscellaneous
articlesʺ and ʺsmall shrine part business
classified collection in book formʺ are possessed
by three places of organizations. But, like these
ʺlocal explanatory notes recordʺ ( complete
original version) , the historical materials that
there is ʺonly at Aoyama libraryʺ of Sasayama
are not a little seen. ʺThe local explanatory notes
recordʺ which a stillness temple library to praise
possesses is comprised of all 11 volumes, but
winding 5 and winding 6 lacks, and it is
thought that winding 11 was added in after
ages. Historical materials of this stillness temple
library possession to praise are the originals,
and it is thought that the Aoyama library
possession historical materials are the xerox if I
think generally. But, as for the study, it will be
necessary to cut much time in investigation, 考
究 including the location confirmation of the
original which ʺa small shrine region business
collective edition of miscellaneous articlesʺ and
the difference in contents of ʺthe small shrine
region business classified collection in book
formʺ, the supreme court of the Shogunate in
the Edo era possessed in the future because I
was just assigned to the beginning. Because I am
going to publish all historical materials group
that these three Seki possesses to a title of
ʺhistory of early modern times legislation
historical materials collection / small shrine
region business classified collection in book
formʺ (Tokuo Yoshida, Takashi Ogura person
edition, all eight volumes) with a microfilm
and DVD specifications in the origin of
publication, see it by all means. In addition, to
have is deeper, and understand that these
historical materials are parts of ʺthe small shrine
part business classified collection in book formʺ;
is (6) which placed ʺ例 録惣目録 ʺ祠部職掌類
聚同雑纂摠目録ʺ ʺ霸部御觸書目録ʺ small shrine
region business classified collection in book

form districtʺ.
(7) Study of the bibliography of ʺthe local
explanatory notes recordʺ
Various types of popular editions transcript it
by early period of Meiji, and these ʺlocal
explanatory notes recordʺ is published, but the
decoding version of the estimated original is not
yet published when made first. This ʺcomplete
original versionʺ is the historical materials that
value as the original or the original is very high
in. For example, ʺthe domestic administration
principle of the curtain feudal clan systemʺ
including the abbreviated ʺrule principle
ʺmanagement administration rule ʺstructure ʺ支
配政 measures of 切 支丹宗徒 and the villageʺ
of the regulation of the gunʺ of the barrierʺ for
substance and them of the citizen of cover
discrimination from Middle Ages to the early
modern timesʺ is greatly described in other
historical materials vividly. About these details,
see a commentary by the writing of forecited
Yasuo Nagatani. In addition, in the commentary
of Kyukei Oishi original work, Shinkei Oishi
supplementary sections with corrections,
Shinzaburo Oishi revision ʺdistrict explanatory
notes recordʺ ( the first book, the second
volume) which can be called ʺthe version up
for Meiji Restorationʺ of ʺthe local explanatory
notes recordʺ that a first edition was published
in May, 1969 by the Kondo publishing company,
as for Mr. Shinzaburo Oishi, Ko Tojo describes
the existence of the book of three systems of
large Kuramoto ( as for the official title ʺa
proofreading district explanatory notes recordʺ)
that the Okura matter revised in the Tojo
book ,③ Keio 2(1866) year which did revised
supplementary sections with corrections by a
request of ,① transcription popular edition ,②
Tadakuni Mizuno, but it may be said that it is a
big characteristic that the historical materials
that I published this time do not belong to
which system of these either. I investigate a
critical mind of the first of the farmer rule policy
of the Edo Shogunate and put it and have
contents deserving to be you if I call it with very
valuable historical materials, and it may be said
with the beginning for decoding. And mention
of a bibliography listed in this publication, polite
sleeve notes of the technical term are very useful
contents. However, it is a fact not to be able to
deny to be the printed book which is greatly
different from the original in the content

‐ 50 ‐

Descriptive Catalogue of New Publications and Selected Old and Rare Books 5 (English Version)

probably because these historical materials were
revised as a domestic administration guidance
on the occasion of the Meiji Restoration.
I put foundations in the general remarks
mentioned above as follows and want to inspect
the value of these historical materials
individually.
It is made ʺdiscoveryʺ in Shinoyama, Tanba,
and, in this version ( 7) reprinted newly,
remarkable difference is seen in appearance or
the reel number of the text in comparison with
historical materials ( 8) of the Mr. Shinzaburo
Oishi revision. Therefore, here, I want to follow
the historic change of the book concerned
through a writing brushes manuscript,
examination of the history of 諸 版本竝 びに
study.
This ʺAoyama library place book printed with
cast platesʺ is not the original at writing, current
first done point in time when it was edited, but
it is the oldest among confirmation or the
biography books which I can estimate in the
handwriting year, and there is little duplicate
number of times and I borrow it from a person
of Shogunate post and, as historical materials
copied faithfully by the amanuensis of the
Shinoyama feudal clan, it is accurate and is rich,
besides. Furthermore, there is no room to catch
doubt in being an authentic text restored soon in
the original by passing through this supervision.
In other words, I compare the difference of
books and investigate it and am originally a
book edited based on the restored text and the
text that it is thought that I approached it again
by the figure which there was.
Transcription book of one ʺlocal explanatory
notes recordʺ
It was done a seal line, but a printed book
spread in ʺthe local explanatory notes recordʺ in
a transcription book till then for the late
Tokugawa period revolution period. I classify
below books considered to be important from
the reel number.
① Major shrine library ( the possession book of
the major shrine library which ten ) 〈 Ise‐jingu
Grand Shrine runs.) It is ten ten volumes, but,
unlike blue Yamamoto, there is the preface
which is not placed in memorial presented to
the Throne and the Shinzaburo Oishi book to
mention later. The author name becomes clear in
them. It is ʺTenpo era April, the summer of 5ʺ
and a certain 〉 in preface

② Aoyama library ( ten)
③ Stillness temple, Keio University library,
National Archives 〈
senate house old
storehouse 〉 , Tsukuba University library ( 11)
to praise
④ Hosei University library, east hair learning
Cultural Center ( 12)
⑤ʺLocal 凢 成録ʺ (Waseda University library,
Kyushu University faculty of liberal arts joint
reading room possession, 18)
Printed book of two ʺlocal explanatory notes
recordsʺ
As for the printed book, the following was
performed 上 梓 of for the revolution period by
the late Tokugawa period.
① Great Kuramoto
② Hashizume book
③ Tojiyo book
And it is for a recent reprint, and there is the
following before the war.
① Takimoto book
② Shinzaburo Oishi book
Consideration about three ʺ金 銀考ʺ and 11
rolled books
Even if the transcription book which spread in
the world was almost called 11 rolled books, I
already spoke that it was not exaggeration. Vol.
11 discusses ʺgold and silver circulationʺ
ʺcollective relief granaryʺ ʺgrain storageʺ ʺchief
administrator expense supplyʺ. As for the text of
the scroll which does not exist to blue
Yamamoto concerned, most are almost
considered to be the same content with ʺ金 銀考
ʺ.
I will estimate an establishment process of Vol.
11. Because it is thought that ʺit is 金 銀考ʺ as it
is pointed out before this father が , war, this
winding is estimated when ʺ分 限扶持之事ʺ gets
mixed from the part of the text such as ʺ勤 要集
ʺ or the similar book ʺdistrict miscellaneous
notesʺ which there is which listed the necessary
matters such as the business trip travel expenses
in the duty for a district magistrate, a grieve, a
chief administrator and a humble placeman and
was established.
Furthermore, it is enumeration of confused
knowledge, and the contents of ʺ金 銀考ʺ are
thought to lack in on‐the‐job utility when I
compare the contents of the text of both. As for
the Asahitai child, a choice transcripts the
eleventh volume of ʺdistrict 凢 example 錄 ʺ by
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ʺsumi Umiyama writing brushʺ while I cannot
swallow ʺTenpo era April, the summer of 5ʺ in
the major shrine pocket edition opening of 10
rolled books mentioned above whole when I
estimate the establishment generation of Vol. 11
to be a memorial presented to the Throne,
preface, an afterword, and there is a
handwriting editorʹs note in ʺ12 Tenpo era Year
of the Ox Septemberʺ. Seiichi Takimoto
estimates the time when ʺ金 銀 考 ʺ was
established to be for Tenpo era Era or 澪 化澪政
頃. As for of Vol. 11 and the memorial presented
to the Throne, the preface, the establishment of
the afterword, it seems that I think about there
being few biography books of 10 rolled books in
addition after writing with the relatively early
times in the ほ ゞ same time. ʺA local
explanatory notes recordʺ is evaluated as useful
writing socially, and it is thought that I show
that it came to be copied the spread at that time.
Because they produce new tradition again
because they can estimate that memorial
presented to the Throne, preface, each afterword
were made in history, it is thought that they
cannot deny the possibility with decoration, an
exaggeration and the error. Therefore, the
conventional study represented by Shinzaburo
Oishi who solved ʺa local explanatory notes
recordʺ based on these lacks in a review for the
text, and not only I obeyed historical materials
considered that it was made in after ages
blindly, but also it may say with the greatest
defect, besides, to neglect that I grasp a role or
the value of the book concerned in the whole
structure of the curtain feudal clan system
generally and objectively. I start work at
collation of the text of historical materials not to
fall into it and consider an effort of the
discovery of an older transcription book and the
historic change of the writing by the first fringe
historical materials when it is necessary to
reinforce with a fact.
Stillness temple possession book to praise of
four ʺlocal explanatory notes recordsʺ
ʺThe district vs. example recordʺ of the stillness
temple library possession to praise was a part of
ʺ松井勘治文庫本ʺ, and the article for sale of the
Okochi house of the feudal lord and ʺthe
Takasaki libraryʺ was stored up through Matsui
by the library concerned. Because these are
Mino books, and 5 of the winding and 6 ʺare 11
rolled booksʺ of 11 11 volumes of the missing

volume when I look it, and there are not a
memorial presented to the Throne, preface, an
afterword, author notation, an editorʹs note, it is
the constitution that is plain like blue
Yamamoto. Title paper ʺis 霸 部職掌雜纂ʺ, and a
one order list of each winding has a title on the
first page ʺthe district vs. example recordʺ and is
stamped a ʺsmall shrine regionʺ ʺTakasaki
libraryʺ ʺownership stamp ʺstatic Dochin
storehouse mark of the Okochisʺ to praiseʺ. The
binding of each winding resembles it, but, with
the reason that size is uneven, is hard to think
about the whole volume that it was bound
transcription in a mass for a certain 1:00 period.
In other words, it approaches, and it is thought
that it is a book.
According to storage of same content
possession ʺ祠 部職掌雑纂惣目録ʺ two kinds, ʺit
is 11 local explanatory notes salariesʺ. It is
thought that it is the number of books of the
main body, and this total number of books does
not include ʺthe district vs. example recordʺ
complete catalog. In ʺ祠 部職掌雑纂惣目録 ,ʺ the
first page has 編 者右京亮輝和自筆 and ʺthe
openingʺ and ʺexplanatory notesʺ to be indicated
in ʺgenerous politics eight years age
living‐in‐fifty‐third of the sexagenary cycles
summer Juneʺ, and the continuing list is the
other writing brush, and two kinds of lists are
異筆. In ʺsmall shrine part business classified
collection in book formʺ and ʺ霸 部職掌雜纂 ,ʺ
editing was finished in generous politics June, 8
when I put these together, but, as for ʺ祠 部職掌
雑纂惣目録ʺ being made, and the entirety
having been maintained as an editing thing, ʺ金
銀考ʺ is knit later, and or it is thought that the
number of books at the point in time was
described afterwards in the times when 11 rolled
book ʺdistrict explanatory notes recordsʺ became
the popular edition.
11 five or other rolled books
It is the books that 11 rolled books became the
original text as follows. I enumerate the books
which I cannot take as 11 rolled books for list
deficiency here.
①立岩甚五郎敬徳増補 ʺsupplementary local 凢
example recordʺ ( six 11 volumes) of the Keio
University library possession includes a
handwriting editorʹs note of the Bunkyu 3
(1863) year. It is Nakamoto who added ʺ愚 云ʺ
or opinion supplement or the official notice by
the person of enlargement including ʺthe folly
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additionʺ following the text of ʺthe local 凢
example recordʺ which assumed 11 rolled books
an original text.
② Of ʺthe pivot recordʺ ( reserving book of the
administrative work of 忍 藩 which there was as
a territory in the neighborhood of Gyoda‐shi,
Saitama) of the book different as for the library
possession book attached to Tsukuba University
to 11 ʺmain partʺ rolled books, ʺpunishmentʺ
ʺdikeʺ is Yorimoto of the Mino book which five
books in total got mixed with. 16 making notes
in the margin ʺis all local 凢 example 錄 ʺ.
③ As books of the list deficiency, a complete
catalog accompanies Kyoto University
department of literature reading room Kuramoto
and is 11 Mino books with the copy to winding
10. ʺIt is 13 one listʺ in a list.
④ Judging from the text, 22 library habitation
temple library possession books attached to
Yamaguchi University are Mino books of ʺ11
rolled booksʺ which one complete catalog
accompanies with 13 books.
⑤ Senate house old Kuramoto omits 11 11
volumes to ten 11 volumes in National Archives
existing storehouse. As for winding 9, eleventh
volume, winding 10 correspond to the ninth
volume (river building = river improvement)
of blue Yamamoto. There is an afterword at the
end of winding 10.
(7) Study of the bibliography of ʺthe local
explanatory notes recordʺ
Various types of popular editions transcript it
by early period of Meiji, and these ʺlocal
explanatory notes recordʺ is published, but the
decoding version of the estimated original is not
yet published when made first. This ʺcomplete
original versionʺ is the historical materials that
value as the original or the original is very high
in. For example, ʺthe domestic administration
principle of the curtain feudal clan systemʺ
including the abbreviated ʺrule principle
ʺmanagement administration rule ʺstructure ʺ支
配政 measures of 切 支丹宗徒 and the villageʺ
of the regulation of the gunʺ of the barrierʺ for
substance and them of the citizen of cover
discrimination from Middle Ages to the early
modern timesʺ is greatly described in other
historical materials vividly. About these details,
see a commentary by the writing of forecited
Yasuo Nagatani. In addition, in the commentary
of Kyukei Oishi original work, Shinkei Oishi
supplementary sections with corrections,

Shinzaburo Oishi revision ʺdistrict explanatory
notes recordʺ ( the first book, the second
volume) which can be called ʺthe version up
for Meiji Restorationʺ of ʺthe local explanatory
notes recordʺ that a first edition was published
in May, 1969 by the Kondo publishing company,
as for Mr. Shinzaburo Oishi, Ko Tojo describes
the existence of the book of three systems of
large Kuramoto ( as for the official title ʺa
proofreading district explanatory notes recordʺ)
that the Okura matter revised in the Tojo
book ,③ Keio 2(1866) year which did revised
supplementary sections with corrections by a
request of ,① transcription popular edition ,②
Tadakuni Mizuno, but it may be said that it is a
big characteristic that the historical materials
that I published this time do not belong to
which system of these either. I investigate a
critical mind of the first of the farmer rule policy
of the Edo Shogunate and put it and have
contents deserving to be you if I call it with very
valuable historical materials, and it may be said
with the beginning for decoding. And mention
of a bibliography listed in this publication, polite
sleeve notes of the technical term are very useful
contents. However, it is a fact not to be able to
deny to be the printed book which is greatly
different from the original in the content
probably because these historical materials were
revised as a domestic administration guidance
on the occasion of the Meiji Restoration.
I put foundations in the general remarks
mentioned above as follows and want to inspect
the value of these historical materials
individually.
It is made ʺdiscoveryʺ in Shinoyama, Tanba,
and, in this version ( 7) reprinted newly,
remarkable difference is seen in appearance or
the reel number of the text in comparison with
historical materials ( 8) of the Mr. Shinzaburo
Oishi revision. Therefore, here, I want to follow
the historic change of the book concerned
through a writing brushes manuscript,
examination of the history of 諸 版本竝 びに
study.
This ʺAoyama library place book printed with
cast platesʺ is not the original at writing, current
first done point in time when it was edited, but
it is the oldest among confirmation or the
biography books which I can estimate in the
handwriting year, and there is little duplicate
number of times and I borrow it from a person
of Shogunate post and, as historical materials
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copied faithfully by the amanuensis of the
Shinoyama feudal clan, it is accurate and is rich,
besides. Furthermore, there is no room to catch
doubt in being an authentic text restored soon in
the original by passing through this supervision.
In other words, I compare the difference of
books and investigate it and am originally a
book edited based on the restored text and the
text that it is thought that I approached it again
by the figure which there was.
Transcription book of one ʺlocal explanatory
notes recordʺ
It was done a seal line, but a printed book
spread in ʺthe local explanatory notes recordʺ in
a transcription book till then for the late
Tokugawa period revolution period. I classify
below books considered to be important from
the reel number.
① Major shrine library ( the possession book of
the major shrine library which ten ) 〈 Ise‐jingu
Grand Shrine runs.) It is ten ten volumes, but,
unlike blue Yamamoto, there is the preface
which is not placed in memorial presented to
the Throne and the Shinzaburo Oishi book to
mention later. The author name becomes clear in
them. It is ʺTenpo era April, the summer of 5ʺ
and a certain 〉 in preface
② Aoyama library ( ten)
③ Stillness temple, Keio University library,
National Archives 〈
senate house old
storehouse 〉 , Tsukuba University library ( 11)
to praise
④ Hosei University library, east hair learning
Cultural Center ( 12)
⑤ʺLocal 凢 成録ʺ (Waseda University library,
Kyushu University faculty of liberal arts joint
reading room possession, 18)
Printed book of two ʺlocal explanatory notes
recordsʺ
As for the printed book, the following was
performed 上 梓 of for the revolution period by
the late Tokugawa period.
① Great Kuramoto
② Hashizume book
③ Tojiyo book
And it is for a recent reprint, and there is the
following before the war.
① Takimoto book
② Shinzaburo Oishi book
Consideration about three ʺ金 銀考ʺ and 11

rolled books
Even if the transcription book which spread in
the world was almost called 11 rolled books, I
already spoke that it was not exaggeration. Vol.
11 discusses ʺgold and silver circulationʺ
ʺcollective relief granaryʺ ʺgrain storageʺ ʺchief
administrator expense supplyʺ. As for the text of
the scroll which does not exist to blue
Yamamoto concerned, most are almost
considered to be the same content with ʺ金 銀考
ʺ.
I will estimate an establishment process of Vol.
11. Because it is thought that ʺit is 金 銀考ʺ as it
is pointed out before this father が , war, this
winding is estimated when ʺ分 限扶持之事ʺ gets
mixed from the part of the text such as ʺ勤 要集
ʺ or the similar book ʺdistrict miscellaneous
notesʺ which there is which listed the necessary
matters such as the business trip travel expenses
in the duty for a district magistrate, a grieve, a
chief administrator and a humble placeman and
was established.
Furthermore, it is enumeration of confused
knowledge, and the contents of ʺ金 銀考ʺ are
thought to lack in on‐the‐job utility when I
compare the contents of the text of both. As for
the Asahitai child, a choice transcripts the
eleventh volume of ʺdistrict 凢 example 錄 ʺ by
ʺsumi Umiyama writing brushʺ while I cannot
swallow ʺTenpo era April, the summer of 5ʺ in
the major shrine pocket edition opening of 10
rolled books mentioned above whole when I
estimate the establishment generation of Vol. 11
to be a memorial presented to the Throne,
preface, an afterword, and there is a
handwriting editorʹs note in ʺ12 Tenpo era Year
of the Ox Septemberʺ. Seiichi Takimoto
estimates the time when ʺ金 銀 考 ʺ was
established to be for Tenpo era Era or 澪 化澪政
頃. As for of Vol. 11 and the memorial presented
to the Throne, the preface, the establishment of
the afterword, it seems that I think about there
being few biography books of 10 rolled books in
addition after writing with the relatively early
times in the ほ ゞ same time. ʺA local
explanatory notes recordʺ is evaluated as useful
writing socially, and it is thought that I show
that it came to be copied the spread at that time.
Because they produce new tradition again
because they can estimate that memorial
presented to the Throne, preface, each afterword
were made in history, it is thought that they
cannot deny the possibility with decoration, an
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exaggeration and the error. Therefore, the
conventional study represented by Shinzaburo
Oishi who solved ʺa local explanatory notes
recordʺ based on these lacks in a review for the
text, and not only I obeyed historical materials
considered that it was made in after ages
blindly, but also it may say with the greatest
defect, besides, to neglect that I grasp a role or
the value of the book concerned in the whole
structure of the curtain feudal clan system
generally and objectively. I start work at
collation of the text of historical materials not to
fall into it and consider an effort of the
discovery of an older transcription book and the
historic change of the writing by the first fringe
historical materials when it is necessary to
reinforce with a fact.
Stillness temple possession book to praise of
four ʺlocal explanatory notes recordsʺ
ʺThe district vs. example recordʺ of the stillness
temple library possession to praise was a part of
ʺ松井勘治文庫本ʺ, and the article for sale of the
Okochi house of the feudal lord and ʺthe
Takasaki libraryʺ was stored up through Matsui
by the library concerned. Because these are
Mino books, and 5 of the winding and 6 ʺare 11
rolled booksʺ of 11 11 volumes of the missing
volume when I look it, and there are not a
memorial presented to the Throne, preface, an
afterword, author notation, an editorʹs note, it is
the constitution that is plain like blue
Yamamoto. Title paper ʺis 霸 部職掌雜纂ʺ, and a
one order list of each winding has a title on the
first page ʺthe district vs. example recordʺ and is
stamped a ʺsmall shrine regionʺ ʺTakasaki
libraryʺ ʺownership stamp ʺstatic Dochin
storehouse mark of the Okochisʺ to praiseʺ. The
binding of each winding resembles it, but, with
the reason that size is uneven, is hard to think
about the whole volume that it was bound
transcription in a mass for a certain 1:00 period.
In other words, it approaches, and it is thought
that it is a book.
According to storage of same content
possession ʺ祠 部職掌雑纂惣目録ʺ two kinds, ʺit
is 11 local explanatory notes salariesʺ. It is
thought that it is the number of books of the
main body, and this total number of books does
not include ʺthe district vs. example recordʺ
complete catalog. In ʺ祠 部職掌雑纂惣目録 ,ʺ the
first page has 編 者右京亮輝和自筆 and ʺthe
openingʺ and ʺexplanatory notesʺ to be indicated

in ʺgenerous politics eight years age
living‐in‐fifty‐third of the sexagenary cycles
summer Juneʺ, and the continuing list is the
other writing brush, and two kinds of lists are
異筆. In ʺsmall shrine part business classified
collection in book formʺ and ʺ霸 部職掌雜纂 ,ʺ
editing was finished in generous politics June, 8
when I put these together, but, as for ʺ祠 部職掌
雑纂惣目録ʺ being made, and the entirety
having been maintained as an editing thing, ʺ金
銀考ʺ is knit later, and or it is thought that the
number of books at the point in time was
described afterwards in the times when 11 rolled
book ʺdistrict explanatory notes recordsʺ became
the popular edition.
11 five or other rolled books
It is the books that 11 rolled books became the
original text as follows. I enumerate the books
which I cannot take as 11 rolled books for list
deficiency here.
①立岩甚五郎敬徳増補 ʺsupplementary local 凢
example recordʺ ( six 11 volumes) of the Keio
University library possession includes a
handwriting editorʹs note of the Bunkyu 3
(1863) year. It is Nakamoto who added ʺ愚 云ʺ
or opinion supplement or the official notice by
the person of enlargement including ʺthe folly
additionʺ following the text of ʺthe local 凢
example recordʺ which assumed 11 rolled books
an original text.
② Of ʺthe pivot recordʺ ( reserving book of the
administrative work of 忍 藩 which there was as
a territory in the neighborhood of Gyoda‐shi,
Saitama) of the book different as for the library
possession book attached to Tsukuba University
to 11 ʺmain partʺ rolled books, ʺpunishmentʺ
ʺdikeʺ is Yorimoto of the Mino book which five
books in total got mixed with. 16 making notes
in the margin ʺis all local 凢 example 錄 ʺ.
③ As books of the list deficiency, a complete
catalog accompanies Kyoto University
department of literature reading room Kuramoto
and is 11 Mino books with the copy to winding
10. ʺIt is 13 one listʺ in a list.
④ Judging from the text, 22 library habitation
temple library possession books attached to
Yamaguchi University are Mino books of ʺ11
rolled booksʺ which one complete catalog
accompanies with 13 books.
⑤ Senate house old Kuramoto omits 11 11
volumes to ten 11 volumes in National Archives
existing storehouse. As for winding 9, eleventh
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volume, winding 10 correspond to the ninth
volume (river building = river improvement)
of blue Yamamoto. There is an afterword at the
end of winding 10.

［ISBN978‐4‐7603‐0395‐3 C3321 ¥50000E］
※ Volume IV: 日本科学技術古典籍資料／漁業篇
［2］
［ISBN978‐4‐7603‐0396‐0 C3321 ¥50000E］
※ Volume V: 日 本科学技術古典籍資料／土木篇
［1］
［ISBN978‐4‐7603‐0397‐7 C3321 ¥50000E］
※ Volume VI: 日本科学技術古典籍資料／建築篇
［1］
［ISBN978‐4‐7603‐0408‐0 C3321 ¥50000E］
※ Volume VII: 日本科学技術古典籍資料／物理學篇
［1］
［ISBN978‐4‐7603‐0409‐7 C3321 ¥50000E］
※ Volume VIII: 日本科学技術古典籍資料／化學篇
［1］
［ISBN978‐4‐7603‐0410‐3 C3321 ¥50000E］
※ Volume IX: 日 本科学技術古典籍資料／軍事
技術篇［1］
［ISBN978‐4‐7603‐0411‐0 C3321 ¥50000E］
※ Volume X: 日本科学技術古典籍資料／蠶業篇
［1］
［ISBN978‐4‐7603‐0412‐7 C3321 ¥50000E］
※ Volume XI: 日本科学技術古典籍資料／鉱業篇
［1］
［ISBN978‐4‐7603‐0413‐4 C3321 ¥50000E］
『近世歴史資料集成 Volume VIII 期 』
〔全 11 巻〕
※ Volume I: 日 本科学技術古典籍資料／植物學
・動物學篇［1］

※ Volume II: 日本科学技術古典籍資料／林業篇
［1］

近世歴史資料集成主題別内容一覧
[Volume I 期 ・Volume II 期 ・Volume III 期 ・
Volume IV 期 ・Volume V 期 ・Volume VI 期 (全
巻完結), Volume VII 期 ()]
The Collected Historical Materials in Yedo
Era(from 1st Series to 7th Series)
近世歴史資料研究会 訳編
Edited and Translated by The Society for the
Study of Collected Historical Materials in Yedo
Era
B5 版 ・ 上 製 ・ 布 装 ・ 貼 箱 入 ・ 各 巻 定 価
［Price50,000 Japanese Yen+税 ］
（郷帳篇のみ Price60,000 Japanese Yen）・各巻
分売可

江戸幕府編纂物篇
＊『近世歴史資料集成 Volume VII 期 』Volume
III: 江戸幕府編纂物篇［1］／祠部職掌類聚
地方凡例録（完全原典版: 原文篇・解読篇・
解説篇・索引篇）
（2012 ／平成 24 年 6 月刊行）
江戸時代の農村の基本的な支配政策要項とな
った本書を研究に十全に活用できるように編
纂した。この「青山文庫所蔵本」が最初に記
された原典（全十巻）であることを実証する。
Price50,000 Japanese Yen

地誌篇
＊『近世歴史資料集成 Volume VI 期 』Volume
VII: 地誌篇［1］／休明光記（完全版）
（2010 ／平成 22 年 6 月刊行）
松前藩の奉行職にあった羽太正養の「休明光
記」の原文（巻之 1 ～巻之 9、邊策私辨、附録
巻之 1 ～巻之 2）と解読文を併載。全二分冊。19
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世紀初頭（寛政 11~文化 4、1799~1807） が対
象。
＊『近世歴史資料集成 Volume VI 期 』Volume
VIII: 地誌篇［2］／休明光記（完全版）
（2010 ／平成 22 年 7 月刊行）
松前藩の奉行職にあった羽太正養の「休明光
記」の原文（附録巻之 3 ～巻之 11、目録篇）
と解読文を併載。「蝦夷開拓史年表」「解説」
「索引」なども掲載する。全二分冊。
各巻 Price 50,000 Japanese Yen
揃 Price 100,000 Japanese Yen（ 全 2 巻）

郷帳篇
＊『近世歴史資料集成 Volume VII 期 』Volume
I: 郷帳篇［1］／天保郷帳［完全版］
（2010 ／平成 22 年 2 月刊行）
天保時代の村落名 63,794 件を網羅。村落名に読
み仮名をふり、索引も充実。全四分冊。
＊『近世歴史資料集成 Volume VII 期 』Volume
II: 郷帳篇［2］／正保郷帳［完全版］
（2013 ／平成 25 年年刊行）
各巻 Price 60,000 Japanese Yen
揃 Price 120,000 Japanese Yen（ 全 2 巻）

薬物學篇〔全 4 巻〕

＊『近世歴史資料集成 Volume V 期 』Volume X:
日本科学技術古典籍資料／薬物學篇【1】
（2008 ／平成 20 年 7 月刊行）
◎遠西醫方名物考〈原文篇（1）〉（宇田川
榛齋 譯述、宇田川 榕 蓭 校補、遠藤 正
治 編）
＊『近世歴史資料集成 Volume V 期 』Volume XI:
日本科学技術古典籍資料／薬物學篇【2】
（2008 ／平成 20 年 12 月刊行）
◎遠西醫方名物考〈原文篇（2）〉（宇田川
榛齋 譯述、宇田川 榕 蓭 校補、遠藤 正治
編）、◎解説・索引篇
＊『近世歴史資料集成 Volume VI 期 』Volume
VI: 江戸時代における朝鮮薬材調査の研究（1）
（2010 ／平成 22 年 3 月刊行）
享保六年刊行の「薬材質正紀事」の原文と解
読文を併載。Volume 二 次調査が対象。
「解題」
「索引」などを掲載する。
＊『近世歴史資料集成 Volume VI 期 』Volume
IX: 江戸時代における朝鮮薬材調査の研究（2）
（2011 ／平成 23 年 11 月刊行）
◎薬材獸吟味被仰出候始終覚書（ 乾・坤）
［原
文篇・解読篇］◎人参始終覚書（乾・坤）
［原
文篇・解読篇］
各巻 Price 50,000 Japanese Yen
揃 Price 200,000 Japanese Yen（ 全 4 巻）

數學篇〔全 12 巻〕
＊『近世歴史資料集成 Volume IV 期 』Volume I:
日本科學技術古典籍資料／數學篇［1］
（2002 ／平成 14 年 3 月刊行）
著者不詳『算用記』
（16 世紀末～ 17 世紀初頭）
、
百川 治兵衛 編『諸勘分物』
（1622 年）
、毛利
重能 編『割算書』
（1622 年）
、
『竪亥録』
（1639
年）、著者不詳『萬用不求算』（1643 年）、阿部
重道 編『算法整數起源抄』
（1845 年）
、村田
恒光 編『算法側圖詳解』
（1845 年）
、佐藤
墓 編『三哲累 Japanese Yen 述』
、澤池 幸恒
撰『算法 Japanese Yen 理楕 Japanese Yen 集』
＊『近世歴史資料集成 Volume IV 期 』Volume II:
日本科學技術古典籍資料／數學篇［2］
（2001 ／平成 13 年 7 月刊行）
島田 貞繼 編『九數算法』
（1653 年）
、佐藤
正興『算法根源記』
（1669 年）
、星野 實宣 編
『股勾弦嫌』
（1672 年）
、星野 實宣 撰『算學
啓蒙註解』
（1672 年）
、前田 憲舒 著『算法至
、中西 正好 編『勾股弦適等
源記』
（1673 年）
集』（1683 年）、田中 由眞 述『算學紛解』、
村松 茂清 著『
［再版］算法算爼』
（1684 年）
、
西川 勝基 撰『算法指南』
（1684 年）
、井關
知辰 撰『算法發揮』
（1690 年）
、建部 賢弘
著『新編算學啓蒙諺解』
（1690 年）
、佐藤 茂春
撰『算法天元指南』
（1698 年）
、三宅 賢隆
撰『具應算法』
（1699 年）
、西脇 利忠 編『算
法天元録』
（1715 年）
＊『近世歴史資料集成 Volume IV 期 』Volume
III: 日本科學技術古典籍資料／數學篇［3］
（2001 ／平成 13 年 8 月刊行）
田中 佳政 編『數學端記』
（1717 年）
、若杉
多十郎 撰『勾股致近集』
（1719 年）、『演段數
品例』
（1732 年）
、松永 良粥 編『方 Japanese
Yen 算經』
（1739 年）
、松永 良粥 著『算法演
段品彙』、
『角形圖解』
（1746 年）、入江 保叔
編『一源括法』
（1760 年）
、
『開方要旨』
（1762 年）
、
（1766 年）
、
『拾爰算法』
『方 Japanese Yen 奇巧』
（1769 年）
、藤田 定賢 編『算法集成』
（1777
年）
、安島 直 Japanese Yen 編『三角内容三斜
術』
、會田 安明 編『算法古今通覽』
（1797 年）
、
會田 安明 編『算法角術』
、大原 門人 編『算
法點竄指南』
（1810 年）
＊『近世歴史資料集成 Volume IV 期 』Volume
IV: 日本科學技術古典籍資料／數學篇［4］
（2001 ／平成 14 年 3 月刊行）
會田 安明 編『算法天生法指南』
（1810 年）
、
坂部 廣胖 著『算法點竄指南録』
（1810 年）
、
堀池 敬久 閲・堀池 久道 編『要妙算法』
（1831 年）
、内田 観 編『 Japanese Yen 理闡
微表』
、
『算法點竄手引草・初篇、二篇、三篇』
、
山口 言信 著『算法 Japanese Yen 理冰釋』
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（1834 年）
、秋田 義蕃 編『算法極形指南』
（1835
年）、『照闇算法』（1841 年）、和田 寧 傳『
Japanese Yen 理算經』
（1842 年）
、豊田 勝義
編『算法楕 Japanese Yen 解』
（1842 年）
、内田
久命 編『算法求積通考』
（1844 年）
、阿部
重道 編『算法求積通考・後編』
＊『近世歴史資料集成 Volume IV 期 』Volume V:
日本科學技術古典籍資料／數學篇［5］
（2002 ／平成 14 年 10 月刊行）
今村知商編『因歸算歌』（1640 年）、榎並 和
澄 編『參両録』（1653 年）、初坂 重春 編
『 Japanese Yen 方 四巻記』（1657 年）、山田
正重 著『改算記』（1659 年）
＊『近世歴史資料集成 Volume IV 期 』Volume
VI: 日本科學技術古典籍資料／數學篇［6］
（2003 ／平成 15 年 4 月刊行）
藤岡 茂元 編『算元記』（1657 年）、澤口
一之 撰『古今算法記』（1671 年）、松永 良
粥他 編『罅老余算統術』、田原 嘉明 編
『［新刊］算法記』（1652 年）
＊『近世歴史資料集成 Volume IV 期 』Volume
VII: 日本科學技術古典籍資料／數學篇［7］
（2004 ／平成 16 年 9 月刊行）
柴村 盛之 編『格致算書』（1657 年）、村瀬
義益 編『算學淵底記』（1673 年）、池田
昌意 編『數學乘除往來』（1674 年）
＊『近世歴史資料集成 Volume IV 期 』Volume
VIII: 日本科學技術古典籍資料／數學篇［8］
（2007 ／平成 19 年 11 月刊行）
磯村 吉徳 撰『
［増補］算法闕疑抄』
（1684 年）
＊『近世歴史資料集成 Volume V 期 』Volume IV:
日本科學技術古典籍資料／數學篇［9］
（2008 ／平成 20 年 12 月刊行）
野沢 定長 著『童介抄』（1664 年）、多賀谷
經貞 撰『方 Japanese Yen 秘 見集』（1667
年）、村井 漸 編『算法童子問』（1784 年）
＊『近世歴史資料集成 Volume VI 期 』Volume I:
日本科學技術古典籍資料／數學篇［10］
（2009 ／平成 21 年 11 月刊行）
● Volume 一 部 資料篇 1
岡嶋 友清 編『算法明備』（1668 年）、『算
法發蒙集』（1670 年）、石山 正換 編『算法
指掌大成』（1723 年）、『 Japanese Yen 法 四率』、
『算法點竄手引草・三篇附録』
※『近世歴史資料集成 Volume VI 期 』Volume II:
日本科學技術古典籍資料／數學篇［11］
（2012 ／平成 24 年刊行）
● Volume 一 部 資料篇 1
関孝和の著作の複製及び関孝和・関孝和一門
の業績についての解説。
『 發微算法』
（ 1674 年）、
『求積』、『角法演段』、『関氏七部書』、『圖書
精義』、
『關流算法類聚』、
『大成算經續録』、
『關

算雜書』（1810 年）など。
※『近世歴史資料集成 Volume VI 期 』Volume
III: 日本科學技術古典籍資料／數學篇［12］
（2012 ／平成 24 年刊行）
● Volume 一 部 資料篇 1
吉田 光由 著『塵却記』のさまざまな版に
ついての総合的研究。
吉田 光由 著『塵却記』
［下巻］
（1627 年）、
吉田 光由 著『塵却記』（1627 年）、吉田
光由 著『新編塵却記』［下］
（1641 年）、吉田
光由 著『塵却記』
（1671 年）、吉田 光由
著『新板塵却記』（1686 年）、吉田 光由
著『新編塵却記』（1699 年）、吉田 光由 著
『新編頭書萬寶塵却記大全』（1714 年）吉田
光由 著『新編塵却記頭書集成』
（1717 年）
● Volume 二 部 文献解題篇 I‐XII 巻に掲載さ
れた論攷の書誌的考察
● Volume 三 部 索引篇 文献解題篇 I‐XII 巻
巻の総合的な文献索引、人名索引などを掲載
● Volume 四 部 年表篇「日本數學史総合年表」
各巻 Price 50,000 Japanese Yen
揃 Price 600,000 Japanese Yen（ 1‐12 巻）、
揃 Price 450,000 Japanese Yen（ 1‐9 巻）

天文學篇〔全 5 巻〕
＊『近世歴史資料集成 Volume III 期 』Volume
VIII: 日本科學技術古典籍資料／天文學篇［1］
（2000 ／平成 12 年 12 月刊行）
● Volume 一 部 資料篇
（01）渋川春海（保井春海）撰、安倍泰福
校『貞享暦』（7 巻）‐‐‐‐日本暦として最初に
編簒される。1684（貞享 1）年のことである。
（02）安倍泰邦『寶暦暦法新書』
（16 巻）‐‐‐‐1754
（寶暦 4）年に奏進。（03）安倍泰邦『寶暦暦
法新書・續録』（2 巻）。（04）高橋至時・間重
冨 撰、安倍泰栄 校『暦法新書』（8 巻）
‐‐‐‐1797（ 寛政 9）年に奏進。（05）渋川景佑
撰『新法暦書』
（10 巻）‐‐‐‐‐1814（ 天保 13）
年に奏進。日本で最後の太陰太陽暦
＊『近世歴史資料集成 Volume III 期 』Volume
IX: 日本科學技術古典籍資料／天文學篇［2］
（2000 ／平成 12 年 12 月刊行）
● Volume 一 部 資料篇
（35 巻）‐‐‐‐‐1844
（06）渋川景佑 撰『寛政暦書』
（弘化 1）年に完成。（07）渋川景佑 撰『寛
政暦書・續録』（5 巻）‐‐‐‐‐1844（ 弘化 1）年
に完成
＊『近世歴史資料集成 Volume III 期 』Volume X:
日本科學技術古典籍資料／天文學篇［3］
（2001 ／平成 13 年 1 月刊行）
● Volume 一 部 資料篇
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（08）渋川景佑 撰『新修五星法』（10 巻）。
（09）渋川景佑 撰『新修五星法・續録』（10
巻）。
（10）本居宣長 著『眞暦考』
（1 巻）。
（11）
中根 元圭 撰『皇和通暦』（3 巻）
＊『近世歴史資料集成 Volume III 期 』Volume
XI: 日本科學技術古典籍資料／天文學篇［4］
（2001 ／平成 13 年 4 月刊行）
● Volume 一 部 資料篇
（12）渋川景佑 撰『天文瓊統』
（15 巻）。
（13）
渋川景佑 撰『校正天経或問國字解』
（18 巻）。
（14）渋川景佑 撰『新修彗星法』（13 巻）。
（15）西川忠英 撰『兩儀集説』
（9 巻）。
（16）
渋川景佑 撰『日本書紀暦考』（1 巻）。（17）
平田篤胤 撰『春秋命歴序攷』（2 巻）。（18）
馬場信武 著『初學天文指南』（5 巻）。（19）
伊能忠敬 著『歴象編斥妄』（1 巻）
＊『近世歴史資料集成 Volume IV 期 』Volume
IX: 日本科學技術古典籍資料／天文學篇［5］
（2005 ／平成 17 年 2 月刊行）
● Volume 一 部 資料篇
（20）平田篤胤 撰『天朝無窮暦』
（7 巻）
（21）
平田篤胤 撰『三暦由来記』（3 巻）。（22）釋
Japanese Yen 通 序『佛國暦象編』（5 巻）。
（23）司馬江漢 著『和蘭天説』
（1 巻）。
（24）
渋川景佑 撰『星學須知』
（8 巻）
。
（25）池田
好運 編『元和航海書』
（1618 年）
● Volume 二 部 文献解題篇 掲載された論攷
の書誌的考察
● Volume 三 部 索引篇 文献索引、人名索引
などを掲載
● Volume 四 部 年表篇 「日本天文學史総合
年表」
各巻 Price 50,000 Japanese Yen
揃 Price 250,000 Japanese Yen（ 1‐5 巻）

救荒篇〔全 2 巻〕
＊『近世歴史資料集成 Volume IV 期 』Volume X:
救荒【1】（2006 ／平成 18 年 11 月刊行）
○江戸時代、国内資源の枯渇からくる飢饉を
克服するために、有用動物・植物の研究が行
なわれた。本巻はその成果で、動物・植物の
生態學的・形態學的研究から、採集・食用方
までも叙述してある。この中の、凶荒時に食
用とする山野の植物についての考察は、日本
の縄文時代の野生植物を研究するためのたい
せつな資料ともなるであろう。動物・植物・
鉱物・食物・生薬名索引を載せる。◎「救荒
本草」和刻本（周定王 著、松岡 玄達 校
訂）、◎救荒本草啓蒙（小野 恵畝 著）、◎
救荒本草通解（岩崎 常正 著）、◎救荒野
譜、◎民間備荒録（建部 清庵 著）‐‐‐‐備荒

種芸之法、備荒儲蓄之法など、飢饉に際して
の心得を説く、◎備荒草木図（建部 清庵 著）
＊『近世歴史資料集成 Volume V 期 』Volume IX:
救荒【2】（2008 ／平成 20 年 3 月刊行）
◎かてもの、◎救荒草品図、◎救荒本草通解
（岩崎 常正 著）、◎救荒会誌、◎救餓録、
◎民間備荒録・解読篇（建部 清庵 著）
、◎備
荒草木図・解読篇（建部 清庵 著）
各巻 Price 50,000 Japanese Yen
揃 Price 100,000 Japanese Yen（ 1‐2 巻）

民間治療篇〔全 17 巻〕
＊『近世歴史資料集成 Volume II 期 』Volume
VIII: 民間治療【1】
〈1991/平成 3 年 5 月刊行〉
◎普救類方（林 良適・丹羽 正伯 撰）
＊『近世歴史資料集成 Volume II 期 』Volume IX:
民間治療【2】〈1990/平成 2 年 9 月刊行〉
◎広恵濟急方（多紀 元簡 校）、◎嶺丘白
牛酪考（桃井 寅 撰）、◎白丹砂製練法（養
拙齋稿寛度 著）
＊『近世歴史資料集成 Volume II 期 』Volume X:
民間治療【3】〈1996/平成 8 年 5 月刊行〉
◎耳順見聞私記（岷 龍斉 著）、◎袖珍仙
方（奈良 宗哲 著）、◎奇方録（木内 政
章 著）、◎農家心得草薬法、◎漫游雑記薬
方、◎妙藥手引草（申斉独妙 著）、◎掌中
妙藥竒方（丹治 増業 著）
＊『近世歴史資料集成 Volume II 期 』Volume XI:
民間治療【4】〈1996/平成 8 年 1 月刊行〉
◎救急方（乙黒 宗益 著）、◎萬寶重寶秘
傳集（華坊 兵蔵 著）、◎懐中備急諸国古
傳秘方、◎薬屋虚言噺（橋本 某 著）、◎
寒郷良剤（岡本 信古 著）、◎此君堂薬方
（立原 任 著）
＊『近世歴史資料集成 Volume III 期 』Volume I:
民間治療【5】〈1998/平成 11 年 3 月刊行〉
◎奇工方法、◎諸家妙薬集、◎古方便覽【附
・腹候圖】
（六角 重任 著）、◎家傳醫案抄、
◎古今樞要集【古今樞要集口傳】
＊『近世歴史資料集成 Volume III 期 』Volume II:
民間治療【6】〈1998/平成 10 年 3 月刊行〉
◎常山方【前篇】（曲直瀬 正紹 撰、曲直
瀬 親俊 補）
＊『近世歴史資料集成 Volume III 期 』Volume
III: 民間治療【7】〈1998/平成 11 年 3 月刊行〉
◎常山方【後篇】（曲直瀬 正紹 撰、曲直
瀬 親俊 補）、◎常山方総索引
＊『近世歴史資料集成 Volume III 期 』Volume
IV: 民間治療【8】〈1998/平成 11 年 6 月刊行〉
◎濟民略方、◎醫法明鑑（曲直瀬 正紹 著）
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＊『近世歴史資料集成 Volume III 期 』Volume V:
民間治療【9】〈1999/平成 11 年 6 月刊行〉
◎和方一萬方【前篇】〈改訂・増補版〉（村井
琴山 著）
＊『近世歴史資料集成 Volume III 期 』Volume
VI: 民間治療【10】〈1999/平成 11 年 10 月刊行〉
◎和方一萬方【前篇】〈改訂・増補版〉（村井
琴山 著）、◎和方一萬方総索引
＊『近世歴史資料集成 Volume III 期 』Volume
VII: 民間治療【11】〈2000/平成 12 年 2 月刊行〉
◎妙薬博物筌（藤井 見隆 著）
＊『近世歴史資料集成 Volume IV 期 』Volume
XI: 民間治療【12】
（2002 ／平成 14 年 3 月刊行）
◎妙薬奇覧（船越 君明 著）、◎妙薬奇覧
拾遺（宮地 明義 著）、◎類編廣益衆方規
矩備考大成（千村 眞之 著）
＊『近世歴史資料集成 Volume V 期 』Volume I:
民間治療【13】（2003 ／平成 15 年 5 月刊行）
◎経脈圖説（夏井 透玄 著）、◎鍼灸阿是
要穴（岡本 爲竹 著）、◎経穴彙解（原
昌克 著）
＊『近世歴史資料集成 Volume V 期 』Volume II:
民間治療【14】（2004 ／平成 16 年 3 月刊行）
◎医方考繩衍（北山 道長 著）、◎救急選
方（多紀 元簡 著）
＊『近世歴史資料集成 Volume V 期 』Volume III:
民間治療【15】（2004 ／平成 16 年 4 月刊行）
◎金瘡秘傳集、◎補訂衆方規矩大全（南川
道竹 著）、◎鑑効秘要方
＊『近世歴史資料集成 Volume VI 期 』Volume
IV: Folk Cure【 16】
（2012 ／平成 24 年 6 月刊行）
◎［古方書］（田代 三喜 著）、◎家宝日用
奇方録（岷 龍斉 著）、◎万聖秘伝妙薬集、
◎万病妙薬集（益田 良継 著）、◎妙薬妙
術集（吉田 威徳 著）◎難病妙薬抄、◎妙
薬秘伝集、◎救民妙薬方（霍翁老人 著）、
◎救民単方（佐佐城 直知 著）、◎救民薬
方録（阿部 正興 著）、◎広益妙法集五大
庵 可逸 著）
※『近世歴史資料集成 Volume VI 期 』Volume V:
民間治療【17】
◎ Yakushu Sôdensho Ichiryû, ◎ Shogô
Yakushû (MIURA),◎ Tanôsho
Price of Each Volume 50,000 Japanese Yen
Set Price 850,000 Japanese Yen（ 1‐17 巻）
Set Price 750,000 Japanese Yen（ 1‐15 巻）

醫學篇〔全 2 巻〕
＊『近世歴史資料集成 Volume V 期 』Volume V:

日本科學技術古典籍資料／醫學篇【1】
（2009 ／平成 21 年 6 月刊行）
◎校正東醫寶鑑〈和刻版〉・原文篇 1（許 浚
著、細川 元通 校正）
＊『近世歴史資料集成 Volume V 期 』Volume VI:
日本科學技術古典籍資料／醫學篇【2】
（2012 ／平成 24 年 6 月刊行）
◎校正東醫寶鑑〈和刻版〉
・原文篇 2、解説、
総索引（許 浚 著、細川 元通 校正）
各巻 Price 50,000 Japanese Yen
揃 Price 100,000 Japanese Yen（ 1‐2 巻）

園芸篇〔全 2 巻〕
＊『近世歴史資料集成 Volume V 期 』Volume
VII: 園芸【1】（2007 ／平成 19 年 7 月刊行）
○ 17 世紀初頭に興隆を見た花木・花卉園芸
は、上流階級の間に植物を賞頑する風習をも
たらし、文政時代に最盛期を迎えた。園芸植
物の栽培法の豊富化と、それによる植物に関
する知識の増加は、幕末からの博物学流行の
礎となった。
◎草木錦葉集（水野 忠暁 著）‐‐‐‐斑入植物
の集大成
＊『近世歴史資料集成 Volume V 期 』Volume
VIII: 園芸【2】（2008 ／平成 20 年 12 月刊行）
◎草木奇品家雅見（増田 金太 著）‐‐‐‐斑入、
枝垂、捩れ、線化、帯化、その他の植物の奇
態の集大成版、◎花壇綱目（水野 忠勝 著）、
◎錦繍枕（三代目伊藤伊兵衛 著）‐‐‐‐ツツジ
の図集。◎花壇地錦抄（三之丞 著）
各巻 Price 50,000 Japanese Yen
揃 Price 100,000 Japanese Yen（ 1‐2 巻）

採薬志篇〔全 2 巻〕
＊『近世歴史資料集成 Volume II 期 』Volume VI:
採薬志【1】〈1994/平成 6 年 11 月刊行〉
◎諸州採薬記（植村 政勝 著）、◎西州木
状（植村 政勝 著）、◎採薬使記（阿部
友之進 著）、◎山本篤慶採薬記（山本 篤
慶 著）、◎東蝦夷物産志・蝦夷草木写真（渋
江 長伯 原著、松田 直人 写）、◎木曾
採薬記（水谷 豊文 著）、◎伊吹山採薬記
（大窪 舒三郎 著）
＊『近世歴史資料集成 Volume II 期 』Volume
VII: 採薬志【2】〈1996/平成 8 年 5 月刊行〉
◎蘭山採薬記‐‐‐常州・野州・甲州・豆州・駿州
・相州（小野 蘭山 著）、◎勢州採薬志（小
野 蘭山 著）、◎濃州・尾州・勢州採薬記（丹
波 修治他 著）、◎城和摂諸州採薬記（丹羽
松齋 著）、◎雲州採薬記事（山本 安暢
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著）、◎薩州採薬録
各巻 Price 50,000 Japanese Yen 揃 Price
100,000 Japanese Yen（ 1‐2 巻）
『世界・日本歴史資料集成シリーズ』
＊ Volume 1: 日 本差別史関係資料集成 I［古
代・中世・近世篇］
〈2001 ／平成 13 年 8 月刊行〉
Collected Historical Materials of Japanese
Discriminations from Old Ages I （ From A.
D.234 to A. D. 1871）
東京人権歴史資料館 編
B5 判、箱入り、約 1,000 ページ、限定 200 部
［目 次］
● Volume 1 部 年表篇
古代国家の成立期から明治維新期までの差別に
関係する年表を作成。
● Volume 2 部 文献解題篇
差別に関連する Volume 一 次文献と、Volume
一次文献を解説した Volume 二 次文献の書誌的
解題。以下の参考文献が取り上げられている。
（01）柳田国男『所謂特殊部落の種類』、
（02）三好伊平次『同和問題の歴史的研究』、
（03）
喜田貞吉『特殊部落研究』、（04）部落問題研究
所『部落の歴史と解放運動』、（05）本田豊『新
版部落史を歩く』、（06）本田豊『被差別部落の
民俗と伝承』、
（07）盛田嘉徳『河原巻物』、
（08）
渡辺実『未解放部落史の研究』、（09）松下志朗
『九州被差別部落史研究』、（10）本田豊『白山
神社と被差別部落』、（11）部落解放研究所『近
世部落の史的研究』、（12）部落問題研究所『部
落史の研究・前近代編』、（13）寺木伸明『近世
部落の成立と展開』、（14）石尾芳久『部落起源
論』、
（15）横井清『中世民衆の生活文化』、
（16）
小林茂他『部落史用語辞典』、
（17）高橋貞樹『特
殊部落一千年史』、（18）盛田嘉徳『中世賎民と
雑芸能の研究』、（19）原田伴彦『被差別部落の
歴史』などを収録。
● Volume 3 部 資料篇（解読文・解説）
（01）『日本差別史史料』、（02）『江戸の下層階
級』、（03）『吉原』、（04）『大坂における近世被
差別部落の歴史・史料篇』、
（05）
『古事記』、
（06）
日本の賤民由来書『永帳巻物』、（07）『白山大
権現略縁起』、（08）「今戸神社略起」、（09）『長
吏根源傳』、（10）『長吏由来の巻』『長吏家礼の
巻』、（11）『長吏根元并ニ秘察巻』、（12）『平井
家文書・武州文書・相州文書・大里郡関係資
料』、（13）伊藤常足『屠児考』、（14）青柳種信
『恵登理乃考』、（15）浅草彈左衛門『彈左衛門
由緒書』、
（16）
『彈内記身分引上一件』、
（17）
『異
部落一巻』、（18）『乞喰頭丁助 天保凶年秋田

南部日記』、
（19）
『余部文書（付・小法師文書）』、
（20）『祠曹雑識』、（21）『御訴書控』、（22）『古
今役者論語魁』、
（23）『勝扇子事件資料』、
（24）
『小林新助芝居公事扣』、（25）『番非人資料』、
（26）『役人村由来書』、（27）『大坂における皮
革製造業の歴史』、
（28）『石坂村一件済口証文』
● Volume 4 部 資料篇（原文）
（一）浅草弾左衛門『弾左衛門由緒書』（国立
国会図書館所蔵）、
（二）
『弾内記身分引上一件』
（国立公文書館内閣文庫所蔵）、（三）『石坂村
済口証文』、（四）『被差別部落関係資料（武蔵
国児玉郡本庄宿）』
● Volume 5 部 附 録
「年号索引」、
（2）
「府藩県所轄并石高」、
（3）
（1）
「明治初期各府藩県人員表」、（4）「江戸時代の
大名配置図（1644 年［寛文 4 年］、五万石以上）」
［ISBN4‐7603‐0265‐4 C3020 ¥50000E］
Price 50,000 Japanese Yen

＊ Volume 2: 日 本差別史関係資料集成 II［近
代・現代篇（I）］
The Collected Historical Materials of Japanese
Discriminations in Modern Ages (I)（ From A.
D.1871 to A. D. 1969）
〈2002 ／平成 14 年 5 月刊行〉
東京人権歴史資料館 編
B5 判、箱入り、約 1,000 ページ、限定 200 部
○明治政府の成立期から現代に至るまでの、事
実としての差別の歴史を俯瞰。文献解題篇、年
表篇、資料篇の三部構成。
［目 次］
● Volume 1 部 年表篇
明治 4 年から昭和 44 年までの差別に関係する
年表を作成（2770 項目、340 ページ）。
● Volume 2 部 文献解題篇
差別に関連する Volume 一 次文献と､ Volume
一次文献を解説した Volume 二 次文献の書誌的
解題。
（01）島崎藤村『破戒』［1906 年］､（02）酒井
真右『日本部落冬物語』
［1953 年､理論社］､（03）
朝日新聞大阪本社社会部編『部落･差別は生き
ている』［1958 年､三一書房］､（04）秋山健二
郎･森秀人･山下竹史編著『現代日本の底辺』
［全 4
巻､ 1960 年､三一書房］､（05）磯村英一編著『日
本のスラム』［1962 年､誠信書房］､（06）福本
［1965 年､部落問題研究所］､（07）
まり子『悲 泉』
福武直『日本農村の社会問題』［1969 年､東京大
学出版会］､（08）東京都資源回収事業協同組
合二十年史編纂委員会『東資協二十年史』
［1970
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年､資源新報社］､（09）部落問題研究所編『水
平運動史の研究』［全 6 巻､ 1971‐1973 年 ､部落問
題研究所］､（10）部落解放同盟中央本部編『狭
山差別裁判』［Volume 3 版 ､ 1972 年､部落解放
同盟中央本部］､（11）津田真澂『日本の都市
下層社会』［1972 年､ミネルヴァ書房］､（12）
部落解放研究所『部落解放と教育の歴史』
［1973
年､部落解放研究所］､（13）井上清『部落の歴
史と解放理論』［1976 年､田畑書店］､（14）本
田豊『埼玉県水平社運動史年表』［1978 年､埼玉
県同和教育研究協議会］､（15） 部落問題研究
所編『戦後部落問題の研究』
［全 6 巻､ 1978‐1980
年､部落問題研究所］､（16）斎藤俊彦『人力車』
［1979 年､産業技術センター］､（17）江口英一
･西岡幸泰･加藤佑治『山谷／失業の現代的意味』
［1979 年］､（18）部落解放同盟中央本部編『全
国水平社六十年史』
［1982 年､解放出版社］､（19）
本田豊編著『群馬県部落解放運動六十年史』
［1982 年､部落解放同盟群馬県連合会］などを
収録。
● Volume 3 部 資料篇
（01）『四民平等』、（02）松原岩五郎『最暗黒
之東京』、（03）『東京府下貧民の眞況』、（04）
鈴木梅四郎『大阪名護町貧民窟視察記』、（05）
東京市統計課『浮浪者に関する調査』、（06）東
京都社会福祉会館『東京都におけるスラム社会
形成に関する研究』、
（07）
『香具師の研究』、
（08）
『北足立郡原市町特殊部落の教化施設及び其の
成績』、（09）『一般を圧倒する經済力―埼玉県
神保村の x 丁目區』、（10）徳島県『特殊部落改
善資料』、
（11）清水精一『大地に生きる』、
（12）
千葉県社会事業協会融和部『融和事業対策資料
の考察』、（13）伊藤藤次郎『部落経済問題の一
考察―茨城縣下部落經済の實情を中心として』、
（14）『静岡県浜名郡吉野村事績』、（15）安藤
寛『静岡縣下の産業問題に就て』、（16）萩原原
人『栃木縣下の部落産業状況と其の改善私見』、
（17）吉川吉二郎『奈良縣下縣下部落經済の實
情に就て』、
（18）
『世良田事件―人間苦の紀念』、
（19）『ジラード事件』
［ISBN4‐7603‐0266‐2 C3020 ¥50000E］
Price 50,000 Japanese Yen
＊ Volume 3: 日 本差別史関係資料集成 III［近
代・現代篇（II）］
The Collected Historical Materials of Japanese
Discriminations in Modern Ages (II)（ From A.
D.1970 to A. D. 2002）
〈2004 ／平成 16 年 6 月刊行〉
東京人権歴史資料館 編
B5 判、箱入り、約 1,000 ページ、限定 200 部
［目 次］
● Volume 1 部 年表篇

昭和 44 年 9 月 1 日から平成 14 年 5 月 1 日まで
の差別に関係する年表を作成。
● Volume 2 部 文献解題篇
（01）黒田俊雄『日本中世の国家と宗教』［1975
年、岩波書店］、（02）石井良助編『近世関東の
被差別部落』［1978 年、明石書店］、（03）阿部
勤也『刑吏の社会史』［1978 年、中央公論社］、
（04）部落解放研究所編『近世部落の史的研究
（上・下）』
［全 2 巻、1979 年、解放出版社］、
（05）
原田伴彦『日本封建制下の都市と社会』［1981
年、三一書房］、（06）辻本義男『史料・日本の
死刑廃止論』［1983 年、成文堂］、（07）部落解
放研究所編『部落問題文献目録一・二・三集』
［1983‐1994 年 、解放出版社］、
（08）社会福祉調査研究会編『戦前日本の社会
事業調査』［1983 年､頸草書房］､（09）吉田久
一『日本貧困史』［1984 年､川島書店］､（10）
網野善彦『日本中世の非農業民と天皇』［1984
年､岩波書店］､（11）小林茂･芳賀登ほか編『部
落史用語辞典』［1985 年､柏書房］､（12）上杉
聰『明治維新と賎民廃止令』［1990 年､解放出版
社］､
（13）小沢有作『部落解放教育論～近代学校を
問い直す～』［1990 年、社会評論社］、
（14）本田豊『江戸の非人』［1992 年、三一書
房］、（15）小林よしのり『ゴーマニズム宣言・
差別論スペシャル』
［1995 年、解放出版社］、
（16）
本田豊『被差別部落の民俗と伝承』［1998 年、
三一書房］。

● Volume 3 部 資料篇
（01）内閣総理大臣官房同和対策室『同和地区
精密調査報告書』、（02）同和対策審議会『調査
部会総会報告書』、（03）『同和対策事業特別措
置法』、（04）『同和対策長期計画』、（05）『財團
（06）東京都社企画審議室『新
法人清話會概要』、
たな都市問題と対応の方向―「路上生活」をめ
ぐって―』、（07）東京都民生局山谷対策室『山
（08）
谷地域における簡易宿泊所宿泊者の実態』、
埼 玉 県 『 昭 和 48 年 度 同 和 対 策 事 業 概 要 』
［ISBN4‐7603‐0267‐0 C3020 ¥50000E］
Price 50,000 Japanese Yen
＊ Volume 4: 日 本差別史関係資料集成 IV［近
代・現代篇（III）］
The Collected Historical Materials of Japanese
Discriminations in Modern Ages (III)（ From A.
D.1970 to A. D. 2002）
〈2005 ／平成 17 年 6 月刊行〉
東京人権歴史資料館 編
B5 判、箱入り、約 1,000 ページ、限定 200 部
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［目 次］
● Volume 1 部 資料篇
（I）水平社運動・世良田事件に関する資料集成
（01）『上毛新聞』記事集成・群馬県篇［1922
（大正 11）～ 1925（大正 14）年］、（02）『上毛
新聞』記事集成・栃木県篇［1922（大正 11）～
1925（大正 14）年］、（03）吉井浩存・平野小剣
『この差別を見よ』［1925（大正 14）年 5 月］、
（04）関東水平社青年連盟『朝鮮衡平運動』
［1927
（昭和 2）年 6 月］
（II）社会事業調査資料集成
（05）東京市政調査局『東京市社会事業批判』
［1928（昭和 3）年 10 月］、（06）東京市社会局
『東京市社会事業要覧』
［1932（昭和 7）年 3 月］、
（07）同潤会『同潤会共同住宅居住者生活調査』
［1939（昭和 14）年 7 月］、（08）埼玉県内務部
地方課『部落改善参考資料』
［1920（大正 9）年 8
月］
［ISBN4‐7603‐0293‐X C3020 ¥50000E］
Price 50,000 Japanese Yen

＊ Volume 5: 日 本差別史関係資料集成 V［近 世
資料篇（I）］
The Collected Historical Materials of Japanese
Discriminations in Yedo Era (I)
〈2006 ／平成 18 年 6 月刊行〉
東京人権歴史資料館 編
B5 判、箱入り、約 1,000 ページ、限定 200 部
［目 次］
● Volume 1 部 資料篇
（I）支配 …「穢多非人取扱之事」「長吏弾左衛
門由緒書 」
「渡船」
「高井郡幸高村御検地野帳」
「板倉時代の腰浜村」
「村差出明細帳」
「村鑑帳」
「元和六年 日瀧村地詰之御帳」「明暦三年 盗
賊人穿鑿條々」「元禄七年三月 病馬につき連印
状」「元禄十二年九月 上田領かわた改帳」「元
禄十四年三月 高井郡福島村人詰改帳」「享保十
四年 差上申五人組帳之事」「寛延元年八月 鷹
場につき野犬取締請書」「宝暦四年九月二十一日
牢屋修復入用受取証文」「宝暦八年七月 古河
町家数人別数覚」「宝暦九年二月 享保十二年古
河町家数並寺社町の間数覚帳」「宝暦十三年五月
松平家御所替に付塩硝等積送証文」「宝暦十三
年十月～安永七年七月 馬渡へ申渡覚」「明和元
年八月 古河荷物野渡村船揚に付詫状」「明和七
年五月～十二月 中田町にて商人荷物船揚並積
荷等に付願一件」「明和七年閏六月 先年中田新
田にて茶積候聞書」「明和九年十月 御公儀御触
印帳」「安永六年八月 岡宮村明細帳」「安永六
年九月 御法度連判帳」「安永七戌年十月 穢多
非人之儀」「安永九年四月 奥沢村村鑑」「天明
四年 国々長吏控手形」「天明七年三月 高井郡

井上村穢多宗門人別帳」「寛政元年八月 等々力
村差出帳」「寛政二年三月 高井郡雁田村大小百
姓・水呑仕訳定」「寛政二年五月 安永八年度荏
原郡奥沢村人別増減書上」「寛政十二年九月 高
井郡高井野村穢多旦那場軒数書上」「天保七年六
月 国絵図御改につき廻状」「天保十二丑年十一
月 穢多非人に口達」「天保十四年三月 烏山村
明細帳」「天保十四年七月 喜多見村村方取調書
上」
「文化八年五月 駿州駿東郡根古屋村差出帳」
「文化十二年八月 駿州駿東郡根古屋村差出帳」
「文化十二年亥四月 穢多非人取締御達し」「文
政三辰年 相之島村明細記録帳」「文政四年三月
高井郡日瀧村宗旨改帳」「文政五年三月 高井
郡幸高村宗門人別帳」「文政七年 信濃国高井郡
井上村入用帳」「文政十一年三月 高井郡日瀧村
五人組改帳」「天保七年七月 国絵図取調につき
返答書」「天保十四年七月 喜多見村村方取調書
上」「弘化二年 郡中穢多取締一札」「嘉永六年
五月 関東御取締出役御請印帳」「安政二卯年二
月 穢多一件済口書類」「明治元年 牛馬売買之
件」「明治二年九月十七日 東京府下非人乞食旧
里へ引渡処分」「明治三年十二月 午諸入用割合
帳」「明治三年 寄場取扱之件」「明治三年 刑
余之骸取扱之件」「明治五年 自今僧侶肉食・妻
帯・蓄髪等可為勝手事」「明治五年 自今華士族
子弟・厄介之輩平民籍江加入為致候儀可為勝手
事」「明治五年壬申三月 新規苗字奉願候書付」
「明治六年 僕婢取調並納税之儀」「明治六年
明治新政府布令遵守につき村民議定書」「明治九
年 警察取締之儀」
「明治九年 旅客の取締之儀」
「明治九年 貸座敷営業之儀」「明治九年 藝娼
妓貸座敷渡世規則之儀」「明治九年 獣医取調之
儀」「明治九年 村々改正絵図面入用之儀」「明
治九年 穢多・非人等ノ呼称之儀」「明治十一年
穢牛馬売買免許鑑札之儀」「明治十二年 火葬
・焼場之儀」「明治十四年 伝染病死傷者埋葬設
置願」など［「大磯助左衛門関係文書」を含めて、
多数収録］
（II）刑罰 …「国定忠治処刑文書」「御関所通手
形出所」「評定所定書」「土御門家神職座頭渡世
出入一件」
「火罪御仕置之事」
「獄門御仕置之事」
「敲仕置之事」
「入墨御仕置之事」
「御様之事」
「鋸
引晒之事」
「引廻御仕置之事」
「死罪御仕置之事」
「磔御仕置之事」「天保五年 高井郡綿内村八藏
等牢番由来答書」「文化十一戌年九月 穢多非人
欠落取計方」「嘉永五壬午年 無宿松五郎御仕置
伺書並御附札済」「明治二年 穢多非人共御仕置
筋伺書」「明治五年 戸部獄舎並仮牢入囚人管理
之件」など
（III）山伏・修験道・宗教 …「元禄九年五月
岩殿山観音堂役人本山派修験正学院等の不法を
訴える同別当正法寺訴状 寺社奉行宛」「元禄十
一年十二月 岩殿山観音別当正法寺明細書上」
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「文政十年 陰陽師掟書」「弘化二年三月 岩殿
山観音開帳中諸商許可願」「嘉永七年 陰陽家職
掟」「安政四年 城内日光山強飯会入講名前帳」
（IV）鋳物師・香具師・行商人 …「香具師と行
商」「久下鍛冶」「鋳物師職免許状」「鋳物師由来
書」「釘鐵銅物打物砥石仲間議定連印帳」「享保
二十年 関東香具商人一条」「寛政六年頃 鋳物
師座法違反ニ付申渡廻文」「天保四年 鋳物師仲
間議定書」
（V）芸能 …「人形三番叟」「人形芝居」「瞽女
と浪花節語り」「門附け藝」「弘化五年八月 宿
村へ立ち廻り遊芸人等追払い達」
製薬・売薬 …「年月不詳 家伝薬『紅雪』広告」
「年月不詳 家伝薬『紅雪』包紙に記す効能書」
「寛政六年 家伝漢方薬調合割合覚」「文化十一
年五月 高崎宿内の紅雪看板掛所出入り一件済
口証文」「安政四年二月 家伝薬製法控」
（VI）木地師 …「木地屋」
［ISBN4‐7603‐0294‐9 C3020 ¥50000E］
Price 50,000 Japanese Yen

＊ Volume 6: 日 本差別史関係資料集成 VI［近
世資料篇（II）］
The Collected Historical Materials of Japanese
Discriminations in Yedo Era (II)
世資料篇（II）］〈2007 ／平成 19 年 6 月刊行〉
東京人権歴史資料館 編
B5 判、箱入り、約 1,000 ページ、限定 200 部
［目 次］
● Volume 1 部 資料篇
（I）「古事類苑」からの抽出記事 …「江戸」「革
工」「箕」「石工」「觸穢」
（II）「御府内備考」からの抽出記事 …「淺草」
「下谷・山崎町／山伏町／新坂本町」「芝・新網
町」「四谷」「本所」「牛込」
（III）白山比咩神社文献集成 …「白山記」「三
宮記」「白山宮荘厳講中記録」「加賀國石川郡三
宮記考」「大里郡鉢形村大字鉢形字立ケ瀬四百六
十八番地鎮座 村社 白山神社」「大里郡男沼村
大字臺字大明神 村社 白山神社」「肥前國長吏
頭小川助左右衛門へ下す状」
「細工人由緒書」
「龍
王神記」
（IV）鋳物師 …「久下村鍛冶先祖代々申伝覚書」
「鋳物並に硝石採取史料」「武州児玉郡金屋村鋳
物師書類」
「虚無僧之事」
「虚無僧取締につき」
「囚
人番心得」「行倒死人金掟につき一礼」「関東取
締出役手入」「質屋古着、古鐵買議定」「髪結職
分由緒之事」
（V）江戸町方書上 …「地誌御調書上帳 芝新
網町」「地誌御調に付書上帳 宝泉坊」「鞍馬願
人由来書写」「地誌御調書上帳 芝湊町」「地誌
御調に付書上帳 遠藤伊織」「地誌御調に付書上

帳 米山内蔵之助」「地誌御調書上 芝田町二丁
目」「御調書上 佐藤伝之進」「御調書上 吉祥
院」「御調書上 龍光院」「地誌御調書上 芝田
町三丁目」
「 御調書上 芝田町三丁目 水上仙龍」
「地誌御調書上 芝田町四丁目」「御調書上 芝
田町四丁目 金丸弥門」
（VI）武蔵名勝図会、（VII）武蔵國横見郡和名
村 鈴木家文書目録、
（VIII）木地師由来書、
（IX）
三國長吏傳、（X）穢多河原者遊女由緒
［本集成の特色と活用法］
（l）日本の差別史に関連する基本的な Volume
一次資料を網羅‐‐‐資料が全国各地に散在してい
るために、日本の差別に関連する Volume 一 次
資料を網羅することはできなかった。今回はさ
まざまな資料を捜索・掲載し、日本の差別の歴
史全体を俯瞰できる内容とした。
（2）充実した内容と斬新な構成‐‐‐‐初学者にも
理解できるように、古代国家の成立時代から明
治維新期までを俯瞰できる差別史年表及び基本
的な文献の解題目録を作成し、内容を豊富化し
た。既存のさまざまな概念にとらわれずに、事
実としての差別の歴史を明かにすることを重視
している。大陸から渡来した帰化人の日本国へ
の定着化と日本民族の起源から説き起こし、古
代の国家体制のもとで、奴隷、奴婢、賎民、芸
能人、犯罪者などが、いかにして下層階級とし
て形成されてきたかを論証する。索引も充実。
文献解題篇、年表篇、資料篇の三部構成による、
歴史資料集成の新たなる試みである。
（3）あらゆる学問分野で活用できる資料集成‐‐‐‐
この資料のみで、日本の差別形成史を俯瞰でき
るのが大きな特色。年表篇、資料篇、文献解題
篇のいずれからも読むことが可能で、さらなる
研究に活用するために便利な資料。日本歴史の
研究者のみならず、作家、ジャーナリスト、社
会科学・自然科学分野の研究者なども活用でき
る、体系的な資料集成。
［ISBN978‐4‐7603‐0298‐7 C3020 ¥50000E］
Price 50,000 Japanese Yen

＊ Volume 7: 日 本差別史関係資料集成 VII［近
代・現代篇（IV）］
The Collected Historical Materials of Japanese
Discriminations in Modern Ages (IV)
〈2008 ／平成 20 年 12 月刊行〉
東京人権歴史資料館 編
B5 判、箱入り、約 1,000 ページ、限定 200 部
● Volume 1 部 資料篇
（01）埼玉県社会福祉協議会『部外秘 社会調
査報告書』（1953 年）、（02）大阪市民政局『部
外秘 愛隣地区調査報告書』（1968 年）、（03）
陸軍省『調査彙報』（1929 年）、（04）東京市商
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工課『東京における屠場調査』
（1927 年）、
（05）
東京市『紙屑拾ひ調査』（1935 年）、（06）東京
製革組合等『木下川・三河島指定促進陳情の内
容』（1934 年）、（07）中村無外『我が神奈川県
清和会の沿革』（1926 年）、（08）社会事業研究
所 『 不 良 児 童 と 職 業 の 関 係 』（ 1936 年 ）
［ISBN978‐4‐7603‐0353‐3 C3020 ¥50000E］
Price 50,000 Japanese Yen
＊ Volume 8: 日 本差別史関係資料集成 VIII［近
世資料篇（III）: アイヌ研究 I］
istorical Materials of Japanese Discriminations in
Yedo Era (III): The Study of Ainu Race I
〈2012 ／平成 24 年 5 月刊行〉
● Volume 1 部 原文篇
（01） 津輕一統志、（02）蝦夷島奇觀（國文學
研究資料舘所藏資料）、（03）蝦夷島奇觀・圖録
篇（東京國立博物舘所藏資料）、（04）蝦夷國奇
観（國學院大學圖書舘所藏資料）、（05）祠部職
掌類聚／作州波多村大法寺一件（附録）
● Volume 2 部 解読篇

瞰。英語文解説を附す。
● Volume 1 部 解説篇
近代以降の差別史研究の歴史を辿り、その内容
を解析。英文の梗概を附す。
● Volume 2 部 年表篇
古代国家の成立期から現代までの差別に関係す
る年表を作成。特に、差別の形成の過程を詳細
に叙述し、研究のための有益な資料を提供する。
● Volume 3 部 文献解題篇
差別に関係する Volume 一 次文献と、それを解
説した Volume 二 次文献の書誌的な解題。脇田
晴子「日本中世被差別民の研究」、金仲燮「衡
平運動」、小西愛之助「近世部落史研究」、野中
広務・辛淑玉「差別と日本人」など、時代を劃
したした名著を解析。
● Volume 4 部 資料篇（原文篇・解読篇）
「日本書記」「続日本記」「吾妻鏡」「鎌倉遺文」
「徳川実記」などの基本的な Volume 一 次文献
からの抜粋を含めて、重要な原資料を解読及び
解題を附して刊行する。
Price 50,000 Japanese Yen

（01）津輕一統志 解読篇、
（02）蝦夷島奇觀（國

［世界・日本歴史資料集成シリーズ］

文學研究資料舘所藏資料） 解読篇、（03）蝦夷
島奇觀・圖録篇（東京國立博物舘所藏資料）、
（04）蝦夷國奇観（國學院大學圖書舘所藏資料）
解読篇、（05）祠部職掌類聚／作州波多村大法
寺一件（附録） 解読篇、（06）祠部職掌類聚／
作州波多村大法寺一件（附録）

解説

［ISBN978‐4‐7603‐0354‐0 C3020 ¥50000E］
Price 50,000 Japanese Yen
※ Volume 9: 日 本差別史関係資料集成 IX［近
世資料篇（IV）: アイヌ研究 II］
The Collected Historical Materials of Japanese
Discriminations in Yedo Era (IV): The Study of
Ainu Race II〈 2013 ／平成 25 年 9 月刊行〉
● Volume 1 部 資料篇
近世におけるアイヌ関係資料を集大成。続編。
※ Volume 10: 日 本差別史関係資料集成 X［古
代・中世・近世篇(II): 総論］
The Collected Historical Materials of Japanese
Discriminations from Old Ages to M odern
Ages (II): The General Criticism relating to
Japanese Discriminationsʹ Study
〈2014 ／平成 26 年 5 月刊行〉
総論。現在までの研究史とこれからの研究動向を俯

※（Volume 11 巻 ）日本移民史関連資料集成
〈2015 ／平成 27 年刊行〉
日本人の海外渡航及び帰国を制限した 1633 年
の鎖国令以前にも､日本人による海外移民は少
なからず記載されている。日本人による海外及
び国内移民の起源を辿りながら､近代において､
労働力を排出せざるを得なくなった日本国家の
人口政策にも言及。ハワイ､カナダ西海岸部､カ
リフォルニア州､中央アメリカ､南アメリカ､日本
国内など､地域別に､移民の実相について考察。
Price 50,000 Japanese Yen
※（Volume 12 巻 ）大英帝国東インド会社関連
資料集成〈2016 ／平成 28 年 5 月刊行〉
1600 年の創立以来、カーギル、ユナイテッド・
フルーツ・カンパニー、ダイムラー・クライス
ラーなど、現代の世界で活躍する多国籍企業の
原型とされた、大英帝国東インド会社の形成・
発展の過程及び内部機構を、新たなる視点から
解析。
Price 50,000 Japanese Yen
※（Volume 13 巻 ）満州及び南満州鉄道株式会
社関連資料集成〈2017 ／平成 29 年 5 月刊行〉
明治時代の関東都督府立以降の満州の発展の歴
史を詳細に解説。
Price 50,000 Japanese Yen

‐ 65 ‐

Descriptive Catalogue of New Publications and Selected Old and Rare Books 5 (English Version)

※（Volume 14 巻 ）日本地図製作史［古代・中
世・近世・近代・現代］
〈2018 ／平成 30 年 5 月刊行〉
古代から現代に至るまでに作成された荘園繪
圖、國繪圖、村繪圖、地形圖の製作の歴史につ
いて詳細に解説。あわせて、地図製作機関の発
展の歴史についても言及。
※（Volume 15 巻 ）日本・世界探検史［古代・
中世・近世・近代・現代］
〈2019 ／平成 31 年 5 月刊行〉
古代から現代に至るまでに世界各地において展
開された探検の歴史を詳細に記述。ヘディン、
スタインなどによる中央アジア探検についても
詳細に叙述し、探検の歴史全体を俯瞰できる内
容とした。
※（Volume 16 巻 ）図説・世界古地図上の日本
〈2020 ／平成 32 年刊行〉
B5 判、箱入り、約 1,000 ページ、限定 200 部
1543 年をひとつの結節点として、世界の人々の
日本認識を探ろうとする労作。

Maps, Pictures and
Topographical Maps
The Topographical Maps of China Produced
after Meiji Era (the Scale of a One to a Hundred
Thousand)］
中國地圖資料研究会 編
各巻定価［Price200,000 Japanese Yen+税 ］、揃
定価［Volume 1 期 ･揃 Price1,000,000 Japanese
Yen+税］、揃定価［Volume 2 期 ･揃 Price1,000,000
Japanese Yen+税 ］、揃定価［Volume 1 期 及び
Volume 2 期 ･揃 Price2,000,000 Japanese Yen+
税］。A2 版。地圖類を袋に収納し、ケースを使
用。限定 100 部。
全約 5000 枚、2003 年より刊行開始
［全 10 巻・Volume I 期 全 5 巻・Volume II 期
全 5 巻：合計・全 10 巻］
［本書の特色］
（1）中國の歴史・政治・経済・文化・地誌・
學問を研究するための基本資料集成‐‐‐‐二十世紀
初頭から作成された中國大陸の十万分の一の縮
尺の地圖群を網羅して集大成。中國全土の地形
や文化景観をみごとに描き出した精密な地圖集
成。中國万般研究のための貴重な資料。
（2）丁寧でかつ精密な編纂方式を採用‐‐‐‐原圖
の内容水準を確保し、閲覧と研究を容易にする

ために、A2 版の黒白版で複製。圖幅名が異な
っても、測量年度、製作年度、発行者が異なる
場合は、全て掲載し、研究の便を図った。約五
千枚の地図群を十巻に分割して掲載。各巻約五
百枚を収納。
（3）さまざまな分野で活用できる資料集成‐‐‐
地圖學のみならず、地理學、地誌學、歴史學、
文學、地質學、生物學、考古學、政治學、経済
學などの分野でも活用可能。
（4）中國全土を網羅した唯一の地圖集成‐‐‐‐青
海省､四川省､雲南省､江西省､廣西省､内蒙古､陝
西省､甘粛省など､「中國大陸五万分の一地圖集
成」「中國大陸二万五千分の一地圖集成」では
網羅できなかった辺境地域の地圖群をも網羅。
（5）充実した内容‐‐‐‐内容の理解を容易にする
ために、『中國大陸十万分の一地圖集成総合索
引・索引圖及び近代以降の日中地圖製作史』を
作成（別売）。これにより、作成された地圖群
の詳細な内容（年記、圖幅名称、圖域名称、編
者等、発行者、寸法、形式、所蔵機関請求記号、
備考など）が一覧できる。収録する資料は、日
本（國立國会圖書館、都道府県区立圖書館、大
學圖書館など）、海外（米國議会圖書館、フラ
ンス國立圖書館、大英圖書館、台湾中央研究院、
ウィスコンシン大學ミルウォーキー分校、ハワ
イ大學、クラーク大學など）の地圖群を網羅・
整理。
（６）地圖製作史上の偉大な成果‐‐‐‐中國及び日
本の地圖製作方法の相違を比較・研究すること
が可能な貴重な資料集成。また、全ての地名に、
中国語音表記が片仮名付されていて、研究に有
用な内容となっている（例：哈爾濱［ハールー
ピン］、太陽島［タイヤンタオ］、李合屯［リー
ホートン］、南溝子［ナンコーツー］）。

［Volume 1 期 ・全 5 巻の内容構成］
［Volume 1 期 ・Volume 1 巻 （満州 1）、2003
年 11 月刊行・Volume 1 回 配本・533 枚を掲載］
収録される圖域名称【（01）イン駅、（02）饒河
［ロンチャコーワ］、（03）虎林、
（04）佛山、（05）佳木斯、（06）密山、
（07）綏芬河、（08）浦潮斯徳［琿春］、
（09） ブラゴーウェンチェンスク、（10）奇克
（奇克特）、（11）鐵麗［鐵山包］、
（12）依蘭［三姓］、
（13）牡丹江［甯古塔］、
（14）
延吉［白頭山］、（15）城津、
（16）呼瑪、（17）黒河、（18）墨爾根、
（19）海倫】
［ISBN4‐7603‐0299‐9 C3325 ¥200000E］
［Volume 1 期 ・Volume 2 巻 （満州 2）、2005
年 2 月刊行・Volume 2 回 配本・509 枚を掲載］
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収録される圖域名称【（20）哈爾濱、
（21）新京、
（22）海龍城［海龍］、
（23）懷仁［輯安］、
（24）
ヂャーリンダﾞ、（25）ペルムイキーノ、（26）
甘河、（27）訥河、（28）齊齊哈爾（29）伯都訥
［白城子］、
（30）奉化、
（31）奉天、
（32）遼陽、
（33）大弧山、（34）イグナシーナ、（35）ウス
チウローフ、（36）根河、（37）博克圖、（38）
扎賚特、（39）王爺廟［突泉］、（40）開魯】
［ISBN4‐7603‐0300‐6 C3325 ¥200000E］
［Volume 1 期 ・Volume 3 巻 （満州 3）、2006
年４月刊行・Volume 3 回 配本］
圖域名称 [Mt. (41) Oguro [Kuroyama] , State
of (42) Nishiki, (43) Port Arthur, ( 44) 吉拉
林, (45) Hailar, (46) Japanese scaled sardine
[貝爾湖], (47) 烏珠穆泌, (48) forest west, ( 49)
Chifeng, ( 50) Shotoku, ( 51) Manchurian
village, ( 52) ボルヘール, (53) タブソ lake,
(54) flatter it Tomoe 嘎 , (55) 多倫 [多倫諾
爾], (56) Senka] which is collected

収録される圖域名称【（41）小黒山［黒山］、
（42）
錦州、（43）旅順、（44）吉拉林、（45）海拉爾、
（46）サッパ［貝爾湖］、（47）烏珠穆泌、（48）
林西、
（49）赤峰、
（50）承徳、
（51）満州里、
（52）
ボルヘール、
（53）タブソ湖、
（54）阿巴嘎、
（55）
多倫［多倫諾爾］、（56）宣化】
［ISBN4‐7603‐0301‐4 C3325 ¥200000E］
【満州篇（全 3 巻）は完結致しました。ソビエ
ト連邦、モンゴル共和国、朝鮮との国境地帯の
地図群をほとんど網羅致しました。各巻 Price
は 20 万 Japanese Yen、 揃 Price は 60 万
Japanese Yen で す】
［Volume 1 期 ・Volume 4 巻 （内蒙古）、2007
年 6 月刊行・Volume 4 回 配本］
収録される圖域名称【（01）察哈爾特別区、
（02）
察哈爾、（03）綏遠省】
［ISBN978‐4‐7603‐0302‐1 C3325 ¥200000E］
［Volume 1 期 ・Volume ５ 巻（河北省・直隷省
・山東省）2008 年刊行・Volume 5 回 配本］
圖域名称 [ministry of ( 01) direct servant, ( 02)
Hebei, ( 03) Shangdong, ( 04) Shangdong
Takatsuno, ( 05) 山東省威海衞, (06) 山東省永
平 , ( 07) Shangdong blue state, ( 08)
Shangdong Qingdao, ( 09) 山東省沂州, (10)
Shangdong 兗 state, (11) 山東省淮安, (12) 山
東省無棣, (13) 山東省濟南, ministry of ( 14)
heat river, ( 15) Shanxi] which is collected

(16) Hebei, (17) Shaanxi, (18) Ningxia 】

収録される圖域名称【（01）直隷省、（02）河北
省、（03）山東省、（04）山東省高角、（05）山
東省威海衞、（06）山東省永平、（07）山東省青
州、（08）山東省青島、（09）山東省沂州、（10）
山東省兗州、（11）山東省淮安、（12）山東省無
棣、（13）山東省濟南 、（14）熱河省、（15）山
西省、
（16）河北省、（17）陝西省、（18）寧夏省】
［ISBN978‐4‐7603‐0303‐8 C3325 ¥200000E］

［Volume 2 期 ・全 5 巻の内容構成］
［Volume ２期・Volume 6 巻 （福建省・廣東省
・香港）、2009 年刊行・Volume 6 回 配本］
［ISBN978‐4‐7603‐0304‐5 C3325 ¥200000E］
［Volume ２期・Volume 7 巻 （雲南省）、2010
年刊行・Volume 7 回 配本］
［ ISBN978‐4‐7603‐0305‐2 C3325 ¥200000E］
［Volume ２期・Volume 8 巻 （四川省）、2011
年刊行・Volume 8 回 配本］
［ ISBN978‐4‐7603‐0306‐9 C3325 ¥200000E］
［Volume ２ 期・Volume ９ 巻（陝西省・甘粛
省・青海省）、2012 年刊行・Volume 9 回 配本］
［ISBN978‐4‐7603‐0307‐6 C3325 ¥200000E］
［Volume ２ 期・Volume 10 巻 （華中・華南）、
2013 年刊行・Volume 10 回 配本］
［ ISBN978‐4‐7603‐0308‐3 C3325 ¥200000E］
［内容構成に若干の変更がある場合は、ご了承
下さい］
『中国大陸五万分の一地図集成』A one‐50,000th
Mainland China map collection
［全 8 巻］《全巻完結》
The exact map collection that it was
manufactured around 1938, and drew the
topography and a culture scene of Chinese each
place wonderfully. The basic document
collection that I can utilize as well as geography
in every discipline such as history, folklore,
literature, geology, archeology, political science,
the economics.
Land surveying department

○ 1938 年前後に作製され、中国各地の地形や
文化景観をみごとに描きだした精密な地図集
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成。地理学のみならず、歴史学・民俗学・文学
・地質学・考古学・政治学・経済学等のあらゆ
る学問分野で活用できる基本的な資料集成。
陸地測量部 編
A2 版 ・ 上 製 ・ 布 装 ・ ケ ー ス 入 ・ 全 8 巻 ・ 全
4,075 枚・限定 200 部
各巻 Price 200,000 Japanese Yen
揃 Price 1,600,000 Japanese Yen
＊『中国大陸五万分の一地図集成』［Volume 1
巻］〈1986 ／昭和 61 年 10 月刊行〉
［Volume 1 巻 に収録される地域・515 枚］
上海、上海東、上海近傍、杭州近傍、武昌、香
港、恵来、潮州、雷州、北海、河内、桂林、桂
林西部、梧州（0001 ～ 0515）
［ISBN4‐7603‐0053‐8 C3325 ¥200000E］
＊『中国大陸五万分の一地図集成』［Volume 2
巻］〈1987 ／昭和 62 年 5 月刊行〉
［Volume 2 巻 に収録される地域・501 枚］
塩城、南京、蕪湖、台州、徽州、建昌、韶州、
汀州、宜昌、常州近傍（0516 ～ 1016）
［ISBN4‐7603‐0054‐6 C3325 ¥200000E］
＊『中国大陸五万分の一地図集成』［Volume 3
巻］〈1988 ／昭和 63 年 6 月刊行〉
［Volume 3 巻 に収録される地域・537 枚］
福建省、海南島、肇慶、龍州、喨州、柳州、南
寧、直隷省（1017 ～ 1553）
［ISBN4‐7603‐0055‐4 C3325 ¥200000E］
＊『中国大陸五万分の一地図集成』［Volume 4
巻］〈1993 ／平成 5 年 10 月刊行〉
［Volume 4 巻 に収録される地域・376 枚］
広西省、広東省、湖南省、貴州省（1554 ～ 1929）
［ISBN4‐7603‐0056‐2 C3325 ¥200000E］
＊『中国大陸五万分の一地図集成』［Volume 5
巻］〈1994 年／平成 6 年 10 月刊行〉
［Volume 5 巻 に収録される地域・487 枚］
遼寧省、河北省、山西省、安徽省、江西省、浙
江省、江蘇省、福建省、河南省、陜西省
（1930 ～ 2416）
［ISBN4‐7603‐0057‐0 C3325 ¥200000E］
＊『中国大陸五万分の一地図集成』［Volume 6
巻］〈1996 年／平成 7 年 10 月刊行〉
［Volume 6 巻 に収録される地域・528 枚］
綏遠、青州保定近傍、雲南省、彰徳、開封、河
北省、安徽省、江西省、浙江省、江蘇省、河南
省、直隷省、湖北省（2417 ～ 2944）
［ISBN4‐7603‐0163‐1 C3325 ¥200000E］

＊『中国大陸五万分の一地図集成』［Volume 7
巻］〈1997 ／平成 8 年 10 月刊行〉
［Volume 7 巻 に収録される地域・534 枚〉
洛陽、西安、鳳翔、淮安、徐州、塩城、泰州近
傍、信陽、襄陽、廬州（2945 ～ 3478）
［ISBN4‐7603‐0164‐X C3325 ¥200000E］
＊『中国大陸五万分の一地図集成』［Volume 8
巻］〈1998 ／平成 9 年 10 月刊行〉
［Volume 8 巻 に収録される地域・597 枚〉
建寧、南京、南京近傍、宜城近傍、安慶、南昌、
岳州、長沙、常徳、衡州、重慶附近（3479 ～ 4075）
［ISBN4‐7603‐0165‐8 C3325 ¥200000E］
＊『中国大陸五万分の一地図集成総合索引』
〈1994 ／平成 6 年 3 月刊行〉
○索引図、図幅図版情報一覧表、索引（ウェー
ド方式、漢語 PIN‐YIN 方 式によるアルファベッ
ト表記）を掲載。旧満州地図及び Volume 1 巻
から Volume 5 巻 までに掲載された五万分の一
地図群 2,416 枚を検索可能。『中国大陸五万分の
一地図集成』（全 8 巻）、『旧満州五万分の一地
図集成』（全 2 巻）の中で、1 巻以上お買上の方
には、無料でお渡し致します。
［ISBN4‐7603‐0058‐9 C3325 ¥40000E］
Price 40,000 Japanese Yen
＊『中国大陸五万分の一地図集成総合索引』
（改
訂・増補版）
The General Index Maps of China (the Scale of a
One to Fifty Thousand)［ Revised and Enlarged
Edition］
中国大陸地図総合索引編纂委員会 編
〈2002 ／平成 14 年 10 月刊行〉
○索引図、図幅図版情報一覧表、索引（ウェー
ド方式、漢語 PIN‐YIN 方 式によるアルファベッ
ト表記）を掲載。旧満州地図及び日本・中国の
両国政府が作成したと推測される五万分の一地
図群 6,344 枚 を検索可能。［ISBN4‐7603‐0229‐8
C3325 ¥50000E］
Price 50,000 Japanese Yen
＊『中国大陸地図総合索引』（1）［百五十万分
の一、百万分の一、五十万分の一、四十万分の
一、三十万分の一、二十五万分の一、二十万分
の一、十万分の一、五万分の一、二万五千分の
一］
〈2002 ／平成 14 年 12 月刊行〉
○索引図、図幅図版情報一覧表、索引（ウェー
ド方式、漢語 PIN‐YIN 方 式によるアルファベッ
ト表記）を掲載。旧満州地図及び日本・中国の
両国政府が作成したと推測される全ての五万分
の一地図、二百五十万分の一地図、百五十万分
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の一地図、百万分の一地図、九十万分の一地図、
五十万分の一地図、二万五千分の一地図等を検
索可能。
［ISBN4‐7603‐0241‐7 C3325 ¥50000E］
Price 50,000 Japanese Yen

※『中国大陸地図総合索引』（2）［一万分の一
地図］
〈2013 ／平成 25 年刊行〉
○索引図、図幅図版情報一覧表、索引（ウェー
ド方式、漢語 PIN‐YIN 方 式によるアルファベッ
ト表記）を掲載。旧満州地図及び日本・中国の
両国政府が作成したと推測される全ての一万分
の一地図を検索可能。
［ISBN4‐7603‐0286‐7 C3325 ¥38000E］
Price 38,000 Japanese Yen
＊『朝鮮半島地図集成』［五千分の一、二万分
の一、二万五千分の一］
〈1999 ／平成 11 年 7 月刊行〉
陸地測量部編
A2 判・ケース入・全 6 袋・全 475 枚
［ISBN4‐7603‐0226‐3 C3325 ¥250000E］
Price 250,000 Japanese Yen
＊『旧満州五万分の一地図集成』
〈1985 ／昭和 60 年 9 月刊行〉
陸地測量部 編
A2 判・ケース入・全 10 袋・分売不可
［ISBN4‐7603‐0059‐7 C3325 ¥250000E］
Price 250,000 Japanese Yen

that became the original drawing of the figure of
a one‐50,000th. The exact map collection that it
was manufactured from the early 20th century,
and drew the topography and a culture scene of
Chinese each place wonderfully. A collection of
basic documents which I can utilize as well as
geography in every discipline such as history,
folklore, literature, geology, archeology, political
science, the economics.

○五万分の一図の原図となった、より精緻な地
形図集成。20 世紀初頭から作製され、中国各地
の地形や文化景観をみごとに描きだした精密な
地図集成。地理学のみならず歴史学・民俗学・
文学・地質学・考古学・政治学・経済学等のあ
らゆる学問分野で活用できる基本的な資料集。
陸地測量部 編
A2 版 ・ 上 製 ・ 布 装 ・ ケ ー ス 入 ・ 全 4 巻 ・ 全
1,690 枚・限定 200 部
各巻 Price 200,000 Japanese Yen
揃 Price 800,000 Japanese Yen
＊『中国大陸二万五千分の一地図集成』
［Volume
1 巻］〈1989 ／平成 1 年 6 月刊行〉
［Volume 1 巻 に収録される地域・405 枚］
河南省、綏遠地区、北京近傍、山東省
［ISBN4‐7603‐0060‐0 C3325 ¥200000E］
＊『中国大陸二万五千分の一地図集成』
［Volume
2 巻］〈1990 ／平成 2 年 5 月刊行〉
［Volume 2 巻 に収録される地域・394 枚］
湖南省、上海近傍、広東省、浙江省
［ISBN4‐7603‐0061‐9 C3325 ¥200000E］

＊『樺太二万五千分の一地図集成』
〈2000 ／平成 12 年 6 月刊行〉
陸地測量部 編
A2 判・ケース入・全 5 袋・分売不可・367 枚
［ISBN4‐7603‐0228‐X C3325 ¥200000E］
Price 200,000 Japanese Yen
＊『千島列島地図集成』［百万分の一、二十万
分の一、五万分の一、五万分の一（陸海編合図）］
〈2001 ／平成 13 年 5 月刊行〉
陸地測量部 編
A2 判・ケース入・全 2 袋・分売不可・182 枚
［ISBN4‐7603‐0227‐1 C3325 ¥120000E］
Price 120,000 Japanese Yen
『中国大陸二万五千分の一地図集成』
［全 4 巻］《全巻完結》
A more minute topographical map collection

＊『中国大陸二万五千分の一地図集成』
［Volume
3 巻］〈1991 ／平成 3 年 5 月刊行〉
［Volume 3 巻 に収録される地域・399 枚］
金州、奉天省・直隷省、江蘇省、天津近傍、南
京、満州、長山列島、奉天近傍、錦州近傍、普
覧店、大連及び旅順近傍
［ISBN4‐7603‐0062‐7 C3325 ¥200000E］
＊『中国大陸二万五千分の一地図集成』
［Volume
4 巻］〈1992 ／平成 4 年 5 月刊行〉
［Volume 4 巻 に収録される地域・417 枚］
は2万分の1 地図。
吉林省。そのうち417‐ 491（ 75 枚 ）
［ISBN4‐7603‐0063‐5 C3325 ¥200000E］

＊『中国大陸二万五千分の一地図集成総合索引』
〈1993 ／平成 5 年 2 月刊行〉
◎索引図、図幅図版情報一覧表、索引（ウェー
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ド方式、漢語 PIN‐YIN 方 式によるアルファベッ
ト表記）を掲載。（本地図集成の中で、1 巻以上
お買上のかたは、無料でお渡し致しますので、
お持ちでない方は小社宛にご連絡下さい。）
［ISBN4‐7603‐0065‐1 C3325 ¥20000E］
Price 20,000 Japanese Yen
『パリ地図集成 1180‐1981』
［全 3 巻］《全巻完結》
Plans assemblé de Paris [Édition complète] depuis
1180 à 1981［trois tomes］
（191 項目、753 枚）
A2 判・上製・布装・袋入・全 3 巻・限定 100 部
各巻 Price 250,000 Japanese Yen
揃 Price 750,000 Japanese Yen
［［The special features of this series and how
to put to practical use］ 本書の特色］
（1）パリの都市地図を完璧に集大成‐‐‐‐1180 年
から 1981 年までの、9 世紀にわたる、道路地図、
下水道地図、上水道地図、選挙人名簿地図、地
形図、鳥瞰図など、さまざまな種類のパリの地
図群を網羅。
（2）丁寧でかつ精密な編纂方式を採用‐‐‐‐原図
の内容水準を確保し、閲覧と研究を容易にする
ために、できるだけ、分割を避けて、A2 判も
しくは A 全判で複製し、パリの全体を俯瞰でき
るように考慮。袋入りのために、それから取り
出して、容易かつ安価に複写をすることが可能。
さらに、パリの歴史的な発達が理解できるよう
に、地図を年代順に配列。
（3）さまざまな分野で活用できる資料集成‐‐‐‐
地図学のみならず､歴史学､文学など､さまざま
な分野でも活用可能な資料集成。
（4）これら地図の発行年度､フランス語の標題､
邦語の標題､製作者名などが一覧できる附録
（『パリ地図の基本的データ集成』［仮題］）を
作成致します。柏書房の『パリ都市地図集成』
（1994 年刊行､ 11 項目､定価 98,000 Japanese
Yen）及び『革命期・19 世紀パリ市街地図集成』
（1995 年刊行､ 3 項目､定価 145,000 Japanese
Yen） の地図群は､本集成には､全て含まれてい
ますので､この『パリ地図の基本的データ集成』
（仮題）で､上記の二書をも検索できるように
配慮致しました。この資料は､『パリ地図集成
1180‐1981』［完全版］を 1 巻以上お買い上げの
方には､無料でお渡し致します
＊『パリ地図集成 1180‐1981』〈Volume 1 巻 〉
［1180‐1788、 79 項目、240 枚］
〈1995 ／平成 7 年 11 月刊行〉
［ISBN4‐7603‐0166‐6 C3325 ¥250000E］
＊『パリ地図集成 1180‐1981』〈Volume 2 巻 〉

［1791‐1896、 6 項目、330 枚］
〈1996 ／平成 8 年 12 月刊行〉
［ISBN4‐7603‐0167‐4 C3325 ¥250000E］
＊『パリ地図集成 1180‐1981』〈Volume 3 巻・
補遺篇〉
［1530‐1981、 106 項目、183 枚］
〈1997 ／平成 9 年 12 月刊行〉
［ISBN4‐7603‐0162‐3 C3325 ¥250000E］
『日本列島二万五千分の一地図集成』
［全 5 巻］《全巻完結》
○明治初期から Volume 二 次世界大戦前まで
の、産業革命期の日本各地の地形や文化景観の
移り変りをみごとに描き出した精密な地図集
成。地理学のみならず、歴史学・民俗学・文学
・地質学・考古学・政治学・経済学等のあらゆ
る学問分野で活用できる基本的な資料集。
陸地測量部 編
A2 判 ・ 上 製 ・ 布 装 ・ ケ ー ス 入 ・ 全 5 巻 ・ 全
1,971 枚・限定 100 部
各巻 Price 200,000 Japanese Yen
揃 Price 1,000,000 Japanese Yen
＊『日本列島二万五千分の一地図集成』
〈Volume
1 巻〉〈1995 ／平成 7 年 5 月刊行〉
［ Volume 1 巻 に 収 録 される 地 域・341 枚 、
Volume 5 回 配本］
北海道、東北地方（青森県、岩手県、秋田県、
山形県、宮城県、福島県）
［ISBN4‐7603‐0066‐X C3325 ¥200000E］
＊『日本列島二万五千分の一地図集成』
〈Volume
2 巻〉〈1991 ／平成 3 年 10 月刊行〉
［ Volume 2 巻 に 収 録 さ れ る 地 域 ・ 362 枚 、
Volume 1 回 配本］
関東地方（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、
栃木県、茨城県、群馬県）、山梨県
［ISBN4‐7603‐0067‐8 C3325 ¥200000E］
＊『日本列島二万五千分の一地図集成』
〈Volume
3 巻〉〈1993 ／平成 5 年 5 月刊行〉
［ Volume 3 巻 に 収 録 される 地 域・413 枚 、
Volume 3 回配本］
北陸地方（石川県、富山県、福井県）、新潟県、
静岡県、長野県、岐阜県、滋賀県
［ISBN4‐7603‐0068‐6 C3325 ¥200000E］
＊『日本列島二万五千分の一地図集成』
〈Volume
4 巻〉〈1992 ／平成 4 年 10 月刊行〉
［ Volume 4 巻 に 収 録 される 地 域・514 枚 、
Volume 2 回配本］
愛知県、三重県、京都府、奈良県、大阪府、和
歌山県、兵庫県、岡山県、広島県
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［ISBN4‐7603‐0069‐4 C3325 ¥200000E］

［ISBN4‐7603‐0130‐5 C3325 ¥250000E］

＊『日本列島二万五千分の一地図集成』
〈Volume
5 巻〉〈1994 ／平成 6 年 5 月刊行〉
［ Volume 5 巻 に 収 録 さ れ る 地 域 ・ 341 枚 、
Volume 4 回 配本］
山口県､鳥取県､島根県､四国（香川県､高知県 ､
徳島県､愛媛県）､九州（福岡県､長崎県､佐賀県､
大分県､熊本県､宮崎県､鹿児島県）､沖縄県
［ISBN4‐7603‐0070‐8 C3325 ¥200000E］

＊［Volume V 巻 ］尾張(1)
（1999 ／平成 11 年 5 月刊行）［Volume 4 回配
本］
［ISBN4‐7603‐0131‐3 C3325 ¥250000E］

＊『日本列島二万五千分の一地図集成総合索引』
〈1992 ／平成 4 年 10 月刊行〉
○索引図(都道府県単位］、図幅図版情報一覧表、
索引(ローマ字表記の索引を含む］、地形図図式、
地形図図式説明図(折り込み］を掲載。(本地図
集成のなかから 1 巻以上お買上の方には、無料
でお渡し致します。お持ちでない方は、小社あ
てにご連絡下さい。］
［ISBN4‐7603‐0072‐4 C3325 ¥15000E］
Price 15,000 Japanese Yen

『近世絵図地図資料集成』
〈Volume 一 シリーズ・黒白版・全 12 巻・全巻
完結〉
The Collected Maps and Pictures Produced in
Yedo Era‐‐‐‐‐First Series
近世繪圖地圖資料研究会 編
A2 版及び A1 版・袋入・全 12 巻・限定 100 部
・分売可
各巻 Price 250,000 Japanese Yen
揃 Price 3,000,000 Japanese Yen
［Volume I 期 ・全 12 巻の内容構成］
＊［Volume I 巻 ］千島・樺太・蝦夷(1)
（1996 ／平成 8 年 6 月刊行）
［Volume 1 回 配本］
［ISBN4‐7603‐0127‐5 C3325 ¥250000E］
＊［Volume II 巻 ］千島・樺太・蝦夷(2)
（2001 ／平成 13 年 5 月刊行）［Volume 6 回 配
本］
［ISBN4‐7603‐0128‐3 C3325 ¥250000E］
＊［Volume III 巻 ］江戸
（1997 ／平成 9 年 4 月刊行）
［Volume 2 回 配本］
［ISBN4‐7603‐0129‐1 C3325 ¥250000E］
＊［Volume IV 巻 ］蝦夷
（2002 ／平成 14 年 5 月刊行）［Volume 7 回 配
本］

＊［Volume VI 巻 ］尾張(2)・三河
（2000 ／平成 12 年 5 月刊行）［Volume 5 回配
本］
［ISBN4‐7603‐0132‐1 C3325 ¥250000E］
＊［Volume VII 巻 ］大坂・堺・摂津・河内・
和泉（1998 年 5 月刊行）［Volume 3 回 配本］
［ISBN4‐7603‐0133‐X C3325 ¥250000E］
＊［Volume VIII 巻 ］丹後・丹波・山城・京都
（2004 ／平成 16 年 6 月刊行）
［Volume 9 回 配本］
［ISBN4‐7603‐0134‐8 C3325 ¥250000E］
＊［Volume IX 巻 ］越前・若狭／加賀・能登・
越中（1）
（2005 ／平成 17 年 8 月刊行）
［Volume 10 回 配本］
［ISBN4‐7603‐0150‐X C3325 ¥250000E］
＊［Volume X 巻 ］加賀・能登・越中（2）
（2006 ／平成 18 年 5 月刊行）
［Volume 11 回 配本］
［ISBN4‐7603‐0159‐3 C3325 ¥250000E］
＊［Volume XI 巻 ］加賀・能登・越中（3）
（2007 ／平成 19 年 6 月刊行）
［Volume 12 回 配本］
［ISBN4‐7603‐0160‐7 C3325 ¥250000E］

＊［Volume XII 巻 ］対馬・壱岐・肥前・長崎
（2003 ／平成 15 年 5 月刊行）［Volume 8 回配
本］
［ISBN978‐4‐7603‐0161‐5 C3325 ¥250000E］
［The special features of this series and how to
put to practical use］
（1）江戸時代の政治・経済・文化・地誌・学
問を研究するための基本資料集成‐‐‐‐基本資料と
しての江戸時代の地図群を網羅して集大成。
（2）丁寧でかつ精密な編纂方式を採用‐‐‐‐原図
の内容水準を確保し、閲覧と研究を容易にする
ために、A2 版及び A1 版の黒白版で複製。日本
全国を十二地域に分割し、地方史研究にも対応
できるものとした。
（3）さまざまな分野で活用できる資料集成‐‐‐
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地図学のみならず、歴史学、文学などの分野で
も活用可能。
（4）内容の理解を容易にするために、附録と
して、『近世絵図地図資料に関する書誌的デー
タ一覧』（仮題）を作成。これにより、天正年
間以降に作成された地図群の詳細な内容が俯瞰
できる。
『近世絵図地図資料集成』
〈Volume 二 シリーズ・フルカラー版〉
The Collected Maps and Pictures Produced in
Yedo Era‐‐‐‐‐Second Series
(Edited by The Society of the Study of Maps and
Pictures in Yedo Era)
A2 版・袋入・限定 100 部・分売可
各巻 Price 250,000 Japanese Yen
［Volume 二 シリーズ（フル・カラー版）の内
容構成］
(13)天保國繪圖集成・東日本篇
(2008年9月刊行･Volume 13回配本)
［ISBN4‐7603‐0370‐0 C3325 ¥250000E］
(14)天保國繪圖集成・西日本篇
(2009年9月刊行･Volume 14回配本)
［ISBN4‐7603‐0371‐3 C3325 ¥250000E］
(15)正保國繪圖集成・東日本篇
(2010年12月刊行・Volume

15回配本)

［ISBN4‐7603‐0372‐4 C3325 ¥250000E］
(16)正保國繪圖集成・西日本篇
(2012年2月刊行･Volume 16回配本)
［ISBN4‐7603‐0373‐1 C3325 ¥250000E］
(17)元禄國繪圖集成
(2013年2月刊行･Volume 17回配本)
［ISBN4‐7603‐0374‐8 C3325 ¥250000E］
(18)千島･樺太･蝦夷［1］
(2013年9月刊行･Volume 18回配本)
［ISBN4‐7603‐0375‐5 C3325 ¥250000E］
(19)千島･樺太･蝦夷［2］
(2014年9月刊行･Volume 19回配本)
［ISBN4‐7603‐0376‐2 C3325 ¥250000E］
(20)千島･樺太･蝦夷［3］
(2015年9月刊行･Volume 20回配本)
［ISBN4‐7603‐0377‐9 C3325 ¥250000E］
(21)武蔵･下野･上野･常陸･上總･下總･安房･相模･
甲斐［總合､荒川水系］
(2016年5月刊行･Volume 21回配本)
［ISBN4‐7603‐0378‐6 C3325 ¥250000E］

(22)武蔵･相模･甲斐［多摩川･相模川水系］
(2017年5月刊行･Volume 22回配本)
［ISBN4‐7603‐0379‐3 C3325 ¥250000E］
(23)武蔵･下野･上野･常陸･上總･下總･安房［利根
川水系］(2018年5月刊行･Volume 23回配本)
［ISBN4‐7603‐0378‐6 C3325 ¥250000E］
(24)陸奥･陸中･羽後･陸前･羽前･磐城･岩代
(2019年5月刊行･Volume 24回配本)
［ISBN4‐7603‐0379‐3 C3325 ¥250000E］
(25)播磨･但馬･因幡･伯耆･出雲･石見･備前･備中･
備後･美作･安芸･周防･長門
(2020年5月刊行･Volume 25回配本)
(26)筑前･筑後･肥前･豊前･豊後･肥後･日向･大隅･
薩摩(2021年5月刊行･Volume 26回配本)
(27)日本圖 (2022年5月刊行･Volume 27回配本)
(28)世界圖 (2023年5月刊行･Volume 28回配本)
［内容構成に若干の変更がある時は、ご了承下
さい］
［［The special features of this series and how
to put to practical use］Volume 二 シリーズ（フ
ル・カラー版）の特色］
（1）江戸時代の政治・経済・文化・地誌・學問
を研究するための基本資料集成‐‐‐‐基本資料とし
ての江戸時代に製作された地圖群を網羅して集
大成。さらに、世界圖や日本圖も整理・分類し
て、あらゆる研究に活用できる内容構成とした。
（2）丁寧でかつ精密な編纂方式を採用し、フル
・カラー版で複製‐‐‐‐原圖の内容水準を確保し、
閲覧と研究を容易にするために、A2 版のフル・
カラーで複製。日本全國を國別に分類・整理し
て、地方史研究にも対応できるものとした。フ
ル・カラーのために、地圖上の詳細な情報を容
易にかつ正確に把握が可能。
（3）さまざまな分野で活用できる基本的な資料
集成‐‐‐‐地圖學のみならず、日本史學、日本文學、
民俗學、民族學、地理學、経済學、政治學、土
木工學、河川工學、建築史學、環境學、気象學
などのあらゆる學問分野で活用が可能。
（4）日本及び世界の地圖製作の歴史が俯瞰でき
る充実した内容と構成‐‐‐‐繪圖・地圖に含まれて
いる豊富な情報量を解析し、その理解を容易に
するために、レヴェルの高い書誌情報と、緻密
な構成の解説を掲載。これにより、天正年間以
降に作成された地圖群の詳細な内容（年記、圖
幅名称、編者等、発行者、寸法、形式、所蔵機
関請求記号、備考など）と、その発展の歴史が
一覧できる。収録する資料は、日本（國立國会
圖書館、國立公文書館、都道府県区立圖書館、
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博物館、大學圖書館など）、海外（米國議会圖書
館、フランス國立圖書館、大英圖書館、UCLA
ルドルフ・コレクション、ブリティッシュ・コ
ロンビア大學ビーンズ・コレクションなど）の
地圖群を網羅・整理。
（5）斬新でかつ独創的な編集方針‐‐‐‐関東地方
の江戸時代以降の発展の歴史を三大水系（荒川
水系、多摩川水系、利根川水系）を基軸にして
分類し、さらに解析するなどの独創的な手法を
採用し、既存の學問方法をさらに発展させた編
集方式を提示。
［おすすめしたい方々］
大學・公共圖書館、博物館、文書館、大學研究
室（日本史學、日本文學、経済學、政治學、民
俗學、民族學、地理學、地圖學、土木工學、河
川工學、建築史學、環境學、気象學など）、地圖
愛好家

『御府内［場末］往還其外沿革図書』(書籍版)
近世絵図地図資料研究会 編
The Historical Records of Residences, Streets、
Bridges、Unoccupied Grounds and etc. of Yedo
Citywith Residential Maps (Book Edition)
［本資料の体裁及び内容］
この資料は、当初は『御府内［場末］往還其外沿
革図書』［全 22 巻、御府内場末往還其外沿革図
書』
（全 7 巻）、
『御府内往還其外沿革図書』
（全 15
巻）]として書籍版として刊行のでしたが
諸般の事情により、2010 年に 『江戸住宅地図集
成』の表題で、マイクロフィルム・DVD 版とし
て刊行されました。ただ、御府内場末往還其外
沿革図書』（全 7 巻）のうち、原書の Volume 16
巻‐18 巻、全三冊が書籍版として刊行されました。
体裁は B5 版及び B4 版（本文篇は B5 版、地
図篇は B4 版で刊行）、上製、布装、ケース入、
限定 100 部、分売可能。江戸の周辺部の地図群
を掲載した『御府内場末往還其外沿革図書』(全 7
巻‐‐‐‐原書の 16 巻～ 22 巻に相当。朱引線の外側
の地域を指し、現在の豊島区、板橋区、台東区、
渋谷区、練馬区、目黒区、北区、荒川区、品川
区、港区及び新宿区の一部などに該当）は全 7
巻（各巻 2 分冊）、限定 100 部。
また、江戸の中央部の地図群を掲載した『御
府内往還其外沿革図書』(全 15 巻‐‐‐‐原書の 1 巻
～ 15 巻に相当)は、朱引線の内側の地域を指し、
現在の千代田区、港区、文京区、中央区、新宿
区の一部などに該当。
［本資料の成立］
内容は、江戸市中の住宅・道路・橋梁・空閑地
その他の沿革を、幕府の普請方において調査・
編集した基本資料。1804（文化 4）年、老中牧

野忠精が普請奉行小長谷和泉守などに命じて着
手させ、1808（文化 8）年、経費節減政策のた
めいったん中止したが、1830（天保元）年、事
業を再開し、1858（安政 5）年に完成。御府内
篇と御府内場末篇の二部構成。
［本資料の特色］
（1）幕末期の江戸市中の住宅・道路・橋梁・
空閑地などの沿革及び沿革図を集大成。
（2）江戸時代の政治・経済・文化・地誌・学問
を研究するための基本資料集成‐‐‐‐基本資料とし
ての江戸の御府内場末の地図群を網羅して集大
成。
（3）丁寧でかつ精密な編纂方式を採用‐‐‐‐沿革
の記述、編年体方式で掲載された時代別の附図
は、ともに詳細で精密を究める。切絵図の 20
倍の精度。【延寶年中（1673‐1680） 之形】【寶永
七寅年（1710） 之形】【正徳三巳年（1713） 之
形】【享保三戌年（1718）之形】 【享保十巳年
（1725）之形】
【享保十四酉年（1729）之形】
【寛
延元辰年（1748） 之形】【當時（1858） 之形】
と、最大 8 種類の地図で、約 200 年以上に及ぶ
町の変遷を概観できるのが大きな特色。
（4）日本における地図製作史上の偉大な成果‐‐‐‐
空間を表現する地図を、時間的な変化を表現す
る道具として作製。
（5）さまざまな分野で活用できる資料集成‐‐‐
地図学のみならず、歴史学、文学などの分野で
も活用が可能。
『御府内場末往還其外沿革図書』
全 7 巻の内容構成
(全 7 巻‐‐‐‐原書の 16 巻～ 22 巻に相当）
＊［Volume 1 回 配本］（原書の Volume 16 巻 ）
芝・上高輪・三田・白金・麻布・渋谷・目黒・
品川・戸越・今里（1997 ／平成 9 年 6 月刊行）
［ISBN4‐7603‐0191‐7 C3325 ¥90000E］
＊［Volume 2 回 配本］（原書の Volume 17 巻 ）
飯倉・麻布・三田・青山・渋谷・千駄ケ谷・四
谷・内藤新宿（1998 ／平成 10 年 5 月刊行）
［ISBN4‐7603‐0192‐5 C3325 ¥90000E］
＊［Volume 3 回 配本］（原書の Volume 18 巻 ）
四谷・内藤新宿・青山・千駄ケ谷（1999 ／平成
11 年11 月刊行）
［ISBN4‐7603‐0193‐3 C3325 ¥90000E］
各巻 Price 90,000 Japanese Yen
揃 Price 270,000 Japanese Yen
＊『明治初期東京地籍圖集成』（大日本改正東
京全圖）〈2002 年 5 月刊行〉
The Collected Maps of Census Registration of
Land at Tokyo in the Early Days of Meiji Era
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西川 光通・西川 光穂 編（1878‐1879 年 刊行）
明治 6 年（1873 年）の地祖改正条例公布以降に
作成された地籍図。明治 11 年（1878 年）から
同 12 年（1879 年）に銅版図として刊行され、
当時の東京 15 区（神田区、日本橋区、京橋区、
麹町区、芝区、赤坂区、四谷区、麻布区、牛込
区、小石川区、本郷区、下谷区、浅草区、本所
区、深川区）の地番、居住区の面積が掲載され
ているのが大きな特色。縮尺も二千四百分の一
と細密で、建物の輪郭、小道なども検索できる。
A2 版 ・袋入・全 1 巻 ・217 枚 ・限定 100 部
［ISBN4‐7603‐0287‐5 C3323 ¥90000E］
Price 90,000 Japanese Yen
※『明治期道府県管内土地利用圖集成 1』（東日
本篇）
The Collected Land Utilization Maps of
Prefectures in Meiji Era
明治時代地図資料研究会 編
明治 6 年（1873 年）の地祖改正条例公布以降に
作成された土地利用図。明治 20 年（1887 年）
前後に銅版図として刊行された地図が多く、当
時の 40 にのぼる道府県の土地利用状況及び確
定された市町村の境界線が容易に理解できる資
料集成。
A2 版・袋入・限定 100 部
Price 200,000 Japanese Yen
※『明治期道府県管内土地利用圖集成 2』（西日
本篇）
The Collected Land Utilization Maps of
Prefectures in Meuji Era
明治時代地図資料研究会 編
明治 6 年（1873 年）の地祖改正条例公布以降に
作成された土地利用図。明治 20 年（1887 年）
前後に銅版図として刊行された地図が多く、当
時の 40 にのぼる道府県の土地利用状況及び確
定された市町村の境界線が容易に理解できる資
料集成。
A2 版・袋入・限定 100 部
Price 200,000 Japanese Yen

ICONOGRAPHICAL LIBRARY
＊『ヨンストン「動物図説」図版集成』
【図像学叢書 1】
〈1993 ／平成 5 年 6 月刊行〉
Illustrations from Jonstonusʹs HISTORIAE
NATURALIS
Ｊ・ヨンストン 著、木村 陽二郎 監修
B4 版・約 300 ページ・布装・貼箱入

○ 17 世紀に知られていたほとんどすべての動物を
網羅。（1）四足獣類、（2）魚類・海獣類、（3）
血液のない水棲動物、
（4）鳥類、
（5）虫類、
（6）
蛇類の、合計 249 図版を完全に網羅。6 項目に
分類された動物群ごとに動物ラテン名の索引を
記載。木村陽二郎博士が、日本近代の科学・絵
画に大きな影響を与えた視点から、解題を執筆。
また、日本の洋風絵画の発展に大きな影響を与
えた銅版画は美麗である。限定 100 部のみ製作。
［ISBN4‐7603‐0090‐2 C3645 ¥50000E］
Price 50,000 Japanese Yen
※『ヴァインマン「花譜」図版集成』
【図像学叢書 2】
Illustrations from PHYTANTHOZA
ICONOGRAPHIA
Ｊ・W・ヴァインマン 著
B4 版・約 1,100 ページ・布装・貼箱入
○日本近代の科学と芸術に大きな影響を与えた
彩色の銅版画を、白黒図版で、完璧に再現。原
文は省略。四千項目にのぼる植物ラテン名を、
アルファベット順に配列した索引を掲載。リン
ネが植物の学名を体系化する以前の書籍なが
ら、植物の名称の由来を辿ることが可能。100
部の限定出版。
［ISBN4‐7603‐0091‐0 C3645 ¥100000E］
Price 100,000 Japanese Yen
＊『ヴァインマン「花譜」図版集成』カラー写
真集
《1,025 枚、カラー印画紙八切り判（160x210mm）
で、ファイルに収載》
Price 1,000,000 Japanese Yen
＊『蠻草寫真圖』【図像学叢書 3】
〈1993 ／平成 5 年 5 月刊行〉
Illustrations Books of the Naturalized Books in
Japan Islands
山本 章夫 著
A5 版・約 250 ページ・布装・貼箱入
○日本近代の科学と芸術に大きな影響を与え
た、125 種類の渡来植物を、カラー図版（12 ペ
ージ、40 種類に及ぶ植物）白黒図版で、完璧に
再現。125 種類の植物名称の由来を辿るために、
アルファベット順に配列した索引を掲載。水彩
画は美麗。100 部の限定出版。
［ISBN4‐7603‐0094‐5 C3645 ¥50000E］
Price 50,000 Japanese Yen
＊『蠻草寫真圖』カラー写真集
《236 枚、カラー印画紙八切り（160x210mm）
で、ファイルに収載》
Price 240,000 Japanese Yen
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※『解剖図譜資料集成』【図像学叢書 4】
Anatomical Illustrations of Human Body
医学史研究会 編
B5 版・布装・貼箱入
○ウェルカム医学史図書館、大英図書館、フラ
ンス国立図書館など、世界の有名図書館が所蔵
し、ヴェサリウス、パレなどが作成した解剖図
譜の中から、優れたものを選び、解説をふし、
白黒図版で完璧に再現。これらの解剖図譜は、
日本近代の科学と芸術に大きな影響を与えた。
100 部の限定出版。
Price 100,000 Japanese Yen

The Medical Historical Materials
in the World including Japan
＊『日本産科学史』
〈1980 ／昭和 55 年 10 月刊行〉
緒方 正清 著・石原 力 解題
B5 版・上製・布装・貼箱入・2,220 ページ・別
冊付録付
〔本書の四大特色〕
１. 古代から現代までの産科学史について、医
学、民俗学、日本史学、国文学などのあらゆる
面から把握。
２. 日本史学、医学、文学、民俗学など千種類
以上に及ぶ古今東西の文献を駆使した内容。
３. 完璧な人名索引、事項索引、文献索引（著
編訳者名を付し、報告、講演なども掲載）を付
し、ひらが なでの読み方もつけて研究の便を
計り、初学者・初心者には語彙辞典の役割をも
果たすべく編纂した。
４. 産婦人科学史の Volume 一 人者石原力博士
が解題を執筆。大正―昭和の産婦人科学史年表
も新たに付され、 古代から現代までの産婦人
科史が鳥瞰できる内容となった。
（本書は原本に付録をつけて販売致しますので
御了解下さい）
［ISBN4‐7603‐0098‐8 C3047 ¥48000E］
Price 48,000 Japanese Yen
＊『日本婦人科学史』
〈1980 ／昭和 55 年 10 月刊行〉
緒方 正清 著・石原 力 解題
B5 版・上製・布装・貼箱入・別冊付録付《品切》
○『日本産科学史』の姉妹篇にあたるもので､
神代から明治末期までの婦人科学史を､国文学､
日本史学､民俗学､医学等の知見を統合して克明
に叙述。石原力博士により､解題､索引等を付す。

［ISBN4‐7603‐0099‐6 C3047 ¥15000E］
Price 15,000 Japanese Yen
＊『日本医学史研究余話』
〈1981 ／昭和 56 年 10 月刊行〉
服部 敏良 著
A5 版・362 ページ・上製・箱入
○わが国医学史研究の Volume 一 人者である著
者が、四十年にわたる本邦医学史研究を通して
まとめた精緻な研究論文・明快な人物評論・軽
妙な医史随想などを集大成。豊富な文献に基づ
き、上古より明治期までの各時代の風潮、事件、
主要人物などをピック・アップし、医学的見地
から解明する。医学関係者はもちろん、歴史、
文学の研究者にも必携の名著。
［ISBN4‐7603‐0100‐3 C3047 ¥5800E］
Price 5,800 Japanese Yen
＊『無私庵雑記』
〈1982 ／昭和 57 年 9 月刊行〉
服部 敏良 著
B6・上製・箱入・298 ページ
［ISBN4‐7603‐0097‐X C3047 ¥2120E］
Price 2,120 Japanese Yen
＊『支那中世医学史』
〈1981 ／昭和 56 年 7 月刊行〉
廖 温仁 著
A5 版・536 ページ・上製・箱入
○支那医学が隆盛を極めるようになったのは、
漢代に入ってからであり、その後の唐代医学は、
わが国奈良時代医学に大きな影響を及ぼしてい
る。本書は、その漢代から隋・宋・元にいたる
支那中世の医学の歴史を、豊富な文献を駆使。
［ISBN4‐7603‐0103‐8 C3047 ¥6800E］
Price 6,800 Japanese Yen
＊『日本医薬随筆集成』
〈1989 ／平成 1 年 1 月刊行〉
小泉 栄次郎 著
A5 版・770 ページ・布装・貼箱入
○江戸時代のあらゆる分野の医薬に関する記事
を秩序だてて編纂。文芸書から始まり、本草・
料理・歴史・食物書、地誌等の豊富な書目を渉
猟し、重要な事項のみを抜粋した資料集成。事
項・人名・文献索引を付し、研究の便に供す。
［ISBN4‐7603‐0104‐6 C3047 ¥25000E］
Price 25,000 Japanese Yen
＊『中国医学史〔全〕』
〈1989 ／平成 1 年 4 月刊行〉
陳 邦賢 著・山本 成之助 訳
A5 版・736 ページ・上製・函入
○古代から現代までの中国医学の歴史を編年体
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で叙述。索引を付し、原文を併載。
［ISBN4‐7603‐0105‐4 C3047 ¥25000E］
Price 25,000 Japanese Yen

Books with respect to
Pharmacology of the Raw Living
Things and Botany

＊『有林福田方』
〈1987 ／昭和 62 年 12 月刊行〉
有林 著
B5 版・1100 ページ・上製・函入
○室町時代の代表的な医書。
［ISBN4‐7603‐0106‐2 C3047 ¥38000E］
Price 38,000 Japanese Yen

＊『東邦薬用動物誌』
〈1989 ／平成 1 年 2 月刊行〉
梅村 甚太郎 編
A5 版・504 ページ・上製・函入
○日本に生息する約 350 種の動物（哺乳類、鳥
類、爬虫類、魚類）の形態、生態、薬用法を記述。
［ISBN4‐7603‐0110‐0 C3047 ¥20000E］
Price 20,000 Japanese Yen

＊『頓医抄・万安方』
〈1986 ／昭和 61 年 11 月刊行〉
梶原 性全 著・石原 明 解題
B5 版・2,514 ページ・上製・函入
○和文最古のオリジナルな医書。
［ISBN4‐7603‐0108‐9 C3047 ¥60000E］
Price 60,000 Japanese Yen
＊『歯科医学史』
〈1981 ／昭和 53 年 3 月刊行〉
川上 為次郎 著
A5 版・772 ページ・上製・函入
○古代から現代までの、西洋・日本の歯科医学
史を体系的に叙述。
［ISBN4‐7603‐0109‐7 C3047 ¥25000E］
Price 25,000 Japanese Yen

『西洋産婦人科翻訳書集成』〔書籍版〕
Collected Translations of the Occidental
Obstetric‐Gynecologic Books
石原 力 編
A5 版・上製・布装・貼箱入
〔巻構成〕
＊ Volume II: 江 戸時代編【2】
〈1984 ／昭和 59 年 3 月刊行〉
◎撒氏産論（ゴットリープ・サロモン 著、矢
田部 卿雲 訳、1845）、◎撒羅満氏産論抄書
（ゴットリープ・サロモン 著、伊古田 純道
抄訳）、◎帝王截開術実記（伊古田 純道
著、1852）、◎ケーズルレイキの話（伏屋 素
狄 口授、1805）、◎紅毛医術（吉雄 耕牛
著、合田 強 筆記）
［ISBN4‐7603‐0152‐6 C3347 ¥25000E］
Price 25,000 Japanese Yen

＊『民間薬用植物誌』
〈1989 ／平成 1 年 1 月刊行〉
梅村 甚太郎 編
A5 版・764 ページ・上製・函入
○日本に産する約 650 種の植物の形態・生態・
薬用法を詳述。豊富な索引で書物の有効活用を
図る。
［ISBN4‐7603‐0111‐9 C3047 ¥25000E］
Price 25,000 Japanese Yen
＊『昆虫本草』
〈1988 ／昭和 63 年 6 月刊行〉
梅村 甚太郎 著
A5・248 ページ・上製・函入
○約 150 種の薬用・食用昆虫を研究した唯一の
文献。日本各地の昆虫治療法も記述しており、
その他の民俗や地誌を知ることが可能。
［ISBN4‐7603‐0112‐7 C3047 ¥4900E］
Price 4,900 Japanese Yen

＊『時局本草』
〈1989 ／平成 1 年 8 月刊行〉
A5 版・250 ページ・上製・函入
梅村 甚太郎 著
○薬用植物 92 種を収録。
［ISBN4‐7603‐0113‐5 C3047 ¥5800E］
Price 5,800 Japanese Yen
＊『全國中藥成藥處方集』
〈1981 ／昭和 56 年 7 月刊行〉
中医研究院中葯研究所・沈陽学院葯学系 合編
B5 版・608 ページ・上製・箱入《品切》
○ 1962 年に中国で上梓された中国漢方薬の薬
品辞典ともいえる処方集。内科的疾患に 1018
種、外科 248 種、産婦人科 156 種、小児科 197
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種、五官科（耳鼻咽喉科・眼科・皮膚科）167
種、朶証（その他の難病）13 種にわたる、計 1835
種類に及ぶ薬品の効能・処方・製法・劑量及び
用法・禁忌について懇切丁寧に記述。
［ISBN4‐7603‐0114‐3 C3047 ¥9800E］
Price 9,800 Japanese Yen
※『裕仁陛下が生物学の上に残された業績－年
譜と採集された新種－』
The Chronological Records and New Species
Collected by His Majesty
〈2013 ／平成 25 年刊行〉
安田 健 著
A5 版・上製・函入
○昭和天皇の生物学御研究の足跡を辿る、記念
碑的な労作。特に、相模湾産のヒドロ虫に関し
ては、36 の新種を発見していることが知られてい
る。
［ISBN978‐4‐7603‐0295‐6 C3045 ¥2000E］
Price 未定
＊『百品考』
〈1983 ／昭和 58 年 8 月刊行〉
山本 亡羊 著、難波 恒雄・遠藤 正治 編
A5 版・上製・函入《品切》
○江戸期の動・植・鉱物の形態・性質・用途等
をわかりやすく記述した百科事典。人名索引、
事項索引、文献索引、山本亡羊門人録、山本亡
羊の伝記、解題などを付し、内容を充実。
［ISBN4‐7603‐0115‐1 C3045 ¥9800E］
Price 9,800 Japanese Yen
＊『和蘭薬鏡』
〈1988 ／昭和 63 年 8 月刊行〉
宇田川 榛斎 著
B5 版・1300 ページ・上製・函入
○近世後期の代表的薬物学書。西洋の薬用植物
書を豊富に引用していて、西洋薬物学および薬
局方を併せもった書物と言えよう。日本博物学
の知識の進歩を知る労作。
［ISBN4‐7603‐0107‐0 C3047 ¥40000E］
Price 40,000 Japanese Yen
＊『日本博物学年表』
〈1980 ／昭和 55 年 4 月刊行〉
白井 光太郎
著、上野 益三解題
A5 版・216 ページ・上製・箱入《品切》
○中国より渡来した本草に関する研究や経験的
な事柄が博物学として体系化される過程を叙
述。巻末に、白井光太郎の学問業績の解説など
を付す。
［ISBN4‐7603‐0116‐X C3045 ¥4000E］
Price 4,000 Japanese Yen

＊『本草品彙精要』
Pen‐Tsʹao‐Pʹin‐Hui‐Ching‐Yao
劉 文泰等 撰
Ｂ 5 版・上製・布装・貼箱入り・全 6 巻・約
5,200 ページ・限定 100 部
○明清時代を通じて、中国の王朝が作成した唯
一の貴重な勅撰本草書。1358 種類の薬品の（1）
名称索引、
（2）病気名索引、
（3）用語索引、
（4）
文献索引、（5）処方名索引、（6）地名索引、を
掲載。原本（1937 年に刊行された『本草品彙精
要・本草品彙精要続集』）も同時に検索するこ
とが可能。アルファベット表記（ウェード方式、
漢語 PIN‐YIN 方 式）の索引を併載しているので
ヨーロッパ各国の諸研究文献を理解することが
可能。また、『本草綱目』と『本草品彙精要・
本草品彙精要続集』の内容対照一覧表」を掲載。
植物学、生薬学のみならず、東洋史学、民俗学、
中国学など、あらゆる分野で活用できる学術資
料。イタリア国立中央図書館［BIBLIO‐ THECA
NAZIONALE CENTRALE VITTORIO
EMA‐NUELLE II］ 所蔵。
［ISBN4‐7603‐0117‐8 C3047 ¥150000E］
Price 150,000 Japanese Yen
［本書の特色と活用法］
（l）明・清代を通じて中国の王朝が作成した唯
一の貴重な勅撰本草書‐‐‐‐原本の成立は、弘治 18
年（1505 年）で、太医院院判の劉文泰などが、
孝宗の命令により編纂。
（2）原本と影印本を同時に検索可能な完壁な
索引‐‐‐‐［1］1358 種類の薬品の名称索引、［2］
病気名索引、
［3］用語索引、
［4］文献索引、
［5］
処方名索引、［6］地名索引、を掲載。民国 26
年（1937 年）に上海の商務印書館から刊行の『本
草品彙精要・本草品彙精要続集』（1982 年に中
国の人民衛生出版社から刊行の影印本を使用）
の索引としても利用可能。アルファベット方式
（ウェード・PIN‐YIN・ 仏語・独語方式）を活用。
（3）『本草綱目』と『本草品彙精要・本草品彙
精要続集』の内容対照一覧表を掲載‐‐‐‐民間の医
学書としての『本草綱目』と、王朝の編纂した
薬方書としての『本草品彙精要・本草品彙精要
続集』の内容の細部を対照する一覧表を掲載。
（4）あらゆる学問分野で活用できる資料集成‐‐‐‐
植物学、生薬学、医学のみならず、東洋史学、
中国哲学、科学史学、民俗学など、さまざまな
分野で利用できる資料集成。
（5）美麗な画譜‐‐‐‐精密で美しい、芸術的価値
の高い画譜。
［全冊目次］
［Volume 一 分冊］
首巻、巻之一 玉石部（上品之上）、巻之二

‐ 77 ‐

Descriptive Catalogue of New Publications and Selected Old and Rare Books 5 (English Version)

玉石部（上品之下）、巻之三 玉石部（中品之
上）、巻之四 玉石部（中品之下）、巻之五 玉
石部（下品之上）、巻之六 玉石部（下品之下）、
巻之七 草部（上品之上）
［Volume 二 分冊］
巻之八 草部（上品之中）、巻之九 草部（上
品之下）、巻之十 草部（中品之上）、巻之十一
草部（中品之中）、 巻之十二 草部（中品
之下）、巻之十三 草部（下品之上）、
［Volume 三 分冊］
巻之十四 草部（下品之中）、巻之十五 草部
（下品之下）、巻之十六 木部（上品之上）、巻
之十七 木部（上品 之下）、巻之十八 木部
（中品之上）、巻之十九 木部（中品之下）、巻
之二十 木部（下品之上）
、巻之二十一 木部（下
品之下）
［Volume 四 分冊］
巻之二十二 人部、巻之二十三 獸部（上品）、
巻之二十四 獸部（中品）、巻之二十五 獸部
（下品）、巻之二十 六 禽部（上品）、巻之二
十七 禽部（中品）、巻之二十八 禽部（下品）、
巻之二十九 蟲魚部（上品）、巻之三十 蟲魚
部（中品）、巻之三十一 蟲魚部（下品）
［Volume 五 分冊］
巻之三十二 果部（上品）、巻之三十三 果部
（中品）、巻之三十四 果部（下品）、巻之三十
五 米穀部（上品）、 巻之三十六 米穀部（中
品）、巻之三十七 米穀部（下品）、巻之三十八
菜部（上品）、巻之三十九 菜部（中品）、巻
之四十 菜部（下品）、巻之四十一 本草圖経
外 巻之四十二 有名未用總一百九十四種など
［Volume 六 分冊］
索引・一覧表など（2006 年 12 月に Volume 六
分冊が完成いたしましたので、Volume 五 分冊
までお持ちの方は、小社に申し込んでください）

The Illustrated Books of Flora and
Fauna in the World including
Japan
＊『有用植物図説』
〈1983 ／昭和 58 年 10 月刊行〉
田中 芳男他 撰
A5 版・1020 ページ・上製・函入・全２冊

○ 1015 種の有用植物を 25 部門に分類し、色刷
木版画に和名・漢名・学名・科名を付記した明
治期応用博物学の一大成果。それぞれの形態・
性状・生育期・効用等を詳述し、総目録も収載。
［ISBN4‐7603‐0118‐6 C3645 ¥78000E］
Price 78,000 Japanese Yen
※『改訂・増補日本薬用植物圖譜』
〈2003 ／平成 15 年刊行〉
市村 塘 著
B5 版・368 ページ・上製・布装・函入
○日本に生育する主要な薬草 100 種類のオール
カラー解剖図を載せた唯一の薬用植物図鑑。和
文と対訳風に英文の解説を付す。
［ISBN978‐4‐7603‐0119‐5 C3645 ¥38000E］
Price 38,000 Japanese Yen
＊『中国・日本・朝鮮の蝶』（英語版）
〈1989 ／平成 1 年 1 月刊行〉
Butterflies from China, Japan and Corea
J・H・リーチ 著
A4・計 856 ページ・上製・函入・全 3 巻《品切》
○旧北区に生息する豊富な蝶相を、すぐれたカ
ラー図版とともに、分類学的な見地から各属・
各種の解説に、他の研究者の重要な記録・文献
を加えて紹介。カラー図版 43 ページ。650 種に
及ぶ分類表、全種のユーラシアその他の地域を
含む地理的分布表を収載。
［ISBN4‐7603‐0120‐8 C3645 ¥80000E］
Price 80,000 Japanese Yen
＊『日本蝶類図譜』
〈1982 ／昭和 57 年 11 月刊行〉
Rhopalocera Nihonica
H・J・S・プライヤー 著
江崎 悌三 解説、白水 隆 校訂
A4 変型・166 ページ・上製・函入
○本邦産蝶類の生息と分布について初めて体系
的に分類した蝶類図鑑。江崎悌三博士による解
説・名称対照表、白水隆九大名誉教授（理学博
士）による学名校訂表を付す。
［ISBN4‐7603‐0121‐6 C3645 ¥18000E］
Price 18,000 Japanese Yen
＊『ライデン植物園年報』
〈1989 ／平成 1 年 1 月刊行〉
Annales Musei Botanici Lugudono‐Batavi
F・A・G・ミケル 編
A3 版・1,450 ページ・上製・函入・全４冊
○ 18 枚のカラー図版を含む。日欧交渉史、植
物分類学の 基本文献を原寸大で複製。
［ISBN4‐7603‐0122‐4 C3645 ¥100000E］
Price 100,000 Japanese Yen
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く翻訳したもの。弘化年間に、箕作阮甫など 5
名により翻訳された版は、散逸しているので、
わが国で最初の邦訳本と言えよう。著者は、明
治 11 年に、太政官修史局の命を受けて筆を起
こし、明治 13 年に完成している。
［ISBN4‐7603‐0126‐7 C3020 ¥150000E］
Price 150,000 Japanese Yen

＊『武蔵野植物誌』
〈1986 ／昭和 61 年 1 月刊行〉
佐藤 潤平 著
A5 版・1132 ページ・上製・函入《品切》
［ISBN4‐7603‐0123‐2 C3645 ¥14000E］
Price 14,000 Japanese Yen

Books with respect to Human
Science and Social Science
＊『支那塩政史』
〈1989 ／平成 1 年 2 月刊行〉
The History of Saltʹs Politics in China
曽 仰豊 著、吉村 正 訳
A5 版・420 ページ・布装・貼箱入
○中国の古代からの塩制・塩産・塩官・塩禁を
体系的に叙述した書。中国史のみならず、科学
史学、文化史学、民俗学などあらゆる分野で活
用が可能。人名・文献・事項索引を付し、研究
の便に供する。
［ISBN4‐7603‐0124‐0 C3031 ¥15000E］
Price 15,000 Japanese Yen
＊『改訂・増補日本誌』
〈1989 ／平成 1 年 10 月刊行〉
Geschichte und Beschreibung von Japan
E・ケンペル 著、今井 正 編訳
B5 版・1,176 ページ・上製・箱入・全 1 冊
［霞ケ関出版刊行］
○五代将軍、徳川綱吉の治世時（元禄 3 年～ 5
年、1690 ～ 1692 年）に来航した E・ケンペル
（独人医師）が終生の仕事として記述した本書
は、時のヨーロッパ読書界を席捲し、英語版
（1727 年）はじめ、仏・蘭・独語版が相次いで
刊行された。本書はドーム版（独語）を忠実に、
かつ解かり易く翻訳したもので、わが国での完
訳本は初めてである。原注と共に解説・索引・
訳注を付し、上・下巻の図版 46 枚を復刻して
解明に資した。日本翻訳家協会の Volume 10 回
翻訳出版文化賞を受賞。
［ISBN4‐7603‐0125‐9 C3020 ¥60000E］
Price 60,000 Japanese Yen
＊『検夫爾日本誌』
〈1997 ／平成 9 年 9 月刊行〉
De Beschrijving van Japan
E・ケンペル 著、坪井 信良 訳
B5 版・約 3,000 ページ・布製・貼箱入・全 5 巻
［霞ケ関出版刊行］
○本書はオランダ語版を忠実に、かつ解かり易

＊『検夫爾日本誌』解説・総索引
〈1999 ／平成 11 年 3 月刊行〉
Verklaring en Generale Index op De
Beschrijving van Japan
「『検夫爾日本誌』解説・総索引」編纂委員会編
B5 版・460 ページ・並製・箱入［霞ケ関出版刊行］
○今井正「ケンペルの生涯と『日本誌』」「ケン
ペルのサイン帳にサインした四人の日本人」、
総索引（一般事項、鉱物、植物、人名、地名、
動物、文献、総合）、アルファベット表記→和
名（漢字名）一覧表を掲載。
［ISBN4‐7603‐0126‐7 C3020］
Price 30,000 Japanese Yen
＊『アジアの比較文化／名著解題』
〈2003 ／平成 15 年 4 月刊行〉
Great Books on Asia
岡本 さえ 編著
A5 判・352 ページ・上製・箱入
アジアに関連する 83 冊の名著の解題目録。法
顕『法顕伝』、玄奘『大唐西域記』、ルイス・フ
ロイス『日本史』、ケンペル『日本誌』、デュア
ルド『中華帝国史』、シーボルト『日本』、オー
ルコック『大君の都』、ヘディン『中央アジア
の入り口で』、マッテオ・リッチ『中国キリス
ト教布教史』、ジョージ・カーゾン『ペルシア
とその問題』、リンスホーテン『東方案内記』
などを収録。基本的な資料の探索には非常に有
効な内容。
［ISBN4‐7603‐0297‐2 C0020 ¥2000E］
Price 2,000 Japanese Yen

Classical Library
＊新版『改訂・増補日本誌』
〈2001 ／平成 13 年 7 月刊行〉
Geschichte und Beschreibung von Japan
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E・ケンペル 著、今井 正 編訳
A5 版・全約 1,800 ページ・上製・箱入・全 7 卷
［［The special features of this series and how
to put to practical use］ 本書の特色と活用法］
［1］日本の近世（江戸時代）の政治・経済・文
化・学問・庶民生活・生態系・を総合的に把握す
るための基本資料―この資料を活用することに
よって､江戸時代を立体的に俯瞰することが可
能。
［2］人文科学､自然科学､社会科学などのあら
ゆる分野で活用できる基本資料
［3］充実した索引―引用書目､人名､動物・植
物・鉱物・生薬・作物・食物・料理名､その他
主要事項をすべて拾いだし､資料の有効活用を
図る。
［目 次］
［Volume I 分 冊］
●改訂・増補版の上梓に寄せて－訳者の言葉
－、●［新版］改訂・増補日本誌の上梓に寄せ
て、●ケンペルの生涯と『日本誌』
（今井正著）
1 独文版ケンペルの日本誌を読む人のために、
2 エンゲルペルト・ケンペルの生涯、3 ケン
ペル家の人々、4 ケンペルの博士論文、5 ケ
ンペルの日本誌盗用説批判、6 ケンペルの日
本文庫、7 ケンペルの日本植物図、8 独文版
ケンペルの日本誌附図
［ISBN4‐7603‐0246‐8 C3020 ¥4000E］
［Volume II 分 冊］
●刊行者のまえがき ヴィルヘルム・ドーム、
●刊行者の序文
ヴィルヘルム・ドーム、
●著者のはしがき
エンゲルペルト・ケンペ
ル
Volume 1: バ タビアからシャムを経由―日本へ
の旅行および日本の歴史、地理事情一般―シャ
ムの歴史、地理を含む
Volume 1 章 バタビアからシャムヘの旅行―
同地滞在中に見聞した珍しい話
Volume 2 章 シャム宮廷の現状―首府アユテ
ィアおよび王宮について
Volume 3 章 アユティア出発―シャム Volume
一のメナム河について―海上の旅・日本到着
Volume 4 章 日本列島の位置と大きき
Volume 5 章 諸大名の領地になっている日本
国の国郡別区画、国の収穫および政府
Volume 6 章 日本人の起源について
Volume 7 章 日本の神話的伝説による日本人
の起源
Volume 8 章 日本各地の気侯および地下資源
Volume 9 章 日本の植物
Volume 10 章 日本の鳥獣類、爬虫類、昆虫類
Volume 11 章 魚介類
［ISBN4‐7603‐0247‐6 C3020 ¥4000E］

［Volume III 分 冊］
Volume 2: 日 本の政治事情―日本歴史の初めか
ら西暦 1692 年まで、日本の年代記からの抜粋
Volume 1 章 日本の年代記に日本の支配者と
して記されている神々、神人、天皇の名
Volume 2 章 日本国の宗教的世襲皇帝（天皇）
とその政権年代史一般
Volume 3 章 歴代の宗教的皇帝 肇国の初め
より西歴紀元頃まで日本を統治した歴代天皇の
御宇― Volume 1 代 ～ Volume 11 代
Volume 4 章 キリスト生誕後、頼朝の誕生ま
でなお独載権をもっていた歴代天皇の御宇―
Volume 12 代 ～ Volume 76 代
Volume 5 章 初代の世俗的皇帝頼朝誕生後
現在までの歴代天皇（宗教的皇帝）の御宇
Volume 77 代 ～ Volume 114 代
Volume 6 章 頼朝以後、現将軍綱吉に至るま
での世俗的皇帝、すなわち歴代将軍職―頼朝～
綱吉
［ISBN4‐7603‐0248‐4 C3020 ¥4000E］
［Volume IV 分 冊］
Volume 3: 宗 教，宗派および聖哲の道
Volume 1 章 日本における諸宗教とくに神道に
ついて
Volume 2 章 神社，信仰および参拝について
Volume 3 章 神道の礼日すなわち祭礼、祭日に
ついて
Volume 4 章 参宮すなわち伊勢参りについて
Volume 5 章 山伏およびその他の宗教団につ
いて
Volume 5 章 外来 宗 教であろ仏 道およびその開
祖と仏徒ならびに孔子およびその訓えについて
Volume 7 章 儒道すなわち哲人、聖賢の教えに
ついて
［ISBN4‐7603‐0249‐2 C3020 ¥4000E］
［Volume V 分 冊］
Volume 4: 長 崎及び外国人の対日貿易に関する
一般的記述
Volume 1 章 長崎の町の位置、長崎港および
長崎における公私の建物
Volume 2 章 長崎の町の行政
Volume 3 章 長崎の内番所および住民ならび
に長崎周辺の行政
Volume 4 章 長崎の神社、仏閣
Volume 5 章 ポルトガル人およびスペイン人
の渡来、その受入れ、貿易および追放
Volume 6 章 日本におけるオランダ人の立場
Volume 7 章 日本におけるオランダ人の貿易
に関する詳報および貿易係員
Volume 8 章 日本におけるオランダ貿易に関
する特別の情報（前章の続き）
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Volume 9 章 日本におけるシナ人の貿易およ
びシナ人の処遇
Volume 10 章 制札、旅行手形、御朱印状
［ISBN4‐7603‐0250‐6 C3020 ¥4000E］
［Volume VI 分 冊］
Volume 5: 著 者が二回にわたり長崎から江戸へ
参府旅行した時の記述
Volume 1 章 参府旅行の諸準備および日本風
の旅行
Volume 2 章 長崎から江戸までの陸路や海路
の概略およびその状態
Volume 3 章 街道筋で見た諸建築の概略
Volume 4 章 駅舍、宿屋、料理屋、掛茶屋
Volume 5 章 毎日往来する人々、ならびにそ
れらの旅人を相手に生計を立てる人々
Volume 6 章 オランダ人の参府旅行、および
道中で気付いた事柄
Volume 7 章 長崎から小倉までの陸路の旅（出
発：1691 年 2 月 13 日）
Volume 8 章 小倉から大坂までの陸路の旅（出
発：1691 年 2 月 17 日）
Volume 9 章 大坂から京都までの旅―両市に
ついて
Volume 10 章 京都から浜松までの旅 63 里（江
戸までの半途）
Volume 11 章 旅の続き、浜松から江戸城に至
る（60 里 38 丁）
Volume 12 章 江戸の町と江戸城、若干の出来
事、拝謁およびお暇乞い
Volume 13 章 江戸から長崎までの帰り旅およ
び途上の出来事
Volume 14 章 Volume 2 回 参府旅行
Volume 15 章 江 戸 か ら 長 崎 ま で の 帰 り 旅
（Volume 2 回 目）
［ISBN4‐7603‐0251‐4 C3020 ¥4000E］
［Volume VII 分 冊］
●附録 ケンペル著『廻国奇観』
（Amoenitatum
Exoticarum） 中にある日本に関する諸論文
（1）日本における製紙法について、（2）も
っともな理由のある日本の鎖国、（3）日本でよ
く行なわれている鍼術による疝氣治療、（4）シ
ナおよび日本でよく行なわれている艾灸、（5）
日本の茶の話、（6）龍涎香について
●附図解題 Volume 1 図 ～ Volume 45 図 、●
地名・人名・植物名・動物名・鉱物名・一般項
目名索引、●総合索引［霞ケ関出版刊行］
［ISBN4‐7603‐0252‐2 C3020 ¥4000E］
各卷 Price 4,000 Japanese Yen
揃 Price 28,000 Japanese Yen
［ISBN4‐7603‐0253‐0 C3020 ¥28000E］

※『 改訂・増補 中国古典籍にあらわれたる植物
名彙の研究』［英語版］
BRETSCHNEIDER, Emil Vasilievich ／
［volume II rev.］ FABER, Ernst ; Botanicon
sinicum : Notes on Chinese Botany from Native
and Western Sources. Part II. The Botany of the
Chinese Classics. Part III. Botanical Investiga‐
tions into the Materia Medica of the Ancient
Chinese.
〈2004 ／平成 16 年刊行〉
原著は、1882 年, 1892 年、1895 年に刊行。原
著の内容構成は以下の通り。 I: 228 pages,［ 4］,
II: ii, 468 pages, III:［ 6］, 623 pages,［ 1］. no illus‐
tration. 8vo［ 165x250］.
E・V・ブレットシュナイダー 著、E・フェイ
バー 改訂（Volume 2 巻 のみ）
A5 版・約 4,000 ページ・並製・箱入・全 5 巻
○『欧人の中国植物研究』と並び称されるブレ
ットシュナイダーの中国植物研究書。西洋の植
物学の手法をもって中国の植物を研究していた
ブレットシュナイダーは、何が中国原生種であ
るかを知るためには、中国古典の研究が必須で
あることを自覚し、本書のもととなる研究を始
めた。これには、大航海時代以来、各地の植物
が世界の諸所へと移植され、すでに野生種化し
て現地の植物相を大きく変えていたという原因
が考えられる。 本書でブレットシュナイダー
は、四書五経をはじめとして、主に『神農本草
経』『爾雅』を中心に、中国古典中にあらわれ
た植物を、リンネの分類体系にあてはめ、野生
種解明の手掛かりとしている。また、朝鮮や日
本の本草学にも言及し、Volume 3 巻 では『本
草綱目』で扱われた植物全点を、西洋植物学の
視点から解説している。重要著作。今回の再刊
にあたっては、全て新組とし、誤植を訂正して、
新たに、人名索引、植物・動物・鉱物名称索引
などを付け加えた、増 補 ・ 改訂版とした。
［ISBN978‐4‐7603‐0188‐1 C3020 ¥48000E］
各卷 Price 9,600 Japanese Yen
揃 Price 48,000 Japanese Yen
※『改訂・増補生薬詳説』［英語版］
POMET, [Pierre] ／［tr.／ rev.］ HILL, John ; A
Complete History of Drugs To which is added
what is farther observable on the same Subject,
from Mess. LEMERY and TOURNEFORT, Di‐
vided into Three Classes, Vegetable, Animal,
and Mineral; With their Use in Physic, Chemis‐
try, Pharmacy, And Several other Arts. Illustrat‐
ed with above Four Hundred Copper‐Cuts, cu‐
riously done from the Life; and an Explanation
of their different Names, Places of Growth, and
Countries where they are produced; with the

‐ 81 ‐

Descriptive Catalogue of New Publications and Selected Old and Rare Books 5 (English Version)

Methods of distinguishing the Genuine and Per‐
fect, from the Adulterated, Sophisticated, and
Decayed; together with their Virtue, &c. A Work
of very great Use and Curiosity. 1768. revised
edition［English first edition in 1725］ . xx, 220
pages,［2］, 202 pages,［ 10］. 86 b ／ w plates.
4to［195x260］.
P・ポメ 著、J・ヒル 訳訂
B5 版・約 700 ページ・布製・貼箱入・全 1 巻
○著者ポメ（1658‐1699） はフランスの植物学者
で、薬種問屋として巨利を得、また、薬物学の
専門家として王立植物園の顧問や国王ルイ 14
世の薬剤師長を勤めた人物。短命で歿したが、
彼の生薬目録と呼べる著書は 1725 年 に早くも
英訳され、広く影響を与えた。植物・動物・鉱
物にわたる浩瀚な記述で、図版を豊富に使用。
1735 年には彼の子息によりフランスで新版が刊
行されたが、こちらは図版が貧弱で、この J・
ヒルによる英語改訂版がもっとも優れている。
［ ISBN978‐4‐7603‐0189‐8 C3020 P94500E］
Price 90,000 Japanese Yen
※『改訂・増補薬物の実験誌』［英語版］
LEWIS, William ; An Experimental History of
the Materia Medica : Or of the Natural and
Artificial Substances made use of in Medicine:
copntaining A Compendious View of their Nat‐
ural History, An Account of their Pharmaceutic
Properties, And an Estimate of their Medical
Powers, so far as they can be ascertained by Ex‐
perience, or by rational Induction from their
sensible Qualities 1761. first edition. London:
［printed by］ H. Baldwin,［ for the author; and
sold by］ R. Willock. 1 volume. 646 pages. 4to
［210x270］.
W・ルイス 著
B5 版・約 700 ページ・布製・貼箱入・全 1 巻
○植物・動物・鉱物から精製される薬物約 1000
種についての、薬として使用された歴史や効能、
基源の形態などを詳説した名著。近代科学の興
隆に伴って、薬物学も観察と実験に基づく学問
として発展し『ロンドン薬局方』
『パリ薬局方』
『エディンバラ薬局方』など、様々な薬局方が
刊行されるに至った。本書はその成果とも言え
るもので、これらの薬局方に取り上げられた基
本的な植物・動物・鉱物が掲載され、非常に興
味深い内容となっている。
［ISBN978‐4‐7603‐0190‐4 C3020 ¥90000E］
Price 90,000 Japanese Yen

Books with respect to Natural Science
＊『増訂ニュートンとアインシュタインの対話』
〈1999 ／平成 11 年 6 月刊行〉
A Dialogue between I. Newton and A. Einstein
［revised and enlarged］
安田 健 著
A5 版・並装・箱入・178 ページ
○ニュートンの重力理論とアインシュタインに
よる相対性理論について比較検討。 百万
Japanese Yen の 懸賞問題付き。
［ISBN4‐7603‐0225‐5 C0043 ¥2000E］
Price 2,000 Japanese Yen
＊『改訂・増補ヨウ素綜説』
〈1992 ／平成 4 年 6 月刊行〉
Review of Iodine［ revised and enlarged］
松岡 敬一郎 著
B5 版・布装・592 ページ・上製・箱入
［霞ケ関出版刊行］
○発見されて 160 年余りの歴史を持つヨウ素の
研究とその活用は、化学・工業・医学・薬学・
水産・農学と広汎にわたるが、この成果を綜合
的に集大成した名著。世界的な文献を紹介し、
索引を付す。
限定 200 部
［ISBN4‐7603‐0135‐6 C3047 ¥60000E］
Price 60,000 Japanese Yen
＊『化学史』
〈1991 ／平成 3 年 4 月刊行〉
The History of Chemistry
松岡 敬一郎 著
A5 版・並装・166 ページ［霞ケ関出版刊行］
《品切》
○ 揺 籃 期 から 現 代 に 至 るまでの 化 学の歴 史を概
説。 ［ISBN4‐7603‐0136‐4 C0043 P1500E］
Price 1,429 Japanese Yen
＊『化学の形成－哲学的原子論から量子化学ま
で－』
〈1996 ／平成 8 年 9 月刊行〉
The Formation of Chemistry‐‐From Atomism to
Quantum Chemistry
松岡 敬一郎・藤村 みつ子 著
A5 版・上製・172 ページ［霞ケ関出版刊行］
《品切》
○ 量 子化 学の確 立に至るまでの化 学の歴 史を詳
説。［ISBN4‐7603‐0149‐6 C0043 P2500E］
Price 2,381 Japanese Yen
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Other Books

［ISBN4‐7603‐0140‐2 C0073 ¥1200E］
Price 1,200 Japanese Yen

＊『復刻版図書評論』
（Volume １号～ Volume 21
号）
〈1979 ／昭和 54 年 3 月刊行〉
図書評論復刻刊行委員会編
菊版・950 ページ・箱入・別冊付録［霞ケ関出
版株式会社刊行］
○戦争前夜の息苦しい時流の中で、東大生が学
生消費組合を拠り所に発行した読書案内で、言
論・思想の自由、文化を擁護する立場から評論
や論壇時評、新刊書・雑誌の書評や紹介、文献
目録を編集している。掲載された当 時の出版
広告とともに学生・インテリの動向を知る資
料。
［ISBN4‐7603‐0146‐1 C3095 ¥12000E］
Price 12,000 Japanese Yen
＊『バレエ読本』
〈1980 ／昭和 55 年 6 月刊行〉
オリガ・サファイア 著
Ｂ 6 変型・上製・362 ページ ［霞ケ関出版株式
会社刊行］
○ロシアのバレエの歴史を概説。
［ISBN4‐7603‐0137‐2 C0073 ¥3000E］
Price 3,000 Japanese Yen
＊『バレエを志す若い人たちへ』
〈1980 ／昭和 55 年 4 月刊行〉
オリガ・サファイア 著
Ｂ5・上製・278 ページ［霞ケ関出版株式会社刊行］
○バレエの入門書で、基本動作を解説。
［ISBN4‐7603‐0138‐0 C0073 ¥2200E］
Price 2,200 Japanese Yen
＊『わたしのバレエ遍歴』
〈1982 ／昭和 57 年 4 月刊行〉
オリガ・サファイア 著、清水 威久 訳・監修
Ｂ5・上製・384 ページ［霞ケ関出版株式会社刊行］
○オリガ・サファイアの伝記。
［ISBN4‐7603‐0139‐9 C0073 ¥2800E］
Price 2,800 Japanese Yen
＊『北国からのバレリーナ』
〈1987 ／昭和 62 年 3 月刊行〉
佐藤 俊子 著
Ｂ 5・並製・196 ページ［霞ケ関出版株式会社刊
行］
○激動の昭和日本を踊り続け、生き続けた、ロ
シアからの舞姫オリガ・サファイアの全生涯を
愛弟子が激しく綴る。Volume 二 回ノンフィク
ション朝日ジャーナル大賞入選作。

Microfilm and DVD

Flora Manshuriae

by Vladimir Leontyevich KOMAROV

（Владимир Леонтьевич KOMAPOV）

〈2009 ／平成 2T1 年 12 月刊行〉

●本資料集成の内容
○ 植物学者にして地理学者としても名高い、ヴ
ラディミール・レオンテヴィッチ・コマロフ
（1869 ～ 1945）の名著『満洲植物誌』を、ロシ
ア語の原本［三リール］と日本語翻訳版（南満
洲鍼道株式會社庶務部調査課 編）［三リール］
で一セット、合計六リールにして、「マイクロフ
ィルム・ＤＶＤ・解説篇」の三様式で刊行。
●著者の生涯の記録
○著者は、セイント・ペテルスブルグに生まれ、
セイント・ペテルスブルグ大学を、1894 年に卒
業。その四年後から、母校において講義を始め
ると同時に、レスガフト・ペーター・フラッゼ
ヴィッチ（1899 ～ 1909）とロクヴィッッカーヤ
ースカロン・ミラ・アレクサンドロヴナ（1906
年から）の指導下で、植物学の研鐙にも励んだ。
1899 年 には、「セイント・ペテルスブルグ植
物園」と「植物学博物館」の構成員となる。1935
年にモスクワに移動した。彼の輝かしい経歴は
以下のように叙述される。1920 年に「ロシア科
学アカデミー」の会員となり、1930 年から 1936
年にかけて、この組織の副総裁を務めた。1915
年には、
「ロシア植物学協会」の創立に与り、1930
年まで、指導的な地位にあり、後進の育成に尽
力した。1940 年からは「ソビエト地理学協会」
の名誉総裁の任にあたることになった。 1940
年に、推挙されて、「ソビエト科学アカデミ一植
物学研究所」に所属することになった。また、1936
年か 1945 年の死の時に至るまで、［ソビエト科
学アカデミー］の総裁の栄誉を担うに至った。
さらに、Volume 二 次世界大戦中はウラル地
方の国防資源動員委員長として活勤し、1943 年
に「社会主義労働英雄」の称号を与えられた。
そして、コマロフは、1941 年と 1942 年の、生
涯二度に渡って、「スターリン賞」の栄誉に輝い
ている。この二度にわたる受賞は非常に稀であ
る。
彼の植物学研究の主要な関心は、極東地方、
カムチャッカ半島、さらに、これらの地域に隣
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接する、北東アジアのシベリア、モンゴルの植
物相にあった。彼は、セイント・ペテルスブル
グ大学在学中から、これらの地域において商物
調査旅行を数次にわたって行い、研究成果を多
くの「植物関係雑誌」に発表した。
さらに、こうした植物地理学的研究を基礎に
して、植物の種の起源と進化について環境の影
響を重視した独白な見解を『植物の種の理論』
（1940 年刊行）にまとめ、スターリン賞を授与
された。
この国民的な英雄ヴラディミール・レオンテ
ヴィッチ・コマロフの生涯の業績を讃えて、「セ
イント・ペテルスブルダ植物園」の管理棟、及
び、1913 年から 1935 年にかけて、彼が住居を
構えた、ブロフェッサラ・ポポヴ街に、記念碑
としての金属板が設置されている。その後、ケ
レオムヤッキ村にも、コマロフの記念碑が備え
られることになった。

● ［The special features of this series
and how to put to practical use］本資料集成（満
洲植物誌）の特色
（ 1 ）モンゴル、シベリア南部、カムチャッカ半島な
ど、アジアの極東地方の特異な植物相を俯瞰した
唯一の Volume 一 次資料 … 作物生育の北限地
帯としての極東地方のフローラが容易に理解で
きる。アムール河の両岸を踏査して、人間の生
活に必要な有用植物を捜し出すための唯一の資
料として、江湖に高く評価された。
（ 2 ）経済植物あるいは有用植物研究のための貴重
な Volume 一 次資料 … 南満州鉄道株式会社、
満州国などの日本の政府機関が、「満州・蒙古
・中国における資源開発」の基本方針の基に、
有用な経済植物を栽培するための貴重な文献と
して活用された。
（ 3 ）資源植物の開発のための価値ある Volume 一
次資料 … この書籍の刊行以降、「南満州鉄道株
式会社附属工業試験場」
「上海自然科学研究所」
「満州医科大学」「建国大学」などの研究機関
の研究者たちによって、味噌や醤油を製造する
ためのマメ科植物、調味料、薬品及び酒類の原
材料となるイネ科植物、毒性を持つが、薬物と
しても利用可能なキンポウゲ科植物の工業化と
実用化の研究が開始された。これらの研究の先
鞭をつけることになった貴重な文献としての価
値は、未だに失われていない。この日本語翻訳
版が、戦前、「露亜経済調査叢書」の一巻とし
て刊行されたことを想記すべきである。
（ 4 ）懇切丁寧な解説と包括的な問題提起 … 解説
において、この資料の価値と、「極東地方にお
ける有用植物研究」の基本的な問題点を指摘。
またＤＶＤ版においては、科名及び一部の植物

の和名、学名から検索できる機能が附属されて
いるので、非常に有用である。
［ISBN978‐4‐7603‐0399‐1 C3845 ¥150000E］
Price 150,000 Japanese Yen(全 6 リール)

＊

Chûgoku Chishi (I); The Geographical
Investigations of China, Mongolia and
Manchuria from 1926 to 1945 (I)
［ Microfilm ( 15 reels) and DVD ( 2 pieces)
Version ]
源 昌久 編著
『中国地誌（I）』
［マイクロフィルム (15 リール)・DVD (2 枚) ]
〈Published at 2009 October〉
Edited and Explained by Professor
MINAMOTO, Shôkyû
● The Contents ●
This item makes a comprehensive compilation
of the geographical investigations of China,
Mongolia and Manchuria from 1926 to 1945,
edited by Japanese Military Organizations, that
is, The Department of War in The Imperial
Headquarters (Daihonei Rikugunbu), The
General Staff Office (Sanbôhonbu), China
Expeditionary Army (Shina Hakengun) and The
China Garrison Headquarters (Shina Chûtongun
Shireibu). As a supplement, Professor
MINAMOTO, Shôkyû (Shukutoku University)
writes ʺThe Analyses and Bibliographical Study
of the Geographical Investigations of China,
Mongolia and Manchuria from 1926 to 1945ʺ
and explains the basic values of this item. And
in DVD, many plates, diagrams, figures,
illustrations, maps and charts are expressed by
full‐coloured.
● The Materialsʹ Names Included ●
01［ 15‐03‐44］ 雲 南 省 兵 要 衛 生 誌 (Military
Hygiene Resources in Yun Nan Sheng)、 02~04
［10‐03‐27, 06‐03‐28, 06‐03‐29］ 雲南省兵要地誌
概説 (The General Information of Military
Geography in Yun Nan Sheng)、 05［06‐03‐30］
(The General Geographical
海 南 島 概 説
Information of Hai Nan Dao)、 06［01‐04‐45］
外蒙古兵要衛生誌 (Military Hygiene Resources
in Outer Mongolia)、 07~08［06‐01‐01~02］ 河南
省兵要地誌概説 (The General Information of
Military Geography in He Nan Sheng)、 09
(The General
［ 05‐01‐03］ 甘 粛 省 事 情
Geographical Information of Gan Su Sheng)、 10
［05‐02‐18］ 贛湘地方（江西省・湖南省）兵要
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地誌概説 (The General Information of Military
Geography at the District of Kan Xiang in Jiang
Xi Sheng and Hu Nan Sheng)、 11［07‐03‐35］
貴州省兵要地誌概説 (The General Information
of Military Geography in Gui Zhou Sheng)、 12
［13‐03‐42］ 貴州省兵要地誌図 (The Maps of
Military Geography in Gui Zhou Sheng)、 13
［23‐05‐64］ 北支那兵要地誌概説 (The General
Information of Military Geography in North
China)、 14［ 19‐04‐46］ 北満州東 部（吉 林省延
吉道・依蘭道）兵要地誌概説［北満州兵要地誌
細 論 （ 其 三 ）］ (The General Information of
Military Geography in the East Part of North
Manchuria, that is, in Yan Ji Dao and Yi Lan
Dao of Ji Lin Sheng; Detailed Explanations of
Military Geography in the East Part of North
Manchuria: Part Three)、15［16‐05‐71］極東「ソ」
領主要道路調査誌附録第二 極東「ソ」領主要
道 路 ノ 状 況 (The Second Supplement of
Research Documents of Main Land Routes in
The Far East Area of Soviet Union: The
Situation of Main Land Routes in The Far East
Area of Soviet Union)、 16［07‐01‐04］九月以降
ニ於ケル黄河氾濫ノ変化ニ就テ (With Respect
to Alteration of the Overflows in Huang He
after September)、 17［07‐01‐05］黄河氾濫関係
資料綴 (The Research Reports with Respect to
Alteration of the Overflows in Huang He)、 18
［ 07‐01‐06］ 黄 河 兵 要 地 誌 概 説 (The General
Information of Military Geography in Huang
He)、 19［ 05‐03‐31］ 広西省兵要地誌概説 (The
General Information of Military Geography in
Guang Xi Sheng)、 20［08‐02‐20］江西省兵要地
誌概説 (The General Information of Military
Geography in Jiang Xi Sheng)、 21［07‐02‐19］
江西省兵要地誌概説［改正・増補］(The General
Information of Military Geography in Jiang Xi
Sheng: Revised and Enlarged)、 22［02‐03‐32］
広東省兵要地誌概説 (The General Information
of Military Geography in Guang Dong Sheng)、
23［01‐03‐34］広東省兵要地誌概説［第三版］(The
General Information of Military Geography in
Guang Dong Sheng: The Third Edition)、 24
［01‐03‐33］ 広東省兵要地誌概説 (The General
Information of Military Geography in Guang
Dong Sheng)、 25［08‐02‐21］ 湖南省兵要地誌概
(The General Information of Military
説
Geography in Hu Nan Sheng)、 26［11‐02‐22］
湖北省兵要地誌概説 (The General Information
of Military Geography in Hu Bei Sheng)、 27
［ 11‐01‐07］ 山 西 省 東 南 部 兵 要 地 誌 概 況 (The
General Information of Military Geography in

the Southeastern Part of Shan Xi Sheng)、 28
［11‐01‐08］山東省兵要地誌概説 (The General
Information of Military Geography in Shan
Dong Sheng)、29［11‐01‐09］山東省北部［高苑、
蒲 台 附 近 ］ 兵 要 地 誌 概 説 (The General
Information of Military Geography in the North
Part of Shan Dong Sheng, that is, in the
Neighbourhood of Gao Yuan and Pu Tan)、 30
［11‐02‐23］四川省兵要地誌概説 (The General
Information of Military Geography in Si Chuan
Sheng)、 31［13‐05‐67］ 支那辺疆兵要地誌 (The
General Information of Military Geography in
Frontier of China)、 32［11‐02‐24］上海及南京
附近兵要地誌概説 (The General Information of
Military Geography in the Neighbourhood of
Shang Hai and Nan Jing)、 33［09‐05‐57］青海
省事情 (The General Geographical Information
in Qing Hai Sheng)、 34［09‐05‐58］西康省事情
(The General Geographical Information in Xi
Kang Sheng)、 35［09‐05‐59］西北支那兵要衛生
( Military Hygiene Resources in
地 誌
North‐West China)、 36［09‐03‐36］浙江省兵要
地誌 (The General Information of Military
Geography in Zhe Xi Sheng)、 37［04‐03‐41］浙
江 省 兵 要 地 誌 (The General Information of
Military Geography in Zhe Xi Sheng)、 38
［03‐01‐10］陜西省兵要地誌概説 (The General
Information of Military Geography in Xia Xi
Sheng)、39［03‐01‐11］陜西省兵要地誌略説 (The
Brief Explanation of Military Geography in Xia
Xi Sheng)、 40［15‐04‐54］察哈爾・綏遠省兵要
地誌 (The General Information of Military
Geography in Cha Ha Er and Sui Yuan Sheng)、
41［ 13‐05‐65］ 中 国 西 境 伊 梨 道 兵 要 地 誌 (The
General Information of Military Geography in
Iri Land Route at West Boundary of China)、 42
［ 03‐02‐25］ 中 支 那 兵 要 獣 医 衛 生 誌 (Military
Hygiene Resources of Veterinarian in Central
China)、 43［ 14‐02‐26］ 中支那兵 要獣医 衛生誌
( Military Hygiene Resources of
別 冊
Veterinarian in Central China: Separate
Volume)、 44［ 14‐05‐60］ 中 支 ・ 南 支 兵 要 地 誌
資料 (The General Information of Military
Geography in Central China and South China)、
45［ 21‐01‐12］ 直 隷 省 兵 要 地 誌 概 説 I (The
General Information of Military Geography in
Zhi Li Sheng I)、 45［22‐01‐13］直隷省兵要地誌
概説 II (The General Information of Military
Geography in Zhi Li Sheng II)、 46［15‐01‐17］
青 島 等 地 誌 資 料 (The General Geographical
Information in Qing Dao and etc.)、47［ 14‐03‐37］
東粤地方兵要地誌 (The General Information of
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Military Geography in Yue Dong District)、 48
［17‐04‐47］ 洮南・昂々渓・札蘭屯西方地区兵
要 地 誌 資 料 (The General Information of
Military Geography in Tao Nan, Ang Ang Xi
and the West District of Zha Lan Tun)、 49
［16‐04‐56］ 東部ソ満国境作戦地方ノ兵要地誌
［其ノー～七］ (The General Information of
Military Geography for Military Operation in
the Eastern Border Zone between Soviet Union
and Manchuria: from 1st Volume to 7th
Volume)、 50［ 16‐05‐69］ 極 東 「 ソ 」 領 北 辺 地
誌要覧別冊
都 邑 図 集 A (The General
Geographical Information in The Northern
Extremity at Far East of Soviet Union:
Supplement: Settlement Maps A)、50［16‐05‐70］
極 東「 ソ 」 領北辺 地誌 要覧別冊 都邑 図集 B
(The General Geographical Information in The
Northern Extremity at Far East of Soviet Union:
Supplement: Settlement Maps B)、51［18‐04‐49］
内蒙古具子廟附近兵要衛生 (Military Hygiene
Resources in the Neighbourhood of Ju Zi Miao
at Inner Mongolia)、 52［17‐04‐48］ 内蒙古西蘇
尼特附近兵要衛生(Military Hygiene Resources
in the Neighbourhood of Xi Su Ni Te at Inner
Mongolia)、 53［13‐04‐53］ 寧夏省附近兵要地誌
要図 (The Main Maps of Military Geography in
the Neighbourhood of Ning Xia Sheng)、 54
［20‐04‐50］ 熱河省兵要地誌概説 (The General
Information of Military Geography in Re He
Sheng)、55［18‐03‐38］福建省兵要地誌概説 (The
General Information of Military Geography in
Fu Jian Sheng)、 56［18‐05‐61］ 平漢沿線兵要地
誌概説 (The General Information of Military
Geography in the Area along Ping Han Railway
Line)、57［13‐05‐66］平漢沿線兵要地誌図［1/50
万、1/10 万］(The Maps of Military Geography in
the Area along Ping Han Railway Line: One to
Fifty Thousand and One to One Hundred
Thousand)、 58［18‐01‐14］ 平津地方兵要地誌概
(The General Information of Military
説
Geography in Ping Jin District)、 59［16‐05‐68］
兵要地理及軍用資源資料［特第一～十一号］(The
Important Materals relating to Military
Geography and Military Resources: from Special
1st Volume to Special 11th Volume)、 60
［12‐01‐15］ 北支の河川運輸と支那の河川 (The
River Transportation in North China and Rivers
in China)、 61［12‐05‐62］ 北支兵要衛生概要
(Military Hygiene Resources in North China)、
62［12‐03‐39］ 北海南寧附近兵要地誌概説 (The
General Information of Military Geography in
the Neighbourhood of Bei Hai and Nan Ning)、

63［ 13‐0343］ 北 海 南 寧 附 近 兵 要 地 誌 図 (The
Maps of Military Geography in the
Neighbourhood of Bei Hai and Nan Ning)、 64
［15‐0455］満州東北部［三江省地方］兵要地誌
概説 (The General Information of Military
Geography in San Jiang Sheng District at the
North‐Eastern Part of Manchuria)、65［ 12‐04‐51］
満州里兵要地誌資料 (The General Information
of Military Geography in Man Zhou Li)、 66
［04‐03‐40］ 南支那兵要地誌軍用資源概説 (The
General Information of Military Geography
relating to Military Resources in South China)、
67［04‐04‐52］ 五十万分― 蒙疆地方兵要給水
要圖 (The Maps of Military Geography with
Respect to Water Supply Route in Mongolia and
Xin Jiang District)、 68［04‐01‐16］洛陽‐西安間
兵 要 地 誌 概 説 (The General Information of
Military Geography between Luo Yang and Xi
An)、69［04‐05‐63］ 自朧海鉄道至揚子江下流間
兵 要 地 誌 概 説 (The General Information of
Military Geography between from Lomg Hai
Railway to the Downstream of Yang Zi River)、
70［ 13‐05‐72］ 兵 要 地 誌 調 査 参 考 諸 元 表 (The
Specification Table for Research of Military
Geography)
Explanation of Code: For Example: 70
［13‐05‐72］
70: official number; 13: reel number; 05: material
number; 72: reference number
Relating to Area Code (from 01 to 05)
01: North China; 02: Central China; 03:
Manchuria; 04: Manchuria or Mongolia; 05:
Other Area
［ISBN978‐4‐7603‐0400‐4 C3825 ¥250000E］
Price 250,000 Japanese Yen
中国地誌（II）

＊ Chûgoku Chishi (II); The Geographical

Investigations of China, Mongolia and
Manchuria from 1926 to 1945 (II)
［ Microfilm and DVD Version ]
〈Intended to Publish at 2013〉
源 昌久 編著
Edited and Explained by Professor
MINAMOTO, Shôkyû
● The Contents ●
Sequel to the first item. We compiled the
geographical investigations of China, Mongolia
and Manchuria in the Shôwa Period.
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Expected Price 250,000 Japanese Yen
中国地誌（III）

＊ Chûgoku Chishi (III); The Geographical

Investigations of China, Mongolia and
Manchuria from 1926 to 1945 (III)
［ Microfilm and DVD Version ]
〈Intended to Publish at 2013〉
源 昌久 編著
Edited and Explained by Professor
MINAMOTO, Shôkyû
● The Contents ●
Sequel to the second item. In this item, we have
a plan to adopt the academic materials relating
to the Islamic and the Jewish area.
Expected Price 250,000 Japanese Yen
● Special Features of This Series ●
① The important historical materials can trace
the history of the development of Japanese
Imperialism in relation to Asia and all the
countries of the world after the Meiji
Restoration: This item analyzes substantially the
history of the conflicts betweenn Japan and the
Other Asian Countries including China,
Mongolia, and Manchuria after 1867.
② The basic first historical materials relating
to military geography: needless to say the
geographical informations, that is, geographical
features, locations of roads, rivers, lakes,
marshes, and wells, climate, humidity,
mountains, the social and humanistic situation
of transportation route, in other words, land
route, sea route, aerial route and railway lines,
communication network,
hygienic
environment, education facilities, lodging
facilities, population problem, tribes of
inhabitants, human feeling of inhabitants,
manners and customs of inhabitants,
nourishment states of inhabitants, and etc. are
described on the basis of minute investigations.
③ Plentiful graphs, charts, diagrams
photographs, and maps with full‐coloured: In
DVD, to facilitate the analysis, we reproduced
various materials with full‐coloured.
④ The useful academic first materials build
the innovative viewpoints for new historical
study: From the viewpoint of military
geography as new discipline, we consider again
the modern conflict history between Japan and
Asian countries is based on the systematic

tactics or strategy. And we show it by means of
evidence.
⑤ Detailed explanations and comprehensive
problem submissions by MINAMOTO,
Shôkyû relating to Military Geography
● For Our Readers ●
(1) These items are published by three forms,
that is, microfilm, DVD and booklet, at the same
time.
(2) Each role is described as follows.
*Microfilm: For the purpose of preservation and
decoding on
various materials
*DVD: For the purpose of suitably and perfect
decoding on
various materials
*Booklet for Explanation: As the guide book for
the purpose of
genuine study
These items are constructed by three parts like
this.
(3) Microfilm was produced for permanent
preservation and reading. When data of
microfilm is vanished for some reason, we can
easily reproduce data from it.
(4) DVD has two problems to be overcome.
The first problem is as follows.
Many electrons constructs data and induces
magnetism, are attracted by a specific power
and dispersed, as a result, contents of data are
quite disappeated, or partially damaged. We can
experience such an example in daily life. For
example, if we come near automatic reading
machine, magnetic data are instantly
disappeared.
The next one is as follows.
Because condensation technology of electrons,
increases density among many electrons and
stores these closely at constant capacity, are
uncompleted, we cannot make the products,
that is, pictures, musics and large documents,
need many electrons, in low cost and large
quantities.
And, even if we publish encyclopedia in full
coloured version, photographic inventory and
illustrated book of animal, plant, mineral,
contain these many electrons, we are forced to
make many digital video disks and cannot
research at the same time.
As one example, please, remember the movies
of Hollywood produced by SFX or VFX, need
many electrons, are preserved in the analog
form.
(5) To perform three functions, that is,
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preservation, study and reading, we publish
microfilm and DVD
.

江戸住宅地図集成
(マイクロフィルム・ＤＶＤ・解説版)
The Historical Records of Residences, Streets、
Bridges、Unoccupied Grounds and etc. of Yedo
Citywith Residential Maps (The Integrated
Version of Microfilm, Digital Video Disk［ DVD］
and Text
近世絵図地図資料研究会 編

『御府内［場末］往還其外沿革図書』
(全 22 巻)
『御府内場末往還其外沿革図書』
（全 7 巻）
『御府内往還其外沿革図書』
（全 15 巻）
［本資料の体裁及び内容］
①江戸の周辺部の地図群を掲載した『 御府内場
末往還其外沿革図書』（全７巻・原書の 16 巻～
22 巻に相当）は、朱引綿の外側の地域を指し、現
在
の豊島区、板橋区、台東区、渋谷区、練馬区、
目黒区、北区、荒川区、品川区、港区及び新宿
区の一部などに該当。
②また、江戸の中央部の地図群を掲載した『御府内
往還其外沿革図書』（全 15 巻・原書の 1 巻～ 15 巻
に相当）は、朱引線の内側の地域を指し、現在の千
代田区、港区、文京区、中央区、新宿区の一部な
どに該当。
Price750,000 Japanese Yen
［本資料集成の成立］
内容は、江戸市中の住宅・道路・橋梁・空閑地
その他の沿革を、幕府の普請方において調査・
編集した基本資料。1804（文化 4）年、老中牧

野忠精が普請奉行小長谷和泉守などに命じて着
手させ、1808（文化 8）年、経費節減政策のた
めいったん中止したが、1830（天保元）年、事
業を再開し、1858（安政 5）年に完成。御府内
篇と御府内場末篇の二部構成。
［［The special features of this series and how
to put to practical use］ 本資料の特色］
（1）幕末期の江戸市中の住宅・道路・橋梁・
空閑地などの沿革及び沿革図を集大成。
（2）江戸時代の政治・経済・文化・地誌・学問
を研究するための基本資料集成‐‐‐‐基本資料とし
ての江戸の御府内場末の地図群を網羅して集大成。
（3）丁寧でかつ精密な編纂方式を採用‐‐‐‐沿革
の記述、編年体方式で掲載された時代別の附図
は、ともに詳細で精密を究める。切絵図の 20
倍の精度。【延寶年中（1673‐1680） 之形】【寶永
七寅年（1710） 之形】【正徳三巳年（1713） 之
形】
【享保三戌年（1718）之形】
【 享保十巳年（1725）
之形】【享保十四酉年（1729）之形】【寛延元辰
年（1748） 之形】【當時（1858） 之形】と、最
大 8 種類の地図で、約 200 年以上に及ぶ町の変
遷を概観できるのが大きな特色。
（4）日本における地図製作史上の偉大な成果‐‐‐‐
空間を表現する地図を、時間的な変化を表現す
る道具として作製。
（5）さまざまな分野で活用できる資料集成‐‐‐
地図学のみならず、歴史学、文学などの分野で
も活用が可能。
『御府内場末往還其外沿革図書』全 7 巻の内容
構成
(全 7 巻‐‐‐‐原書の 16 巻～ 22 巻に相当）
＊［Volume 1 巻 ］（原書の Volume 16 巻 ）芝・
上高輪・三田・白金・麻布・渋谷・目黒・品川
・戸越・今里
＊［Volume 2 巻 ］（原書の Volume 17 巻 ）飯倉
・麻布・三田・青山・渋谷・千駄ケ谷・四谷・
内藤新宿
＊［Volume 3 巻 ］（原書の Volume 18 巻 ）四谷
・内藤新宿・青山・千駄ケ谷
＊［Volume 4 巻 ］（原書の Volume 19 巻 ）牛込
・早稲田・小日向・中里
＊［Volume 5 巻 ］（原書の Volume 20 巻 ）小石
川・巣鴨・小日向・雑司ケ谷・高田・長崎・池
袋・滝野川・下板橋
＊［Volume 6 巻 ］（原書の Volume 21 巻 ）駒込
・巣鴨・田端・西ケ原・中里・下谷・谷中・金
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杉・三ノ輪・三河島・小塚原・尾久・町屋・下
板橋・王子・豊島・十条・浅草・坂本・竜泉寺
＊［Volume 7 巻 ］（原書の Volume 22 巻 ）下谷
･浅草･千住･山谷･中里･今戸･三ノ輪･竜泉寺･小
塚原
『御府内往還其外沿革図書』全 15 巻の内容構成
(全 15 巻‐‐‐‐原書の 1 巻～ 15 巻に相当）
＊［Volume 8 巻 ］（原書の Volume 1 巻 ）郭内
［江戸城内］
＊［Volume 9 巻 ］（原書の Volume 2 巻 ）神田
＊［Volume 10 巻 ］（原書の Volume 3 巻 ）番町
＊［Volume 11 巻 ］
（原書の Volume 4 巻 ）麹町、
四谷、赤坂、虎の門、外桜田、日比谷門外
＊［Volume 12 巻 ］
（原書の Volume 5 巻 ）神田、
日本橋
＊［Volume 13 巻 ］（原書の Volume 6 巻 ）日本
橋、京橋
＊［Volume 14 巻 ］（原書の Volume 7 巻 ） 京
橋、築地、鉄砲洲
＊［Volume 15 巻 ］
（原書の Volume 8 巻 ） 芝、
愛宕下、濱御殿
＊［Volume 16 巻 ］（原書の Volume 9 巻 ） 西
久保、麻布、赤坂
＊［Volume 17 巻 ］（原書の Volume 10 巻 ） 赤
坂、四谷、鮫ケ橋
＊［Volume 18 巻 ］（原書の Volume 11 巻 ） 四
谷、市ケ谷、牛込、小日向
＊［Volume 19 巻 ］（原書の Volume 12 巻 ） 小
石川、小日向、大塚

【01‐01】「御曲輪内代官町辺」
【01‐02】「神田橋御門外西側小川町駿河台辺」
【01‐03】
「番町より半蔵御門外麹町通り北側辺」
【01‐04】
「麹町通り南側より赤坂門内永田町辺」
【01‐05】「常磐橋御門外日本橋川筋北之方小網
町浜近辺」
【01‐06】「呉服橋御門より日本橋川筋南之方京
橋川筋北之方八丁堀霊岸島辺」
【02‐07】「数寄屋橋御門外芝口新橋川筋北之方
木挽町鉄砲洲辺」
【02‐08】
「虎之門外西久保愛宕下新銭重浜町辺」
【02‐09】「虎之御門外西久保通西側辺より今井
台赤坂御門外溜池辺」
【02‐10】「喰違外四谷御門外通南側より青山鮫
ヶ橋辺」
【02‐11】「牛込御門外江戸川南之方小日向辺」
【03‐12】「小石川御門外江戸川北之方小日向台
大塚小石川辺」
【03‐13】「水道橋外小石川春日町東側より本郷
湯島辺」
【04‐14】「昌平橋通東側筋違橋御門より神田新
橋辺西側下谷辺」
【04‐15】「浅草御門より下谷三昧線堀通東側蔵
前辺」
「芝金杉橋向 白金台 三田 高輪辺」
【05‐16】
【06‐17】「麻布龍土南之方 赤羽橋西之方堀川
手前 筓橋広尾辺」
【07‐18 】 「 四 谷 内 藤 宿 千 駄 ヶ 谷 辺 (I) 」
【 08‐18 】 「 四谷 内 藤 宿 千 駄 ヶ 谷 辺 (II)」
【 09‐19 】 「 四 谷 内 藤 宿 高 田 大 久 保 辺」」
【 10‐20 】 「 小 石 川 巣 鴨 音 羽 関 口 村 雑 司 ケ
谷 村 池 袋 瀧 野 川 板 橋 辺」
【11‐21】「下谷 根津 谷中 駒込新堀村 田
端村 巣鴨 中里村 王子村 下板橋
宿辺」
【12‐22】「下谷 坂本 浅草 龍泉寺村辺」
【13‐15】
「本所辺」
｛コードの説明：【12‐22】「下谷 坂本 浅草 龍
泉寺村辺」は、12 がリール番号、22 が巻数を示す｝
［ISBN978‐4‐7603‐0398‐4 C3821 ¥750000E］
Price 750,000 Japanese Yen(全 13 リール)

＊［Volume 20 巻 ］（原書の Volume 13 巻 ） 湯
島、本郷、小石川、駒込

江戸時代医学史資料集成（1）

＊［Volume 21 巻 ］（原書の Volume 14 巻 ） 神
田、下谷、湯島

産婦人科篇

＊［Volume 22］
（原書の Volume 15 巻） 神田、
下谷、湯島

『西洋産婦人科翻訳書集成・江戸時代篇』

マイクロフィルム及び DVD の構成
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The Collected Medical Historical
Books in Yedo Era (1)
Obstetric‐Gynecologic Sphere
The Collected Translations of the
Occidental Obstetric‐Gynecologic Books in
Yed Era
〔マイクロフィルム・DVD・解説版〕
The Integrated Version of Microfilm, Digital
Video Disk (DVD) and Text

石原

力 編・解説

Edited and Explained by ISHIHARA,
Tsutomu
〔江戸時代篇・全五巻・七リール・分売不可・
Price250，000 Japanese Yen］

〔巻構成〕
＊ Volume I: 江 戸時代編【1】
◎西説産育手術全書（モリソー著、橋本 宗吉
訳、1804）、◎遠西麻弗伽宇産科書（モリソー
著、山崎 玄東 訳、1826）、◎和蘭産科学
（北村 金吾 訳、1826）、◎訶倫産科書（ホ
ールン 著、青地 林宗 訳、1823）、◎和蘭
新訳女科療法（フレンキ 著、山崎 玄東 訳）、
◎スメリー『産科図表』、◎片倉 元周『産科
発蒙』、◎デフェンテル『産科学に新しい光を
もたらした外科手術』、◎山辺文伯『産育篇』
の挿絵、◎門弟美馬順三から得た日本の産科学
についての問に対する答（シーボルトのオラン
ダ語オリジナル、1825）、◎門弟美馬順三から
得た日本の産科学についての問に対する答（シ
ーボルトのオランダ語オリジナルからの独訳、
1826）、◎門弟美馬順三から得た日本の産科学
についての問に対する答（シーボルトのオラン
ダ語オリジナルからの仏訳、1830）
＊ Volume II: 江 戸時代編【2】
〈1984 ／昭和 59 年 3 月刊行〉
◎撒氏産論（ゴットリープ・サロモン 著、矢
田部 卿雲 訳、1845）、◎撒羅満氏産論抄書
（ゴットリープ・サロモン 著、伊古田 純道
抄訳）、◎帝王截開術実記（伊古田 純道
著、1852）、◎ケーズルレイキの話（伏屋 素
狄 口授、1805）、◎紅毛医術（吉雄 耕牛
著、合田 強 筆記）

◎婦人病論（フレンキ著、船曵 徳夫 訳、
1850）、◎産科図説 （Ｄ・Ｗ・Ｈ・ブッシュ
著、Ｈ・Ｈ・ハーゲマン 訳、藤田 珪甫
重訳、1856）、◎産科小言（ポンペ 著、八木
正平 刊行、1858 ）、◎普刺篤涅爾産論（プ
ラトネル著、蒲宇都去倫 増補、桐亭社中 重
訳、宇田川興齋 写本）、◎和蘭産科全書（ハ
クスハム 著、青地 林宗 訳）◎産科提要（ハ
クスハム 著、高野 長英 訳）
＊ Volume IV: 江 戸時代編【4】
◎西説帯下一覧（ベッカー 著、高 良齋 訳）、
◎樅堂雅言（デヴェンテル 著、箕作 阮甫
訳）、◎マーシャルの婦人小児書（マーシャル
著、宇田川 玄真 訳）、◎産科須知（宮本
元甫 訳）、◎産科便談（松岡 文竜 訳）、◎
泰西産科捷径（ハクスハム 著、小関 三英 訳）

＊ Volume V: 江 戸時代編【5】
◎産科礎（ボーデロック著、足立 長雋 訳）、
◎産科簡明（箕作阮甫 訳）、◎女科集成（足
立 長雋 訳）
［ISBN978‐4‐7603‐0417‐2 C3847 ¥250000E］
Price 250,000 Japanese Yen(全 7 リール)

明治時代医学史資料集成（1）
産婦人科篇
『西洋産婦人科翻訳書集成・明治時代篇』

The Collected Medical Historical
Books in Meiji Era (1)
Obstetric‐Gynecologic Sphere
The Collected Translations of the
Occidental Obstetric‐Gynecologic Books in
Meiji Era
〔マイクロフィルム・DVD・解説版〕
The Integrated Version of Microfilm, Digital
Video Disk (DVD) and Text

石原

力 編・解説

Edited and Explained by ISHIHARA,
Tsutomu

＊ Volume III: 江 戸時代編【3】
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〔明治時代篇・全十二巻・十八リール・
Price350,000 Japanese Yen］

＊ Volume VI: 明 治時代編【1】
◎産科論［日講紀聞］（エルメレンス 著、高
橋 正純 訳、1873）、◎産科宝函（ミード
著、杉田 玄端 訳、1873）、◎産科摘要（ハ
ルツホールン 著、小林 義直 訳）、◎婦嬰
新説和解（ホブソン 著、広瀬 元周 訓点）
＊ Volume VII: 明 治時代編【2】
◎朱子産婆論（ベルンハルト・シュルチェ
山崎 元脩 訳）

著、

＊ Volume VIII: 明 治時代編【3】
◎日本における婦人科的報告［A. WERNICH:
Gynaekologische Mittheilungen aus Japan]（ ヴ
ェルニッヒ 著、1876）、◎江戸における医学ク
リニックおよび外来クリニックの統計的報告［A.
WERNICH: Statistischer Bericht in der
Medicinischen Klinik und Poliklinik zu Yedo]
（ヴェルニッヒ 著、1878）、◎産科全書（フ
ライエール 著、物部 誠一郎 訳、1878）、
◎産科要訣（スウェン著、高橋 正純 訳、
1879）、◎女科約説（ハルツホールン 著、小
林 義直 訳）、◎産科学（吉田 顯三 訳、1881
・1884）、◎日本人の助産学［SCHEUBE: Ueber
die Geburtshilfe der Japaner]（ ショイベ 著、
1883）
＊ Volume IX: 明 治時代編【4】
◎昆氏産科学（石川 清忠・長谷川 泰訳、
1884）、◎朱氏産科学（シュロエデル著、石黒
宇宙治・尾沢 主一・浦島 堅吉 訳、
1885）、◎珠氏産科学（シュロエデル著、佐伯理
一郎 訳述、1895）、 ◎産科図譜（原田 貞吉
訳、1885）
＊ Volume X: 明 治時代編【5】
◎産科概要（ハーケ 著、下平 用彩・吾妻
慶治 訳、1888）、◎昆氏産科学（レオポルド
・ツワイフェル 著、相磯 慥 訳、1890）、
◎ 日 本 産 科 学 史 の 補 説 ［ OGATA, Masakiyo:
Beitrag zur Geschichte der Geburtshuelfe in
JAPAN]（緒方 正清 著、1891）
＊ Volume XI: 明 治時代編【6】
◎産科訓点（グリフィス 著、瀬脇 寿雄 訳、
1891）、◎婦人科準縄（ジュルセン 著、柴田
耕一 訳、1894）、◎婦人科診断学（ファイ
ト 著、緒方 正清・高橋 辰五郎 著、1894）、
◎助産学（レオポルド・ツワイフェル 著、二
川 鋭男・緒方 正清 訳、1898）

＊ Volume XII: 明 治時代編【7】
◎産科精義（ルンゲ 著、榊 順次郎

訳、1898）

＊ Volume XIII: 明 治時代編【8】
◎維傑爾氏産科全書（ウインケル著、遠藤
三郎・高阪 駒三郎 訳、1892‐1893）

外

＊ Volume XIV: 明 治時代編【9】
◎婦人科病学（シュロエデル 著、下平 用彩
・小川 勝陳 訳、1899） ◎産科手術学（デー
デルライン 著、新井 古芳 訳、1899）、◎産
科婦人科全書（シャウタ 著、新井 古芳 著、
1899）
＊ Volume XV: 明 治時代編【10】
◎産科手術学（シャウタ 著、楠田 謙蔵 訳、
1899）、◎婦人科診断学（ウインケル 著、楠
田 謙蔵 訳、1899）、◎婦人科的免腐法及防
腐法全書（レエライン 著、楠田 謙蔵 著、
1899）
＊ Volume XVI: 明 治時代編【11】
◎産科婦人科診断学（ゼルハイム 著、緒方
正清 訳、1910）、◎産褥婦と初生児の看護法
（ワルテル 著、緒方 正清・梅山 英俊 訳、
1913）
＊ Volume XVII: 明 治時代編【12】
◎近世婦人科全書（キュストネル 著、竹中
鎰之助 訳、1906‐1907 ）
［ISBN978‐4‐7603‐0418‐9 C3847 ¥350000E］
Price 350,000 Japanese Yen(全 18 リール)

近世法制史資料集成
The Collected Historical Materials of Legistrations
in Yedo Era: The Official Documents relating
toJudicial Administration

〔マイクロフィルム・ DVD ・解説版・全 VII 期〕
吉田

徳夫・小椋

孝士

編・解説

本集成の特色
①江戸時代の寺社奉行所・勘定奉行所・町奉行
所及び評定所資料の全貌を紹介 … 江戸幕府の
三部行所が決済した司法・行政・立法に関係する資
料を精選して掲載。
②完璧な内容と詳細な解説 … この「祠部職掌類
聚」は寛政 10 （ 1798 ）年に、「江戸幕府編纂物」と
して作成されたことが知られているが、その全貌を
俯瞰するための資料はあまり見いだされていなかっ
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た。今回の刊行にあたっては、主要な図書館及び
関係諸機関の貴重資料を博捜し、江戸幕府内部に
おける政策立案、司法処理、行政指導などについ
て、その全貌を把握できる資料を厳選した。「解説
篇」において、「祠部職掌類聚」の書誌・研究動向・
内容などを詳細に叙述。
③保存・閲覧用としてのマイクロフィルム … マ
イクロフィルムは保存・閲覧として活用することを意図
して製作された。これは DVD の有効活用期間が特定さ
れていないことによる。
④閲覧用としての DVD… 閲覧のための DVD に
は索引を完備し、年代、主要事件などの検索に活
用できる内容構成とした。
⑤あらゆる分野で活用可能な資料集成 … 日本
法制史学、日本史学、日本経済史学のみならず、
歴史地理学、日本政治史学、日本文学など、あらゆ
る学問分野で活用が可能。
目次構成
◆近世法制史資料集成（Volume I 期）‐祠部職掌類
聚（1）‐（2012 年 1 月刊行、全 32 ﾘｰﾙ、Price30 万
Japanese Yen）
□「祠部職掌雑纂摠目録」(A)［ 1 冊］、□「祠部職
掌雑纂摠目録」(B)［ 1 冊］、□「祠部職掌類聚・寺
院之部」［ 21 巻 21 冊］、□「祠部職掌雑纂・神社之
部」［ 31 巻 31 冊］、□「祠部職掌類聚・神社社人附
之神社無之部」［ 1 巻 1 冊］、□「祠部職掌類聚・諸
門跡系譜」［ 2 巻 2 冊］
［ISBN978‐4‐7603‐0401‐1 C3831 ¥300000E］
◆近世法制史資料集成（Volume II 期 ）‐祠部職
掌類聚（2）‐（2012 年 5 月刊行、マイクロフィ
ルム・DVD、Price30 万 Japanese Yen）
□「三奉行留」、□「相談書」（ I ）
［ISBN978‐4‐7603‐0402‐8 C3831 ¥300000E］
◆近世法制史資料集成（Volume III 期 ）‐祠部職
掌類聚（3）‐（2012 年 9 月 15 日刊行、マイクロ
フィルム・DVD、Price30 万 Japanese Yen）
□「相談書」（ II ）、□「吟味書」、□「吟味伺書」、□
「進達届」、□「御仕置伺書」、□「五山碩学一件」、
□「足利学校書籍目録」、□「邪宗門一件」、□「時
習大概」、□「寺社方諸覚」、□「寺社方諸覚」、□
「寺社奉行支配由緒書」、□「寺社加役内留帳」、□
「寺社勧化一件」、□「寺社勧化御触書」、□「相対
勧化差免留」、□「江戸町中勧化留」、□「寺社奉行
被仰候部」、□「寺社奉行新設被仰候部」、□「両本
願寺之部」、□「増上寺方丈之部」、□「日光御門跡
之部」、□「火事之部」、□「浄 Japanese Yen 院 様
御霊牌所御本坊焼失一件」、□「東叡山三御霊屋
焼失一件」、□「宮門跡方貸付一件」
［ISBN978‐4‐7603‐0403‐5 C3831 ¥300000E］

◆近世法制史資料集成（Volume IV 期 ）‐祠部
職掌類聚（4）‐（2013 年刊行、マイクロフィルム
・DVD、Price30 万 Japanese Yen）
□「見聞集」、□「寺社奉行支配之部」、□「碁将棋
之者之部」、□「淑姫君様御宮参一件」、□「雑之
部」、□「宗号一件」、□「黄檗山万福寺派下寺院本
末牒」、□「虚無僧一件」、□「盲僧一件」、□「黄檗
山万福寺住職一件 乾」、□「黄檗山万福寺住職
一件 坤」、□「窺書書抜」、□「進達留」、□「廻書
付留」、□「御赦伺帳」、□「御赦申渡留」、□「寺社
例聚」、□「地方聞書大概 全」、□「評定所書
抜」、□「評定所之部」、□「評定所一座申合并覚
書」、□「御定書掛之部」、□「御定書掛諸書付
留」、□「内寄合之部」、□「直目安・論書・田畑・海
道 書抜」、□「掟背・無取上・赦免・虚説・在牢
書抜」、□「書籍類御仕上并御書付類」、□「跡式・
主人師匠殺・人勾引・諸請・家業 書抜」、□「黄紙
書抜」、□「隠売女一件」、□「謀書謀判」、□「不受
不施宗一件」、□「上州勢多郡徳川郷与武州榛沢
郡中瀬村国境論一件」、□「御裁許状留」、□「評定
所公事伺之上裁許之部」、□「評定所公事伺無之
裁許之部」、□「内寄合公事伺無之裁許之部」、□
「手限吟味伺之上裁許之部」、□「手限吟味伺無之
裁許之部」、□「手限吟味伺之上御仕置申渡留」、
□「評定所一座廻物留」、□「高利金吟味一件」、□
「曹洞宗無銘訴状一件」、□「伏見町人九助外壹人
駈込訴一件」、□「寺院百姓共出入類并芝居ニ而
打擲致シ候者一件」、□「評議留帳」、□「歳中寺社
部」、□「祠部職掌類聚・同雑纂総目録」、□「祠部
御触書目録」、□「御触書総目録」、□「地方凡例
録惣目録」
［ISBN978‐4‐7603‐0404‐2 C3831 ¥300000E］
◆近世法制史資料集成（Volume V 期）‐祠部職掌類聚
（5）‐（2013 年刊行、Price30 万 Japanese Yen）
□「祠部職掌雑纂・御朱印帳」［ 72 巻 72 冊］、□
「祠部職掌雑纂（寺社奉行記録）」［ 1 冊］、□「祠部
職掌雑纂（寺社奉行記録）」［ 3 冊］、□「祠部職掌
雑纂（寺社奉行記録）」［ 3 冊］、□「諸寺社御朱印
御条目類（寺社奉行記録）」［ 14 冊］、□「諸寺社御
朱印御条目跋（寺社奉行記録）」［ 1 冊］、□「評定
所張紙留（寺社奉行記録）」［ 2 冊］、□「評定所御
触書并御書付（寺社奉行記録）」［ 1 冊］、□「公事
方御定書（寺社奉行記録）」［ 1 冊］□「諸寺社御条
目類（寺社奉行記録）」［ 7 冊］、□「寺社方御仕置
例書（寺社奉行記録）」［ 3 冊］、□「歳中寺社之部
（寺社 奉行 記録）」［ 2 冊 ］□「雑書（寺社奉行記
録）」［ 2 冊］
［ISBN978‐4‐7603‐0405‐9 C3831 ¥300000E］
◆近世法制史資料集成（Volume VI 期）
（2012 年 9 月 15
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日刊行、マイクロフィルム、Price30 万 Japanese Yen）
□「大坂都督所務類纂 I （寺社奉行記録・御仕置伺
留）」［全 60 冊］
大坂城代の編纂による貴重な裁判記録。記載され
ている年代は、幕末の寛政 9 （ 1797 ）年～寛政 11
（ 1799 ）年、文化 12 （ 1815 ） 年～文化 13 （ 1816 ） 年。
［ISBN978‐4‐7603‐0406‐6 C3831 ¥300000E］

定的なものであった。これに比し、江戸

◆近世法制史資料集成（Volume VII 期）
（2012 年9 月15
日刊行、マイクロフィルム、Price30 万 Japanese Yen）
□「大坂都督所務類纂 II （寺社奉行記録・御仕置
伺留）」［全 60 冊］
文化 14 （ 1817 ） 年、文政 1 （ 1818 ） 年～文政 4 （ 1821 ）
年。
［ISBN978‐4‐7603‐0407‐3 C3831 ¥300000E］
Price 30 万 Japanese Yen（ 各期）
揃 Price 210 万 Japanese Yen
＊諸般の都合により、構成内容に変化があるときは、ご了
承ください。
＊「 Volume I 期」は諸般の都合により DVD を準備する
ことができませんでした。「 Volume II 期」は DVD を装
備致します。

形式的には老中の諮問機関である。評定

期の寺社奉行は、老中に代わる評定所の
実務上の主宰者であり、幕政の要である
ことを、看過してはならない。
（2） 江戸幕府の政治・経済機構の概

①評定所
所の決定を覆す権限が老中ひいては将軍に
あることから、
「評定所を最高意思決定機関
としない」見解が、従来からの説である。
例えば 三浦周行は、
「高等裁判所的な機関」
としている。

この見解は、将軍―老中―

若年寄―三奉行という

身分社会なり位階

制を過度に意識するもので、形式主義的に
すぎる。特に、
「公事方御定書」の制定など
で、法による支配が意識される、第 8 代将
軍吉宗の治世以降は、評定所の決定に老中
が否ということ、ましてや、将軍が否とい

『祠部職掌類聚』（1）について

うことは特例的であり、評定所は、文字通

（1）「祠部」の定義

「祠部」とは、中国の例に倣った名称。
魏書に「祠部」とあり、隋書・唐書にも
同様の表記があり、
「神祇官」を意味する。
「大漢和辞典」によれば、元来、中国の用
語、つまり、官職の名称で、
「礼制を掌り、
隋唐の時代にあっては、礼部に属し、祠祀、

り実質的な「国権の最高機関」として機能
している。何れにしても、評定所を「内閣
府」
「最高裁判所」
「高等裁判所」と、現在の
政治・法律の概念で説明する場合には、丁
寧な説明が必要となる（2）。
②天皇と将軍および幕府

天文、漏刻、国忌、廟諱、医薬、卜祝、僧

将軍宣下の指示書である「右以件人宜令

尼の籍簿を掌る」と定義されている。例に

補任征夷大将軍」を見れば、将軍職は天皇

「民を治める」意味があるために、おそら

の臣下に過ぎないことを裏付けている。南

く、日本に渡来して、転じて、
「寺社奉行」

北朝の動乱、戦国時代の覇権万能の時代的

の意味になったのであろう。寺社奉行脇坂

経験がもたらした妥協の産物が、近世の天

淡路守安董は、『祠部職掌類聚』を編纂し

皇制度であると言っても過言ではない。西

た寺社奉行松平右京亮輝和について、跋

欧や日本以外の東洋諸国の常識にはない日

文の中で「高崎太守輝和祠部の職に居る

本史の奇妙さは、「万世一系の天皇」を無

こと十有四年旦夕思いを労し力を尽し其の

視してこなかったことに尽きる。この原理

職に係わる」と述べ、、「祠部」という用

原則が近代にも継受され

語が幕閣内部で用いられていたことの証

の奇妙な文言となって現実化した。実質は

左となる。ただ注意すべきは、江戸期の

異なるものの、形式的には、将軍はあくま

特徴である。律令制度下では、太政官こ

でも天皇の一臣下に過ぎない（3）。

そ政務の中心であり、神祇官の権限は限
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定所評議］があり、評定所は、文字通り司法上の最高意

（3） 重要な幕府記録はどこへ行った？

重要な幕府記録の多くは、消失した。幕

思決定機関として機能した。旗本を主体とする町奉行・

府記録といっても多岐にわたるが、評定所

勘定奉行と異なり、奏者番の大名を主体とする寺社奉行

・寺社奉行所・町奉行所・勘定奉行所とい

が、評定所の実務を主宰した。科刑の妥当性・管轄の整

う、幕府中枢機関の記録は、徳川期を考え

合性を始め、訴訟実務の案件処理は詳細を究めた。

る上で特に重要であろう。勘定奉行所の記
録はその大略が伝わらないものの、幕府記

（5）『祠部職掌類聚』の編纂

録の大半が、東京大学図書館と東京大学法

評定所の記録を借覧・筆写した事実は、

学部研究室に伝えられた。ところが、1923

脇坂安董「諸寺社御朱印御條目跋」（静嘉

年 9 月の関東大震災で、すべて消失したと

堂文庫所蔵、寛政 11 年）によって明らか

されている。旧幕府記録の保管経緯及びそ

となる。この跋文は、寺社奉行の職務執行

の焼失については、三浦周行「失はれたる

にあたる同僚として、史料を借覧・筆写し

近世法制史料」（『続法制史の研究』）に、

たことに対する、感謝の念を表するもので

簡潔でかつ要を得た解説があり、「旧幕府

ある。一方、脇坂安董によるそれの対象と

評定所書類目録」
（東大法学部法制史料室）

なった『祠部職掌類聚』の編纂者は、高崎

で、その概要がわかる。

藩主で寺社奉行の松平右京亮輝和である。
自ら作成した評定所記録も含め、借覧した

（4）『祠部職掌類聚』

上で筆写した史料（幕府公文書）は一千巻

ところが、上述の消失した幕府記録原本

余にのぼるとされる。ただし残念ながらこ

とは別に、それ以後、これらの写本の存在

れらの全てが残存しているわけではない。

が明らかとなった例がある。それは後述す

評定所は、伝奏屋敷の隣りの江戸城外にあ

る『祠部職掌類聚』である。

り、火災で史料類が焼失することも数度に

近代以前は、「民は之に由らしむべし、

及んだが、焼失した史料の一部は、松平輝

之を知らしむべからず」の時代であった。

和のおかげで現在に至り、我々の目に触れ

庶民は、為政者の方策とは無縁の存在とさ

ることができるのである。彼の作成した目

れていたものの、為政者サイドでは、重要

録には、借覧した史料の出所を明記してあり、そ

な評議及び決定事項は記録され、これを広

れらは老中・若年寄・三奉行・大坂城代以

く借覧・筆写することが通例であった。こ

下の重要な幕閣たちであった。松平輝和が

の典型的な証左は、
『御仕置例類集』という

寺社奉行に就いていたのが、天明 4（1784）

幕府の判決記録が、日本全国の藩政文書か

年から寛政 10（1798）年に及び、脇坂安董

ら一様に発見されることである。ところが、

の任期は、寛政 3（1791）年から天保 7（1836）

幕府の中枢機関である評定所及び寺社奉行

年と、四十六年間の長期に亘った。ただ、

の記録は、この通例には当てはまらない。

途中の文化 10（1813）年から文政 12（1829）

町奉行所の記録が、編纂物も含めて各種存

年にかけての十七年間は、任官が行われて

在するのに比し、老中の諮問に直接応え、

いない。

大名仕置きに馴染まない、裁判関係者の在
所が入り組む場合には、事件はすべて幕府

（6）『祠部職掌類聚』の重要性

の管轄となり、評定所の判断が幕府決定と

『祠部職掌類聚』にはいかなる史料が含

なる。評定所には老中も列座する式日［老中列座の評

まれているのであろうか。「祠部職掌類聚
［惣目録］の序文」
（寛政 8 年）によれば、
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大分類として、

ある。

（A）高崎松平藩所蔵文書

⑦相談書類（三奉行による相談書類）：

（B）寺社奉行引継文書

三奉行による各々の内寄合、及び、三奉

（C）諸寺社提出文書（御朱印等）

行の合議（式日・立合）によるものの二種

である。それらを 13 項目に細分してある。

類がある。「祠部職掌類聚」の記録は「寺

内訳を示すと以下のようになる。

社奉行管轄案件」のみに限定されない。専

①御朱印御條目類（寺社にたいする所領
の給付）：

決できる管轄案件はもとより、複雑な管轄

寺社奉行である松平輝和本人

案件、事件の認定・
（先例適用の適否を含む）

が、就任期間を含めて、将軍家から各寺社

科刑の妥当性等々、評定所の実務主宰者と

へ公布・公認した証書の提出を命じて確認

して、事前に処理すべき案件は、多岐にわ

した、諸寺社の御朱印地・特権等を確認し

たる。青山文庫『祠部職掌類聚』には、６

た書面の提出原本の写。

２冊、明和元年から寛政１０年までの記録

②祠部職掌雑纂元記（寺社奉行職掌）：

が現存する。三奉行留とともに幕府評定所

寺社奉行である松平輝和本人執筆の記

記録の中核となる記録でり、評定所におけ

録。評定所および寺社奉行の職務内容に係

る寺社奉行を主宰者とする、三奉行の実務

わる記録。

を知ることのできる史料である。

③地方（ぢかた）書留類（農政、土木、
内政）：

勘定奉行より遠国奉行へ伝達さ

れた書面を含む。

⑧御仕置留類（主として、老中への「御
仕置伺」）：

火付盗賊改や町奉行よりの老

中への刑事裁判裁許伺いとしての「御仕置

④御書付類（公事方御定書）：

評定所

伺」を中核とする。町奉行は大幅な独自の

一座への指令書。裁判の認定や科刑に際し

専決権限を有するものの、火付盗賊改には

て、具体的な適用に際して重用された資料。

科刑権はなく、すべての案件につき、老中

「御仕置例類集」に、多々援用されている。

に伺いを立てたうえでないと、何も出来な

⑤進達類（一件落着の記録書類）：

担

（4）

当奉行より老中への報告資料 。

い仕組みになっていた。
『御仕置例類集』で
は、火付盗賊改よりの伺が全体の４０％以

祠部職掌類聚の中核をなす主要な記録。但

上を占めていることからも、その間の事情

し、
「篠山青山文庫」には同名のものは 1 冊

が分かる。遠国奉行も同様に、科刑権限は

しかない。松平輝和の作成した目録によれば、

なかった。東大へ引き継がれた旧幕府文書

進達留 196 冊・所々進達留 2 冊とある。

では、1096 冊もの「御仕置伺」が知られて

⑥三奉行留類（評定所での三奉行による

いるが、そのすべてが焼失している現在、

合議記録）
： これらの合議記録は、老中へ

青山文庫に現存する「吟味伺書」24 冊、及

送達され、お伺いをたてることになる。案

び関連の「御仕置伺書」1 冊・「吟味書」1

件（一件）は、事件の認定・科刑を三奉行

冊の史料価値は計り知れない。

の出座のもとに決定し、老中へ伺いをたて、

⑨寺社方見合可相成留類（寺社奉行管轄

其の上で、老中よりの下げ札による決定・

の書類）：

各寺社の由緒書・寺社の特権

判決（裁許）・進達と進行する。

（籤主宰権・座や株仲間への特権・寺社管

青山文庫『祠部職掌類聚』には、４８冊、

理の文化財：五山文学等・寺社領：寺社と

宝暦１１年から天明４年までの記録が現存

地方凡例録の関係・将軍および縁者の法事

する。幕府評定所記録の中核となる記録で

類・葵御紋一件・寺院の絡む事件：裁判管
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奏者番大名の中から任命される。奏者番と

轄と無関係 等々）について記載。
⑩雑之部（その他）：松平輝和本人が書

寺社奉行は、概ね兼任である。将軍側近の

き記した記録が中核。寺社奉行として必要

奏者番大名に関する記録を抜粋（主に寺社

な関連事項のすべてにわたる記録の集成。

奉行）して掲載。松平輝和の手になる目録

老中・評定所・三奉行との各関係性を知る

では、諸寺院御朱印御條目留 12 冊、御朱

うえでの貴重な記録。寺社奉行被仰付候部

印手目録 23 冊、御朱印国分帳 22 冊、御朱

・寺社奉行新役被仰付候部・評定所之部・

印帳 96 冊とある。それらの他に、寺社奉

内寄合之部・御定書掛之部・火事之部・御

行個人としての記録、祠部職掌雑纂元記 19

連歌御会之部・碁将棋之者之部・日光御門

冊が含まれる（⑩参照）。⑩で触れた記録

跡之部・両本願寺之部・増上寺方丈之部・

を除いて、諸寺社御朱印御條目留 12 冊・御

寺社并遠国町人御礼御暇之部・寺社奉行支

朱印手目録 23 冊・御朱印国分帳 22 冊・御

配之者之部・紅葉山御参詣之部・東叡山御

朱印帳 96 冊の大半について、現在その所

参詣之部・増上寺御参詣之部・紅葉山氷川

在が分かっていない。わずかに、御朱印帳

両山山王雑之部以上各 1 冊、及び諸寺院住

２・諸寺社御朱印御條目留 1 冊が、静嘉堂

職任官之部 2 冊、計 19 冊。青山文庫『祠

文庫と青山文庫にある。

部職掌類聚』には、そのすべてがある。幕
府文書『百箇條調書』から想起される寺社

（7） 兵庫県篠山市の青山文庫と『祠部職掌

奉行大岡忠相の法曹家としての姿と、『祠

類聚』

部職掌類聚』から想起される松平輝和のそ

兵庫県篠山市にある青山文庫にも、同

れとは、好対照をなす。いずれにしても、

じく『祠部職掌類聚』と題する幕府文書が

この二人は、法曹家として、突出する存在

ある。この文庫も末裔の青山氏から篠山市

であることに疑念の余地はない。寺社奉行

に委譲され、青山歴史村に現存している（篠

記録である『大岡日記』とともに、評定所

山市教育委員会）。委譲の当時、篠山町教

での実務を知る上で、欠くことのできない

育長であった秦和男より日本法制史学会に

記録である。

整理が委嘱され、橋本久氏（大阪経済法科
大学）を主力とした「藩法研究会

⑪諸一件類（寺社関係の一件記録）：

丹波篠

寺社奉行管轄及び寺社係わり事件の記録。

山班」が組織され、牧田勲氏（摂南大学）
、

勘定奉行管轄「作州波（皮）田大法寺一件」

山田勉氏（神戸女子大学）がその任にあた

をはじめ、邪宗門一件・虚無僧一件・伏

られた。青山文庫の「祠部職掌類聚」の存

見稲荷九助駈込訴一件・曹洞宗無名訴状一

在が公表されたのは、2000 年の日本法制史

件・隠売女一件・宗号一件・不受不施宗一

学会。丁寧に整理されたこれらの史料群は、

(5)

件・上州徳川郷武州中瀬村国境論一件・新

寛政 5（1793）年から寛政 10（1798）年に

吉原町焼失ニ付遊女屋共仮住居場所糺一件

かけて、寺社奉行職にあった青山忠裕が、

等々、青山文庫『祠部職掌類聚』には 93

松平輝和の編纂した一連の史料を、必要に

冊がある。

応じて借覧・筆写したものと推定され、計

評定所に所蔵されている

448 冊にのぼる。これら写本の中に、評定

参考文献の一覧。法規・法律と限定されな

所記録群の中核をなす、三奉行留及び相談

い文献が一覧できる。

書があり、これは、静嘉堂文庫に所蔵され

⑫附録之類：

⑬御奏者番留之内抜書：

寺社奉行は

ている高崎藩の祠部職掌類聚と同じ内容を
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伝えていると考えられる。分けても、三奉

の中心大坂をその特徴とする。静嘉堂文庫

行留及び相談書として分類される史料群の

に伝わる高崎文庫の中の、その経緯は全く

規模も、両者の間に大きな違いはない。三

不明であるが、和綴 60 冊の『大坂都督所務

奉行留は、青山文庫には 48 冊ある（静嘉堂

類纂』がある。大坂城代の管轄下にあった、

文庫の目録では 70 冊、但し現存せず）。一

大坂の東西町奉行及び堺奉行の記録であ

方、相談書をみると、青山文庫は 62 冊（静

る。江戸時代初期の寛文期から幕末の慶応

嘉堂文庫の目録では 59 冊、但し現存せず）
。

期にいたる長期に及ぶ『長崎犯科帳』に比

更に、一件記録についても、曹洞宗無名訴

し、『御仕置例類集』の採録する時期と重

状一件・伏見町人九助駆込訴一件・作州波

なる、寛政９年から文政４年にいたる時期

田大法寺一件（身分や宗教支配にかんする

の事件記録である。経済事案はもとより、

史料として注目される）・寺院百姓共出入

商都大坂の姿を大局的に窺うことのでき

一件・孝恭院様御新葬御法事一件・凌明院

る、超一級の体系的な史料である。

様御新葬御法事一件等々、両者に共通の記

こ の 史 料 の 特 徴 は 、「 藍色 」 の 文 章 が

録があること、静嘉堂文庫に伝わる祠部職

挿入されていることである。吟味物・出

掌類聚の目録と青山文庫の史料の間に、
「原

入物、いわゆる刑事事件であれ、民事該

本」としての静嘉堂文庫史料、
「写本」とし

当事件であれ、評定所でも奉行所でも、

ての青山文庫史料を、特定できる。脇坂安

幕府が認定する重要な部分は、記録の中

董の借覧・筆写したとされる祠部職掌類聚

で朱書されている。訴えを何故受理する

の存在を確認できない現在、
「一千巻余」の

のか・事実を何に基づいてどう判断する

全てを目の当たりにすることはできない。

のか、ひいては、御定書や先例に照らし

しかし静嘉堂文庫に伝わる 176 冊の史料と、

てどう裁許するのか、或は、科刑をどう

これを補完する青山文庫の史料は、幕府評

設定するのかについて、訴訟終結に至る

定所及び寺社奉行の職務を通して、立法、

論 理 構 成 が 示 さ れ て い る 。『 大坂 都 督 所

司法、行政などの政務全般にわたって、徳

務類纂』には、幕府文書の通例である墨

川政権中枢での動きを如実に知ることので

書き部分と朱書部分に加えて、東西町奉

きる、特記すべき史料である。東大へ引き

行及び堺奉行からの「御仕置伺」に対し、

継がれた幕府記録が消失してしまった現在、

「伺之通可被申付候」という下げ札で処

静嘉堂文庫及び青山文庫の『祠部職掌類聚』

理されていない案件が、多々ある。御仕

こそ、幕府中枢の動きを知ることのできる、

置伺を提出した奉行の伺に対して、受理

超一級の史料といえる。

した大坂城代が、独自の判断で御 定 書
及 び 先 例 を 参 照 し て 、「 独 自 に 論 理

（8） 上記以外の重要な幕府記録

構 成 し た 部 分 」 が 、「 藍 色 」 表 示 さ
れている。城代の指令を受けた奉行

江戸期刑事事件の記録として、『御仕

は、改めて事案を再処理することに

置例類集』及び『長崎犯科帳』が特筆され

なる。大坂城代と町奉行の間で、こ

る。前者はほぼ全国を網羅する一方で、後

のようにして練り直され修正された

者は、オランダ商館・唐人屋敷に代表され

「伺」が出来上がり、判決に至る。

る国際貿易港としての長崎をその特徴とす

幕府の裁判記録の中で、墨書・朱書

る。『大坂都督所務類纂』は、江戸期物流

・藍書の三色で分類記録されている
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類聚

例は、初例である。
これら和綴じ 60 冊の記録は、寺社奉

作州波（皮）田村大法寺一件」を参

照 。 原 文 は 395‐508 ペ ー ジ 、 解 読 文 は

行から大坂城代へ栄進した、松平輝和・

713‐755 ページに収録されている。

輝 延 兄 弟 の 在 任 期 間 と 重 な る （ 寛 政 10

(6)これらの資料群の整理の成果物として、

～ 12 年・文化 12 年～文政 5 年）ことか

次の三種類の文献が知られているので、

ら、法曹家兄弟による本領発揮の記録と

ぜひ参照されたい。「祠部職掌類聚」の全

して、高崎松平藩文書に残されたと推測

体像を把握するための基本的な資料であ

される。

る。
①橋本久・牧田勲・山田勉「資料

丹波

『近世法制史資料集成』（全八期）は、静

篠山

嘉堂文庫及び青山文庫所蔵の『祠部職掌類

部職掌類聚雑纂』目録」（『大阪経済法科大

聚』及び『大坂都督所務類纂』を主な内容

学

としている。焼失したとされる幕府記録と

大阪経済法科大学法学会、1999 年 3 月）

いう事実をふまえ、研究者へいち早く史料

②橋本久・牧田勲・山田勉「資料

提供することを第一とし、詳細な目録・解

篠山

題・解説に先行して、原典史料の開示を最

部職掌類聚雑纂』目録（続）」（『大阪経済

優先した。

法科大学

青山会文庫所蔵『祠部職掌類聚・祠
法学論集

第 43 号』331‐422 ページ、
丹波

青山会文庫所蔵『祠部職掌類聚・祠
法学論集

第 44 号』173‐252

ページ、大阪経済法科大学法学会、1999
【注記】
(1)「祠部職掌類聚」は マイクロフィル
ム・DVD 版として科学書院から発行され
ている、
『近世法制史資料集成』
（全 8 期）
の中に収録されている。詳細については
この資料を参照。この論文の理解を高め
るためにもこの資料の閲覧をおすすめし

年 7 月）
③橋本久・牧田勲・山田勉「資料
篠山

丹波

静嘉堂文庫所蔵『祠部職掌雑纂惣目

録』」（『大阪経済法科大学

法学論集

第

45 号』247‐339 ページ、大阪経済法科大学
法学会、1999 年 11 月）
今回の刊行も、これら諸先生の尽力なく

たい。これらの資料を基にしてこの論攷

しては、日の目をみることはなかったであ

が記されていることに留意されたい。

ろう。深く感謝の意を表する次第である。

(2)松平太郎著・進士慶幹校訂『校訂

江

戸時代制度の研究』
（柏書房、1964 年 1 月）
1021 頁以下を参照。

（１）大漢和辞典、項目「祠部」参照。
（２）三浦周行「失はれたる近世法制史料」

(3)『前掲書』207 頁以下を参照。

（『続法制史の研究』岩波書店、大

(4)具体的な一例として、次の文献を参照
されたい。
『日本差別史関係資料集成Ⅷ（近
世資料篇（3）アイヌ研究 I』
（科学書院、2012
年 5 月 10 日刊行）の 753 頁に掲載されて
いる「夘正月十九日

周防守殿江御直

正 14 年 10 月、所収）
。
（３）東大法制史料室『旧幕府評定所書類
目録』。
（４）)松平太郎著・進士慶幹校訂『校訂

伊

江戸時代制度の研究』（柏書房、

予守上ル」（百八お）以下を参照。
(5)『日本差別史関係資料集成Ⅷ（近世資料
篇（3）アイヌ研究 I』に収録の「祠部職掌

1964 年 1 月）1021 頁以下を参照。
（５）石井良助編『御仕置例類集』（名著
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丹波篠山

参照。
（６）布施弥平治編『百箇條調書』（新生

青山会文庫所蔵『祠部

職掌類聚・祠部職掌類聚雑纂』目

社、昭和 41 年 7 月～ 43 年 3 月）参

録（続）」（『大阪経済法科大学

照。

法学論集

第 44 号』173‐252 ペー

ジ、大阪経済法科大学法学会、1999

（７）『大岡日記』（国文学研究資料館、

年 7 月）

元文 2 年～寛延 4 年）。

③橋本久・牧田勲・山田勉「資料

（８）具体的な一例として、次の文献を
参照されたい。『日本差別史関係資

丹波篠山

料集成Ⅷ（近

職掌雑纂惣

世資料篇（3）アイヌ研究 I』（科学

済法科大学

書院、2012 年 5 月 10 日刊行）の 753

247‐339 ペ ージ、大阪経済法科大

頁に掲載されている「夘正月十九日

学法学会、1999 年 11 月）

静嘉堂文庫所蔵『祠部
目録』」（『大阪経
法学論集

第 45 号』

周防守殿江御直 伊予守上ル」
（百

今回の刊行も、これら諸先生の尽力なく

八お）「作州波（皮）田村大法寺一

しては、日の目をみることはなかったであ

件」を参照。原文は 395‐508 ページ、

ろう。深く感謝の意を表する次第である。

解読文は 713‐755 ページに収録され
ている。この事件は、地方文書か
らその事実は確認されていたもの
の、幕府の裁判記録を確認できず、
事件の全容は不明であったが、静
嘉堂文庫の目録で裁判記録の存在
が判明し、青山文庫の祠部職掌類
聚によって、訴状・幕府の認定プロ
セス・裁許・進達にいたる全過程が明
らかとなった。被差別部落民の訴えが評
定所まで届いた、稀有な事件である。
（１０）これらの資料群の整理の成果物
として、次の三種類の文献が知ら
れているので、ぜひ参照されたい。
「祠部職掌類聚」の全体像を把握す
るための基本的な資料である。
①橋本久・牧田勲・山田勉「資料
丹波篠山

青山会文庫所蔵『祠

部職掌類聚・祠部職掌類聚雑纂』
目録」（『大阪経済法科大学
学論集

法

第 43 号』331‐422 ペ ー

ジ、大阪経済法科大学法学会、
1999 年 3 月）
②橋本久・牧田勲・山田勉「資料

About ʺsmall shrine part business
classified collection in book formʺ ( 1)
(1) Definition of ʺthe small shrine partʺ
The name that imitated a Chinese
example with ʺthe small shrine part.ʺ
There is it, and there is similar notation to
a Sui book, Tang book, and ʺa small
shrine partʺ means ʺan official in charge of
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matters relating to Shintoismʺ to a Wei
book. According to ʺthe large dictionary
of classical Chinese explained in
Japanese ,ʺ it is defined originally when ʺI
belong to etiquette region when I control
an etiquette system, and there is it in the
times of Sui Tang and control 祠 祀,
astronomy, graduations of a water clock,
country mourning, 廟 諱, medicine, 卜 祝,
a family register book of the monk and
nunʺ by a Chinese term that is the name
of the government official. ʺRule the
peopleʺ for an example; probably came in
Japan, and turned, and letʹs mean ʺthe
commissioner of shrines and templesʺ to
have a meaning. ʺI am for the job of 高 崎
太守輝和祠部, and 寺社奉行脇坂淡路守安
董 speaks thought in an afterword about
寺 社 奉 行 松 平 右 京 亮 輝 和 which edited
ʺsmall shrine part business classified
collection in book formʺ in a morning and
evening for ten る こと existence four
years, I make effort and make power and
am concerned with the jobʺ, and it is with
the evidence of what was used a term
ʺsmall shrine regionʺ in the Tokugawa
shogunate cabinet inside. It is only a
characteristic of Edo period to be careful.
Under the legal codes system, an
emperorʹs reign official was the center of
state affairs, and the authority of the
official in charge of matters relating to
Shintoism was restrictive. It is the
president in the business of the supreme
court of the Shogunate in the Edo era for
the member of the Shogunʹs Council of
Elders, and, in comparison with this, the
commissioner of shrines and temples of
Edo period must not overlook that it is
the pivot of the shogunal administration.
( 2) 概 of politics, the economic
mechanism of the Edo Shogunate
① The supreme court of the Shogunate in
the Edo era
It is a consultative body of the member
of the Shogunʹs Council of Elders
formally. Because a general has it when

authority to overturn decision of the
supreme court of the Shogunate in the
Edo era saws the old inside, an opinion
ʺnot to do the supreme court of the
Shogunate in the Edo era with the best
decision makerʺ is an opinion from before.
For example, Kaneyuki Miura assumes it
ʺa High Court‐like engineʺ. This opinion is
over for formalism in whatʹs called which
is conscious of social position society or a
hierarchy excessively general ‐ member of
the Shogunʹs Council of Elders ‐ the
second highest official of the Tokugawa
Shogunate government ‐ three
magistrates. Particularly, besides the thing
called the no is special a general, and,
after the reign of the eighth brigadier
Gunkichi sect where legal rule is
conscious of by the establishment of
ʺcourt secretary lawsʺ, the supreme court
of the Shogunate in the Edo era functions
as ʺthe best engine of the national powerʺ
substantial literally a thing called the no
member of the Shogunʹs Council of Elders
for decision of the supreme court of the
Shogunate in the Edo era. At all events
( 2) where careful explanation is
necessary for when I explain the supreme
court of the Shogunate in the Edo era in
ʺCabinet Officeʺ ʺSupreme Courtʺ ʺHigh
Courtʺ and the concept of the current
politics, law.
② The Emperor and a general and the
Shogunate
The office of a shogun supports that it is
only a subject of the Emperor if I watch ʺ
右以件人宜令補任征夷大将軍ʺ which is a
remit of 将軍宣下. It is not exaggeration
even if I say that a product of the
compromise that a disturbance of the
north and south morning, experience of
Era of the hegemony almighty of the age
of civil strife brought is an early modern
Emperor system. The looking abnormal of
the Japanese history that there is not in
the common sense of the Orient countries
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except Europe and Japan is simply that I
did not ignore ʺthe Emperor of the
unbroken line of the reignʺ. Left 継 受 in
modern times, and this principle principle
became the strange words of the Great
Japanese Imperial Constitution and
realized it. ( 3) where the general is only
Kazuomi bottom of the Emperor to the
last formally although it is different
substantially.
(3) Where did the important Shogunate
record go to?
Most of important Shogunate records
disappeared. It diverges into many
branches even if I say Shogunate record,
but the record of the Shogunate center
engine called the supreme court of the
Shogunate in the Edo era, a Buddhist
temple and Shinto shrine city magistrateʹs
office, a town city magistrateʹs office, the
calculation city magistrateʹs office will be
particularly important in thinking about
Tokugawa period. Although the outline
did not come, as for the record of the
calculation city magistrateʹs office, most of
Shogunate records were conveyed by
Tokyo University library and Tokyo
University law department laboratory.
However, it is said that I disappeared all
by the Great Kanto Earthquake of
September, 1923. It is concise and there is
a commentary with the pivot, and, about
the safekeeping process of the old
Shogunate record and the destruction by
fire, Kaneyuki Miura ʺearly modern times
legislation historical materials ( ʺstudy of
the history of legislation sequel toʺ) as
the 失 fine weatherʺ knows the summary
in ʺformer Shogunate supreme court of
the Shogunate in the Edo era documents
listʺ (Tokyo University law department
legislation historical materials room) .
(4) ʺSmall shrine part business classified
collection in book formʺ
However, since then, separately from the
above‐mentioned Shogunate record

original which disappeared, there is the
example that the existence of these
manuscripts became clear. It ʺis small
shrine part business classified collection in
book formʺ to mention later.
Before the modern times of ʺpeople 之
reason らしむべし, 之 intellect らしむべ
からずʺ was the times. Although it was
considered to be the existence that was
unrelated to the policy of the
administrator, as for the common people,
important discussion and the decision
matter were recorded in the administrator
side, and it was custom that it was wide,
and 借覧 transcripted this. This typical
evidence is that a judgment record of the
Shogunate called ʺthe punishment
example collect facts and records under a
specified categoryʺ is discovered in affairs
of a feudal clan document of the all over
Japan equally. However, the record of the
supreme court of the Shogunate in the
Edo era which is a central engine of the
Shogunate and the commissioner of
shrines and temples does not apply to this
custom. When the location of the trial
person concerned who the record of the
town city magistrateʹs office affects a
question of the member of the Shogunʹs
Council of Elders in comparison with
various one which there is it including an
editing thing directly, and is not familiar
with daimyo punishment is complicated,
as for all the cases, it is with the
jurisdiction of the Shogunate, and a
judgment of the supreme court of the
Shogunate in the Edo era becomes the
Shogunate decision. We had [ supreme
court of the Shogunate in the Edo era
discussion of the member of the Shogunʹs
Council of Elders presence]
in the
ceremonial occasion when the member of
the Shogunʹs Council of Elders was
present in the supreme court of the
Shogunate in the Edo era, and the
supreme court of the Shogunate in the
Edo era functioned literally as the best
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decision maker on the judiciary. Unlike a
town prefect, the calculation prefect
mainly composed of direct feudatories of
a shogun, the commissioner of shrines
and temples mainly composed of the
daimyos of the agent presided over
business of the supreme court of the
Shogunate in the Edo era. Including
consistency of validity, the jurisdiction of
the course punishment, the item handling
of suit business mastered the details.
(5) Editing of ʺthe small shrine part
business classified collection in book
formʺ
The fact that 借 覧 transcripted a record
of the supreme court of the Shogunate in
the Edo era becomes clear by Yasutada
Wakizaka ʺ諸 寺 社 御 朱 印 御 條 目 跋 ʺ
(stillness temple library possession to
praise, generous politics 11 years) . This
afterword shows the feeling of gratitude
for 借 覧 having transcripted historical
materials as a co‐worker equal to the
officiation of the commissioner of shrines
and temples. On the other hand, the
editor of ʺthe small shrine part business
classified collection in book formʺ that
became a target of it by Yasutada
Wakizaka is 松 平 右 京 亮 輝 和 of the
commissioner of shrines and temples in
Takasaki feudal lords. Including the
supreme court of the Shogunate in the
Edo era record that I made by oneself, it
is said that the historical materials
( Shogunate official document) that I
transcripted after having done 借 覧 rise
to more than 1,000 volumes. But
unfortunately all of them do not remain.
The supreme court of the Shogunate in
the Edo era is out of Edo‐jo Castle next to
the transmitter mansion, and it extended
to several degrees that historical materials
are destroyed by fire by a fire, but a part
of the historical materials destroyed by
fire can meet eyes of us thanks to the
Teru Matsudaira sum to the present. On

the list which he made, the source of the
historical materials that they made 借 覧
was specified, and they were member of
the Shogunʹs Council of Elders, the second
highest official of the Tokugawa
Shogunate government, three magistrates,
Osaka castle warden important Tokugawa
shogunate cabinets less than it. It
amounted to generous politics 10( 1798)
age from Tenmei era 4( 1784) year that
the Teru Matsudaira sum took a
commissioner of shrines and temples and,
in the term of office of Yasutada
Wakizaka, lasted for Tenpo era 7( 1836)
year and the long term for 46 years from
generous politics 3( 1791) year. But, for
17 years from culture 10( 1813) age on
the way to civil administration 12( 1829)
age, appointment is not performed.
(6) Importance of ʺthe small shrine part
business classified collection in book
formʺ
What kind of historical materials are
included in ʺsmall shrine part business
classified collection in book form?ʺ
According to ʺpreface ( generous politics
eight years) of the small shrine part
business classified collection in book
formʺ [惣目録] as macrotaxonomy,
( A) Takasaki Matsudaira feudal clan
possession document
(B) Commissioner of shrines and temples
transfer document
(C) Buddhist temples and Shinto shrines
presentation document ( sealed letters
issued by a shogun)
である. They are subdivided in 13 items. I
am as follows when I show a breakdown.
① Sealed letter issued by a shogun Jo
eyes (payment of the feudal tenure for
the Buddhist temple and Shinto shrine) :
Copying of the presentation original of
the document which confirmed a sealed
letter issued by a shogun place of the
Buddhist temples and Shinto shrines
which the Teru Matsudaira Japanese book
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person who was a commissioner of
shrines and temples gave from the family
to inherit the shogunate each Buddhist
temple and Shinto shrine an order for the
presentation of the promulgation, the
paper which I recognized officially
including an assumption of office period
and confirmed, a special privilege.
② A small shrine part business collective
edition of miscellaneous articles former
note ( commissioner of shrines and
temples business) : A record of the Teru
Matsudaira Japanese book person writing
that is a commissioner of shrines and
temples. A record to affect the job
specifications of the supreme court of the
Shogunate in the Edo era and the
commissioner of shrines and temples.
③ A local ( hemorrhoids person)
registered kind ( agricultural
administration, engineering works, the
domestic administration) : I include a
document transmitted to the district
magistrateʹs office than a calculation
prefect.
④ Memos (court secretary laws) : The
written instructions to the supreme court
of the Shogunate in the Edo era company.
The document which was given an
important post on the occasion of a
concrete application on the occasion of
authorization and the course punishment
of the trial. In ʺpunishment example
collect facts and records under a specified
category ,ʺ it is done 多 々援用.
⑤進達類 (record documents of the affair
settlement) : Than a charge prefect report
document ( 4) to member of the Shogunʹs
Council of Elders.
A main record to make the core of the
small shrine part business classified
collection in book form. But there is only
one cognominal at ʺAoyama, Sasayama
libraryʺ. According to the list which I
made of the Teru Matsudaira sum, there
is it with 進 達留 196, 所々進達留 two.
⑥ 三 奉 行 留 類 ( consultation record by

three magistrates in the supreme court of
the Shogunate in the Edo era) : These
consultation records are delivered to
member of the Shogunʹs Council of Elders
and will make inquiry. I decide
authorization, the course punishment of
the case under the person from three
magistrates seat and confer with member
of the Shogunʹs Council of Elders, and the
item ( affair) progresses on it with
decision, judgment ( approval), 進達 by
the notification of the amount of land tax
from the member of the Shogunʹs Council
of Elders.
In Aoyama library ʺsmall shrine part
business classified collection in book form
,ʺ the records from 48 books, age of an
emperor 11 years to Tenmei era four years
exist. It is a record to become the core of
the Shogunate supreme court of the
Shogunate in the Edo era record.
⑦ Consultation documents ( consultation
documents by three magistrates) : There
are two kinds of the thing by the
consultation ( ceremonial occasion,
standing up to wrestle) of each private
meeting by three magistrates and three
magistrates. The record of ʺthe small
shrine part business classified collection in
book formʺ is not limited to ʺonly a
commissioner of shrines and temples
jurisdiction itemʺ. As for the jurisdiction
item that 専 決 is made, the item which it
should process as the business presidents
of the supreme court of the Shogunate in
the Edo era such as a complicated
jurisdiction item, validity of the) course
punishment including the propriety of the
authorization ・ ( precedent application
of the case beforehand from the start lasts
for many divergences. In Aoyama library
ʺsmall shrine part business classified
collection in book form ,ʺ the records from
62 books, the Meiwa first year to generous
politics ten years exist. It is the historical
materials that can know the business of
the three magistrates who assume record
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でり becoming the core of the Shogunate
supreme court of the Shogunate in the
Edo era record with 三 奉 行 留 , a
commissioner of shrines and temples in
the supreme court of the Shogunate in the
Edo era the president.
⑧ 御 仕 置 留 類 ( mainly ʺpunishment
inquiryʺ to member of the Shogunʹs
Council of Elders) : I assume ʺpunishment
inquiryʺ as the criminal trial approval
inquiry to the member of the Shogunʹs
Council of Elders from an
arson‐and‐robbery investigator and the
town prefect the core. Although I had
original 専 決権限 where a town prefect
was large, an arson‐and‐robbery
investigator did not have the course
punishment right, and the system was
such that there was nothing because of all
items after having conferred with member
of the Shogunʹs Council of Elders if there
was not it. Because the inquiry from the
arson‐and‐robbery investigator accounts
for more than 40% of whole, in ʺthe
punishment example collect facts and
records under a specified category ,ʺ I
understand circumstances of the
meantime. The course punishment
authority did not have the district
magistrateʹs office likewise, too. ʺThe
punishment inquiryʺ of 1,096 is known to
Tokyo University for the succeeded old
Shogunate document, but the historical
materials value of the present when all is
destroyed by fire, ʺexamination letter of
inquiryʺ 24 existing at Aoyama library
and related ʺpunishment letter of inquiryʺ
one ・ ʺ examination book one is
immeasurable.
⑨寺社方見合可相成留類 (documents of
the commissioner of shrines and temples
jurisdiction) : Special privilege ( cultural
assets of a special privilege, the Buddhist
temple and Shinto shrine management to
the lottery sponsorship right, a seat and
the fellow trader of stocks:)
of an
authenticating certificate, the Buddhist

temple and Shinto shrine of each Buddhist
temple and Shinto shrine As for the
literature of the five Zen temples, it is
temple‐owned land: The case that a
Buddhist temple and Shinto shrine and
the Buddhist memorial services of
relations, the general of the local
explanatory notes record and the relative,
Aoi crest of a noble family affair, the
temple pick quarrel with: Jurisdiction and
having nothing to do with list it about) .
⑩雑之部 (others): The record that Teru
Matsudaira Japanese book person wrote
down is the core. The collection of the
record over all of related matters that are
necessary as a commissioner of shrines
and temples. A valuable record on
knowing each relationship with member
of the Shogunʹs Council of Elders, the
supreme court of the Shogunate in the
Edo era, three magistrates. 寺 社奉行被仰
付候部, 寺社奉行新役被仰付候部, 評定所
之部, 内寄合之部, 御定書掛之部, 火事之
部, 御連歌御会之部, 碁将棋之者之部, 日光
御門跡之部, 両本願寺之部, 増上寺方丈之
部, 寺社并遠国町人御礼御暇之部, 寺社奉
行支配之者之部, 紅葉山御参詣之部, 東叡
山御参詣之部, 増上寺御参詣之部, 紅葉山
氷川両山山王雑之部以上各 one and 諸 寺
院住職任官之部 two, 19 books in total.
Aoyama library ʺsmall shrine part
business classified collection in book
formʺ has all. With it of the Teru
Matsudaira sum recalled by the figure as
the person of judicial officer of
commissioner of shrines and temples
Tadasuke Ooka remembered by
Shogunate document ʺ百 箇條調書ʺ and
ʺsmall shrine part business classified
collection in book formʺ, I do a beautiful
contrast. In any case, there is no room for
the doubt as for these two people in being
existence to be prominent as a judicial
officer family. It is the record that I cannot
lack in in knowing the business in the
supreme court of the Shogunate in the
Edo era with ʺthe Ooka diaryʺ which is a
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commissioner of shrines and temples
record.
⑪ Affairs (Buddhist temple and Shinto
shrine‐related file of the documents
relating to the case) : The record of the
commissioner of shrines and temples
jurisdiction and the Buddhist temple and
Shinto shrine relation case. Including
calculation prefect jurisdiction ʺMimasaka
wave (skin) field immutable law temple
affairʺ (5), there are 93 in one evil faith,
one mendicant Zen priest, 伏 見稲荷九助
駈 込 訴 一 件 , Soto sect anonymity
complaint affair, illegal prostitute affair,
sect affair, Fuju‐fuse Branch Soichi matter,
Joshu Tokugawa volost Musashi Nakase
village border theory affair, Shinkichi
Haramachi destruction by fire ニ 付遊女
屋 共 仮 住 居 場 所 糺 一 件 等 々 , Aoyama
library ʺsmall shrine region business
classified collection in book formʺ.
⑫ 附 録 之 類 : The list of references
possessed by the supreme court of the
Shogunate in the Edo era. I can glance
through the law, a law and the documents
which are not limited.
⑬御奏者番留之内抜書: The commissioner
of shrines and temples is appointed from
an agent daimyo. An agent and a
commissioner of shrines and temples are
almost additional posts. An extract
(mainly a commissioner of shrines and
temples) does the record about the agent
daimyo of the general aide and places it.
With the list becoming the hand of the
Teru Matsudaira sum, there is it with 96
諸寺院御朱印御條目留 12, sealed letter
issued by a shogun hand list 23, sealed
letter issued by a shogun Kokubu book
22, sealed letter issued by a shogun books.
Cf. ( ⑩ ) where record as the
commissioner of shrines and temples
individual, small shrine part business
collective edition of miscellaneous articles
former note 19 are included in other than
them. ⑩ Except the record that で
conflicted with, I do not know the location

about most of 96 22 諸 寺社御朱印御條目
留 12, 23 sealed letter issued by a shogun
hand lists, sealed letter issued by a
shogun Kokubun books, sealed letter
issued by a shogun books now. There is
slightly sealed letter issued by a shogun
book 2. 諸寺社御朱印御條目留 one at the
stillness temple library and Aoyama
library to praise.
( 7) There is Shogunate document
entitled ʺthe small shrine part business
classified collection in book formʺ at
Aoyama library of Sasayama‐shi, Hyogo
and the Aoyama library in ʺsmall shrine
part business classified collection in book
formʺ Sasayama‐shi, Hyogo in the same
way. This library is transferred in
Sasayama‐shi by Aoyama of the progeny,
too and exists in the Aoyama history
village ( the Sasayama‐shi Board of
Education). Rearranging was entrusted
Japanese Japan Legal History Association
with than Kazuo Hata who was the
S h i n o y a m a ‐ c h o s u p e r i n t e n d e n t of
education at the time of one of transfer,
and ʺthe domain law meeting for the
study Shinoyama, Tanba groupʺ which
assumed Hisashi Hashimoto ( Osaka
economy law university) the main force
was organized, and it was got sunshine
for the job Isao Makita ( Setsunan
University) , Tsutomu Yamada ( Kobe
Womenʹs College) . It is Japanese Japan
Legal History Association of 2000 that
existence of ʺthe small shrine part
business classified collection in book
formʺ of the Aoyama library was
announced. I hang it in generous politics
10(1798) year, and it is estimated that 借
覧 transcripted a series of historical
materials that the Teru Matsudaira sum
edited as needed, and Tadayasu Aoyama
whom there was in post of commissioner
of shrines and temples rises in these
historical materials group arranged
carefully to 448 books in total in the
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generous politics 5( 1793) year. There is a
三奉行留及 び consultation book to make
the core of the supreme court of the
Shogunate in the Edo era record group in
these manuscripts; this static; it is thought
that tell by contents same as small shrine
region business classified collection in
book form of Takasaki feudal clan
possessed by a temple library to praise.
The scale of the historical materials group
classified as a 三 奉行留及 び consultation
book makes a little difference among both
even if I distribute it. 三 奉行留 is 48 at
Aoyama library ( but 70 books do not
exist with the list of the stillness temple
library to praise) . On the other hand,
when watch a consultation book; 62
Aoyama libraries ( but 59 books do not
exist with the list of the stillness temple
library to praise) . Furthermore, there
being the record that is common to 伏 見
町 人 九 助 駆 込 訴 一 件 , Mimasaka Hata
immutable law temple affair ( attract
attention as historical materials about
social position and the religion rule) ,
temple farmers entrance and exit affair, 孝
恭院様御新葬御法事一件, 凌明院様御新葬
御法事一件等々, neither one Soto sect
anonymity complaint about the file of the
documents relating to the case static;
between the historical materials of list and
the Aoyama library of the small shrine
region business classified collection in
book form reaching the temple library to
praise as ʺthe originalʺ static; can identify
temple library historical materials to
praise, the Aoyama library historical
materials as ʺthe manuscriptʺ. I cannot do
借覧, present when I cannot confirm
existence of the small shrine part business
classified collection in book form told to
have transcripted it, ʺmore than 1,000ʺ all
of Yasutada Wakizaka in one of eyes.
However, historical materials of Aoyama
library supplementing historical materials
and this of 176 to come to the stillness
temple library to praise are the historical

materials that should mention specially
that can vividly know the movement in
the Tokugawa government center for the
state affairs whole such as a legislation,
the judiciary, the administration through
the duties of the Shogunate supreme court
of the Shogunate in the Edo era and the
commissioner of shrines and temples. It
may be said that ʺthe small shrine region
business classified collection in book
formʺ of the present when succeeded
Shogunate record has disappeared to
Tokyo University, stillness temple library
to praise and the Aoyama library is the
super first class historical materials that
can know the movement of the Shogunate
center.
(8) Important Shogunate record except
the above
ʺPunishment example collect facts and
records under a specified categoryʺ and
ʺNagasaki criminal recordʺ are mentioned
specially as a record of the criminal case
for Edo period. Nagasaki as the
international trade port where the latter is
represented by a Netherlands firm,
foreignerʹs residence while the former
almost covers all the whole country; is
characterized.
ʺThe
Osaka
governor‐general income issuing from the
management of a fief classified collection
in book formʺ leading Osaka of the Edo
period distribution; is characterized. As
for the process in Takasaki library coming
to the stillness temple library to praise, it
is totally unknown, but there is ʺthe
Osaka governor‐general income issuing
from the management of a fief classified
collection in book formʺ of 60 Japanese
bookbinding. It is the record of Touzaicho
prefect of Osaka who was under the
jurisdiction of the Osaka castle warden
and the Sakai prefect. I compare it with
ʺthe Nagasaki criminal recordʺ for the
long term when early Kanbun period
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reaches it for Keio period of the late
Tokugawa period in the Edo era and am a
case record at the time when time and
generous politics nine years to be piled up
when ʺthe punishment example collect
facts and records under a specified
categoryʺ records it reach it for civil
administration four years. An economic
case is the super first class systematic
historical materials that in perspective can
watch a figure of merchant town Osaka
from the start.
A characteristic of these historical
materials is what a sentence of ʺthe indigo
blueʺ is inserted in. In a lawsuit, entrance
and exit thing, so‐called criminal case, the
important part which the Shogunate
authorizes is written in red in a record in
a civil affair pertinence case in both the
supreme court of the Shogunate in the
Edo era and the city magistrateʹs office.
Logic constitution to reach the suit end
whether it is what set course punishment
how or of approving it is shown in light
of laws and a precedent how in its turn
what you judge a fact based on how why
you accept a suit. To ʺOsaka
governor‐general income issuing from the
management of a fief classified collection
in book form ,ʺ there are many items
which are not processed in a notification
of the amount of land tax called ʺ伺 之通
可被申付候ʺ for ʺthe punishment inquiryʺ
from Touzaicho prefect and Sakai prefect
in addition to a sumi painting part and
the writing in red part which are the
custom of the Shogunate document. For
the inquiry of the prefect who submitted
punishment inquiry, it is displayed
ʺindigo blueʺ ʺthe part which constituted
the logic originallyʺ with reference to laws
and a precedent by an original judgment
the Osaka castle warden whom I accepted.
The prefect in response to the order of the
castle warden will reprocess a case some
other time. ʺThe inquiryʺ that it is
reconsidered in this way, and was revised

is completed among town prefects with
Osaka castle warden and leads to
judgment. In a trial record of the
Shogunate, the example which I classify it
in the three degrees of perception of the
sumi painting, writing in red, indigo plant
book, and is recorded is the first example.
When there remained it in Takasaki
Matsudaira feudal clan document as a
record of the special feature display by
the judicial officer my older brother
younger brother, the record of these 60
Japanese bookbinding is supposed by
being piled up from a commissioner of
shrines and temples to the Osaka castle
warden with the term in office of Teru
Matsudaira sum, 輝 延兄弟 which did
Eishin ( generous politics 10‐12 years,
culture 12 years ‐ civil administration five
years).
ʺHistory of early modern times legislation
document collectionʺ ( all eight sittings)
does ʺsmall shrine region business
classified collection in book formʺ of
stillness temple library to praise and the
Aoyama library possession and ʺOsaka
governor‐general income issuing from the
management of a fief classified collection
in book formʺ with main contents. On the
basis of the fact called Shogunate record
told to have been destroyed by fire, I did
that I gave historical materials to a
researcher quickly with the first and, prior
to detailed list, explanatory notes,
commentary, gave top priority to the
disclosure of original historical materials.
[explanatory note]
( 1) ʺThe small shrine part business
classified collection in book formʺ is
recorded in ʺhistory of early modern times
legislation document collectionʺ ( all eight
sittings) published as a microfilm, a DVD
edition by a scientific study. For details, I
refer to this document. I want to
recommend reading of this document to
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enhance the understanding of this article.
It should be noted that this 論 攷 is
written down from these documents.
(2)The Yoshimoto Shinji revision ʺstudy
of the revision Edo era systemʺ refers to
1,021 pages or less written by Taro
Matsudaira ( oak Publishing, January,
1964).
(3)I refer to 207 pages of ʺop. cit.ʺ or less.
(4)As a concrete example, see the next
documents. ʺHistory‐related document
collection VIII ( ʺ夘正月十九日周防守殿江
御直伊予守上 ルʺ (108 placed in page 753
of publication) on document ( 3) Ainu
study I (science study, May 10, 2012 in
the early modern times refers to less
than).) according to the cooking with
two spitsʺ
(5)ʺHistory‐related document collection
VIII (I refer to ʺsmall shrine part business
classified collection in book form
M i m a s a k a w a v e ( s k i n) T a m u r a
immutable law temple affairʺ of collecting
in document ( 3) Ainu study I in the
early modern times.) according to the
cooking with two spitsʺ As for 395‐508
pages of originals, the decoding sentence
is recorded in 713‐755 pages.
(6)Because three kinds of next documents
are known as works of the rearranging of
these documents group, see it by all
means. It is a basic document to keep
perspective of ʺthe small shrine part
business classified collection in book
formʺ under control.
① Hisashi Hashimoto, Isao Makita,
Tsutomu Yamada ʺdocument Aoyama,
Shinoyama, Tanba meeting library
possession ʺsmall shrine part business
classified collection in book form, small
shrine part business classified collection in
book form collective edition of
miscellaneous articlesʺ listʺ ( 331‐422
pages of ʺOsaka economy law university
law essays 43rdʺ, Osaka economy law
university Law Association, March, 1999)
② Hisashi Hashimoto, Isao Makita,

Tsutomu Yamada ʺdocument Aoyama,
Shinoyama, Tanba meeting library
possession ʺsmall shrine part business
classified collection in book form, small
shrine part business classified collection in
book form collective edition of
miscellaneous articlesʺ listʺ ( sequel to)
(173‐252 pages of ʺOsaka economy law
university law essays 44thʺ, Osaka
economy law university Law Association,
July, 1999)
③ʺThere would not be the document
Shinoyama, Tanba stillness temple library
possession ʺ祠 部職掌雑纂惣目録ʺ thing
that this publication is recognized by the
world without the aid of these teachers
(247‐339 pages of ʺOsaka economy law
university law essays 45thʺ, Osaka
economy law university Law Association,
November, 1999)
to praiseʺ Hisashi
Hashimoto, Isao Makita, Tsutomu
Yamada. I show the will of thanks deeply.
(１)
A large dictionary of classical
Chinese explained in Japanese, item ʺsmall
shrine partʺ reference.
(２)
Kaneyuki Miura ʺthe early
modern times legislation historical
materials as the 失 fine weatherʺ ( ʺthe
history of legislation sequel to in studyʺ
Iwanami Shoten, October, 1925 所 収).
(３)
Tokyo University legislation
historical materials room ʺformer
shogunate prefecture supreme court of the
Shogunate in the Edo era documents list.ʺ
(４)
The Yoshimoto Shinji revision
ʺstudy of the revision Edo era systemʺ
refers to 1,021 pages or less written by)
Taro Matsudaira ( oak Publishing,
January, 1964) .
(５)
I refer to Ryosuke Ishii edition
ʺpunishment example collect facts and
records under a specified categoryʺ
(famous book publication, from March,
1971 to December, 49) .
(６)
I refer to Yaheiji Fuse edition ʺ百
箇條調書ʺ (new life company, from July,
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1966 to March, 43) .
(７)
ʺOoka diaryʺ ( Japanese literature
study museum, Genbun two years ‐
Kanen four years) .
(８)
As a concrete example, see the
next documents. ʺHistory‐related
document collection VIII ( ʺ夘正月十九日
周防守殿江御直伊予守上 ルʺ (108 placed
in page 753 of publication) on document
(3) Ainu study I ( science study, May 10,
2012 in the early modern times by)
ʺMimasaka wave ( skin) Tamura
immutable law temple affairʺ reference.)
according to the cooking with two spitsʺ
As for 395‐508 pages of originals, the
decoding sentence is recorded in 713‐755
pages. Although the fact was confirmed
from a local document, this case could not
confirm a trial record of the Shogunate,
and, as for the whole aspect of the case, it
was unknown,; but static; the existence of
the trial record became clear with the list
of the temple library to praise, and all
processes that reached authorization
process, approval, 進 達 of a complaint,
the Shogunate by small shrine region
business classified collection in book form
of the Aoyama library became clear. It is
the rare case that the suit of the citizen of
distinctive village touched to the supreme
court of the Shogunate in the Edo era.
( １ ０ ) Because three kinds of next
documents are known as works of the
rearranging of these documents group, see
it by all means. It is a basic document to
keep perspective of ʺthe small shrine part
business classified collection in book
formʺ under control.
① Hisashi Hashimoto, Isao Makita,
Tsutomu Yamada ʺdocument Aoyama,
Shinoyama, Tanba meeting library
possession ʺsmall shrine part business
classified collection in book form, small
shrine part business classified collection in
book form collective edition of
miscellaneous articlesʺ listʺ ( 331‐422
pages of ʺOsaka economy law university

law essays 43rdʺ, Osaka economy law
university Law Association, March, 1999)
② Hisashi Hashimoto, Isao Makita,
Tsutomu Yamada ʺdocument Aoyama,
Shinoyama, Tanba meeting library
possession ʺsmall shrine part business
classified collection in book form, small
shrine part business classified collection in
book form collective edition of
miscellaneous articlesʺ listʺ ( sequel to)
(173‐252 pages of ʺOsaka economy law
university law essays 44thʺ, Osaka
economy law university Law Association,
July, 1999)
③ Hisashi Hashimoto, Isao Makita,
Tsutomu Yamada ʺdocument Shinoyama,
Tanba stillness temple library possession
to praiseʺ ʺ祠 部職掌雑纂惣ʺ
There
would not be the list thing that this
publication is recognized by the world
without the aid of these teachers ( 247‐339
pages of ʺOsaka economy law university
law essays 45thʺ, Osaka economy law
university Law Association, November,
1999). I show the will of thanks deeply.

Selected Old and Rare Book
Bibliography, Philology and Library Science

STAIKOS, Konstantinos Sp.
The Great Libraries
From Antiquity to the Renaissance (1‐2001)
2000. New Castle in Delaware State of U. S. A.:
Oak Knoll. 1 volume. 600 pages. with over 400
illustrations including 200 in full colour. 8vo
(241x330).
hardcover.
紀元前 3000 年から紀元 1600 年のルネッサン
ス時代までに建設された、偉大な図書館の歴史
を、400 枚以上の図版を用いて、詳細に叙述。
時代をおって記載しているのが大きな特色。粘
土板資料を保存した古代シュメール王国及びア
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ッシリア‐バビロニアの図書館の記録に始まり、
これらの古代の図書館に少なからず影響を与え
られたイタリアのルネッサンス時代の図書館建
設までの歴史を叙述。著者は、人間の知性の宝
庫とも言うべきこれらの図書館の内実を白日の
もとに晒している。大英図書館との共同出版。
Price 20,000 Japanese Yen
コンスタティノス・Sp.・スタイコス
『西洋文明における図書館の歴史・Volume 1 巻
／ミノス文明からクレオパトラの支配時代まで
（革製特装版）』(1‐2002)
STAIKOS, Konstantinos Sp.
The History of the Library in Western
Civilization
Volume 1 : From Minos to Cleopatra
2003. New Castle in Delaware State of U. S. A.:
Oak Knoll. 1 volume. 374 pages. with many
illustrations including in full colour. 8vo
(230x300).
designer leather editions.
紀元前 3000 年に、クレタ島に起こったミノス
文明から、紀元前 34 年のクレオパトラの自殺に
よるエジプト王国の崩壊までの時代を対象とす
る本書は、初期の時代の文書の保存を担う苦闘
の歴史とアレクサンドリアに建立されたプトレ
マイオス王の図書館の実態を、豊富なカラー図
版を使用して明らかにする。
Price 40,000 Japanese Yen
STAIKOS, Konstantinos Sp.
The History of the Library in Western Civilization
Volume 2: From Roman World, From Cicero to
Hadrian (1‐2003)
2005. New Castle in Delaware State of U. S. A.:
Oak Knoll. 1 volume. 452 pages. with many
illustrations including in full colour. 8vo
(230x300).
designer leather editions.
紀元前 60 年の三頭政治の開始時代から、紀元 2
世紀に渡るローマ帝国の黄金時代が、本書の対
象の時代となる。それは、ギリシア文明を自国
に紹介し、ラテン語の基礎の形成に与った、偉
大な政治家キケロの活躍した時代から、ハドリ
アヌス皇帝の治世時代までを扱っている。この
時代は、さまざまな哲学者や科学者が登場し、
帝国の東部に建設された偉大な図書館の存在や
個人の書籍収集者の出現などが論じられている。
これらの知識は、近年の考古学調査などで明ら
かになったもである。
Price 40,000 Japanese Yen
コンスタティノス・Sp.・スタイコス『西洋文明

における図書館の歴史・Volume 3 巻 ／ビザン
チン帝国の黄金時代からグーテンベルクの印刷
術の発明まで（革製特装版）』(1‐2004)
STAIKOS, Konstantinos Sp.
The History of the Library in Western
Civilization
Volume 3 : The Byzantine World, From
Constantine The Great to Cardinal Bessarion
2006. New Castle in Delaware State of U. S. A.:
Oak Knoll. 1 volume. 374 pages. with many
illustrations including
in full colour. 8vo
(230x300). designer leather editions.
The huge Roman Empire is governed separately,
and the capital of the eastern district is
established by Constantinople, and culture of
Eastern Empire that is the Byzantine Empire
handles 1453 when Gutenberg invented the
typography using the metal from 330 years
when a flower is going to open as gorgeousness.
These approximately 1,100 years are the
Christian glory years, and it becomes the big
subject to search the real facts of production and
the distribution of the religious publication by
the heritage. コ ンスタティノス, Sp., Stai Koss
evaluates the role that a monastery and those
staff achieved for manuscript production to the
maximum. When ʺthe portent of the renaissance
exercise to perform a classic study of these
Greece and Rome has been already brought up
in this Constantinople in the 14th century, and a
place contributing to the establishment of
various great libraries after the times was big ,ʺ I
conclude it. It is a really superior excellent idea.

巨大なローマ帝国が分割統治され、コンスタ
ンティノープルに東部地区の首都が設置され、
東ローマ帝国、つまり、ビザンチン帝国の文化
が絢爛として花開こうとする 330 年から、グー
テンベルクが金属活字を用いた印刷術を発明し
た 1453 年までを取り扱っている。この約 1100
年間は、キリスト教の全盛時代にあたり、キリ
スト教会による、宗教的出版物の製作と頒布の
実相を探求することが、大きな主題となってく
る。コンスタティノス・Sp.・スタイコスは、僧
院とそれらのスタッフたちが写本製作に果たし
た役割を、最大限に評価する。「このコンスタン
ティノープルにおいては、これらのギリシアや
ローマの古典研究を行うルネッサンス運動の萌
芽は、既に、14 世紀に育まれていて、時代を経
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て、各種の偉大な図書館の設立に寄与するとこ
ろが大きかった」と、結論づけている。実に優
れた卓見である。
Price 40,000 Japanese Yen
コンスタティノス・Sp.・スタイコス『西洋文明
における図書館の歴史・Volume 4 巻 ／ヨーロ
ッパの中世（革製特装版）』(1‐2005)
STAIKOS, Konstantinos Sp.
The History of the Library in Western
Civilization
Volume 4 : The Medieval World in the West,
From Cassidorus to Fournival
2007. New Castle in Delaware State of U. S. A.:
Oak Knoll. 1 volume. 374 pages. with many
illustrations including
in full colour. 8vo
(230x300).
designer leather editions.
I treat the history until the formation of the
library in the Middle Ages said to be a dark age
from the times when Roman Cassiodorus named
the greatest thinker of the sixth century played
an active part. In this book, many pages are
taken off for production activity of the writing
that Christianity and the monastery and secular
people took. I make rapid progress as an
academic center that the monastery produces a
religious famous book and stores and, in one, it
is new and describes the roles that the library of
an established university carried out carefully
again. This time was the times when new
philosophy for forthcoming renaissance exercise
was prepared for next.

6 世紀の最大の思想家と称されるローマ人の
カッシオドルスの活躍した時代から、暗黒時代
と言われている中世の図書館の形成までの歴史
を扱う。この書においても、キリスト教とその
僧院や世俗の人々が担った著作の製作活動に多
くのページが割かれている。僧院は宗教的な名
著を製作・保存する、学術センターとして飛躍
し、また、その一方においては、新しく設立さ
れた大学の図書館が果たした役割なども、丁寧
に叙述している。この時代は、次に来るルネッ
サンス運動のための新しい哲学が準備された時
代でもあった。
Price 40,000 Japanese Yen

STAIKOS, Konstantinos Sp.

The History of the Library in Western Civilization
Volume 5: The Renaissance, From Petrarch to
Michelangelo (1‐2006)
2007. New Castle in Delaware State of U. S. A.:
Oak Knoll. 1 volume. 374 pages. with many
illustrations including in full colour. 8vo
(230x300). designer leather editions.
古代のギリシア・ローマ文明の再評価を基
本的な軸としたルネッサンス運動の、図書館の
発展に寄与した役割を余すところなく詳細に記
述している。アウグゥストゥス皇帝からハドリ
アヌス皇帝の支配していた約 150 年に及ぶ時代
に、豪華絢爛として花開いた古代文明の価値に
ついて論じた研究書である。
Price 40,000 Japanese Yen
コンスタティノス・Sp.・スタイコス『西洋文明
における図書館の歴史・Volume 6 巻 ／索引と
書誌（革製特装版）』(1‐2007)
STAIKOS, Konstantinos Sp.
The History of the Library in Western
Civilization
Volume 6 : The Index & Bibliography
2007. New Castle in Delaware State of U. S. A.:
Oak Knoll. 1 volume. 125 pages. 8vo
(230x300).designer leather editions.
1 巻から 5 巻までの索引と書誌を記載。
Price 40,000 Japanese Yen
The Collected Descriptive Catalogues of Famous Old
and Rare Book Stores in the World from 1989 to
2013 (approximately 12,000 Titles) (1‐2008)
1989 年から 2007 年にかけて発行された、一万
冊にのぼる、世界の有名古書店の目録を集大成。
発行年・発行会社・発行地・巻数・ページ数・
サイズなどの基本的データの他に、解題などが
附されていて、書誌学研究に最良の資料と言え
よう。マッグス（ロンドン）、バーナード・クオ
リッチ（ロンドン）、フランシス・エドワーズ（ロ
ンドン）、マールボロ（ロンドン）、寒山堂（ロ
ンドン）、ヘンリー・サザラン（ロンドン）、ジ
ョナサン・ヒル（ニュー・ヨーク）、クラウス（ニ
ュー・ヨーク）、オーク・ノール（デラウェア州）、
ユンク（アムステルダム）、ニコ・イスラエル（ア
ムステルダム）、トマ・シェラー（パリ）、タジ
ャン（パリ）、ル・フェール（パリ）、ゴネリ（フ
ィレンツェ）、パオロ・パンパローニ（フィレン
ツェ）などの有名古書店の目録を網羅。分野も、
自然誌、インキュナブラ、装飾写本、科学史、
中國学、文学、歴史学など多岐に渡っているの
も大きな特色。
Price 1,000,000 Japanese Yen
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Edited by Famous Movie and Stage Companies
in the World
The Collected Pampphlets and Programs of Famous
Movies and Stages in the World
From 1996 to 2013 (approximately 200 Titles
(1‐2009)
1996 年から 2013 年にかけて上映もしくは上演
された、200 冊にのぼる、映画・演劇パンフレ
ット及びプログラム資料を集大成。書誌学研究
に最良の資料と言えよう。以下に、それらの内
容を列挙する。
(I)宝塚歌劇
(II)映画
(III)その他の芸術
(|)宝塚歌劇
(01)エリザベート【1996 年 2 月、雪、宝塚大劇
場】、(02)浅茅が宿/ラ・ヴィール【1998 年 8 月、
雪、宝塚大劇場】、(03)再 会/ノバ・ボサ・ノバ
【 1999 年 7 月 、 雪 、 TAKARAZUKA1000days
劇場】、(04)バッカスと呼ばれた男/華麗なる千拍
子ʹ99【1999 年 11 月、雪、宝塚大劇場】、(05)バ
ッカスと呼ばれた男/華麗なる千拍子【2000 年 2
月 、 雪 、 TAKARAZUKA1000days 劇 場 】、 (06)
ベルサイユのばら 2001:フェルゼンとマリー・ア
ントワネット編【2001 年 6 月、宙、東京宝塚劇
場】、(07/08)花の業平/サザンクロス・レビュー II
【2001 年 11 月、星、東京宝塚劇場、二部有り】、
(09)プラハの春/LUCKY STAR!【 2002 年 4 月、
星 、 宝 塚 大 劇 場 】、 (10)追 憶 の バ ル セ ロ ナ /ON
THE 5TH【 2002 年 5 月、雪、宝塚大劇場】、
(11)鳳凰伝/ザ・ショー・ストッパー【2002 年 7
月 、 宙 、 宝 塚 大 劇 場 】、 (12)あ か ね さ す 紫 の 花
/Cocktai1【 2002 年 8 月、花、博多座】、(13)鳳
凰伝/ザ・ショー・ストッパー【2002 年 9 月、
宙、東京宝塚劇場】、(14)エリザペート【2002 年 10
月、花、宝塚大劇場】、(15)再会/華麗なる千拍子
ʹ2002【2002 年 10 月、雪、全国ツアー】、(16)ガ
ラスの風景/バビロン【2003 年 2 月、星、東京
宝塚劇場】、(17)春麗の淡き光に/Joyn11!!【 2003
年 3 月、雪、東京宝塚劇場】、(18)野風の笛/レヴ
ュー誕生【2003 年 5 月、花、宝塚大劇場】、(19)
傭兵ピエール/満天星大夜総会【2003 年 5 月、
宙、東京宝塚劇場】、(2o)m に唄えば【2003 年 5
月、星、日生劇場】、(21)花の宝塚風土記/シニョ
ールドン・ファン【2003 年 6 月、月、東京宝塚
劇場】、(22)カーマイン・初風緑コンサート【2003
年 11 月、宙、新神戸オリエンタル劇場・日本青
年館大ホール】、(23)王家に捧ぐ歌【2003 年 7 月、
星、宝塚大劇場】、(24)Romance de Paris/レ ・コ
ラージュ【2003 年 11 月、雪、東京宝塚劇場】、(25)
白昼の稲妻/テンプテーション!【2004 年 1 月、
宙、東京宝塚劇場】、(26)薔薇の封印【2004 年 2

月、月、東京宝塚劇場】、(27)飛翔無限/天使の季
節/アプローズ・タカラヅカ!【2004 年 3 月、花、
東京宝塚劇場】、(28)スサノオ/タカラヅカ・グロ
ーリー【2004 年 4 月、雪、宝塚大劇場】、(29)1914
・愛/タカラヅカ絢爛【2004 年 5 月、星、東京
宝塚劇場】、(30)飛鳥夕映え/タカラヅカ絢爛 H
【2004 年 6 月、月、宝塚大劇場】、(31)スサノオ/
タカラヅカ・グローリー【2004 年 6 月、雪、東
京宝塚劇場】、(32)ファントム【2004 年 7 月、宙、
東 京 宝 塚 劇 場
1、 ( 3 3 ) L a
Esperanza/TAKARAZUKA 舞 夢【2004 年 8 月、
花、宝塚大劇場】、(34)花供養【2004 年 9 月、雪
・専科、日生劇場】、(35)青い鳥を捜して/タカラ
ヅカ・ドリーム・キングダム【2004 年 11 月、
雪、宝塚大劇場】、(36)花舞う長安/ロマンチカ宝
塚ʹ04【2004 年 11 月、星 京宝塚劇場】、(37)ホ
テルステラマリス/レヴュー伝説【2005 年 2 月、
宙、東京宝塚劇場】、(38)エリザベート【2005 年 4
月、月、東京宝塚劇痍(ぶ g§ あ S しぐれ坂/ソウ
ル・オブ・シバ【2005 年 5 月、宙、宝塚大劇場】、
(40)マラケシュ・紅の墓標/エンター・ザ・レビ
ュー【2005 年 5 月、、 塚劇場】、(41)長崎しぐ
れ坂/ソウル・オブ・シバ【2005 年 7 月、宙、
東京宝塚劇場】、(42)霧のミラノ/ワンダーランド
【2005 年 8 月、雪、東京宝塚劇場】、(43UAZZY
な妖精たち/REVUE OF DREAMS【 2005 年 9 月、
月、宝塚大劇場】、(44)Ernest in Love【 2005 年 9
月、花、日生劇場】、(45)炎にくちづけを/ネオ・
ヴォヤージュ【2005 年 10 月、宙、東京宝塚劇
場】、(46)龍星【2005 年 10 月、星、日本青年館
大ホール】、(47)落陽のパレルモ/アジアの風【2005
年 11 月、花、宝塚大劇場】、(48)ベルサイユの
ばら:フェルゼンとマリー・アントワネット編
【2006 年 2 月、星、東京宝塚劇場】、(49)THE LAST
PARTY【 2006 年 3 月、月、東京芸術劇場中ホ
ール】、(50)ベルサイユのばら:オスカル編【2006
年 4 月、雪、東京宝塚劇場】、(51)暁のローマ/レ
・ビジュー・ブリアン【2006 年 5 月、月、宝塚
大劇場、Le CINQ vol. 83】、(52)暁のローマ/レ
・ビジュー・ブリアン【2006 年 5 月、月、宝塚
大劇場】、(53)NeverSay Goodbye【 2006 年 5 月、
宙、東京宝塚劇場】、(54)ファントム【2006 年 6
月、花、宝塚大劇場】、(55)暁のローマ/レ・ビジ
ュー・ブリアン【2006 年 7 月、月、東京宝塚劇
場】、(56)愛するには短すぎる/ネオ・ダンディズ
ム【2006 年 10 月、星、東京宝塚劇場】、(57)オ
クラホマ【2006 年 10 月、月、日生劇場、Le Cinq】、
(58)オクラホマ【2006 年 10 月、月、日生劇場】、
(59)維新回天・竜馬伝!/ザ・クラシック【2006 年
11 月、宙、宝塚大劇場】、(60)堕天使の涙/タラ
ンテラ!【2006 年 11 月、雪、東京宝塚劇場】、(61)
ヘイズ・コード【2006 年 12 月、星、シアター
・ドラマシティ】、(62)TAKARAZUKA REVUE
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2006【2006 年】、(63)維新回天・竜馬伝!/ザ・ク
ラシック【2007 年 1 月、宙、東京宝塚劇場】、
(64)さくら/シークレット・ハンター【2007 年 3
月、星、宝塚大劇場】、(65)エリザベート【2007
年 5 月、雪、宝塚大劇場】、(66)舞姫【2007 年 6
月、花、宝塚バウ・ホール】、(67)エリザベート
【2007 年 7 月、雪、東京宝塚劇場】、(68)バレン
シアの熱い花/宙・ファンタジスク【2007 年 8
月、宙、東京宝塚劇場】、(69)星影の人/Joyfu1!!
【 2007 年 9 月 、 雪 、 全 国 ツ ア ー 】、
(70)MAHOROBA/マ ジシャンの憂慰【2007 年 10
月、花、東京宝塚劇場】、(71)シルバー・ローズ
・クロニクル【2007 年 10 月 5 日、雪、シアタ
ー・ドラマシティ】、(72)シルバー・ローズ・ク
ロニクル【2007 年 10 月 23 日、雪、日本青年館
大ホール】、(73)Me and My Gir1【 2008 年 3 月、
月、宝塚大劇場】、(74)赤と黒【2008 年 3 月、星、
シアター・ドラマシティ】、(75)黎明の風/Passion
愛の旅【2008 年 4 月、宙、東京宝塚劇場】
(II)映画
(76)ロ ス ト ・ ワ ー ル ド ジ ュ ラ シ ッ ク ・ パ ー ク
【1987 年】、(77)活きる【1994 年】、(78)ザ・ハ
リケーン【1999 年】、(79)グリーンマイル【1999
年】、(80)バス 174【2000 年】、(81)ゴダール映画
史【2000 年】、(82)M: I‐2【 2000 年】、(83)オータ
ムインニューヨーク【2000 年】、
(84)ブ エナ・ビスタ・ソシアル・クラブ【2000
年】、(85)ハンニバル【2000 年 】、(86)パーフェ
クトストーム【2000 年】、(87)耳に残るは君の歌
声【2000 年】、(88)ミュージック・オブ・ハート
【2000 年】、(89)グラディエーター【2000 年】、(90)
コラテラルダメージ【2001 年】、(91)ウインドト
ーカーズ【2001 年】、(92)WATARIDORI【 2001
年】、(93)スターリングラード【2001 年】、(94)猿
の惑星【2001 年】、(95)パール・ハーバー【2001
年】、(96)ロード・オブ・ザ・リング【2001 年】、
(97)スター・ウォーズ:エピソード II【2002 年】、
(98)シカゴ【2002 年】、(99)ロード・オブ・ザ・
リングニつの
塔【2002 年】、(100)ボーリング・フォー・コロ
ンバイン【2002 年】、(101)戦場のピアニスト【2003
年】、(102)ア レキサンダー【2004 年 】、(103)フ
ォッグ・オブ・ウォー【2004 年】、(104)華氏 911
【2004 年】、(105)アラモ【2004 年】、(106)ディ
ープ・ブルー【2004 年】、(107)ヒトラー最後の 12
日間【2004 年】、(108)デイ・アフター・トゥモ
ロー【2004 年】、(109)ロード・オブ・ザ・リン
グ王の帰還【2004 年】、(110)マスター・アンド
・コマンダー【2004 年】、(111)スイミング・プ
ール【2004 年】、(112)コールドマウンテン【2004
年】、(113)ト ロイ【2004 年 】、(114)マ イ・ファ
ーザー【2005 年】。(115)スター・ウォーズ:エピ
ソード III【2005 年】、(116)オペラ座の怪人【2005

年】、(117)ナ イロビの蜂【2005 年 】、(118)イ ベ
リア魂のフラメンコ【2005 年】、(119)ナルニア
国物語 Volume 一 章ライオンと魔女【2005 年】、
(120)敬愛なるベートーヴェン【2006 年】、(121)007
カジノ・ロワイヤル【2006 年】、(122)父親たち
の星条旗【2006 年】、(123)ダ・ヴィンチ・コー
ド【2006 年】、(124)愛されるために、ここにい
る【2006 年】、(125)ナイト
ミュージアム【2006 年】、(126)硫黄島からの手
紙【2006 年】、(127)麦の穂を揺らす風【2006 年】、
(128)エンロン【2006 年】、(129)ダーウィンの悪
夢【2006 年】、(130)力道山【2006 年】、(131)エ
ラゴン【2006 年】、(132)シッコ【2007 年】、(133)
オール・ザ・キングスメン【2007 年】、(134)長
江哀歌【2007 年】、(135)不都合な真実【2007 年】、
(136)輝ける女たち【2007 年】、(137)ハリー・ポ
ッターと不死鳥の騎士団【2007 年】
(III)その他の芸術
(138)か ら(159)ま では、22 種 類に及ぶ演劇やバ
レエなどのプログラムなどである。
Price 100,000 Japanese Yen
陸地測量部『千島列島二十万分の一地図』
（全 20
枚・完全版）(1‐2010)
RIKUCHI SOKURYOBU
The Topographical Maps of Kuril Islands on the
Scale of 1 to 200 Thousand (20 Titles)
Original edition. 20 items. 1929‐1936.
詳細は以下のとおり。（01）占守島［昭和 9
（1934） 年製版・発行］、（02）朝日灣［昭和 9
（1934）年製版・発行］、
（03）阿頼度島［昭和 9
（1934）年製版・発行］、（04）幌筵島［昭和 10
（1935）年製版・発行］、（05）温禰古丹島［昭
和 8（1933）年製版、昭和 11（1936）年発行］、
（06）捨子古丹島［昭和 8（1933）年製版、昭
和 11（1936）年発行］、
（07）知林古丹島［昭和 8
（1933）年製版、昭和 9（1934）年発行］、
（08）
松輪島［昭和 9（1934）年製版、昭和 11（1936）
年発行］、（09）羅處和島［昭和 9（1934）年製
版、昭和 11（1936）年発行］、（10）新知島［昭
和 8（1933）年製版、昭和 11（1936）年発行］、
（11）知理保以島［昭和 9（1934）年製版・発
行］、（12）得撫島［昭和 9（1934）年製版・発
行］、
（13）蘂取［昭和 9（1934）年製版・発行］、
（14）別飛［昭和 9（1934）年製版・発行］、
（15）
紗那［昭和 10（1935）年製版・発行］、（16）得
茂別湖［昭和 9（1934）年製版・発行］、（17）
安渡移矢岬［昭和 5（1930）年製版・発行］、
（18）
色丹島［昭和 5（1930）年製版・発行］、（19）
知床岬［昭和 4（1929）年製版・発行］、（20）
標津［ 昭和 4（1929）年製版・発行］
Price 200,000 Japanese Yen

‐ 113 ‐

Descriptive Catalogue of New Publications and Selected Old and Rare Books 5 (English Version)

『長野県地図集成』（全 43 枚 ）［各地図 4,200
Japanese Yen、 合計 180,600 Japanese Yen］
(1‐2011)
RIKUCHI SOKURYOBU
The Topographical Maps of Nagano Prefecture
(43 Titles, 1911‐1944)
1911‐1944. 43 items.
The details are as follows. ( I)A one‐50, 000th
topographical map, land surveying department
publication ( 01) Miyota [Taisho 4(1915) age
plate‐making, publication] , ( 02)
Suzaka
[ T a i s h o 4( 1 9 1 5)
age plate‐making,
publication] , ( 03) Komoro [ 2( 1927) age
plate‐making, publication of the Showa era] ,
( 04) Nagano [ 2( 1926) age plate‐making,
publication of the Showa era] , (05) Suwa
[ T a i s h o 4( 1 9 1 5)
age plate‐making,
publication] , (06) Wada [Meiji 44(1911) age
plate‐making, publication] , (07) Omachi [8
(1933) age plate‐making, publication of the
Showa era] , (08) spear ケ 嶽 [7(1932) age
plate‐making, publication of the Showa era] ,
(09) 燒嶽 [Taisho 4(1915) age plate‐making,
publication] , (10) 乗鞍嶽 [Taisho 4(1915) age
plate‐making, publication] , it is Ogawara
sunlight Kamiina‐gun, Nagano map [ a one‐120,
000th, 10 1921 Taisho ( ) age plate‐making,
publication] latest Suwa map [ a one‐100, 000th,
9 1920 Taisho ( ) age plate‐making, publication]
Shimoina‐gun, Nagano map [ a one‐120, 000th,
11 1922 Taisho ( )
age plate‐making,
publication] latest Nagano complete chart [ a
one‐400, 000th, 1959 34, Showa ( ) age
plate‐making, publication] a figure of Nagano
[a one‐350, 000th] a wife basket [ 3 1914 Taisho
( ) age plate‐making, publication] Ogawara
[ 1932 7, Showa ( )
age plate‐making,
publication] Takatou [2 1913 Taisho ( ) age
plate‐making, publication] ( 43) ( 42) ( 41)
(40) (39) (36) (35) (34) (33) (32) (31)
(30) (28) (27) (26) (25) (24) (23) (22)
(21) (20) (19) (18) (17) (16) (15) (14)
( 13) ( 12) ( 11) Utsunomiya Yokosuka
Shirakawa figure of figure of Nagano map [ a
one‐400, 000th, 1929 4, Showa ( )
age
plate‐making, publication] (III) all over Japan
(37) Japanese National Railways track [ 日本国
有鉄道編簒, published by Mainichi Shimbun,
1949 24, Showa ( )
age plate‐making,
publication] , a one‐200, 000th ( IV) map (38)
Mito Nagano [ a one‐200, 000th, 15 1926 Taisho
( ) age plate‐making, publication] Kashimo

[ 1932 7, Showa ( )
age plate‐making,
publication] (II) Nagano complete chart or
figure of area ( 29) Nagano [a one‐200, 000th]
Mount Ontake [ 3 1914 Taisho ( ) plate‐making,
publication] Agematsu [ 3 1914 Taisho ( )
plate‐making, publication] Kisofukushima [ 3
1914 Taisho ( ) age plate‐making, publication]
赤石嶽 [2 1913 Taisho ( ) age plate‐making,
publication] Ichinose [2 1913 Taisho ( ) age
plate‐making, publication] eight ケ 嶽 [1932 7,
Showa () age plate‐making, publication] 白馬
嶽 [ 4 1915 Taisho ( ) age plate‐making,
publication] Togakushi [ 4 1915 Taisho ( ) age
plate‐making, publication] Mount Myoko [ 3
1914 Taisho ( ) age plate‐making, publication]
Togakushi [ 4 1915 Taisho ( ) age plate‐making,
publication] Mount Myoko [ 3 1914 Taisho ( )
age plate‐making, publication] Iiyama [1933 8,
Showa ( ) age plate‐making, publication]
Iiyama [1926 2, Showa ( ) age plate‐making,
publication] Mount Naeba [ 1931 6, Showa ( )
age plate‐making, publication]

詳細は以下のとおり。(I)五万分の一地形図・
陸地測量部発行（01）御代田［大正 4（1915）
年製版・発行］、（02）須坂［大正 4（1915）年
製版・発行］、（03）小諸［昭和 2（1927）年製
版・発行］、（04）長野［昭和 2（1926） 年製版
・発行］、（05）諏訪［大正 4（1915）年製版・
発行］、（06）和田［明治 44（1911）年製版・発
行］、
（07）大町［昭和 8（1933）年製版・発行］、
（08）槍ケ嶽［昭和 7（1932）年製版・発行］、
（09）燒嶽［大正 4（1915）年製版・発行］、
（10）
乗鞍嶽［大正 4（1915）年製版・発行］、（11）
苗場山［昭和 6（1931）年製版・発行］、（12）
飯山［昭和 2（1926）年製版・発行］、（13）飯
山［昭和 8（1933） 年製版・発行］、（14）妙高
山［大正 3（1914） 年製版・発行］、（15）戸隠
［大正 4（1915）年製版・発行］、（16）妙高山
［大正 3（1914）年製版・発行］、
（17）戸隠［大
正 4（1915） 年製版・発行］、（18）白馬嶽［大
正 4（1915） 年製版・発行］、（19）八ケ嶽［昭
和 7（1932）年製版・発行］、（20）高遠［大正 2
（1913）年製版・発行］
（21）市野瀬［大正 2（1913）
年製版・発行］、（22）大河原［昭和 7（1932）
年製版・発行］、（23）赤石嶽［大正 2（1913）
年製版・発行］、
（24）木曽福島［大正 3（1914）
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年製版・発行］、（25）上松［大正 3（1914）製
版・発行］、（26）妻籠［大正 3（1914） 年製版
・発行］、（27）御嶽山［大正 3（1914） 製版・
発行］、（28）加子母［昭和 7（1932）年製版・
発行］(II)長野県全図あるいは地域図（29）長野
県［二十万分の一］、（30）長野県図［三十五万
分の一］、
（31）最新長野県全図［四十万分の一、
昭和 34（1959）年製版・発行］、（32）長野県下
伊那郡地図［十二万分の一、大正 11（1922）年
製版・発行］、
（33）最新諏訪地図［十万分の一、
大正 9（1920）年製版・発行］、（34）長野県上
伊那郡地図［十二万分の一、大正 10（1921）年
製版・発行］、
（35）長野［二十万分の一、大正 15
（1926）年製版・発行］、（36）長野県地図［四
十万分の一、昭和 4（1929）年製版・発行］(III)
日本全国図（37）日本国有鉄道線路図［日本国
有鉄道編簒、毎日新聞社発行、昭和 24（1949）
年製版・発行］、(IV)二十万分の一地図（38）水
戸、
（39）白河、
（40）横須賀、
（41）宇都宮、
（42）
日光、（43）大河原
Price 172,000 Japanese Yen
『京師古圖』(1‐2012)
The Map of Kyoto in Yedo Era
1190x1410. hanging scroll
掛け軸装。「寛延三歳次庚午初夏下旬／摂州東
生郡四天王寺 相坂秀水／京師／書生／森 謹
齋安珍重圖并識／石瓢齋 調製」と上書きされ
ている。京都の江戸時代の地図である。
Price 50,000 Japanese Yen
織田 武雄 監修『秋岡コレクション世界古地
図集成』(1‐0298)
(Edited by) ODA Takeo
Akioka Collection in Kobe City Museum : Old
World Maps from 16th Century to 19th
Century1988 October. first edition. Tokyo. 1
book of 1 volume (274 pages), 12 sheets of world
maps, 1 video tape and 48 coloured positive
films.
法政大学名誉教授秋岡武次郎が収集し、現在神
戸市立博物館に所蔵されている世界地図の研究
資料。全体が、（1）秋岡武次郎著『世界地図作
成史』、（2）カラー印刷による 12 葉の世界の古
地図の複製物、
（3）30 分のビデオ・テープ、
（4）48
枚のカラー・ポジティヴ・フィルム集成、の四
つの部分から構成されている。特筆すべきは、
著者の長年に渡る研究成果を公表した（1）の『世
界地図作成史』で、主として、16 世紀の安土桃
山時代から 19 世紀の江戸時代末期までに製作さ
れた世界地図について、綿密に考証しているこ
とである。一枚物の地図は言うに及ばず、屏風
に描かれた地図、中国で製作された地図、仏教

式の世界地図などにまで考究し、その幅広い知
見を背景に、多くの図版をもとにして、世界の
地図製作の歴史を分析する手法は光彩をはなっ
ている。また、70 ページにも及ぶ巻末の「世界
図における書誌の記録」は、世界地図の基本的
な書誌とも言える内容で、解題も記載されてい
て、研究や検索に非常に便利な内容構成となっ
ている。
Price 40,000 Japanese Yen
LUST, J.
Ｊ・ラスト『1850 年までに西洋で刊行された中
国関連書のマイクロフィッシュ』（654 表題、マ
イクロフィッシュ 4,688 枚）(1‐2013)
Western Books on China Published up to 1850
(654 Titles, 4688 Microfisches)
654 Titles. 4688 Microfisches
ロンドン大学東洋学・アフリカ学部が所蔵す
る、1850 年までに西洋で刊行された中国関連書
籍のマイクロフィッシュ版。654 表題の重要な
書籍が網羅されていて、ヨーロッパ人による中
国研究のための貴重な資料。詳細な内容に関し
て は 、 こ の 資 料 の 解 題 目 録 で あ る Western
Books on China Published up to 1850, In the
Library of the School of Oriental and African
Studies, University of London, A Descriptive
Catalogue（『1850 年までに西洋で刊行された中
国関連書の書誌』本号 1‐0653）を参照。
Price 4,000,000 Japanese Yen

SCHMID, GUENTHER
Goethe und Die Natur‐Wissenschaften (1‐4002)
1940. Halle (Salle): Deutschen Akademie. 1
volume. XVI, 620 pages. no illustrations. 8vo
(270x200). uncut edition
作家、詩人としてだけではなく、建
築学、光学、地質学、解剖学、植物学、人類学、
錬金術、化学などの自然科学の研究にも造詣の
深 か っ た 、 ヨハン・ヴォルフガング・ゲーテ
（1749.8.28‐1832.3.22） についての論攷 4541 種
類を解析した解題目録として出色の作品である。
ドイツ学術アカデミーの全面的な後援により製
作されたこの資料は、総合科学者としてのゲー
テに焦点をあてた記念碑的な労作と言えよう。
検索のための索引も充実している。
Price 60,000 Japanese Yen
BRETSCHNEIDER, Emil Vasilievich
Mediaeval Researches from Eastern Asiatic Sources
Fragment towards the Knowledge of the Geography
and History of Central and Western Asia from the
13th to the 17th Century1967. (1‐4003)
first edition published in 1888. London:

‐ 115 ‐

Descriptive Catalogue of New Publications and Selected Old and Rare Books 5 (English Version)

Routledge & Kegan Paul Ltd. 2 volumes. first
volume: XII, 334 pages with a map of Middle
Asia; second volume: X, 352 pages with a
reproduction of a Chinese Medieval map of
Central and Western Asia. 8vo (224x140).
reprinted edition
中国で記された古文献を解析して、13 世紀から
17 世紀にかけての中国と西アジア及び中央アジ
アの総合的な関係を、地理学的あるいは歴史的
に考察した労作である。
Price 60,000 Japanese Yen
M・マンデマ 序『オランダ医学協会図書館所
蔵貴重書目録』(1‐4005)
(preface) MANDEMA, M.
Catalogus van de Bibliothek van het Nederlands
Tijdschrift voor Geneskunde1981 (Deel 1). 1986
(Deel 2). first edition. Amsterdam : Uitgave van
DE VERENIGING NEDERLANDS TIJDSHRIFT
VOOR GENEESKUNDE. 2 volumes. first
volume (Deel 1) : XII, 196
pages. second
volume (Deel 2) : X, 698 pages. 8vo (222x142).
約千種類の古医学の貴重書の目録。Volume 1
巻が 1485‐1800、 Volume 2 巻 が 1801‐1985 に 、
それぞれ刊行された貴重書を解析。
Price 30,000 Japanese Yen
KRAEMER, Ralf Peter
Bibliographie: Geschichte der Technik
16. Jahrgang, Berichtsjahr 1976 (1‐4006)
1977. first edition. Dresden : Saechsischen
Landesbibliothek. 1 volume. LII, 426
pages.
8vo (204x148).
2141 種類を登録。索引も充実。
Price 5,000 Japanese Yen
LETOCHA, Michael
Bibliographie: Geschichte der Technik
Berichtsjahr 1988 (1‐4006)
1989. first edition. Dresden : Saechsischen
Landesbibliothek. 1 volume. 494 pages. 8vo
(204x148).
3046 種類を登録。索引も充実。
Price 5,000 Japanese Yen
MIZUTA, Hiroshi
Adam Smithʹs Library
A Supplement to Bonarʹs Catalogue with a
Check‐List of the Whole Library (1‐4010)
1967. first edition. Cambridge : Cambridge
University Press for the Royal Economic Society.
1 volume. XIX, 153 pages. 8vo (243x146).
Price 5,000 Japanese Yen

矢内原 忠雄 編『東京大学経済学部所蔵のア
ダム・スミス関連の研究書の解題目録』
(1‐4011)(edited by) YANAIHARA, Tadao
A Full and Detailed Catalogue of Books Which
Belonged to Adam Smith
Now in the Possession of the Faculty of
Economics, University of Tokyo ; with Notes
and Explanations
1966. first edition. New York : Cambridge
Augustus M. Kelley Publishers. 1 volume. XI,
142 pages. 8vo (215x145).
Price 5,000 Japanese Yen

ジェフロワ・アトキンソン『ルネッサンス期に
発行されたフランス地理学書籍の解題目録』
(1‐4012)
ATKINSON, Geoffroy
La Litterature Geographique Francaise de la
Renaissance
Repertoire Bibliographique
first published in 1936. first reprinted edition.
New York : Burt Franklin. 1 volume. 564 and 88
pages. 8vo (259x195).
reprinted edition
約 500 種類の地理学資料の解題目録。表紙の
写真版も掲載。索引も充実している。
Price 20,000 Japanese Yen
ルドウィッヒ・シューラント、モーティマー・
フランク 訳編『解剖図譜の製作の歴史と書誌』
(1‐4013)
CHOULANT, Ludwig; Translated Annotated by
Mortimer FRANK
History and Bibliography of Atomic Illustration
Repertoire Bibliographique
German edition first published at in Leipzig
1852. first reprinted edition. Cambridge of MA
in USA : Maurizio Martino Publisher. 1 volume.
XXVII, 435 pages. 8vo (235x155).
reprinted edition
Price 10,000 Japanese Yen
ステフェン・ゲイスリー『サミュエル・ペピー
所 蔵 の ス ペ イ ン 語 書 籍 解 題 目 録 』
(1‐4014)GASELEE, Stephen
The Spanish Books in the Library of Samuel
Pepys
Repertoire Bibliographique
1921. first edition. Printed at The Oxford
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University Press for the Bibliographical Society.
1 volume. 50 pages. 8vo (220x173).
Price 5,000 Japanese Yen
アルパイン・クラブ編『1982 年度アルパインク
ラブ図書館目録』(1‐0871)
[The Alpine Club]
Alpine Club Library
Catalogue Volume One 1982, Books and
Periodicals 1982. first edition. London:
Heinemann. 1 volume. viii, (2), 230 pages. no
illustration. 40 (210x295). publisherʹs original
paper cover.
英国アルパインクラブがを刊行した登山全般
に関する書誌。同クラブはこの分野で最大の図
書館を持っており、本書編纂時点で 4 万点を超
える登山関連書籍が集められていた。世界各地
の山岳スポーツを扱った書物は、単行本と逐次
刊行物に分けられ、さらに一般書と登山ガイド
に分けられて、それぞれ著者別排列、分野別排
列が施されている。いわゆる軽便なタイプ印刷
ではあるが、ある意味、最も権威ある山岳書誌
とも呼ぶことができるだろう。
Price 50,000 Japanese Yen
A・ E・ ニュートン『続・図書蒐集の楽しみ』
(1‐0873)
NEWTON, A. Edward
A Magnificent Farce
And Other Diversions of A Book‐Collector
1921. second impression of the first edition (first
impression in the same year). Boston: The
Atlantc Monthly Press. 1 volume. xx, (2), 267
pages, (5). frontispiece and 71 iilustrations. 8vo
(145x210). publisherʹs original cloth‐backed
board. label to spine. top edge gilt others uncut.
ex‐library copy from K. Edward Carlson and
from Dean L. Gitter with their book‐plates.
同じ著者の『図書蒐集の楽しみ』
（The Amenities
of Book‐Collecting ） の続編にあたり、著名な
書籍収集家であるニュートンが、本の楽しみ方
を様々な話題を織り混ぜながら記したもの。な
かでも本書は特に、文学と他の芸術分野の関わ
りにテーマを絞り、深く掘り下げている。
Price 25,000 Japanese Yen
A・E・ニュートン『続々・図書蒐集の楽しみ』
(1‐0874)
NEWTON, A. Edward
The Greatest Book in the World
And Other Papers
1925. first edition. Boston: Little, Brown and
Company. 1 volume. xvii, (1), 451 pages, (3).

frontispiece and 78 illustrations. 8vo (145x210).
publisherʹs original cloth‐backed board. label to
spine. top edge gilt. ex‐library copy from Dean
L. Gitter with a book‐plate.
『図書蒐集の楽しみ』
『続・図書蒐集の楽しみ』
に続く三作目。今回も、稀書や豪華本収集の話
題、著作家のエピソードなど満載で、ニュート
ンの世界がとことん繰り広げられている。本を
愛するもの必読の一冊。
Price 25,000 Japanese Yen
S・デ・リッチ『書籍収集家便覧』(1‐0876)
DE RICCI, Seymour
The Book Collectorʹs Guide
A Practical Handbook of British and American
Bibliography
1970. facsimile reprint edition (of the first
edition in 1921). New York: Burt Franklin. 1
volume. xviii, 686 pages + (1: facsimile
photo‐copy). no illustration. 8vo (160x235).
Bart Franklin: Bibliography & Reference Series
327, Essays in Literature & Criticism
62.publisherʹs original cloth.
英米著作家の作品を、収書の観点から厳選し、
諸版の特徴、価格などを詳細に調べ上げた労作。
特定の書籍の稀少状態や評価の変化、価格の変
動などが手にとるようにわかる仕組みである。
Price 25,000 Japanese Yen
G・ シ ュ ッ ツ ェ 『 文 書 化 の た め の 参 考 書 誌 』
(1‐0877)
SCHUTZE, Gertrude
Documentation Source Book
1965. first edition. New York/London: The
Scarecrow Press. 1 volume. 554 pages, (6). no
illustration. 8vo (145x220).
publisherʹs original cloth.
[together with]
SCHUTZE, Gertrude
Information and Library Science Source Book
A Supplement to Documentation Source Book
1972. first edition. Metuchen, NJ.: The Scarecrow
Press. 1 volume. ix, (1), 483 pages, (3). no
illustration. 8vo (145x220). publisherʹs original
cloth.
情報化社会が機能するためには、検索、記録、
配置、保存、呼び出し、記録媒体の移行、記録
の同期、広汎な告知などなど、裏方とも呼べる
このような基本的作業が確実になされていなけ
ればならない。しかも、こうした技能は、それ
ぞれが専門的ノウハウの下に運用されるのでな
ければ、とうてい効果的な情報へのアクセスは
不可能となるであろう。本書は、図書館員など、
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文書の作成・管理・運用の実務者向けにまとめ
られた、実践的参考書誌である。
Price 20,000 Japanese Yen
デーヴィッド・T・バード『エディンバラの主
要図書館が所有する 16 世紀の医学書の目録』
(1‐0879)
BIRD, David T. (Compiled by)
A Catalogue of Sixteenth‐Century Medical Books
in Edinburgh Libraries
1982. 1st edition. Edinburgh : Royal College of
Physicians of Edinburgh. 1 volume.xxxii, 300
pages. 89 illustrations. 4to (298x215).
王立エディンバラ医科大学は、1681 年の創立
で、スコットランド医学の中心的存在で、1699
年から 1841 年にかけて『エディンバラ薬局方』
を刊行し、世界の医学界に寄与するところが大
であった。この大学の偉大なる財産は、医学書
で、1976 年に発行した G・D・ハーグリーヴス
の編簒にかかる『15 世紀刊行医学書目録』につ
いで、この書を世に送りだした。2509 点の資料
を収録。
Price 20,000 Japanese Yen
H・B・ヴァン・ホーセン著、F・ウォルター補
佐『書誌学の諸相』(1‐0881)
VAN HOESEN, Henry Bartlett / WALTER,
Frank Keller
Bibliography Practical, Enumerative, Historical
An Introductory Manual
1928. first edition. New York/London: Charles
Scribnerʹs Sons. 1 volume. xiii, (3), 519 pages, (1).
88 figures. 8vo (165x225).
publisherʹs original cloth. ex‐library copy from
Leonard Frederick Bahrʹs private bibliotheque
with a book‐plate.
図書館学・書誌学を学ぶ専門課程の学生およ
び大学院生向けに編纂されたもの。書誌学を大
きく 4 つに区分し、それぞれ詳しく論じている。
Volume 一 は「歴史的書誌学」で、書物作成（筆
記術、印刷、製本、挿絵、出版）の歴史を扱う
部門、Volume 二 は「文庫書誌学」で、図書館
における収書、保存、整理などを扱う部門、
Volume 三 は「列挙書誌学」で、存在する（し
た）書籍の一覧を企図するもの、最後に Volume
四が「実践書誌学」で、解読、調査、注釈や参
考書誌、原稿の準備法など、研究者や著作家の
実践的書誌利用を論じた部門である。
Price 15,000 Japanese Yen
L・R・ウィルソン、M・F・トーバー共著『大
学図書館の機能と運営』(1‐0882)
WILSON, Louis Round / TAUBER, Maurie F.

The University Library
The Organization, Administration and Functions
of Academic Libraries 1956. second edition.
New York: Columbia University Press. 1
volume. xiii, (1), 641 pages, (1). 18 figures and 16
tables. 8vo (160x235). publisherʹs original cloth.
米国各地の有名大学図書館の現状を出発点と
して、大学の図書館の効果的な運用・維持・管
理の実際を論じた実践的書物。1950 年代、米国
における高等教育の急速な発達に伴って図書館
が増設された時代背景が、本書にも色濃くあら
われている。
Price 15,000 Japanese Yen

B・グラハム『書物人の文献案内』(1‐0883)
GRAHAM, Bessie
The Bookmanʹs Manual
A Guide to Literature
1935. fourth edition revised and enlarged (first
edition in 1921). New York: R. R. Bowker Co. 1
volume. xi, (1), 715 pages, (1). no illustration.
8vo (150x235).
publisherʹs original cloth with printed paper
wrapper. 書籍商、図書館員、バイヤーなど、
書物を職業とする人間なら当然心得ておくべき
名著や話題の書などを、分野別、著者順、刊行
年順に整理した簡便なマニュアル。
Price 15,000 Japanese Yen
A・エズデイル『研究者のための書誌学便覧』
(1‐0865)
ESDAILE, Arundell
A Studentʹs Manual of Bibliography
1931. first edition. New York: Charles Scribnerʹs
Sons. 1 volume. 383 pages, (1). 8 plates and 12
figures in text pages. 8vo (140x200). publisherʹs
original cloth gilt with printed paper‐wrapper.
英国書誌学の最
も基本的教科書。マッケローのものと並び称さ
れる。本書は Library Manuals『 図書館便覧』
シリーズの一冊で、本書刊行時エズデイルは大
英博物館職員で、ロンドン大学図書館学校の書
誌学講師もつとめていた。知識のいれものとし
て、また知的芸術品としての書物を対象とした
英国書誌学の精髄を集約し、多くの学者から「入
門書として最適」との推奨を受けている。導入
部で書誌学そのものを概観、以下、Volume 2 章
：パピルス・羊皮紙・紙、Volume 3 章 ：印刷
術と書物の作成、Volume 4 章 ：印刷出版史上
の重要書物および書体の変遷、Volume 5 章 ：
挿画、Volume 6 章 ：製本、Volume 7 章 ：本の
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校合、Volume 8 章 ：本の記述法、Volume 9 章
： 一 次 書 誌 、 Volume 10 章 ： 二 次 的 書 誌 、
Volume 11 章 ：書誌のまとめかた、という構成。
Price 15,000 Japanese Yen
B・ S・ワイナー『書誌参考文献入門』(1‐0888)
WYNAR, Bohdan S.
Introduction to Bibliography and Reference
Work
1967. fourth revised edition (first edition in
1963). Rochester, NY: Libraries Unlimited. 1
volume. 310 pages, (4). no illustration. 8vo
(145x220).
original cloth gilt.
図書館学テキスト・シリーズの一冊。文献検
索にあたる人間が押さえておくべき知識として
の書誌学的情報を簡潔にまとめてある。参考資
料の概論的理解、書誌の本質と利用の実際、索
引、百科事典と年鑑類、辞書辞典、伝記、政府
報告書といった分類で、参考資料類の全域を扱
う。また、それぞれの分類項目は、基礎的知識、
主題別まとめ、考察のための参考書、研究のた
めの文献集の 4 つの節からなっており、読者対
象とされた図書館司書がより深い理解を得るう
えで行き届いた構成となっている。
Price 15,000 Japanese Yen
R・L・コリソン『専門書誌と全国書誌』(1‐0889)
COLLISON, Robert L.
Bibliographies Subject and National
A Guide to Their Contents Arrangement and
Use
1962. second revised edition. London: Crosby
Lockwood & Son. 1 volume. xviii, 185 pages, (1).
no illustration. 8vo (145x220).
publisherʹs original cloth with printed paper
wrapper.
主題別、国別に、各分野の代表的書誌を紹介
したもの。各術文献の全領域の鳥瞰的把握が可
能である。Volume 1 部 が主題別書誌で、著者、
書籍、図書流通、図書館の役割などについて概
要をまとめたのち、様々な分野の書誌をとりあ
げ簡潔に解説、Volume 2 部 が国別書誌で、英
国、米国、フランス、ドイツの代表的全国書誌、
さらに世界書誌各種を紹介している。また、匿
名 偽 名 書 誌 も 扱 っ て い る 。 本 書 は New
Librarianship Series の 一冊として刊行されたも
の。著者コリスンは図書館協会のフェローで、
シリーズ全体の編者もつとめている。
Price 15,000 Japanese Yen
K・ショッテンローアー『古書研究』(1‐0892)
SCHOTTENLOHER, Karl

Das alte Buch
1919. first edition. Berlin: Schmidt & Co. 1
volume. 280 pages. 67 illustrations. 8vo
(150x220).
original gilt decorated paper boards. spine gilt
lettered. a good copy.ʺBibliothek für Kunst‐ und
Antiquitätensammlerʺ Band 14.
木版印刷本以降の書物の歴史を通観した書物。
書籍印刷の進展とその美的発達に重点がおかれ、
扉絵、表題頁、挿絵等の実際を論じている。ま
た、紋章入美麗製本やインキュナビュラについ
ては、通史と別に章が割かれ個々の問題を詳し
く叙述している。書誌学上の参考文献も数多く
紹介されており、この分野の入門書としてもま
とまったものである。著者はミュンヘン州立図
書館員で、本書は「芸術・古美術文庫」シリー
ズの一冊として刊行された。このシリーズは他
に古美術品や考古学的・歴史的遺品などの解説
書もある。（16 ページ本文不良あり）
Price 30,000 Japanese Yen
J・P・ダントン『図書館関連記念論文集検索の
手引き』(1‐0893)
DANTON, J. Periam
Index to Festschriften in Librarianship
1970. first edition. New York / London: R. R.
Bowker. 1 volume. xi, (1), 461 pages, (1). no
illustration. large 8vo (170x265).
publisherʹs original cloth.
様々な図書館・研究機関・学会などで機会あ
る毎に刊行されてきた記念論文集は､多くの示唆
に富む論文・エッセイ・講演をふくんでいるが､
それまで､まとまった形でアクセス可能な状況で
はなかった。これは､記念論文集というものが他
の文献形態よりも一段低くみられていたことと
も無縁ではない。本書はそうした先入見を排し､
埋もれた有用な情報へのアクセスを容易にする
ため準備された書誌である。図書館運営に携わ
る人すべての関心領域をカヴァーしている。
Price 25,000 Japanese Yen
W・J・ジャクソン『ディブディン著作の諸版解
題目録』(1‐0894)
JACKSON, William J.
An Annotated List of the Publication of the
Reverend Thomas Frognall Dibdin, D.D.
Based Mainly on Those in the Harvard College
Library with Notes of Others
1965. first edition (limited to 500 copies).
Cambridge: (printed for ) The Houghton
Library. 1 volume. 63 pages, (1). a portrait. 4to
(205x310).
publisherʹs original cloth. printed paper labels
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pasted down to spine and front cover.
英国 19 世紀を代表する書誌学者ディブディン
が刊行した書籍・小冊子類は数多いが、それら
を網羅的系統的に整理し、内容や版の違いにま
で踏み込んでまとめた書誌は、本書のみである。
書誌学史に大きな足跡を残した彼の学問の全体
像を理解するうえで格好の研究書でもある。ハ
ーバード・カレッジ図書館の蔵書を中心に、他
のコレクションが所蔵する異版をも紹介している。
Price 70,000 Japanese Yen
H・レンゲンフェルダー、G・ハウゼン共編『書
籍流通と図書館運営に関する世界書誌』(1‐0895)
(eds.) LENGENFELDER, Helga / HAUSEN,
Gitta
International Bibliography of the Book Trade
and Librarianship
Fachliteratur zum Buch‐und Bibliothekswesen
1973. tenth edition. Pullach bei Munchen: Verlag
Dokumantation Saur KG. 2 volumes. 1: XIX, (5),
406 pages, (1), 2: XXIX‐XXXXIII, (1), 407‐818
pages. no illustration. 8vo (150x210).
publisherʹs original printed boards.
以前の版から全面改訂を行なった Volume 10
版。関連する 1969 年から 1972 年までの書籍を
追加。それまでの主題別分類を止め、まず国別
にグルーピングを行なった上、各国内で刊行さ
れた書籍について主題別に分類している。これ
により、それぞれの国の図書館や出版の状況が
的確に理解しうるようになった。Volume 1 巻
でヨーロッパ 29 ケ国、2 巻でヨーロッパ以外の
諸国を扱い、書記術と書誌、書籍流通と朱麺麭
・印刷産業・製本、図書館学、文書保管の 4 つ
の主題に分類されている。各関連書の書誌記述
は、編著者、書名、副題、逐時刊行物の刊行頻
度、発行地、発行者、版区分、巻・号数、ペー
ジ数、挿画、製本、価格、シリーズ情報の 14 項
目である。
Price 15,000 Japanese Yen
B・G・シュトルーヴェ［ストルヴィウス］『歴
史選定 Volume 二 文庫―君主・国王関係資料』
(1‐0896)STRUVE, Burchard Gotthelf [STRUVIUS,
Burchaidt Gotthelfius] / (rev.) BUDER, Christian
Gottlieb
Bibliotheca historica selecta
in suas classes distributa cuius primas lineas
1740. revised edition (original edition in 1705).
Jena: Christ. Henr. Cunon. 2 volumes. I: (20), 984
pages, II: 985‐1726 pages, (68), (4). no
illustration. 8vo (130x205).
nicely rebound in later buckram boards. gilt
lettered labels to spines raised bands gilt

ornamented. all edges buckram stained. marbled
endpapers. a very good set.
ストルヴィウス（1671‐1738） は法律家の子と
してヴァイマールに生まれイエナ大学の図書館
長､歴史学教授､法学教授を歴任し同地に歿した
書誌学者。本書は各分野にわたって著された彼
の有名な『選定文庫』のひとつ､『歴史選定文庫』
の改訂版で､各国歴代君主に関する書誌である。
Price 160,000 Japanese Yen
C・F・フォン・シュヌーラー『アラビア文庫』
(1‐0897)
SCHNURRER, Christianus Fredericus de
Bibliotheca Arabica
1811. first edition. Halae ad Salam [Halle]: Typis
et sumtu I. C. Hendelii [Hendels Verlag].1
volume. XXI, (3), 529 pages, (1). no
illustration.8vo (125x210).
bound in three‐quarter calf marbled boards.
morocco label to spine raised bands richly gilt.
marbled endpapers. all edges marbled. very
good with plastic‐vinyl dust‐wrapper.
19 世紀初頭のヨーロッパで閲覧できたアラビア
語文献の総合書誌。Volume 1 章 ：文法、Volume
2 章：歴史、Volume 3 章 ：詩学、Volume 4 章
：キリスト教、Volume 5 章 ：聖書、Volume 6
章：コーラン、Volume 7 章 ：その他、という
構成で、431 点の書物を収録している。ショー
ヴァンやゲイらの先行書誌の成果を十分に活用
した決定版で、記述はラテン語。
Price 120,000 Japanese Yen
S・Y・ブリッジス『世界名著解題目録』(1‐0898)
BRYDGES, Samuel Egerton
Censura Literaria
Containing titles, abstracts and opinions of old
English books, with original disquisitions,
articles of biography, and other literary
antiquities
1805‐1807. first edition. London : printed by T.
Bensley, for Longman, Hurst, Rees,and Orme. 3
volumes. 1344 pages ; 1st volume‐‐480 pages,
2nd volume‐‐416 pages, 3rd volume‐‐448 pages.
no illustration. 8vo (140x217).
16‐19 世紀に書かれた 343 種類の名著の解題
目録。文学､歴史のほかに､詩作､伝記､批評､政治
算術､貿易､農業､園芸､紋章学などあらゆる分野
の作品を含む。総合索引が充実しているので､自
分の研究する､あるいは､興味をもつ主題ごとに
読み進むごとができる書物である。引用も適切
で､古今東西の文献を駆使した博覧強記とも言え
る叙述は､読み物としても好著である。
Price 97,000 Japanese Yen
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G・A・ ツィシュカ『辞書・事典・参考文献の
書誌』(1‐0900)
ZISCHKA, Gert A.
Index lexicorum
Bibliographie der lexikalischen
Nachschlagewerke
(1975). reprint (of 1959 edition). Wien: Verlag
Brüder Hollinek. 1 volume. XLIV, 290 pages. no
illustration. 8vo (165x240).
publisherʹs original paper‐cover.
あらゆる分野の辞書、事典、参考文献を網羅
した便利な一冊。主題別に 5000 点を分類し収録
している。百科事典から特殊な専門辞書までを
一覧できるのが特長。
Price 40,000 Japanese Yen

C・サクシウス［C・ザックス］
『文人総覧』全 8
巻(1‐0901)
SAXIUS, Christophorus [SAX, Christoph]
Onomasticon Literarium
sive Nomenclator Historico‐Criticus
1775, 1777, 1780, 1782, 1785, 1788, 1803. The
Hague: Paddenburg / et al. 8 volumes. 1: XLII,
598 pages, 2: 659 pages, (1), 3: X, 660 pages, 4:
659 pages, (1), 5: 655 pages, (1), 6: (4), 744 pages,
7: XVIII, 448 pages, 8: VIII, 464 pages. no
illustration. 8vo (130x220).
rebound in calf backed marbled boards. double
red morocco labels gilt lettered to spines. all
edges marbled. covers rather rubbed. otherwise
a very good sound set.
著者（1714‐1806） はザクセンのエッペンドル
フ生まれの碩学で、ヴォルフとエルネスティの
弟子であった。1752 年ユトレヒト大学に奉職し
同地に歿。彼の著作には 1783 年の『神統譜一覧』
など数多いが、伝記作者としての名声を不朽の
ものとしたのが、本書『文人総覧』である。古
今の文人を一覧できる画期的労作である本書は、
アダム、セツら、旧約時代から書き起こし、18
世紀までのあらゆる人物を網羅している。
Price 270,000 Japanese Yen
M・ブライアン著、G・スタンリ増補『画家・
彫師人名大辞典』(1‐0902)
(written by) BRYAN, Michael and (enlarged by)
STANLEY, George
Biographical and Critical Dictionary of Painters
and Engravers
From the Revival of the Art under Cimabue,

and the Alleged Discovery of Engraving by
Finiguerra, to the Present Time : with the
Ciphers, Monograms, and Marks, Used by Each
Engraver
1858. new edition, revised, enlarged, and
continued to the present time. London. H. G.
Bohn. 1 volume. 982 pages. no illustration. 4to
(180x270).
約 1 万人を収録。著名な画家と彫師の生涯と業
績を詳細に解説。
Price 35,000 Japanese Yen
ハンティントン図書館編『ハンティントン図書
館報告』創刊号及び Volume 2 号 (1‐0904)
(Huntington Library, The)
The Huntington Library Bulletin
[Number 1
(May 1931) and Number 2 (November 1931)]
1931. first edition. Cambridge, MA: Harvard
University Press. 2 volumes. 1: (4), 214 pages,
(2), 2: (4), 176 pages. 1:
Volume 一 次大戦後飛躍的に蔵書を増やし、
今やアメリカばかりか世界的にも有数の稀覯書
を誇る一大文庫となったハンティントン図書館
の紀要。貴重な蔵書の内容や、図書館業務の内
側を報告したものである。特に創刊号に収録さ
れたハンティントン図書館蔵書の各コレクショ
ンの成立過程に関する論文は、この偉大な図書
館の全体を把握させてくれる重要なものである。
Price 40,000 Japanese Yen
R・ N・ ロ ッ ク 編 『 図 書 館 経 済 学 便 覧 』
(1‐0908)LOCK, R. Northwood (ed.)
Manual of Library Economy
A Conspectus of Professional Librarianship for
Students and Practitioners
1977. first edition. London: Clive Bingley /
Hamden, Conn.: Linnet Books. 1 volume. 447
pages, (1). 16 photo plates and 12 figures. 8vo
(140x220).
original boards.
図書館の管理・運営の実際を論じた 20 の小論文
からなる。図書館の存在意義から、建築、社会
との交流までを広く扱う。
Price 15,000 Japanese Yen
ヴァッタッソ他編『ヴァティカン・ラテン語文
書目録』(1‐0909)
Codices Vaticani Latini [CATALOGUES OF
BIBLIOTHECA APOSTOLICA VATICANA]
VATTASSO / et al. (see **)
[1‐678]: 1980 (first in 1902). reprinted edition.
XV, (1), 586 pages, (6). no illustration. 8vo
(210x290). [679‐1134]: 1931. first edition. XXXIV,
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(2), 775 pages, (1). [679‐1134 Appendix]: 1933.
first edition. VIII, 356 PAGES, (2). [1135‐1266]:
1958. first edition. (8), 555 pages, (2). [1135‐1266
Indices]: 1968. first edition. (8), 278 pages, (2).
[1461‐2059]: 1912. first edition. XVI, 498 pages,
(2). [2118‐2192]: 1961. first edition. X, 250 pages,
(2). [9852‐10300]: 1914. first edition. XII, 800
pages, (4). [10301‐10700]: 1920. first edition. VIII,
778 pages, (2). [10701‐10875]: 1947. first edition.
(8), 587 pages, (3). [10701‐10875 Indices]: 1947.
first edition. (4), 379 pages, (1). [10876‐11000]:
1955. first edition. (4), 446 pages, (6).
[11266‐11326]: 1985. first edition. XVI, 477 pages,
(3). [11414‐11709]: 1959. first edition. XXVI, (2),
716 pages.altogether 14 volumes; Rome:
Bibliotheca Vaticana / Typis Vaticanis. no
illustration. 4to (210x290).
original printed paper covers. mostly
unopened.**[1‐678]: VATTASSO, Marcus /
FRANCHI DEʹCAVALIERI, [679‐1134]: PELZER,
Augustus, [679‐1134 Appendix]: PELZER,
Augustus, [1135‐1266]: LAURENT, M.‐H.,
[1135‐1266 Indices]: LEBRETON, Maria
Magdalena, [1461‐2059]: NOGARA,
Bartholomeus, [2118‐2192]: MAIER, Anneliese,
[9852‐10300]: VATTASSO, Marcus / CARUSI,
Henricus, [10301‐10700]: VATTASSO, Marcus /
CARUSI, Henricus, [10701‐10875]: BORINO,
Iohannes Bapt., [10701‐10875 Indices]: BORINO,
Iohannes Bapt., [10876‐11000]: BORINO,
Iohannes Bapt., [11266‐11326]: LEBRETON,
Maria Magdalena / FIORANO, Aloisius,
[11414‐11709]: RUYSSCHAERT, Jose
Price 270,000 Japanese Yen
セイル編『1475 年から 1640 年にかけて英国で
刊行された書籍の目録』(1‐0911)
(SAYLE)
Early English Printed Books in the University
Library Cambridge 1475‐1640
1900‐1907. first edition. Cambridge: Cambridge
University Press. 4 volumes. 2338pages. 8vo
(145x220).
8083 種類の書籍を収録。Volume IV 巻 は書名
索引、印刷者・出版者索引、彫刻家・画家名索
引などがふされている。
Price 130,000 Japanese Yen
A・ヴィルマート編『レギネンシス・ラテン語
文書目録』(1‐0915)
WILMART, Andreas
Codices Reginenses Latini
Tomus I Codices 1‐250

Tomus II Codices 251‐500
1937, 1945. first edition. Roma: Bibliotheca
Vaticana. 2 volumes. I: XVIII, (2), 846 pages, (2,
II: 991 apges, (3). no illustration. 4to (210x290).
original printed paper covers. mostly unopened.
Price 80,000 Japanese Yen
F・A・ベッラ編『フェッラージョリ文書目録』
(1‐0916)
BERRA, Franciscus Aloisius
Codices Ferrajoli
Tomus I Codices 1‐425
Tomus II Codices 426‐736
1939, 1948. first edition. Roma: Bibliotheca
Vaticana. 2 volumes. I: (4), 898 pages, (2), II: (4),
903 pages, (3). no illustration. 4to (210x290).
original printed paper covers. mostly
unopened.Price 80,000 Japanese Yen

W・ S・シムプソン『聖ポール大寺院図書館が
所蔵する貴重書籍の解題目録』(1‐0917)
SIMPSON, W. Sparrow
S. Paulʹs Cathedral Library
A Catalogue of Bibles, Rituals and Rare Books;
Works relating to London and especially to S.
Paulʹs Cathedral, including a Large Collectiopn
of Paulʹs Cross Sermons; Maps, Plans, and
Views of London and of S. Paulʹs Cathedral
1893. first edition. London: Elliot Stock. 1
volume. xxii, 281 pages, (1). frontispiece photo
plate. 8vo (150x235).
bound in original embossed cloth. spine gilt
lettered. partially unopened. edges uncut. good.
聖書、教会の儀式の書、キリストの説教の書な
ど約 2 万冊に及ぶ、聖ポール大寺院図書館所蔵
の貴重書籍を、主題別に配列して解題してある。
Price 70,000 Japanese Yen
イタリア議会図書館編『イタリア国内・国外定
期刊行物主題別目録― Volume 1 部 ：伝記・評
伝』(1‐0918)
(Biblioteca della Camera dei Deputati)
Catalogo Metodico degli scritti Contenuit nelle
Pubblicazioni Periodiche, italiane e straniere
Parte Prima: Scritti Biografici e Critici
1885, 1890, 1895. Roma. Tipografia della Camera
dei Deputati. 4 parts bound in 2 volumes. 1:
XVII, (1), 517 pages, (1), XIV, 173 pages, (1), 2:
XXIV, 229 pages, (3), XXII, 338 pages. no
illustration. tall thick 4to (190x280).
rebound in three quarter vellum.
イタリア議会図書館が編集し刊行した世界書
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誌の内、定期刊行物・雑誌の類に掲載された著
名人の伝記・評伝の目録。5 年後毎に刊行され
た補遺編 3 部を追加し、全 2 巻に造本してある。
本編で 17165 点、補遺編 Volume 1 部 5221 点、
補遺編 Volume 2 部 8745 点、補遺編 Volume 3
部 10069 点の計 41200 点の論文・記事を収録。
出典雑誌・定期刊行物の厖大さは、本書の綿密
な編集作業を裏付けるに足る分量を誇っている。
Price 60,000 Japanese Yen
T・ランペル『コルヘルンシュティフト・フォ
ーラウ図書館蔵インキュナビュラ及び初期刊本
目録』(1‐0919)
LAMPEL, Theodorich
Die Incunabeln und Frdrucke bis zum Jahre
1520 der Bibliothek des Chorherrnstiftes Vorau
1901. first edition. Wien: Verlag der ・
terreichischen Leo‐Gesellschaft. 1 volume. VII,
(1), 294 pages. no illustration. 8vo.
bound in cloth backed marbled paper covered
boards. all edges marbled. ex‐library copy from
Hofbibliothek, Kleinheubach.
1163 年シュタイアーマルク・オットーカール 7 世
によって創設された古い歴史を持つシュティフト
・フォーラウ図書館のインキュナビュラと 1520
年までの初期刊本目録。分野別、年代順の排列
で 392 点の貴重書を収録。ハインとパンツァー
の書誌を典拠として詳細な記述を行なっている。
巻末に各種索引を附す。著者は同図書館員。
Price 60,000 Japanese Yen
J・A・シミントン編『リーズ大学が所蔵する古
写本・古刊本を収集したブラザートン・コレク
ションの解題目録』(1‐0921)
(comp.) SYMINGTON, John Alexander
A Catalogue of Ancient Manuscripts and Early
Printed Books collected by Edward Allen Baron
Brotherton of Wakefield
1931. first edition. Leeds: printed for private
circulation. 1 volume. 318 pages. many plates.
8vo (230x290).
リーズ大学が所蔵する、古写本及び古刊本を
収集したブラザートン・コレクションの解題目
録。図版も豊富で、索引・解題も充実。ギリシ
ア・ローマの写本の目録も含まれている。
Price 50,000 Japanese Yen
M・ケイスィ『カナダ文書館所蔵の小冊子目録』
(1‐0922)
CASEY, Magdalen (prep.)
Catalogue of Pamphlets in the Public Archives
of Canada
(Catalogue des Brochures aux Archives

Publiques du Canada)
1493‐1877 with Index
(1493‐1877 avec Index)
1931. first edition. Ottawa: F. A. Acland. 1
volume. 7, (1), 553 pages, (3). no illustration.
8vo (170x250).
Publication of the Public Archives of Canada
No.13.[bound with]
CASEY, Magdalen
Catalogue of Pamphlets in the Public Archives
of Canada
(Catalogue des Brochures aux Archives
Publiques du Canada)
1878‐1931 with Index(1878‐1931 avec Index)
1932. first edition. Ottawa: F. A. Acland. 1
volume. vii, (1), 589 pages, (1). no illustration.
8vo (170x250).
later cloth.
1493 年から 1877 年までの約 400 年の間に刊
行された 5812 点の小冊子の目録。序文によれば、
1877‐1931 年 までの間に刊行された小冊子の目
録は、1932 年に刊行されるであるとしている。
発行年度順に整理されている。ここで言う小冊
子（Pamphlets）とは、比較的ページ数が少なく、
製本が仮綴じの状態のものを指している。
Price 50,000 Japanese Yen
E・J・スコット『大英博物館収蔵スローン写本
解題目録』(1‐0923)
SCOTT, Edward J. L.
Index to the Sloane Manuscripts in the British
Museum
1904. first edition. London: (printed by order of)
the Trustees of the British Museum. 1 volume.
viii, 583 pages, (1). no illustration. tall 8vo
(165x260).
original cloth gilt. unopened good copy.
ハンス・スローン卿（1753 歿）が生前自身の
図書館・博物館に収蔵していた稀覯書籍・貴重
品類は、卿の死後政府に買い上げられ、大英博
物館コレクションの中核のひとつとなった。コ
ットン写本、ハーレー写本と同様、以前のコレ
クターの名前を冠されたスローン写本は、4100
点の写本から構成されているが、本書はその厖
大な写本類に著者名や項目名からアクセスする
ためのものである。
Price 40,000 Japanese Yen
大英博物館編『改訂・増補大英博物館が所有す
る世界の参考書誌総覧』(1‐0924)
(ed.) British Museum
List of Books Forming the Reference Library in
the Reading Room of the British Museum
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1910. fourth edition (revised and enlarged).
London : British Museum (printed for the
trustees). 2 volumes. 1,588 pages‐‐‐‐1st volume ;
1148pages, 2nd volume ; 540 pages. 1 folding
plan. 8vo (170x255).
original cloth.
Volume 一 巻は､約三万種類の参考書誌が､著
者のアルフアベット順に配列され､ Volume 二
部では､詳細に細分化された主題別に多くの書籍
が整理されている。1859 年発行の初版､ 1871 年
発行の Volume 二 版､ 1879 年発行の Volume 三
版に比して､この Volume 四 版は､大幅に増補・
改訂されている。これは､急激な利用者の増加と､
それに伴って起こった学問研究の進歩が､かくな
る版を将来したのであろう。
Price 38,000 Japanese Yen
大英博物館編（R・A・ウィルソン）『大英博物
館蔵 15・16 世紀低地諸国関連書籍目録』(1‐0926)
(British Museum) WILSON, R. A.
Short‐Title Catalogue of Books printed in the
Netherlands and Belgium and of Dutch and
Flemish Books printed in Other Countries
From 1470 to 1600 Now in the British Museum
1965. first edition. London: British Museum. 1
volume. viii, 274 pages, (2). no illustration. 8vo
(145x220).
publisherʹs original cloth. spine gilt lettered.
very good with printed paper cover.
15・16 世紀に低地諸国（現在のオランダ・ベ
ルギー及びフランドル地方）で刊行された書籍、
及び低地諸国について書かれた書籍の目録。記
述は著者名、書名、印行者・刊行地、刊行年、
収整理番号の順。大英博物館が収蔵する厖大な
15・16 世紀印刷書籍―所謂インキュナビュラ及
び初期刊本―の総目録化作業の一環として刊行
されたものである。巻末に、Volume 二 次大戦
で消失した書籍 72 点のリストと、印行者刊行年
別書籍一覧表を収録。
Price 25,000 Japanese Yen
米国議会図書館『米国議会図書館所蔵ローゼン
ウォード・コレクション解題目録』(1‐0927)
(Library of Congress) / (pref.) GOFF, Frederick
The Rosenwald Collection
A Catalogue of Illustrated Books and
Manuscripts, of Books from Celebrated Presses,
and of Bindings and Maps, 1150‐1950
1954. first edition. Washington, D. C.: Library of
Congress. 1 volume. vi, 292 pages. small 4to.
bound in cloth. many pencil notes augmenting
one table.
1555 種類の書籍を（1）中世とルネッサンス

期の装飾写本【1‐13】
､（2）木版書籍【14‐22】
､（3）
インキュナビュラ【23‐425】､（4）16 世紀発行の
書籍【426‐784】
（5）
､
16 世紀発行の地図類【785‐789】
､
（6）デ－ブライの ‘ 航海 ’ コレクションの解題､
（7）17 世紀の刊本と手稿【790‐888】､（8）18 世
紀の刊本､手稿､版画､絵画【889‐992】､（9）ウイ
リアム・ブレイクの作品集【993‐1055】､（10）19
世紀の刊本､手稿､版画､絵画【1056‐1105】､（11）
ケルムスコットプレス発行の書籍【1106‐1159】､
（ 12） 20 世 紀 の 印 刷 本 ､ 手 稿 類 ､ 版 画 ､ 絵 画
【1160‐1267】､（13）参考書誌【1268‐1555】､（14）
索引､に分類・解題してある。なお､ 150‐151 ペ
ージに､鉛筆による書き込みがある。
Price 15,000 Japanese Yen
イサベラ・ステュワート・ガードナー図書館編
『イサベラ・ステュワート・ガードナー図書館
所 蔵 の 写 本 ・ 美 裝 本 の 解 題 目 録 』
(1‐0928)(Library of Isabella Stewart Gardner)
A Choice of Manuscripts and Bookbindings
from the Library of Isabella Stewart Gardner,
Fenway Court
1922. first edition. Boston. D. B. Updike‐The
Merrymount Press. 1 volume. 108 pages. slim
8vo (150x240).
cloth backed boards. boards chipped.
ボストンのイサベラ・ステュワート・ガード
ナー図書館が所有する書籍の中から、（1）写本
類、（2）製本が美麗で、特色のあるもの、の二
群を抽出して、その詳細な書誌を研究している。
前編では、31 項目に分類された（1）の写本類
を、後編では、56 種類に分類された（2）の美
裝本の、それぞれ内容について考究している。
美裝本について言えば、皇帝・貴族・国王のた
めの特製本、ヴィザンチン時代に作られたエナ
メルを塗った銅製の装飾本、インキュナブラな
ど、好事家にとっては垂涎の的になるような書
物で満たされている。手稿類の中にも、回教の
教典に通じた人の記した絵入り原稿、祈りの書、
クレメント 7 世のミサの書の断片、子羊の皮に
描かれた聖歌隊の楽譜など、これからの研究の
資料として注目すべきものが多い。
Price 15,000 Japanese Yen
ヘプリ書店編『装飾写本古版本販売目録 1933 年』
(1‐0929)
(Ulrico Hoepli)
Manuscrits Enlumines, Incunables, Editions
Principes, Traites dʹAstronomie, Livres Illustres
du XVIe au XIX e Siecle Edition de Luxe
Moderne
1933. Milan: Ulrico Hoepli. 1 volume. 54 pages.
34 plates. 4to (210x295).
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slightly worn original illustrated paper covers.
distinguished and handsomely produced.
ヘプリ書店がミラノで催した装飾写本古版本
展覧販売会の目録。装飾写本・古版本を中心に
自筆手稿・銅版画等も含め、142 点を収録。図
版も美麗である。
Price 20,000 Japanese Yen
ヘプリ書店編『装飾写本古版本販売目録 1933 年』
(1‐0930)
(Ulrico Hoepli)
Autograpi ‐ Manoscritti ‐ Incunabuli ‐ Libri
Figurati ‐ Libri Rari ‐ Opere da Biblioteca ‐
Edizioni di Lusso ‐ Legature
1934. Milan: Ulrico Hoepli. 1 volume. 106 pages.
30 plates. 4to (210x295).
slightly worn original illustrated paper covers.
distinguished and handsomely produced.
ヘプリ書店がローマで催した装飾写本古版本
展覧販売会の目録。228 点を収録。
Price 20,000 Japanese Yen
ヘプリ書店編『装飾写本古版本販売目録 1936 年』
(1‐0931)
(Ulrico Hoepli)
Manuscrits et Miniatures, Autographes et
Dessins, Incunables et Editions Illustrees du
XVIe au XXe Siecle ‐ Belle Reliures
1936. Milan: Ulrico Hoepli. 1 volume. 70 pages.
47 plates. 4to (210x295).
slightly worn original illustrated paper covers.
distinguished and handsomely produced.
ヘプリ書店がリュセルヌで催した装飾写本古
版本展覧販売会の目録。200 点を収録。
Price 20,000 Japanese Yen
ヘプリ書店編『装飾写本古版本販売目録 1937 年』
(1‐0932)
(Ulrico Hoepli)
Incunables Manuscrits, Livres Rares et Precieux,
Autographs Manuscaux, Quelques Romantiques,
Quelques Livres Modernes, Reliures
1937. Milan: Ulrico Hoepli. 1 volume. 83 pages.
80 plates. 4to (210x295).
slightly worn original illustrated paper covers.
distinguished and handsomely produced.
ヘプリ書店がチューリッヒで催した装飾写本
古版本展覧販売会目録。140 点を収録。
Price 20,000 Japanese Yen
F・ドゥリュジョン『登場人物策定の鍵』(1‐0933)
DRUJON, Fernand
Les Livres a Clef
Etude de bibliographie critique et analytique

pour servir a lʹhistoire litteraire
1888. first limited edition (No 349 of 600). Paris:
Edouard Rouveyre. 2 volumes. I: XVI, 674
columns, (3), II: 675‐1311 columns, 1312‐1355
pages, (1), (6; advertisement). no illustration.
8vo(160x240).
beautifully rebound in three‐quarter green
morocco with marbled paper covered boards.
gilt to spines raised bands. marbled endpapers.
top edges marbled others uncut. original printed
paper covers bound‐in. a very good set.
文学作品の中で、仮名や略称で表記された実
在の人物について、それが誰であるかを策定す
るための本。19 世紀以前、フランスでは多くの
著作が、あるいは実在の人物に仮託して、ある
いは偽名で、さらには頭文字のみで表記されて
きた。事情通にのみ理解可能なこれらの秘密を
解くための鍵が本書である。作者・作品順排列
で登場人物を逐一チェックした編者には頭が下
がる思いである。
Price 100,000 Japanese Yen
J・ペイン＝コリアー『初期英文学稀覯文献批評
書誌』(1‐0935)
PAYNE COLLIER, J.
A Bibliographical and Critical Account of the
Rarest Books in the English Language
Alphabetically Arranged, which, during the Last
Fifty Years, have come under the Observation of
J. Payne Collier, F. S. A.
1865. first edition. London: Joseph Lilly. 2
volumes. 1: xlv, (1), 555 pages, (1), 2: 593 pages,
(3). no illustration. 8vo (150x230).
bound in three‐quarter cloth marbled paper
covered boards. edges uncut. joints tender. good
in cloth box.
著者はウォーターフォード・ライブラリーの
図書館長を任されていた人物であるが、偽造者
として悪名が高く、本書も同図書館の貴重な蔵
書の番号を変造して、あたかも自分が調べあげ
たかのごとく吹聴している信用のならない書誌
である。
Price 80,000 Japanese Yen
編者名未詳『1743 年 以降の禁書とその書誌』
(1‐0936)
(Anon.) An Old Bibliophile
Forbidden Books
Notes and Gossip on Tabooed Literature
1902. first edition (No. 136 out of 375 limited
copies). Paris: printed for the author and his
friends. 1 volume. 277 pages, (3). no illustration.
8vo (155x230).
original boards. printed paper label to spine. a

‐ 125 ‐

Descriptive Catalogue of New Publications and Selected Old and Rare Books 5 (English Version)

good copy.
35 点のエロティカについて、書誌情報及び内
容や出版にまつわるエピソードの紹介とを付し
た専門書誌。英国ヴィクトリア朝時代に、禁欲
的な社会の鏡像として花開いたポルノグラフィ
ーの代表作がほとんど網羅され、内容について
も詳しく解題されている。
Price 70,000 Japanese Yen
M・E・シアーズ、M・ショウ共編『20 世紀小
論文総索引』(1‐0937)
SEARS, Minnie Earl / SHAW, Marian
Essay and General Literature Index 1900‐1933
An Index to About 40,000 Essays and Articles in
2144 Volumes of Collections of Essays and
Miscellaneous Works
1934. first edition. New York: The H. W. Wilson
Company. 1 volume. xviii, 1952 pages. no
illustration. very thick 8vo (170x260).
original red buckramed cloth. spine gilt. very
good.
2000 冊を超える文献に収録された厖大な小論
文を、著者別、テーマ別、掲載文献の順に配列
し集大成した労作。20 世紀に入ってから本書刊
行の前年までの、英語で刊行された小論集を網
羅している。テーマ別研究のための検索資料と
して、最も重要な出版物である。
Price 50,000 Japanese Yen
I・A・ウィリアムズ『詩作分野における 18 世
紀書誌学の研究』(1‐0938)
WILLIAMS, Iolo A.
Seven XVIIIth Century Bibliographies
1924. first edition. London: Dulau & Company. 1
volume. 244 pages. no illustration. 8vo.
original cloth gilt. rubbed. bookplate of Allen
Hazen, and some notes of him loosely inserted.
書誌学史飛躍的な進歩があった 18 世紀におけ
る 7 人の詩人についての書誌学的研究を、人物
像と共に収録したもの。著者は、詩を中心に英
文学を研究していた人物で、他に Poems,
New Poems,
By‐Ways round Helicon,
Shorter Poems of the Eighteenth Century 等が
あ る 。 本 書 に 収 録 さ れ て い る の は 、 John
Armstrong, William Shenstone, Mark Akenside,
William Collins, Oliver Goldsmith, Charles
Churchill, Richard Brinsley Butler Sheridan の
7 人である。それぞれの著作についての綿密な
目録となっている。
Price 50,000 Japanese Yen
E・アルマック『王の書― Eikon Basilike の 書誌
学的研究』(1‐0939)

ALMACK, E.
A Bibliography of the Kingʹs Book or Eikon
Basilike
1896. London: Blades, East and Blades. 1
volume. 102 pages. 6 plates. 4to (230x296).
bound in cloth.
王の書として知られているʺEikon Basilikeʺの 著
作者、署名、内容、版、造本、ページ数などを
多角的に研究。
Price 30,000 Japanese Yen
W・ ブ レ イ ズ 『 印 刷 の 五 書 及 び 印 刷 の 審 判 』
(1‐0941)
BLADES, William
The Pentateuch of Printing with a Chapter on
Judges
1891. first edition. London: Elliot Stock. 1
volume. xxvi, (2), 117 pages, (1). fromtispiece
and 51 illustrations.
bound in half leather cloth boards. spine gilt
lettered. top edge gilt. others uncut.
旧約聖書における最初の 5 書（創世記、出エジ
プト記、レヴィ記、民数記、申命記）いわゆる
「モーゼ五書」のスタイルを借りて、印刷の技
術と歴史を述べた書物。『書物の敵』と並び称さ
れるブレイズ書誌学の代表的著作。創世記で、
印刷前史（印鑑、羊皮紙や紙の写本、カルタ札
や木版印刷本、そして鋳造活字）が扱われ、出
エジプト記が各大陸での印刷の発展史に対応し、
レヴィ記では活字鋳造や組版、圧印、用紙、イ
ンクの原則・規則が述べられ、続く民数記は、
年代順に著名な印行者達の伝記を掲載、最後に
申命記で本書刊行当時の最新印刷機械を紹介し
ている。巻末に附された「印刷の審判」にあた
る章は、各時代の美麗印刷頁の複製を見本とし
て収録したもの。なお巻頭に、後学 T・B・リー
ドによって書かれた著者ブレイズ小伝とその書
誌を併載している。
Price 100,000 Japanese Yen
J・ラヴァー『腐食銅版技術を用いて描かれた絵
画の歴史的考察』(1‐0942)
LAVER, James
A History of British and American Etching
1929. first edition. London : Ernest Benn
Limited. 1 volume. 212 pages. 84 plates. quarto
(230x283).
84 の腐食銅版技術を応用して作られた銅版画
を用いて、16 世紀から 20 世紀に至るまでの、
英国で発達した銅版画技術の発展史と、その技
術のオーストラリア、米国、カナダへの導入の
歴史を記述。書誌及び索引も完備し、腐食銅版技
術と、その応用を歴史的に考察した名著である。
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Price 80,000 Japanese Yen
A・デ＝フリース／ J・F・F・ノールトジーク訳
『印刷発明史概説』(1‐0943)
DE VRIES, A. / (tr.) NOORDZIEK, J. J. F.
De Eclaircissemens sur lʹHistoire de lʹInvention
de lʹImprimerie
Contenant: Lettre a M. A. D. Schinkel, ou
Reponse a la Notice de M. Guichard sur le
Speculum Humanae Salvationis; ‐ Dissertation
sur le Nom de Coster et sur sa Pretendue charge
de Sacristain; ‐ Recherches faites a lʹOccasion de
la Quatrieme fete Seculaire a Haarlem en 1823
1843. first French edition (Dutch edition in 1823).
La Haye: A. D. Schinkel. 1 volume. xliv, 275
pages, (1). 8vo (120x240).
later quarter leather over marbled paper covered
boards. morocco label on spine raised bands.
wear along hinges with chip out of bottom of
spine. endpaper partially detached.
著者はオ
ランダ王立学院のメンバーで文学博士。訳者は
ハーグ王立文書館副司書。グーテンベルグ印刷
の端緒に関して、ストラスブール問題を絡め、
書簡形態で論じている。
Price 80,000 Japanese Yen
K・ファウルマン 『図解・書籍印刷史』(1‐0944)
FAULMANN, Karl
Illustrirte Geschichte der Buchdruckerkunst
mit besonderer Berucksichtigung ihrer
technischen Entwicklung bis zur Gegenwart
1882. first edition. Wien / Pest / Leipzig: A.
Hartlebens Verlag. 1 volume. VIII, (2), 806
pages. illustrated throughout with many plates
(some folding and mostly in colour) and
numerous text figures of facsimiled duplications.
8vo (175x240).
beautifully bound in blind
tooled and gilt decorated cloth boards. all edges
marbled.
カラー図版、折り込み図版による複製を豊富
に掲載し、印刷術の創始から 19 世紀までの発展
を詳述した、印刷史研究書。中でも、初期印刷
術の研究に多くの紙面が割かれ、書体、活字、
組版、製紙、印行、装飾といった一連の過程が
実践的に示されている。また、図版印刷の発展
も大きく扱われ、最初期の木版図像から石版カ
ラー印刷までの変遷が、サンプル併載で記載さ
れている。さらに、ゴシック期諸書体の改良に
ついては、その分野の専門書よりも詳細な、具
体的報告がなされているのも大きな特長である。
Price 70,000 Japanese Yen
O・サイモン、J・ローデンバーグ『現代の印刷

術』(1‐0946)
SIMON, Oliver / RODENBERG, Julius
Printing of To‐Day
An Illustrated Survey of Post‐War Typography
in Europe and the United States With a General
Introduction by Aldus Huxley
1928. first edition. London / New York: Peter
Davies Limited / Harper and Brothers. 1 volume.
xix, 83 pages. 122 illustrations (many in colours).
royal 4to (245x320).
library binding of morocco‐backed cloth gilt.
slightly rubbed. ex‐library copy with label on
pastedowns and stamps on preliminaries.
endpapers a little dusty.
Volume 一 次大戦後の世界の印刷状況を概観
した書物。豊富な図版。A・ハクスリーの序文。
Price 50,000 Japanese Yen
P・ジョンストン『現代の書籍印刷・造本に関
する研究とその書誌学』(1‐0948)
JOHNSTON, Paul
Biblio Typographica
A survey of contemporary fine printing style
1930. trade edition (limited to 1050 copies). New
York: Covici‐Friede Publishers. 1 volume. 314
pages. many illustrations. 185x270.
covers lightly stainded. spine browned. covers
worn. rear inner hinge loose. text goo and clean.
書籍の印刷・造本に関して、技術的にではなく、
芸術的な見地から考察されたきわめて貴重な書
籍である。ウイリアム・モリス（1934‐1896） に
先立ち、19 世紀中葉に活躍したチャールズ・ウ
ィッティングハム、米国の印刷界に大きな影響
をもたらしたピッカリングの業績を検討しなが
ら、19‐20 世 紀にかけて、産業として大きく飛
躍しようとしている出版・印刷業につき、書籍
デザイン、書籍収集、さまざまな種類の活字の
製造、書籍の販売方法、造本、印刷産業のあり
かたなどを軸として考察している。書籍の表紙、
本文、カヴァー、挿画の見本なども多数掲載さ
れていて、容易に理解が可能となっている。
Price 20,000 Japanese Yen
P・B・メッグス『グラフィック・デザインの歴
史』(1‐0949)
MEGGS, Philip B.
A History of Graphic Design
1992. second edition. New York: Van Nostrand
Reinhold. 1 volume. xv, (1), 509 pages, (2).
illustrated throughout. 4to (225x285).
publisherʹs original board with printed pictorial
paper‐wrapper.
古代人の洞窟絵画にグラフィック・デザイン

‐ 127 ‐

Descriptive Catalogue of New Publications and Selected Old and Rare Books 5 (English Version)

の萌芽を求め、時代を追って人類のグラフィカ
ル・イメージの展開とその表現技法を追った歴
史研究の書。文字の歴史や中世装飾写本への論
及、西洋活字印刷の発展など、書誌学的分野も
かなり専門的に押さえている。現代のロゴや CI
のデザインまでを論じ、来たるべきディジタル
・グラフィックへの展望で終わっている。
Price 15,000 Japanese Yen
E・ ミ ウ ラ 『 マ ー ブ ル ・ ペ ー パ ー の 技 法 』
(1‐0950)MIURA, Einen
The Art of Marbled Paper
Marbled Papers and How to Make Them
1990. English first edition (translation of 1988
Japanese edition). Tokyo / New York / London:
Kodansha International. 1 volume. 153 pages,
(7). illustrated throughout with 125 full‐coloured
photos and some diagrams. 4to (220x305).
publisherʹs original cloth gilt with printed
paper‐covers.
マーブリングの実際を、写真入りで解説した
技法書。67 種類のマーブル・ペーパーも掲載し、
その歴史についても記載。著者三浦氏は、世界
的に有名な日本人マーブル・ペーパー作家で、
数々の美麗装幀を手掛けている。なお、本書は
講談社から刊行された日本語版の翻訳。
Price 12,000 Japanese Yen
H・カーウェン『古代から現代までの書籍販売
の歴史』(1‐0951)
CURWEN, Henry
A History of Booksellers, the Old and the New
with portraits and illustrations
1873. first edition. London. Chatto and Windus,
Publishers. 1 volume. 484 pages. 29 illustrations.
8vo (135x190).
印刷術の発明された 15 世紀からの、書籍販売
の歴史を概観した優れた資料である。英国の書
籍販売の黎明期に活躍した人々の業績を辿りな
がら、後半部では、18‐19 世 紀に活動した主要
な書籍販売業者の伝記、その発展の跡を解説す
るという手法をとっている。
Price 40,000 Japanese Yen
イタリア書籍出版協会編『イタリアで刊行され
た出版物の総目録』(1‐0952)
(Associazione Editoriale Libraria Itariana)
Italian Book Exhibition, New York 1928
no date (1928). first edition. Milano.
Associazione Editoriale Libraria Itariana. 1
volume. 422 pages. 4to(196x255).
printed wrappers.
イタリアの 90 軒の出版社が、1928 年にニュ

ーヨークのコロンビア大学で行なった書籍展示
会の目録で、約 3500 種類が 52 の題目に分類さ
れて、掲載されている。これら出版社の設立・
発展の歴史、出版の方針もコメントされていて、
イタリア出版史研究のための必読文献である。
Price 25,000 Japanese Yen
S・アンウィン『20 世紀の出版事情』(1‐0953)
UNWIN, Stanley
The Truth about Publishing
1926. first edition. London: George Allen &
Unwin Ltd. 1 volume. 360 pages. no illustration.
8vo (145x210).
original cloth. spine gilt lettered. covers stained.
産業としての地位を確立しつつあった、Volume
一次世界大戦以降の出版業界の実態を描いてい
る。
Price 15,000 Japanese Yen
T・ F・ デ ィ ブ デ ィ ン 『 書 誌 学 十 日 物 語 』 初 版
(1‐0954)
DIBDIN, Thomas Frognall
Bibliographical Decameron
or, Ten Days Pleasant Discourse upon
Illuminated Manuscripts, and Subjects connected
with Early Engraving, Typography, and
Bibliography
1817. first edition. London: Shakespeare Press;
(printed for) the author, (printed by) W. Bulmer
and Co. 3 volumes. I: viii, ccxxv, (1), 410 pages,
(2), II: 535 pages, (3), III: 544 pages, (4).
title‐page devices, ornamented capital letters,
vignettes, engraved plates and other illustrations
throughout. 8vo (150x240).
beautifully bound in old full calf gilt ruled.
marbled endpapers. spines raised bands gilt
ruled and ornamented. all edges gilt. very good
with bookplates of the Caldwell Collection at
Library of Knox Colledge.
装飾写本、古刊本、各種版画等に関する重要
な情報や多くの歴史的エピソードを盛り込んだ
ディブディンの代表著作。愛書趣味を富の遊戯
の一形態として捉えた好著である。ボッカチオ
の『デカメロン』にスタイルを借り、十日にわ
たる心楽しい物語からなっている。Volume 一
日には書籍製作技術の発展、特に装飾写本の美
術を語り、二日目、三日目は美麗印刷本への愛
着を俎上にあげ、四日目から七日目にかけては
大陸での印刷術の発明とその発達を論じ、八日
目には製本術、九日目には書籍売買・オークシ
ョンについて述べ、最後に十日目は収書及び図
書館、コレクターについての記事に充てられて
いる。全 3 巻、銅版画による美しい複製図版を
豊富に収録しており、学術的資料としては既に
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いささか時代遅れの感は否めないにせよ、純粋
に書物を愛好する人には、常に変わらぬ古典的
価値を持った労作である。
Price 160,000 Japanese Yen
M・H・ スピールマン、G・ S・レイアード『ケ
イト・グリーナウェイの書誌学的研究』(1‐0955)
SPIELMANN, M. H. / LAYARD, G. S.
Kate Greenaway
1905. second impression. London: Adam and
Charles Black. 1 volume. xix, (1), 301 pages, (1).
coloured frontispiece, 51 coloured plates, 34 b/w
plates and numerous text illustrations. 8vo
(165x230).
rebound in half leather cloth boards. spine gilt
lettered raised bands. top edge gilt. marbled
endpapers. a good copy.
児童文学界に新たな地平を切り開いたグリー
ナウェイ（1846‐1901） の生涯を辿りながら、彼
女の残した絵画、書籍、韻文、手紙類、クリス
マス・カードなどを総合的に研究した力作。巻
末には彼女の書誌一覧、索引がつけられている。
Price 120,000 Japanese Yen
S・デ＝リッチ『英国の収集家たち』(1‐0958)
DE RICCI, Seymour
English Collectors of Books and Manuscripts
(1530‐1930)
And Their Marks of Ownership
1930. first edition. Cambridge : The Cambridge
University Press. 1 volume. 214 pages. 32
illustrations. octavo (145x222).
16 世紀から 20 世紀初頭にかけての、書籍収
集の歴史で、著名な収集家の業績を辿った力作。
Price 60,000 Japanese Yen
C・J・ソーヤー、F・J・H・ダートン『蒐書家
のための英国書籍通史』(1‐0959)
SAWYER, Charles J. / DARTON, F. J. Harvey
English Books 1475‐1900
A Signpost for Collectors
1927. first edition. London: Charles J. Sawyer
Ltd. / New York: E. P. Dutton and Company. 2
volumes. I: xvi, 368 pages, II: viii, 423 pages, (1).
I: frontispiece and 50 plates, II: 49 plates. 8vo
(160x230).
original buckram cloth.top edges gilt. others
uncut. a good set.
書籍収集をより高度な学術的レヴェルで楽し
むための知識を集積した書物。英国の書籍印刷
を、15 世紀から前世紀まで歴史的に辿り、重要
な版や書物に論及。英国の全国書誌を研究する
上での入門書としても手頃なものである。

Price 50,000 Japanese Yen
A・ メ イ ズ ＝ サ ン シ エ 『 蒐 集 家 へ の 福 音 書 』
(1‐0960)
MAZE‐SENCIER, Alphonse
Le Livre des Collectionneurs
Les Ebenistes. Les Ciseleurs‐bronziers. Les
Tabatieres. ‐ La Dinanderie. LʹHorlogerie. ‐ La
Ceramique. ‐ Les Peintures en miniature. ‐ Les
Sculpteurs en ivoire. ‐ Les Terres cuites Les
Modeleurs en cire. ‐ Bagard, de Nancy. ‐
Bonzanigo et son ecole. ‐ Les Jarretieress. ‐ Les
Boutons dʹhabit. ‐ Les Boites a mouches. ‐ Les
Eventails. Les Autographes. ‐ Les Timbres‐poste.
Etc., etc. 1885. first edition. Paris: Librairie
Renouard. 1 volume. X, 878 pages. 48
illustrations. 8vo (165x255).
rebound in three quarter morocco leather with
cloth covered boards. spine raised bands gilt
lettered and gilt ruled. marbled end‐papers. top
edge gilt. a good copy.
様々な分野でのコレクションを志す人のため
に書かれた収集術総合案内書。扱っている対象
は､木彫家具､陶磁器､象牙彫刻､胸像､細密画､切
手など幅広い分野に及び､高名なコレクターを列
挙､競売価格等のデータを収録している。
Price 40,000 Japanese Yen
P・ B・ M・ アラン『書物の狩人たち』(1‐0963)
ALLAN, P. B. M.
The Book Hunter at Home
1922. 2nd edition, revised and enlarged. London:
G. P. Putnamʹs Sons. 1 volume. 288 pages. 4
illustrations. 8vo(172x269).
original cloth gilt.
500 部の限定出版。書籍愛好家が、書物の世界
の中で得た感慨を述べている。
Price 20,000 Japanese Yen
J・H・スレイター『蒐書学概論』(1‐0964)
SLATER, J. Herbert
Book Collecting
A Guide for Amateurs
1892. first limited edition (No.25 out of 500
copies). London: Swan Sonnenschein & Co. 1
volume. 130 pages. many text illustrations. small
8vo (140x205).
original pictorial cloth gilt. top edge gilt. others
untrimmed.
およそ蒐書に関心を持つ程の人物が知ってお
くべき書物についての知識を 11 章にわたって述べ
たもの。印刷の歴史、製紙・製本上の知識、著名
な印刷者、蒐書に値する書籍に関して、さらには
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書籍購買上の実際的問題が論じられている。
Price 20,000 Japanese Yen
A・ブロック『蒐書家の良き伴侶』(1‐0968)
BLOCK, Andrew
The Book Collectorʹs Vade Mecum
1932. first edition. London: Denis Archer. 1
volume. viii, 375 pages, (1). frontispiece. 8vo
(145x220).
original cloth gilt. spine gilt lettered. paper label
to spine. rather dusty copy. otherwise good.
（1）基本となる参考書目と書誌研究の基礎、
（2）
著名な作家の著作一覧及び製本者・書籍販売者
の紹介、の 2 部で構成されていて、書籍収集の
初心者にも理解できるように、懇切丁寧に解説
されている。
Price 15,000 Japanese Yen

C・W・タウシッグ、T・H・メイヤー『趣味の
娯しみ』(1‐0969)
TAUSSIG, Charles William / MEYER, Theodore
Arthur
The Book of Hobbies or a Guide to Happiness
(1924). first edition. New York: Minton, Balch &
Co. 1 volume. xvi, 318 pages. line drawing
frontispiece, 13 b/w photos on 8 plates and 35
line drawing illustrations. 8vo (140x210).
cloth. covers faded. edges uncut. partially
unopened.
人生を豊に送るための様々な趣味について、
それぞれの楽しみ方を紹介した書物。特に、ブ
ック・コレクティングに一章を割き、古代中世
の写本についての記事から当時の古書価格の批
評までを論じている。他に、釣り、陶磁器収集、
アンティーク家具、ゴルフ等々、14 種類の趣味
が紹介されている。
Price 15,000 Japanese Yen
J・ T・ ウ ィ ン タ リ ッ チ 『 大 作 家 と そ の 作 品 』
(1‐0970)
WINTERICH, John T.
The Romance of Great Books and Their Authors
no date. new edition (first published under the
title ʺBooks and the Manʺ). New York: Halcyon
House. 1 volume. xiv, (2), 374 pages.
frontispiece, 14 plates and 98 text illustrations.
8vo (165x245).
original green cloth. a good
copy.
著者のニューヨークにおける古書取引仲間と
の交友から生まれた一冊。20 人の作家とその作

品について、書誌学的に興味深いエピソードが
満載されている。取り上げられた 20 人は以下の
通り：ホイットマン、デフォー、ディケンズ、
ウォルトン、ストウ夫人、モリエール、バンヤ
ン、オーデュボン、バーンズ、トゥウェイン、
ゴールドスミス、ホーソーン、S・ジョンソン、
ポー、L・キャロル、アーヴィング、フィッツ
ジェラルド、B・フランクリン、サッカレー。
Price 15,000 Japanese Yen
J・ H・ ス レ イ タ ー 『 如 何 に 蒐 書 を 推 め る か 』
(1‐0972)
SLATER, J. Herbert
How to Collect Books
1905. first edition. London: George Bell and
Sons. 1 volume. xii, 205 pages, (3). frontispiece
and 36 illustrations. 8vo (145x215).
original ornamented cloth gilt. top edge gilt.
others uncut.
あらゆる書誌学分野の知識を、蒐書という観
点から簡便にまとめ上げたもの。冒頭で、著名
なコレクターの略伝からコレクションの価値や
その形成法を学ぶことから始め、インキュナビ
ュラや装飾写本の年代鑑定に関する知識から、
目録の見方やオークションの実情までを論じて
いる。著者は『古書価格通信』や『ブック・ロ
ア』などの編集に携わっており、蒐書の分野で
は権威とも言える人物である。
Price 15,000 Japanese Yen
ジャン・ジョルジュ・テオドール・グレッセ『稀
覯重要書宝典―書誌新辞典』(1‐0975)
GRAESSE, Jean George Theodore [GRASSE,
Johann George Theodor]
Tresor de livres rares et precieux ou nouveau
dictionnaire bobliographique
contenant plus de cent mille articles de livres
rares, curieux et recherches, dʹouvrages de luxe,
etc. avec les signes connus pour distinguer les
editions originales des contrefacons qui en ont
ete faites, des notes sur la rarete et le merite des
livres cites et les prix que ces livres ont atteints
dans les ventes les plus fameuses, et quʹils
conservent encore dans les magasins des
bouquinistes les plus renommes de lʹeurope
c1960. reprinted edition (limited to 275
copies)[originally published in 1858/1859‐1869 in
Dresden and other cities]. Mansfield Centre in
CT : Maurizio Martino Fine Books. 8 volumes
bound in 4. 1 (volumes 1&2) : (4), 588 pages, (4),
648 pages ; 2 (volumes 3&4) : (2), 526 pages, (2),
704 pages ; 3 (volumes 5&6‐I) : (2), 534 pages,
(2), 544 pages ; 4 (volumes 6‐II&7) : (2), 523
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pages, (1), IV, 500 pages. no illustration. 8vo
(160x235).
publisherʹs cloths gilt.
稀覯書収集家の信頼すべき情報源として名高
い本書は、また、高名な著述家の古い刊本を調
べるうえでも、おおいに役立つ参考書誌でもあ
る。著者名のアルファベット順の配列で、版の
相違点を細大漏らさずに記載しているのが特長。
グレッセが本書で記載していることのみによっ
てその存在が知られる貴重な資料も数多い。著
者のグレッセ（1814‐1885） は、グリンマ出身の
書誌学者で、ザクセン王の私設図書館を振り出
しに、王国内の各地の図書館長を歴任し、ドレ
スデンにて歿した。主著として、本書の他に『世
界主要諸民族による総合文学史教本』
（1837‐1859、全 4 卷、ドレスデン刊行）がある。
Price 80,000 Japanese Yen

J・D・カウリー『書誌学及び目録作成方法の概
説』(1‐0976)
COWLEY, J. D.
Bibliographical Description and Cataloging
1949. first edition. reimpression. London:
Grafton & Co. 1 volume. xii, 256 pages. 11
illustration. 8vo (145x220).
初めて図書館において目録を作成する人のた
めに書かれた入門書。書誌学の基本となる用語
などを詳細に解説。
Price 10,000 Japanese Yen
ヴァージニア・マックリーン『18 世紀に英語で
刊行された料理書の目録』(1‐0977)
MACLEAN, Virginia
A Short Title Catalogue of Household and
Cookery Books Published in the English Tongue,
1701‐1800
1981. 1st edition. London : Prospect Books. 1
volume. 197 pages. small 4to.
cloth. dust jacket.
表題、著者名、参考文献、所蔵機関などを掲載。
Price 10,000 Japanese Yen
アン・チャンバース『日本の伝統技術―墨流し
の歴史と技法』(1‐0978)
CHAMBERS, Anne
Suminagashi
The Japanese Art of Marbling‐‐‐‐A Practical
Guide
1991. 1st edition. London : Thames and Hudson
Ltd. 1 volume. 80 pages. with 64 illustrations

including 38 in full colour. 8vo (185x260).
hardcover.
日本の伝統技術、墨流しを知るための資料で、
カラー図版が 38 枚と多い。平安時代（794‐1185）
の日本の古文献に見られる、墨流しの技法及び
歴史的背景などを叙述し、現在、世界でもっと
も注目されている 5 人の作家の作品について、
注釈を加えている。
Price 15,000 Japanese Yen
ラウンデス、ウィリアム・トーマス『英国・ア
イルランドに関する重要文献の書誌解題事典』
(1‐0981)
LOWNDES, William Thomas
The Bibliographerʹs Manual of English Literature
An Account of Rare, Curious, and Useful Books,
Published in or Relating to Great Britain and
Ireland, from the Invention of Printing ; with
Bibliographical and Critical Notices, Collations
of the Rarer Articles, and the Prices at Which
They Have Been Sold in the Present Century
1834. first edition. London : William Pickering. 4
volumes. xii, 2020 pages. no illustration. 8vo
(150x230).
約 2 万冊以上に及ぶ英国・アイルランドに関
する重要文献について、コメント、著者の略歴、
発行年度、発行地、巻数などの書誌的事項を掲
載した事典。文学、歴史は言うに及ばず、自然
科学、地理学など広範な分野の基本文献を解題
した画期的な内容である。著者のアルファベッ
ト順に記載されていて、検索も容易である。
Price 60,000 Japanese Yen
ロジャー・グッドランド『性儀礼及び性慣習に
関する書誌』(1‐0982)
GOODLAND, Roger
A Bibliographer of Sex Rites and Customs
An Annotated Record of Books, Articles, and
Illustrations in All Languages
1931. first edition. London : George Routledge &
Sons, Ltd. 1 volume. vi, 752 pages. no
illustration. 8vo (230x285).
九千種類に及ぶ『性儀礼及び性慣習に関する書
籍の解題目録。著者は男根崇拝に関する記載を
読んで、その未熟さに感動したことが、この書
誌を作成するきっかけとなった。ヨーロッパや
米国の有名図書館の関係する資料を集積した成
果が本書である。
Price 40,000 Japanese Yen
トーマス・フログナル・ディブディン『教養人
のための古典書誌学』(1‐0983)
DIBDIN, Thomas Frognall
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The Library Companion
Or, the Young Manʹs Guide, and the Old Manʹs
Comfort, in the Choice of a Library
1824. first edition. London : Harding, Triphook,
Lepard and J. Major. 1 volume. lii, 912 pages. no
illustration. 8vo (153x230).
著者は王立協会会員で牧師、特にギリシア・ラ
テンの古典研究を中心に、書誌研究に多大な貢
献をした人物である。著作には本書の他に、An
Introduction to the Knowledge of the Greek and
Latin Classics (4th edition, 2 volumes, 1827)、
Reminiscence of Thomas Dibdin ( 1 volume,
1827)、 A Bibliographical, Antiquarian and
Picturesque Tour in Ftrance and Germany (2nd
edition, 2 volumes, 1829)、 Bibliophobia (1832)、
The Bibliomania (1908)な どがあり、いずれも多
くの版を重ねている。また、大陸でもいくつか
のアカデミーの会員となっていることからも窺
えるとり、汎ヨーロッパ的古典教養の復活を図
って、精力的に活動した人物である。本書は教
養人が読んでおくべき古典的著作を書誌学的に
解題し、当時利用可能な版を記載した、体系的
な読書案内である。解題の対象となった書物は、
キリスト教関係を中心に、各国の歴史・文学な
ど、広範な分野に及んでいる。
Price 50,000 Japanese Yen
ヘンリー・ノエル・ハンフリーズ『書写の起源
とその発達の歴史エジプトの象形文字』(1‐0984)
HUMPHREYS, Henry Noel
The Origin and Progress of the Art of Writing
1862. first edition. London : Ingram, Cooke, And
Co. 1 volume. viii, 176 pages. 28 plates. 8vo
(180x264).
印刷術が開始される以前に､人間はどのような
手法で文字を創作し､筆写してきたのか､そして､
現在使用されている活字へとどのように変遷し
ていったのか､それが本書の主題である。メキシ
コの先住民族の記した絵文字､古代中国の甲骨文
字､エジプトの象形文字､アッシリア・バビロニ
ア・ペルシアの民が使用した楔形文字､ヘブライ
・ギリシア・ローマの人々が発明したアルファ
ベット､写本に使われた装飾文字など多岐にわた
って､豊富なカラーの図版を用いて丁寧に解説し
た本書は､文字の起源とその発展の歴史を検証す
るための格好の資料と言えよう。
Price 30,000 Japanese Yen
フレデリック・M・キルシェーゼン『ナポレオ
ン時代の書誌（1795‐1815）』(1‐0985)
KIRCHEISEN, Frederic M.
Bibliographie du Temps de Napoleon
Comprenant LʹHistoire des Etats‐Unis

1968. reprinted edition (originally published in
1908 at Geneve). New York: Burt Franklin. 1
book in 2 volumes. 412 pages, (6), 208 pages. no
illustration. 8vo (175x260).
ナ
ポレオンが権力を掌握して総裁政府を樹立した
1795 年から、セントヘレナ島へ流罪と確定した
1815 年までの 30 年間に渡るヨーロッパとアメ
リカ合衆国に関する書誌資料である。原書は、
この時代の世界史・ヨーロッパ各国史・戦争史
を扱った Volume 一 部と、ナポレオンと彼の家
族の著作物・書簡・伝記などを解説した
Volume 二 部からなる、二部構成であったが、
今回の複製にあたって、一冊にまとめられた。
この当時の世界史の文献は言うに及ばず、フラ
ンス、ドイツ、ベルギー、オランダ、イタリア、
スイス、米国、イギリス、ポーランド、ロシア、
スペイン、ポルトガル、バルカン諸国、デンマ
ーク、スウェーデン、フィンランドなどの資料
が多岐に渡って取り上げられているのが大きな
特色と言えよう。Price 20,000 Japanese Yen
エドワード・クラスター『1845 年から 1945 年
までのオックスフォード大学附属ボードリアン
図書館の発展の歴史』(1‐0986)
CRASTER, Edward
History of the Bodleian Library 1845‐1945
1952. first edition. Oxford : The Clarendon Press.
1 volume. 384 pages. 14 illustrations. 8vo
(155x250).
著者は 1935 年から 1945 年までこの図書館の
職員として勤務し､『ボードリアン図書館からの
報告集成』（The Annals of the Bodleian Library,
1868）を書き残した W・D・マクレイの業績を
引き継ぐ形で､この書を世に問うた。（1）1845
年､（2）1845‐1881 年 ､（3）1882‐1912 年 ､（4）
1912‐1945 年 の 4 期に分けて､ボードリアン図書
館の活動の歴史を実証的に叙述している。この
百年間は､大英帝国のもっとも輝かしい時代であ
ったヴィクトリア女王の治世時代（1837‐1901 年 ）
が含まれていて､古今東西のさまざまな名著が購
入されている。この図書館の発展とは､とりもな
おさず蔵書類の増加であり､図書館の管理運営法
の発展であるという視点から､具体的に叙述され
ているのが､大きな特色と言えよう。
Price 30,000 Japanese Yen
エドガー・B・グレイヴス 『1485 年までの英国
歴史書誌』(1‐0987)
GRAVES, Edgar B.
A Bibliography of English History to 1485
1975. first edition. Oxford : The Clarendon Press.
1 volume. xxiv, 1103 pages. no illustration. 8vo
(161x240).
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1900 年に刊行された、チャールズ・グロスの
『古代から 1485 年に至るの英国歴史書誌』
（The
Sources and Literature of English History from
the Earliest Times to About 1485） の改訂・増
補版とも言える内容で、アメリカ歴史学連盟、
アメリカ中世歴史協会、イギリス王立歴史協会
の資金援助のもとに刊行された。なお、1915 年
にもこのチャールズ・グロスの著作の Volume
二版が、チャールズ・グロスの遺族の資金援助
により刊行されているが、本書は、その Volume
二版おも凌駕した内容構成となっている。ラン
カスター家とヨーク家の薔薇戦争が終了し、チ
ューダー王朝の開祖ヘンリー七世が即位した
1485 年は、王権を Volume 一 義とする専制君主
制度が確立された時期でもあった。政治的には、
先史時代、ローマによる支配の時代、アングロ
・サクソン民族の統治時代、専制君主制度確立
以前の群雄割拠の時代などが、この書誌の対象
となっている。歴史、考古学、文書館、図書館、
政治、軍事、海運、宗教、経済、社会、文学、
芸術、科学などの分野について、23 章にわたっ
て、当時の文献と後年の研究書とを記載してい
る。編者のエドガー・B・グレイヴスは、当時、
ハミルトン・カレッジの名誉教授であった。
Price 15,000 Japanese Yen
コニアース・リード『チューダー王朝時代
（1485‐1603） の英国歴史書誌』(1‐0988)
READ, Conyers
Bibliography of British History
Tudor Period 1485‐1603
1978. second edition (first edition published in
1933). Rowman and Littlefield: The Harvester
Press. 1 volume. xxiii, 624 pages. no illustration.
8vo (161x240).
アメリカ歴史学連盟とイギリス王立歴史協会
との合同事業として刊行された、英国歴史書誌
の一編。専制君主体制の発展、新大陸における
植民地獲得競争の激化など、多くの出来事があ
ったチューダー王朝時代の歴史に関係する文献
を収録している。政治、法律、軍事、海運、探
検、植民地開発、宗教、経済、社会、文学、芸
術、科学など 14 章にわたって、当時の文献と後
年の研究書とを記載している。この王朝の支配
体制のもとで、王の権力はますます増大し、1534
年のイングランド教会の成立、1535 年のトマス
・モアの処刑などが実行され、1600 年にはイギ
リス東インド会社が設立された。また、ウィリ
アム・シェークスピア（1564‐1616） が活躍した
のもこの時代であった。
Price 15,000 Japanese Yen
ゴッドフレイ・デーヴィス（初版編者）、メアリ

ー・フリア・キーラー（改訂・増補版編者）『改
訂・増補ステュアート王朝時代（1603‐1714） の
英国歴史書誌』(1‐0989)
DAVIES, Godfrey / (ed.) KEELER, Mary Frear
Bibliography of British History (Revised and
Enlarged)
Stuart Period 1603‐1714
1970. second edition (first edition published in
1970). Oxford : The Clarendon Press. 1 volume.
xxxvi, 736 pages. no illustration. 8vo (161x240).
アメリカ歴史学連盟とイギリス王立歴史協会
との合同事業として刊行された、英国歴史書誌
の一編。政治体制の激変、新大陸における植民
地経営の本格化など、多くの出来事があったス
テュアート王朝時代の歴史に関係する文献を収
録している。政治、軍事、海運、宗教、経済、
社会、文学、芸術、科学など 15 章にわたって、
当時の文献と後年の研究書とを記載している。
フォード財団の資金援助を得て、1929 年以降の
研究の成果をとりこんで、この改訂・増補版を
作成した。改訂・増補版の編者のメアリー・フ
リア・キーラーは、当時、メリーランド州のフ
ード・カレッジに、在籍していた。因みに、1600
年にはイギリス東インド会社が設立され、1688
年には名誉革命が実行されている。
Price 15,000 Japanese Yen
アルベール・L・ケーユ『神秘學の書誌』(1‐4015)
CAILLET, Albert L.
Manuel Bibliographique des Sciences Psychiques
ou Occultes
2001. CT of USA : Martino Publishing
(Reprinted Edition). Original Published in Paris,
1912. 3 volumes. First Volume : LXVII, 531
pages. Second Volume : 533 pages. Third
Volume :767 pages. no illustrations. 8vo
(230x165).
占星術、錬金術、魔術などに関連した 11648
種類の文献の解題目録。
Price 45,000 Japanese Yen
フランスィスコ・ゲッラ『アメリカ医学書誌
1639‐1783』 (1‐4008)
GUERRA, Francisco
American Medical Bibliography 1639‐1783
1962. New York: Lathrop C. Harper. 1 volume.
885 pages. 187 illustrations. 8vo (180x240).
Price 30,000 Japanese Yen
ブルース・ウェッテラウ 『あらゆる文献探索の
ための世界史年表』(1‐4016)
WETTERAU, Bruce
The New York Public Library : Book of
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Chronologies
1990. first edition. New York : The Stonesong
Press. 1 volume. vi, 634 pages. no plates. 8vo
(195x250).
Price 10,000 Japanese Yen
A・M・ルーウィン・ロビンソン『書誌學入門』
(1‐4004)
ROBINSON, A. M. Lewin
Systematic Bibliography
A Practical Guide to the Work of Compilation
1963. third edition. Linnet Books and Clive
Bingley. 1 volume. 123 pages. no plates. 8vo
(145x224).
Price 8,000 Japanese Yen
トーマス・ハートウェル・ホーン『聖書書誌便
覧』(1‐4009)
HORNE, Thpmas Harwell
A Manual of Biblical Bibliography Comprising
a Catalogue, Methodically Arranged, of the
Principal Editions and Versions of the Holy
Scriptures ; Together with Notices of the
Principal Philologers, Critics, and Interpreters of
the Bible 1839. first edition. London : T. Cadell,
Stranfd. 1 volume. xii, 432 pages. no plates. 8vo
(150x240).
Price 70,000 Japanese Yen
ヘンリー・クリントン・ハッチンス『ロビンソ
ン・クルーソーの書誌学的研究』(1‐4001)
HUTCHINS, Henry Clinton
Robinson Crusoe and Its Printing 1719‐1731
A Bibliographical Study
1925. first limited edition (119/300). New York :
Columbia University Press. 1 volume. 222 pages.
8 plates. 4to (195x257).
ダニエル・デフォー（1660‐1731） の著作『ロ
ビンソン・クルーソー漂流記』の、1719 年から
1731 年までに刊行された、海賊版をも含むさま
ざまな版本についての、書誌学的な論攷である。
著者がとくに重要視しているのは、いずれも
1719 年刊行の、ダブリン海賊版、ロンドンのザ
・アムステルダム・コフィー・ハウス印刷によ
る海賊版、そしてʺOʺ版と呼ばれているロンドン
刊行の海賊版、1722 年刊行の縮刷版で、それら
を比較対照しながら、縦横無人に論旨を展開し
ている。なお、この書は 350 部印刷され、その
うち 300 部が市販されている。本書は 119 番と
記されている。
Price 25,000 Japanese Yen
G・ウォーナー、J・P・ギルソン編『大英博物

館蔵オールド・ロイヤル及びキングズ写本コレ
クション解題目録』(1‐0448)
(ed.) WARNER, George / GILSON, Julius P.
Catalogue of Western Manuscripts in the Old
Royal and Kingʹs Collections in the British
Museum
1921. first edition. London : British Museum. 4
volumes. I : 404 pages, II : 410 pages, III: 394
pages, IV : 12 pages. 125 plates. folio (310x400).
この解題目録の作成は、大英博物館において
1894 年から、G・ウォーナー卿の指揮のもとに
開始され、Volume 一 次世界大戦による一時中
断などの紆余曲折を経ながらも、1921 年に完成
を見た息の長い仕事であった。このオールド・ロ
イヤル及びキングズ写本コレクションの最初の
収集者はエドワード 4 世(在位 1461‐1483)で、そ
れ を 受 け 継 い だ の が ジ ョ ー ジ 2 世 (在 位
1727‐1760)で あ る 。 さ ら に ジョージ 4 世(在 位
1820‐1830)も 、父ジョージ 3 世(在位 1760‐1820)
収集の資料類を加え、この写本コレクションは
より充実することになった。I 巻と II 巻が、約 2
千種類のジョージ 3 世の寄贈以前に収集された
資料の解題目録、III 巻がジョージ 3 世から贈ら
れた、446 種類の文書の解題目録及び総合索引、
IV 巻がこれら文書の図版集という構成である。
古代、中世の貴重な文献が満載されている名著
と言えよう。
Price 160,000 Japanese Yen
M・H・ジェイムズ『ランベス図書館が所蔵す
る中世手稿類の解題目録』(1‐0449)
JAMES, Montague Rhodes
A Descriptive Catalogue of the Manuscripts in
the Library of Lambeth Palace
The Mediaeval Manuscripts
1932. first edition. Cambridge : The Cambridge
University Press. 1 volume. 896 pages. octavo
(185x280).
この図書館が所蔵する 1221 種類の中世文書の
中から、約 600 種類が解題されている。この図
書館の創立者は、大主教リチャード・バンクロ
フトで、次の大主教アボットが、その蔵書内容
を、より豊富にした。これらの蔵書は、1648 年
から王政復古期の後まで、ケンブリッジ大学に
一時保管され、1664 年にランベス図書館に返還
された。これらの手稿類は、収集者の名前を冠
して、(1)バンクロフトとアボットが収集したラ
ンベス文書【1‐576】、(2)ヘンリー・ワールトン
の自筆原稿を集めたワールトン文書【577‐595】、
(3)アイルランドに関係する資料で構成されてい
る カ ー リ ウ 文 書 【 596‐638】、 (4)テ ニ ソ ン 文 書
【639‐928】、(5)ギブソン文書【929‐942】、(6)そ
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の他の文書【943‐1174】、(7)ギリシアと東方諸国
の手稿類を集めたマナーズ・スットアーニ文書
【1175‐1221】、の 7 群に分類されている。表題、
著者名、サイズ、発行年、ページ数、書かれて
いる材料などの基本的データは言うに及ばず、
解題も詳細で、手稿類研究のための、貴重な参
考書籍と言えよう。
Price 140,000 Japanese Yen
S・デア・ネルセッシアン『チェスター・ビー
ティー図書館蔵アルメニア写本目録』(1‐0451)
DER NERSESSIAN, Sirarpie
The Chester Beatty Library
A Catalogue of the Armenian Manuscripts
with An Introduction on the History of
Armenian Art1958. first edition. Dublin: Hodges
Figgis & Co. Ltd. 2 volumes. I: xliv, 216 pages,
II: vii, (1) + 1 coloured plate and 66 b/w plates.
folio (280x370). publisherʹs original cloth gilt.
a very good set.
自身アルメニアの血を引く編者によるチェス
ター・ビーティー図書館所蔵のアルメニア装飾
写本解題目録。本文と図版の 2 巻より成る。ア
ルメニア装飾（挿絵）写本の理解には、古代ギ
リシア・ビザンチン芸術、中近東のアラビア芸
術、さらには西欧のカトリック美術などの基礎
知識が不可欠との編者の考えに基づき、Volume
1 巻の冒頭に「アルメニア美術史」が収録され
ている。これは実例を図版で多く参照しながら
理解できる出色のアルメニア美術史であり、極
めて重要な出版物である。
Price 130,000 Japanese Yen
E・M・ トンプソン『英国における装飾写本の
書誌学的研究』(1‐0452)
THOMPSON, Edward Maunde
English Illuminated Manuscripts
1895. first edition. London: Kegan Paul, Trench,
Tr 歟 ner and Company. 1 volume. viii, 67
pages, (1). coloured frontispiece and 21 plates.
4to(205x310).
original boards. paper label to spine. edges
uncut. a good copy.
（1）8 世紀からノルマン人による征服の時期
【1066 年】まで、
（2）12 世紀から 14 世紀まで、
（3）14 世紀と 15 世紀、の 3 期に分けて、豊富
な図版を駆使しながら英国の装飾写本発達史を
書誌学的に考察。
Price 110,000 Japanese Yen
E・G・ミラー『10 世紀から 13 世紀にかけて英
国で作成された装飾写本の書誌学的研究』
(1‐0453)

MILLAR, Eric George
English Illuminated Manuscripts from the Xth to
the XIIIth Century
1926. Paris et Bruxelles : Librairie Nationale
DʹArt et DʹHistoire. 1 volume. 160 pages. 100
plates. folio (260x369)
1066 年のノルマンディ公ウィリアム I 世によ
るイングランドの統一を契機として、大英帝国
は大きな飛躍をとげることになった。本書は、
この 1066 年を軸として、その前後、10‐13 世紀
に書かれた 100 種類の装飾写本を実証的に研究
した労作である。英国の寺院、大学図書館、公
共図書館のみならず、他のヨーロッパ諸国、米
国からも資料が収集されていて、完璧な内容と
なっている。解説も（1）10 世紀から 1066 年ま
で、
（2）1066 年から 12 世紀まで、
（3）13 世紀、
の三期にわけて解説されている。
Price 110,000 Japanese Yen

T・C・ハルレス『ラテン語著名著作者文献解題
・同補遺編』(1‐0454)
HARLES, Theophilus Christophorus [HERLESS,
Gottlieb Christoph von]
Introductio in Notitiam Litteraturae Romanae in
primis Scriptorum Latinorum
1781. Noribergae. 2 volumes. 1: XII, 401 pages,
(1), 2: XVI, 480 pages, (6) (index), (4). no
illustration. tall small 8vo (120x205).
nicely bound in profusely gilt ornamented
buckram boards. double red morocco labels to
spines. marbled endpapers. all edges marbled.
front joint of volume 1 broken. rubbed at
corners. internally good. with bookplates.
[together with]
Supplementa ad Breviorem Notitiam
Litteraturae
Romanae in primis Scriptorum Latinorum
1799, 1801. Lipsiae. 2 volumes. 1: XII, 530 pages,
(2), 2: XII, 551 pages, (1). no illustration. small
8vo (110x180).
library binding. quarter leather marbled paper
covered boards.ex‐library set from Williams
College Library. bookplates to front‐ endpapers
and gilt numbered to spines.
序文と簡単なラテン語ラテン文学の発生と歴
史に関する小論に続き、著名なラテン作家につ
いて詳述。伝記と主要作品の解題を行なってい
る。巻末には 9 つの、古典文学研究に関する論
考を併載。なお、補遺編 2 巻も本巻と同様の構
成。現在日本で全く、あるいはあまり知られて
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いない著作家が多く、この分野の研究に極めて
重要である。
Price 80,000 Japanese Yen
E・ルグラン『18 世紀ギリシア語文献書誌』全 2
巻(1‐0456)
LEGRAND, Emile / PETIT, Louis / PERNOT,
Hubert
Bibliographie hellenique
ou description raisonnee des ouvrages publies
par des Grecs au dix‐huitieme siecle
1918, 1928. first edition. Paris: Librairie Garnier
Freres. 2 volumes. 1: VII, (1), 563 pages, (1), 2:
VIII, 565 pages, (1). no illustration. 4to (180x275).
contemporary art‐leather bindings. original
paper‐covers bound‐in. a good set.
18 世紀に刊行されたギリシア語文献の詳細な
解題書誌。古典から中世期著作家、近年の研究
書までを、刊行時の編年体形式で体系的に整理
排列。ルグランが生前まとめていたものを、プ
ティ、ペルノーの 2 人が死後刊行した専門書誌
である。
Price 70,000 Japanese Yen
A・ヒューズ＝ヒューズ『大英博物館蔵音楽関
連写本目録』追補リスト共(1‐0460)
HUGHES‐HUGHES, Augustus
Catalogue of Manuscript Music in the British
Museum
1964, 1966, 1965. reprinted edition (first in
1906‐1908). London: The British Museum. 3
volumes. I: xxvi, 615 pages, (1), II: xxvi, 961
pages, (1), III: xx, (4), 543 pages, (1). no
illustration. 8vo (165x260).
publisherʹs buckram cloth gilt. a very good set
with printed paper covers.
[with]
WILLETTS, Pamela J.
Handlist of Music Manuscripts acquired
1908‐1967
1970. first edition. London: The British Museum.
1 volume. vii, (1), 112 pages. no illustration. 8vo
(165x260).
publisherʹs buckram cloth gilt. a very good copy
with printed paper covers.
大英博物館が収蔵する音楽関連写本（楽譜・
音楽論等）の解題目録。Volume 1 巻 で聖歌、
Volume 2 巻 で世俗歌謡、Volume 3 巻 で器楽曲
や音楽論に関する写本について記載、解題して
いる。後年ウィレッツによって編纂された補遺
は、簡略リストであるが、初版刊行以降 1967 年
までの増加分、さらにエガートン写本他のコレ
クションに含まれた音楽関連の写本についても

記載している。
Price 50,000 Japanese Yen
E・ウォルフ編纂『フィラデルフィア図書館 J・F
・ルイス・コレクション所蔵西洋写本目録』及
び M・ A・ シ ム サ ー 編 纂 『 同 東 洋 写 本 目 録 』
(1‐0462)
WOLF II, Edwin
A Descriptive Catalogue of the John Frederick
Lewis Collection of European Manuscripts in the
Free Library of Philadelphia
With an Introduction by A. S. W. Rosenbach
1937. first edition (limited to 1000 copies).
Philadelphia: The Free Library of Philadelphia. 1
volume. (xviii), 219 pages, (19). frontispiece and
41 b/w photo plates. crown 4to (190x250).
bound in original cloth. spine gilt. very good
condition.
[together with]
SIMSAR, Muhammed Ahmed
Oriental Manuscripts of the John Frederic Lewis
Collection in the free Library of Philadelphia
A descriptive Catalogue
1937. first edition. Philadelphia: The Free Library
of Philadelphia. 1 volume. 268pages. 48 b/w
photo plates. crown 4to (190x250).
bound in original cloth. spine gilt. rather dusty.
internally good.
ペンシルヴェニアにおける知的サークルの中
心的存在であった J・F・ルイスは、ペンシルヴ
ェニア大学理事、フィラデルフィア図書館理事、
米国音楽院理事等を歴任兼任した人物である。
彼の厖大な写本コレクションは、大きく東西の
両世界に分類されて刊行された。前者は西洋の
貴重な写本 200 点を解題したもので、15 世紀の
ものが中心であり、技術的に完成された時期の
ものが多い。著者及び書目、筆写者、さらに所
有者についての索引あり。A・S・W・ローゼン
バックの序文を附す。図版 42 葉掲載。また後者
は中近東の装飾写本を中心に編集されたもので、
特にアラビア語、ペルシャ語、トルコ語写本は
点数も多く分野別に分類されている。その他ヒ
ンドスタン系諸語、サンスクリット語、ネパー
ル語、パーリ語、タイ語、アルメニア語、コプ
ト語、エチオピア語、ヘブライ語、サマリア語、
シリア語、エジプト・パピルス写本等も収録さ
れている。以上 2 点の目録でルイス・コレクシ
ョン写本類の全貌がうかがえる。
Price 30,000 Japanese Yen
W・ボンサー『ローマ期の英国書誌』(1‐0463)
BONSER, Wilfrid
A Romano‐British Bibliography
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(55 B.C. ‐ A.D. 449)
1964. first edition. Oxford: Basil Blackwell. 1
volume. xlii, (2), 442 pages, (2). no illustration.
8vo (170x250).
publisherʹs original cloth gilt with printed
paper‐wrapper. ex‐library set from Chatham
Library of Kent County Library with
book‐plates.
[together with]
BONSER, Wilfrid
A Romano‐British Bibliography
(55 B.C. ‐ A.D. 449)Indexes
1964. first edition. Oxford: Basil Blackwell. 1
volume. (8), 95 pages, (1). no illustration. 8vo
(170x250).
publisherʹs original cloth gilt with printed
paper‐wrapper.
著者は、1929 年から 1952 年にかけてバーミ
ンガム大学の図書館長を務めていた人物。アン
グロ＝サクソンによる歴史が始まる以前の、約 5
世紀に亘る文献を網羅した貴重な書誌。ローマ
人による一次資料から後代の研究書にいたるま
で、考え抜かれた分類項目の下、非常に的確に
整理されているのが大きな特長。別巻の索引も
著者別、主題別、個人名別、地名別と完璧で、
研究者が縦横無尽に活用できるよう配慮されて
いる。
Price 25,000 Japanese Yen
M・ハーセン編『ピエポント・モーガン図書館
が所蔵する中央ヨーロッパ手稿類の解題目録』
(1‐0464)
(compiled by) HARRSEN, Meta
Central European Manuscripts in the Pierpont
Morgan Library
1958. first edition. New York : The Pierpont
Morgan Library. 1 volume. 184 pages. 90 plates.
quarto (231x305).
ピエポント・モーガン図書館が所蔵する､中世
及びルネッサンス期（8‐15 世紀）に､ドイツ､ス
イス､オーストリア､ハンガリー､ボヘミアで作成
された 64 種類の手稿類の解題目録。1 種類のみ
が､ 17 世紀に書かれている。2 部で構成されて
いる。Volume 1 部 は､手稿が作られた年代順に
整理され､資料の出所・購入先､参考文献一覧が
掲載されていて､研究のために非常に有益な構成
となっている。Volume 2 部 はこれらの資料か
ら抜粋した図版集である。キリスト教理論､福音
書､占星術､自然科学と内容も多岐にわたってい
る。
Price 25,000 Japanese Yen

ート・ギャラリーが収蔵するアルメニア装飾写
本』(1‐0465)
DER NERSESSIAN, Sirarpie
Armenian Manuscripts in the Walters Art
Gallery
1973. first edition. Baltimore: Walters Art
Gallery. 1 volume. x, 111 pages + 8 coloured
plates and 493 b/w photos on 243 plates. folio
(315x385).
publisherʹs original cloth gilt.
a very good copy.
古くから独自のキリスト教文化を築いてきた
アルメニアの装飾写本研究書。インキュナビュ
ラ蔵書でも有名なウォルターズ・アート・ギャ
ラリーに収蔵されたこれらのアルメニア写本の
解題目録ともなっている本書は、何人もの在米
亡命アルメニア人篤志家の寄付によって刊行さ
れた。多くの異民族の干渉支配を受けながらも
千数百年にわたって民族文化を守り通してきた
アルメニアではあるが、年代を追って装飾技法
などを通観するとき、各時代毎の特色や変化、
外部からの影響が一目瞭然となる。ネルセッシ
アンによる構成は見事にアルメニア文化を要約
するものとなっている。本書はカラー・白黒写
真図版を多く使った豪華大型本。
Price 20,000 Japanese Yen
W・M・アイヴィンズ・ジュニア『メトロポリ
タン美術館装飾写本古版本展案内』(1‐0467)
IVANS JR., W. M.
A Guide to an Exhibition of the Arts of the Book
1924. first edition (limited to 1000 copies). New
York: Metropolitan Museum of Art. 1 volume.
xiii, 94 pages, (2). 50illustrations. 8vo (140x210).
stiff paper covers.
メトロポリタン美術館収蔵のものを始め、19
の図書館・個人蔵書家のコレクションからより
すぐって催された展覧会の解説目録。装飾写本、
印行本、製本の 3 つの分類で、書籍の歴史が概
観されている。
Price 15,000 Japanese Yen
F・マダン『写本類についての書誌学的研究』
(1‐0468)
MADAN, Falconer

Books in Manuscript

A Short Introduction to Their Study and Use.
with a Chapter on Records.
1893. first edition. London : Kegan Paul, Trench,
Trubner & Co., Ltd. 1 volume. 204 pages. 8
plates. 8vo (135x209).
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human being has begun to write down a letter
using writing implements and summarize
evolution of the さ まざな note‐taking means
and human thought and am the primer which
edited step to reach the production of the
manuscripts that were devised to transmit it to
another person skillfully. Furthermore, I am in a
famous library owning method and them of
rearranging, decoration, a correction, the list
making of manuscripts, the representative
document and am analyzed in detail. It may be
said that it is a big characteristic to be
introduced the list of bibliographies for
manuscripts studies in detail.
人間が筆記具を用いて、文字を記し始めた時
代から筆を起こし、さまざな筆記手段の進化、
そして、人間の思想を要約して、他人に伝達す
るために考案された写本類の製作に至る歩みを、
手際よく編集した入門書である。さらに、写本
類の整理・装飾・修正・目録作成の方法や、そ
れらを所有している有名図書館、代表的資料に
いて、詳細に分析されている。写本類研究のた
めの書誌一覧も、細部にわたって紹介されてい
るのが大きな特色と言えよう。
Price 15,000 Japanese Yen
F・X・レール『ローマにおける 1500 年までの
活字印刷書籍目録』(1‐0471)
LAIRE, Francois‐Xavier
Index librorum ab inventa typo‐graphia ad
anum 1500
1791. first edition. Senonis: P. Harduinus Tarbe 3
volumes bound in 2. 1: viij, 475 pages, (1), 2: [1],
464 pages, (4). no illustration. 8vo (130x200).
[bound with]
BURE, Guillaume de
Catalogue des livres de la bibliotheque de M***
Faisant suite a lʹIndex librorum ab inventa
typographia ad annum 1500. Auct. Fr. Xav. Laire
1792. first edition. Paris: G. de Bure. 1 volume.
(2), 112 pages. no illustration. 8vo (130x200).
bound in old calf boards. all edges stained red.
gilt lettered to spines raised bands. corners
rubbed. with former ownerʹs inscriptions.
otherwise a good set.
It is a bibliography with constitution
outstanding as an incunable list. I greatly
classify it every for each ten one‐year terms,
and, about the book printed by engraved wood
of one city called Rome, explanatory notes do
the book which is not apparent of the

publication year, and explanatory notes do each
incunable in each publication every year
afterwards. Various indexes are fully equipped,
too. A thing published for three Volume is オ テ
ル ド bouillon by ド Brienne old library
catalogue on the moon on May 12, 1792; of the
selling off there was it.

インキュナビュラ目録として際だった構成を
持つ書誌である。ローマという一都市の刊本に
ついて、各 10 年期毎に大きく分類して刊行年の
明らかでない書物を解題し、その後、各刊行年
毎に各インキュナビュラを解題している。各種
索引も完備。Volume 3 巻 として刊行されたも
のはド・ブリエンヌ旧蔵書目録で、1792 年 5 月
12 日月にオテル・ド・ブイヨンで売立てのあっ
たものである。
Price 190,000 Japanese Yen
F・W・ アシュレイ編『米国議会図書館蔵サッ
チャー・コレクション・インキュナビュラ目録』
(1‐0472)
(comp.) ASHLEY, Frederick W.
Library of Congress ‐ Catalogue of the John
Boyd Thacher Collection of Incunabula
1915, 1931. revised and enlarged edition.
Washington, D. C.: Government Printing Office.
3 volumes. 1: 329 pages, (7), 2: VII, 120 pages,
XII, 191 pages, (1). some facsimiled pages. tall
8vo (190x260).
uniformly bound in half leather cloth boards.
top edges gilt. others uncut. mostly unopened.
book plate of John Howell at front cover of
volume 1. a good set.
初版は 1912 年で全 1 巻。本書は大幅な増補が成
さ れ た 完 全 版 で 、 1931 年 に Volume 2 巻 と
Volume 3 巻 が発行されたもの。
Price 120,000 Japanese Yen
J・C・T・オーツ『ケンブリッジ大学図書館が
所有するインキュナビュラ目録』(1‐0473)
OATES, J. C. T.
A Catalogue of the Fifteenth‐Century Printed
Books in the University Library Cambridge
1954. first edition. Cambridge: Cambridge
University Press. 1 volume. xiii, (1), 898 pages,
(2). frontispiece and 7 plates. 8vo (185x260).
original buckram cloth gilt.
ケンブリッジ大学図書館が所蔵するインキュ
ナビュラの目録化は、まず 1870 年にヘンリー・
ブラッドショーによって端緒が開かれ、その後
フランシス・ジェンキンスンによって本格的に
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編纂が開始された。本書はそうした先人の業績
を改訂し完結した、記念すべき目録。
Price 110,000 Japanese Yen

E・メニアン『グルノーブル市立図書館蔵イン
キュナビュラ目録』(1‐0474)
MAIGNIEN, Edmond
Catalogue des Incunables de la Bibliotheque
Municipale de Grenoble
1899. first edition. Macon: Protat Freres. 1
volume. XIV, 498 pages, (2). frontispiece and 2
b/w photo plates. 8vo (165x250).
original printed paper cover. mostly unopeneed
good copy.
グルノーブル市立図書館員が編纂した、同図書
館収蔵のインキュナビュラ目録。著者、刊行年、
書名の順に排列された全 332 巻 614 点を収録。
Price 70,000 Japanese Yen
アメリカ合衆国書誌学協会編『アメリカ合衆国
が所有するインキュナブラ総目録』(1‐0476)
(Bibliographical Society of America, Committee
of the )
Census of Fifteenth Century Books Owned in
America
1919. first edition. New York: The New York
Public Library. 1 volume. 270 pages. small 4to
(190x287).
buckram.
アメリカ合衆国の約 700 の大学・公共・私立図
書館、研究機関、蔵書家が所有する約 1 万 6 千
種類のインキュナブラの総目録。
Price 55,000 Japanese Yen
S・モリソン序『大英博物館所蔵のドイツで印
行されたインキュナブラ複製集』(1‐0477)
(intro.) MORISON, Stanley
German Incunabula in the British Museum
One Hundred & Fifty‐Two Facsimile Plates of
Fine Book‐Pages from Presses of Germany,
German‐Switzerland and Austria‐Hungary
printed in the Fifteenth Century in Gothic Letter
and Derived Founts
1975. reissued edition (of first edition in 1928 by
Victor Gollancz, London). New York: Hacker
Art Books. 1 volume. folio (265x395).
publisherʹs original pictorial cloth.
ドイツで印行されたインキュナブラを取り上
げ、そこみ見られる書体の変遷を辿った複製集。
Price 33,000 Japanese Yen
F・ヴァルセッチ『アンブロシアーナ図書館蔵

インキュナビュラ目録』(1‐0478)
VALSECCHI, Felice
Gli Incunaboli dellʹAmbrosiana
A
1972. first edition. Vicenza: Neri Pozza Edirore.
1 volume. 106 pages, (6). 121 illustrations. 4to
(220x310).
original printed stiff paper covers. a good copy
with slipcase.
イタリアはミラノ市、アンブロシアーナ図書館
が所有するインキュナビュラの目録の内の一冊。
Price 30,000 Japanese Yen
大英博物館編『1465 年から 1600 年にイタリア
で刊行された書籍及び諸外国で刊行されたイタ
リア語文献の目録』(1‐0480)
The British Library
Short‐title Catalogue of Books Printed in Italy
and of Italian Books Printed in Other Countries
from 1465 to 1600 now in the British Library
1990. third reprint (of first edition in 1958).
London: The British Library Board. 1 volume.
viii, 992 pages. no illustration. 8vo (140x225).
publisherʹs original cloth.
大英博物館（現大英図書館蔵）が編纂したシ
ョートタイトル・カタログのイタリア篇。本書
はその Volume 3 刷 である。
Price 20,000 Japanese Yen
M・ B・スティルウェル『インキュナビュラと
アメリカーナ』(1‐0481)
STILLWELL, Margaret Bingham
Incunabula and Americana 1450‐1800
A Key to Bibliographical Study
1931. first edition. New York: Columbia
University Press. 1 volume. xviii, (2), 483 pages,
(3). no illustration. 8vo (180x260).
publisherʹs original cloth gilt. top edge gilt
others untrimmed. top corner of rear board
scuffed. pictorial end‐papers.
合衆国のインキュナビュラ調査で有名なステ
ィルウェル女史による書誌学研究書。インキュ
ナビュラ、アメリカーナと、それぞれ書誌学者
にとって研究人生を捧げるに足る題材であるが、
著者は、後学者のために基礎的研究を充実させ、
補助となる参考情報の整理に力を注いでいる。
本書の Volume 3 部 は特にその目的で設けられ
ている。
Price 20,000 Japanese Yen
S・カメラーニ『メディチ家書誌』(1‐0483)
CAMERANI, Sergio
Bibliografia Medicea
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1964. first edition. Firenze: Leo S. Olschki. 1
volume. (ii), 167 pages. no illustration. tall 8vo
(180x255).
Bibliotaca di Bibliografia Italiana (Supplementi a
ﾇ La Bibliofilia ﾈ diretta da Roberto Ridolfi)
XLV.
stiff paper covers. edges uncut. good.
R・リドルフィが編纂した ʺLa Bibliofiliaʺ を
補完する目的で、フィレンツェのオルシュキ書
店から逐次刊行された書誌シリーズの一冊。先
行する 6 点のメディチ家書誌はもとより、家系、
領土、建築、学芸、政治、軍事など 89 の分野に
わたる 1488 点の文献を掲載。イタリア史、イデ
ィチ家研究必須の資料。
Price 15,000 Japanese Yen
K・メイアー=バール『典礼音楽インキュナビュ
ラの解題目録』(1‐0484)
MEYER‐BAER, Kathi
Liturgical Music Incunabula
A Descriptive Catalogue
1962. first edition. London : The Bibliographical
Society. 1 volume. 108 pages. 12 illustrations.
octavo (165x250).
ヨーロッパ、米国の主要な図書館が所蔵する、
15 世紀に作成された礼拝式に用いる楽譜 257 種
類を収録。
Price 15,000 Japanese Yen
O・V・クック『ノース・カロライナ大学ヘイン
ズ・コレクション蔵インキュナブラ目録』
(1‐0485)
COOK, Olan V.
Incunabula in the Hanes Collection of the
Library of the University of North Carolina
1940. first edition (limited to 500 numbered
copies). Chapel Hill. University of North
Carolina Press. 1 volume. xviii, 126 pages. 8vo
(165x235).
bound in original cloth gilt. spine gilt faded.
uncut. unopened very good copy.authorʹs
inscription.
ヘインズ基金は初期印刷の歴史を解明する目
的でノース・カロライナ大学に設立された財団
で、本書はその収集の成果を刊行したものである。
Price 15,000 Japanese Yen
K・ ブ ル ガ ー 『 イ ン キ ュ ナ ビ ュ ラ 追 補 目 録 』
(1‐0486)
BURGER, Konrad
Beitrage zur Inkunabelbibliographie
Nummernconcordanz von Pnnzers lateinischen
und deutschen Annalen und Ludwig Hains

Repertorium bibliographicum
1908. first edition. Leipzig: Karl W. Hiersemann.
1 volume. (VII), (1), 440 pages. no illustration.
8vo (160x235).
later half leather marbled board. all edges
marbled. original printed paper cover bound‐in.
本書は、パンツァーの Annales typographici
と Annalen der deutschen Literature の2 著、及
びハインの Repertorium bibliographicum の計 3
点の先行する書誌について､記載されたインキュナ
ビュラが､他の書誌のどれに該当するかを調べ上
げたもの。対照される書誌としてはプロクター､デ
ィブディン､ヘーブラー､ブルネ等 21 点を参照して
おり､非常に有用な目録となっている。編者ブルガ
ーはライプツィヒ書籍商取引所の図書館長。
Price 15,000 Japanese Yen
B・A・グラッドヒル序『マンハッタン大学付属
ヘイズ枢機卿記念図書館が所蔵するインキュナ
ビュラの解題目録』(1‐0487)
(pref.) GLADHILL, Brother Albert
A Descriptive Catalogue of Incunabula in the
Cardinal Hayes Library
1967. New York: Manhattan College. 1 volume.
80 pages. no illustrations. octavo (153x229).
original printed covers.
このコレクションは､ニュー・ヨークの高名な篤志
家の寄付によるもので､ 91 種類のインキュナビ
ュラが､微にいり細にわたって解題されている。
Price 15,000 Japanese Yen
A・F・ジョンソン『16 世紀イタリアの銅版画
表題頁目録』(1‐0488)
JOHNSON, Alfred Forbes
A Catalogue of Italian Engraved Title‐Pages in
the Sixteenth Century
1936. (Oxford): Oxford University Press (for the
Bibliographical Society). 1 volume. xi, 27 pages.
8 plates. square 8vo (180x230).
Supplement to the Bibliographical Societyʹs
transactions No.11.
rebound in later cloth boards. edges uncut. ink
ownership stamp of Rudolf Hirsch at front
edndpaper.
銅版画表題頁は、印刷術の発明からほぼ 1 世
紀を経て急速に発展したが、本書はそのイタリ
アにおける歩みをまとめたもの。先駆者 E・ヴ
ィーコをはじめ、G・B・カヴァリエリ、G・フ
ランコや G・ポッロ等、36 名の作家の 143 点に
及ぶ表題画を目録化、内 8 点をコロタイプで複
製して収録。
Price 15,000 Japanese Yen
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G・ ケ イ ン ズ 『 ウ ィ リ ア ム ・ ブ レ イ ク 書 誌 』
(1‐0490)
KEYNES, Geoffrey
A Bibliography of William Blake
1921. first edition. New York: The Grolier Club.
1 volume. xvi, 516 pages, (6). coloured
frontispiece, 39 plates and 12 text‐figures. 4to
(230x285).
rebucked in half leather cloth board gilt. top
edge gilt others uncut.
文壇､画壇､宗教界に大きな影響を与えた英近
代国の預言者ブレイク（1757‐1827） の著作を扱
った代表的な書誌。文芸作品､挿画､刊本の諸版､
先行書誌と評論､雑纂に分けて整理解説されてい
る。本書は内容も製本も実に優れた書誌で､近年
リプリントも刊行されたが現在品切れ中。
Price 130,000 Japanese Yen
A・L・ハンフリーズ『大英帝国及びアイルラン
ドの地誌に関する書誌学的研究』(1‐0493)
HUMPHREYS, Arthur L.
A Handbook to County Bibliography
Being a Bibliography of Bibliographies relating
to the Counties and Towns of Great Britain and
Ireland1917. first edition. London. 1 volume. 514
pages. no illustration. 8vo (200x265).
original cloth backed paper boards. edges uncut.
corners rubbed.
イングランド、スコットランド、ウエールズ
およびアイルランドの郡、町、都市に関する書
誌で、約 7 千種類を収録。これらの土地の、歴
史、民俗、自然誌、地理に関する書籍を網羅し
ていて、英国地方史研究には必須の書。
Price 80,000 Japanese Yen
C・ダヴェンポート『英国王室が製造した美裝
本の書誌学的研究』(1‐0494)
DAVENPORT, Cyril
Royal English Bookbindings
1896. London: Seeley and Co. Ltd. 1 volume. 96
pages. coloured frontispiece, 8 coloured plates
and 27 b/w illustrations. tall thin
8vo(182x270)original cloth lightly sunned at
spine. top edge gilt. decorated gilt title on upper
board. a good copy.
英国の歴代の国王の援助で製作され、以降に、
大英博物館に収められた美麗な書物の研究書。36
枚の写真を活用して、それらの書物の内容や製
本様式などを解析している。
Price 70,000 Japanese Yen
R・ディクソン、J・P・エドモンド『スコット
ランドで作成された基本的書誌の研究』(1‐0495)

DICKSON, Robert / EDMOND, John Philip
Annals of Scottish Printing from the
Introduction of the Art in 1507 to the Beginning
of the Seventeenth Century
1890. first edition. Cambridge : Macmillan &
Bowes. 1 volume. 546 pages. 73 illustrations. 4to
(235x300).
207 of 500 copies printed on small paper.
73 種類の図版を使用して､スコットランドの
著名な印刷者の業績を辿りながら､スコットラン
ドの基本書誌を探求する試みの書誌。スコット
ランド王のジェイムズ 4 世によって初めて印刷
の許可状が賦与された 1507 年から､ 1610 年まで
のスコットランドの基本図書が､詳細に解題され
ている。イングランドとは異なる独自の風土､歴
史､文化をもっていたスコットランドの知的水準
の高さを示して余りある作品と言えよう。
Price 60,000 Japanese Yen
J・D・スチュワート、M・E・ハモンド、E・セ
ンジャー編『英国逐次刊行物連合目録』(1‐0499)
(eds.) STEWARD, J. D. / HAMMOND, Muriel E.
/ SAENGER, Erwin
British Union‐Catalogue of Periodicals
A Record of the Periodicals of the World, from
the Seventeenth Century to the Present Day, in
British Libraries
1970. reprinted set. London: Butterworth. 4
volumes. I: xxxi, (1), 691 pages, (1), II: xxxi, (1),
677 pages, (3), III: xxxi, (1), 767 pages, (1), IV:
xxxi, (1), 630 pages, (2). no illustration. 4to
(220x285).
uniformly bound in publisherʹs original
buckram. a good set.
BUC の略称で知られる、英国内各所 400 以上
の図書館に所蔵された逐次刊行物の総目録。大
英図書館の蔵書を中心に編纂したものであるが、
連合目録の名が示す通り、全ての掲載刊行物に
ついて、英国内の他のどこの図書館が所蔵して
いるかを明記しているのが最大の特長。現在、
欧語文献検索の基本書誌のひとつである。
Price 50,000 Japanese Yen
W・ニコルソン『スコットランドの歴史・地誌
・法律などに関する書誌学的研究』(1‐0500)
NICOLSON, W.
The Scottish Historical Library
Containing a Short View and Character of most
of the Writers, Records, Registers, Law‐Books,
&c. Which may be Serviceable to the
Undertakers of a General History of Scotland,
Down to the Union of the Two Kingdoms in K.
James the VI.
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1702. first edition. London: (printed for) T.
Childe. 1 volume. 4, xxxix, (1), 376 pages. no
illustration. 8vo (120x200).
contemporary half calf marbled paper boards.
morocco label gilt lettered to spine raised bands.
good copy.
スコットランドは、古代ローマの歴史家タキ
トゥス（55‐115 頃）の『アグリコラの生涯』の
中に、カレドニアという地名で見いだされ、1707
年にイングランドに併合されて、その国家とし
ての歴史を終えている。本書は、古代から 17 世
紀までのスコットランドに関する、総合的な研
究書である。これらの時代に刊行された歴史書
・地誌・宗教に関する書物・博物書・法律書・
戸籍簿・行政機関の発行した書類・記章及び貨
幣に関する書、などから引用して、スコットラ
ンドの発展史を語っている。
Price 50,000 Japanese Yen
E・エドワーズ『古代英国の土地所有文書の書
誌学的研究』(1‐0501)
EDWARDS, Edward
A Compliance with the Desire of a Friend, These
Occasional Notes on Ancient Tenure and
Writing in England Are Printed
Extracted from Various Manuscripts, (originally
published in the ʺShrewsbury Chronicle.ʺ)
1858. first edition. Shrewsbury. Edward
Edwards(bookseller). 1 volume. 30 pages. 8vo
(168x210).morocco backed marbledboards. top
edge gilt. slightly rubbed at edges.
書誌学の基礎理論を援用して、古代英国の土
地所有を実証しようとした力作。
Price 50,000 Japanese Yen
W・C・アボット『オリヴァー・クロムウェル
の書誌学的研究』(1‐0502)
ABBOTT, Wilbur Cortez
A Bibliography of Oliver Cromwell
A List of Printed Materials relating to Oliver
Cromwell, together with a List of Portraits and
Caricatures
1929. first edition. Cambridge: Harvard
University Press. 1 volume. 568 pages. 1
illustration. 8vo (165x240).
original cloth gilt. a very good copy with
printed paper wrapper.
1597 年から 1928 年までに刊行された､オリヴ
ァー・クロムウェル(1599‐1658)に 関係する文献､
3520 種類を網羅。1642 年以前の清教徒革命以前
の文献も含まれていて､クロムウェルの成し遂げ
たことの歴史的・政治的・宗教的背景を､総体的
に探ることができる。索引も充実していて､検索

に非常に有効である。702 種類の肖像画, 62 種
類の風刺画につき研究しているのも大きな特色。
著者はハーバート大学の歴史学専攻の教授。
Price 50,000 Japanese Yen

J・F・アーノット、J・W・ロビンソン『英国演
劇文献書誌― 1559 年から 1900 年まで』(1‐0503)
ARNOTT, James Fullarton / ROBINSON, John
William
English Theatrical Literature 1559‐1900 : A
Bibliography
Incorporationg Robert W. Loweʹs A
Bibliographical Account of English Theatrical
Literature published in 1888
1970. first edition. London: The Society for
Theatre Research. 1 volume. xxii, 486 pages. no
illustration. 4to (200x255).
publisherʹs original cloth with printed
paper‐wrapper.
1888 年にローウィによって刊行された『英国
演劇文献の書誌学的報告書』を増補改訂した労
作。英国演劇文献研究の標準的な書誌とみなさ
れているもの。書誌、公演規則、公演道徳、劇
場技術、劇場芸術史、ロンドンの劇場、ロンド
ン以外の劇場（イングランド、アイルランド、ス
コットランド）、国立劇場、歌劇、パントマイム
・ミュージックホール、アマチュア劇場、演劇理
論と演劇批評、年鑑という分類で約 5000 点の関
連資料を収録し、ローウィのものの約 2 倍の点
数となっている。
Price 40,000 Japanese Yen
T・スコット編、E・ニュートン序『オリヴァー
・ゴールドスミスの書誌と伝記』(1‐0504)
SCOTT, Temple / (intro.) NEWTON, Edward
Oliver Goldsmith
Bibliographically and Biographically Considered
based on the Collection of Material in the
Library of W. M. Elkins, Esq.
1928. first edition. New York: The Bowling
Green Press. 1 volume.xix, (1), 368 pages, (6).
frontispiece and 87 illustrations. 8vo
(200x270).publisherʹs original gilt‐tooled cloth.
top edge gilt others uncut. joint mild. ex‐library
copy from Francis Edwards Ltd.
アイルランド生れの作家ゴールドスミス
（1728‐1774） の書誌と伝記を、W・M・エルキ
ンの旧蔵書をもとに再構成。解題も詳細で、優
れた内容の書誌である。
Price 40,000 Japanese Yen
E・レヴィン編『王立帝国協会所蔵になる大英
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帝国植民地関係の文献目録』(1‐0505)
(ed.) LEWIN, Evans
Subject Catalogue of the Library of the Royal
Empire Society, formerly Royal Colonial
Institute
1930, 1931, 1932, 1937. first edition. London: The
Royal Empire Society. 4 volumes. I: (8), x, 582
pages, (2), cxxiii, (5), II: (6), v, (3), 761 pages, (1),
III: (8), v, (5), 822 pages, (2), IV: (10), viii, 812
pages. no illustration. 4to (235x295).
original buckram cloth gilt. spines gilt lettered.
volume IV is a n ex‐library copy from the
society. a good set.
雑誌掲載論文・単行本などを含む、約 12 万種
類の大英帝国植民地関係の文献が、（I）大英帝
国・アフリカ、（II）オセアニア・南太平洋・北
極・南極、（III）アメリカ大陸、（IV）地中海地
方・インド・極東地方、の 4 巻に、主題別に分
類されて収録されている。大英帝国の旧植民地
を研究をするための必須の文献が収められてい
る。各巻に、著者名索引がふされていて検索が
容易である。日本の章では、約 2 百種類の書目
が（1）一般、
（2）植民地と植民地化、
（3）防衛、
（4）年報、（5）経済、（6）対外関係と政治的諸
問題、（7）台湾、（8）歴史、（9）朝鮮、（10）移
民、
の10 件の主題別に整理されて掲載されている。
Price 40,000 Japanese Yen
J・シャーマン『メアリー女王旧蔵貴重書解題目
録』(1‐0506)
SHARMAN, Julian
The Library of Mary Queen of Scots
1889. first edition. London: Elliot Stock. 1
volume. 180 pages. frontispiece portrait. square
8vo (180x225).
original cloth gilt. spine gilt lettered. all edges
uncut.
スコットランドのメアリー女王（1542‐1587、
在位 1542‐1567） が所有していた貴重書の解題
目録。（1）エディンバラ城文庫【1578 年に目録
を刊行】が 140 種類、（2）ホウリイルード宮殿
文庫【1569 年に目録を刊行】が 91 種類、それ
ぞれ詳細に解題されている。
Price 40,000 Japanese Yen
D・A・ストーファー『18 世紀英国伝記文学の
書誌学的研究』(1‐0507)
STAUFFER, Donald A.
The Art of Biography in Eighteenth Century
England1941. first edition. Princeton : Princeton
University Press. 2 volumes. 890 pages‐‐‐‐1st
volume ; 586 pages, 2nd volume ; 304 pages. no
illustration. 8vo (150x221).

Volume 一 巻は研究篇で、Volume 二 巻は索引
篇。英国の文化が豪華絢爛と花開いた 18 世紀の
文学を、伝記文学で統合しようとした新しい試
み。
Price 40,000 Japanese Yen

O・ランバート『英国釣魚関連書籍解題』(1‐0508)
LAMBERT, Osmund
Angling Literature in England
And Descriptions of Fishing by the Ancients;
with a Notice of Some Books on other Piscatorial
Subjects
1881. first edition. London: Sampson Low,
Marston, Searle, & Rivington. 1 volume. (viii), 88
pages. 12mo (110x180).
original full parchment. top edge gilt, others
uncut. bookplate of Scott Atkinson. covers
soiled. good.
高貴な趣味として長い伝統を持つ釣りは、数
多くの文学を産み出してきた。本書は、歴史的
に名高い釣魚文献を解題したもので、以下の 5
章からなる。Volume 1 章 ：序章・書誌、Volume
2 章：ギリシア・ラテン時代の釣りの記述、
Volume 3 章 ：英国の釣魚文献、Volume 4 章 ：
今日の釣り入門書、愛好者通信、年報等、Volume
5 章：魚類学、漁業、養魚法、魚撈法律に関す
る文献類。
Price 40,000 Japanese Yen
G・ケインズ『ウィリアム・ブレイクの生涯と業績』
(1‐0509)
KEYNES, Geoffrey
Blake Studies
Notes on his Life and Works in seventeen
chapters 1949. first edition. London: Rupert
Hart‐David. 1 volume. xiii, (1), 207 pages, (1). 48
plates. square 8vo (200x255).
publisherʹs original buckram cloth gilt with
printed paper‐wrapper. top edge stained green
others uncut.
英国を代表する信頼のおける書誌学者ケインズに
よるブレイク研究書。自身､ブレイク書誌も公刊
している彼が､ 17 章にわたって､幻視者ブレイクの
生涯と作品を論じている。書誌記載的な内容と
巻末の 48 点のコロタイプ複製図版がすばらしい。
Price 35000 Japanese Yen
歴史文書委員会編『ミドルトン卿収蔵文書に関
する報告』(1‐0512)
(Historical Manuscripts Commission)
Reports on the Manuscripts of Lord Middleton
preserved at Wollaton Hall, Nottinghamshire
1911. first edition. London: His Majestyʹs
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Stationary Office. 1 volume. xv, 746 pages, viii.
tall 8vo (150x240).
original cloth gilt.
イギリスの歴史的重要古文書類を豊富に収め
ていることで知られる、ミドルトン卿収蔵文書
に関する報告書である。この膨大な文書類はノ
ッティンガムのウォラトン・ホール（エリザベ
ス朝建築）に収蔵されており、1784 年 と 1794
年の 2 回にわたって大まかな整理がなされ、ま
た、1835 年には内容によって各包に分類された。
本書は、これ以降の作業によって明らかとなっ
た同文書の全体像を克明に報告したもので、全
ての文書を年代順に整理・解題した上で全文を
掲載、綿密な索引を附したもの。
Price 30,000 Japanese Yen
A・サリヴァン『英国文芸誌の書誌―現代篇・
1914 から 1984 まで―』(1‐0513)
(ed.) SULLIVAN, Alvin
British Literary Magazines
The Modern Age, 1914‐1984
1986. New York / Westport / London:
Greenwood Press. 1 volume. xxx, (2), 628 pages,
(2). no illustration. 8vo (165x240).
one of the series ʺHistorical Guide to the
Worldʹs Periodicals and Newspapers.ʺ
publisherʹs original cloth gilt.
世界の逐次刊行物についての書誌シリーズの
1 冊で、英国の文芸誌書誌の 3 冊目にあたる。
ここに扱われた現代の文芸雑誌は、時代の趨勢
もあって、政治や経済の世界と大きくかかわり
合うこととなったのが特長である。代表的な雑
誌や重要な機関誌はアルファベット排列で詳細
に解説され、その他の雑誌も索引から検索可能
である。文芸雑誌年表も貴重。個々の雑誌の閲
覧状況についても情報を与えてくれる。文学の
みならず、政治学・現代史・経済史の分野でも
活用できる書誌であろう。
Price 30,000 Japanese Yen
A・S・ハーバート『英国で刊行された聖書の歴
史的目録』(1‐0514)
HERBERT, A. S.
Historical Catalogue of Printed Editions of the
English Bible 1525‐1961
(Revised and Expanded from the Edition of T.
H. Darlow and H. F. Moule, 1903)
1968. London: The British and Foreign Bible
Society / New York: The American Bible Society.
1 volume. xxxi, (1), 549 pages, (1). no
illustration. large 8vo (195x255).
publisherʹs original cloth gilt. top edge stained
blue.

1525 年にケルンで刊行された最初の英語版聖
書以降の、2524 点の聖書を記載。1903 年に出さ
れたダーローとモウルによる書誌を、バーミン
ガム大学サリーオーク・カレッジの旧約学者ハ
ーバート教授が増補改訂したもの。本書の大き
な特長は、様々な英語の方言で刊行された聖書
をも扱う対象としていることであろう。
Price 25,000 Japanese Yen
大英博物館編（E・J・L・スコット）『大英博物
館収蔵ストウ文書解題目録』(1‐0515)
(British Museum)SCOTT, Edward J. L.
Catalogue of the Stowe Manuscripts in the
British Museum
1895, 1896. first edition. London: British
Museum. 2 volumes. I: viii, (2), 823 pages, (1), II:
(6), 384 pages. no illustration. 8vo (165x265).
rebound in cloth backed boards. spine gilt
lettered. edges rubbed. bookplates of Royal
Museum & Library, Peel Park, Salford Borough.
19 世紀初めにバッキンガム公爵ニュージェン
ト＝グレンヴィルによって蒐集された古文書類
は、彼の邸宅のあった地名にちなんで『ストウ
文書』と名付けられた。この内の主要部分は 1804
年に公爵がロンドン塔記録書類管理人トマス・
アストゥルから 500 ポンドで購入したもので、
それらは大半が英国の歴史についての資料で、
アングロ＝サクソン族の交易に関する貴重な記
録や、11 世紀スペルマン卿のラテン語祈梼書、
英国内の多くの・教会修道院文書類、13 世紀英
語韻文による聖人伝等が含まれている。『ストウ
文書』にはその他にも、公爵がチャールズ・オ
コナーから購入したアイルランド関連の写本類
や、エセックス伯爵から購入した同家の古文書
類等があり、また、最も重要視されている金属
箱入アイルランド・ミサ典書が含まれている。
記述は分野別に細分されて排列されており、著
者、表題、年代、紙葉、判型、内容概説、初頭
句・終了句、解題が記載されている。
Price 25,000 Japanese Yen
C・ホームズ編集、M・C・サラマン解説 『英
国の初期彩色絵画印刷』(1‐0517)
HOLME, Charles (ed.) / (comment.) SALAMAN,
Malcolm C.
Old English Colour‐Prints
1909. first edition. London / Paris / New York.
Offices of ʹThe Studioʹ. 1 volume. vi, 42 pages.
40 coloured plates. 4to (210x300).
bound in publisherʹs original cloth board. top
edge gilt. spine and front board gilt lettered.
文学作品における彩色挿絵の重要性を踏まえ
た上で、イギリス国内のカラー絵画印刷の歴史
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を展望した書物。解説文を担当したサラマンに
は、他に『英国の版画作家達 (Old Engravers in
England)』 がある。18 世紀末期から数多く製作
されるようになったカラー印刷には、メゾチン
トや彩色銅版画の技法が用いられ、当時花開い
た文学世界に豊かな背景を与えることとなった。
Price 25,000 Japanese Yen
A・ブロック『1600‐1932 英 国著作家代表作検索
辞典』(1‐0518)
BLOCK, Andrew
Key Books of British Authors 1600‐1932
1933. first edition. London: Denis Archer. 1
volume. 384 pages. no illustration. 8vo
(145x220).
publisherʹs original cloth gilt. with former
ownerʹs bookplate.
表題の通り、当該期間に英国著作家たちの最
も代表的な作品をまとめた辞典である。各著作
家 1 点ずつを取り上げ、各紙誌がどのように批
評・紹介したかを引用してある。代表作の選定
にあたっては、文壇関係者のおよその合意に基
づいているとのこと。著者ブロックは『蒐書家
の良き伴侶』や『匿名と偽名』をも著している。
Price 20,000 Japanese Yen
T・タンナー『イギリス・アイルランド文庫―
或いは 17 世紀までに開花したイングランド・ス
コットランド・アイルランドの著作録』(1‐0519)
TANNERUS, Thomas [TANNER, Thomas]
Bibliotheca Britannico‐Hibernica:
sive, de scriptoribus, qui in Anglia, Scotia, et
Hibernia ad seculi XVII initium Floruerunt,
1963. reprinted edition (original 1748 edition
published in London by William Bowyer).
Tucson: Audax Press. 1 volume. xlvii, (1), 788
pages. a frontispiece. 4to (240x340).
publisherʹs original cloth gilt.
18 世紀の英国の全国書誌。先行するリーラン
ド、ベイル、ピッツ、ケイヴらの見出した全て
の書籍について集大成したもので、大部の編著
である。英国の歴史的文献の書誌として、その
後もこれを凌駕するものがない、と言われる。
著者名順で、略伝と著作、代表著作からの抜粋
を含む。原版は、著者タンナーの死後に初めて
刊行されたもので、本書はそのリプリント。
Price 20,000 Japanese Yen
A・W・ウォード『ステュアート王朝が閉幕し
た 1714 年までの英国の戯曲文学史』(1‐0520)
WARD, Adolphus William
A History of English Dramatic Literature to the
Death of Queen Anne
1899. second revised edition (first in 1875).

London: MacMillan and Co., Limited. 3
volumes. I: xiii, (1), 575 pages, (1), II: xii, 766
pages, (2), II: xiv, 599 pages, (1). no ilustration.
8vo (150x225).
bound in original cloth boards. top edges gilt.
others uncut.
ステュアート王朝がその幕を閉じた､ 18 世紀
初頭までの英国の戯曲文学の発展史を､その起
源､展開､終焉に至るまで､詳細に叙述。シエーク
スピア､ジョン・デイなど､代表的な作家の業績
を検討しながら､戯曲文学の発展を語るという手
法を用いている。なお､表題の由来は､アン女王
の治世時代（1702‐1714） が､豪華絢爛たる英国
文学の黄金時代と言われている､ことにある。こ
の書の著者（1837‐1924） は英国の歴史家で､ケ
ンブリッジ大学に学び､それ以降､マンチェスタ
ー､ケンブリッジなどで歴史学を講じた。この他
に､クルティウス『ギリシアの歴史』の英訳､『ケ
ンブリッジの近世史』
『ケンブリッジの英文学史』
『ドイツ史』などの著作を記している。
Price 20,000 Japanese Yen
T・J・ワイズ『ラスキンの散文韻文著作書誌』
(1‐0522)
WISE, Thomas J. / SMART, James P.
A Complete Bibliography of the Writings in
Prose and Verse of John Ruskin
1974. second reprint (original in 1893). London:
Dawson of Paa Mall. 2 volumes. I: xxvii, (1), 329
pages, II: xi, (1), 263 pages, (1). no illustration.
8vo (185x250).
publisherʹs original cloths with printed
paper‐wrappers.
天国から地獄まで、人物評価の両極を生きた
稀代の書誌学者トマス・ワイズがまとめあげた
個人書誌の傑作。スコットランド人批評家ジョ
ン・ラスキン（1819‐1900） の散文と韻文の全著
作の書誌である。カーライル亡き後の英国批評
界を背負って立った大人物の著作を一望できる。
Price 19,000 Japanese Yen
A・G・ケネディ『1445 年頃から 1922 年にかけ
て刊行された英語で書かれた文献の目録一覧』
(1‐0524)
KENNEDY, Arthur G.
A Bibliography of Writings on the English
Language from the Beginning of Printing to the
End of 1922
1961. reprinted edition (original in 1927). New
York. Hafner Publishing Co. 1 volume. 536
pages. no illustration. 8vo (175x260).
13,402 項 目を収録。英語で記された、言語及
び言語学に関係する文献を、古代、中世、近代、
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現代の各時代ごとに、総合的研究、発音・綴り、
言語の起源と分類、語形変化、構文、意味論な
どで分類したユニークな目録。各分野ごとに、
著者のアルファベット順配列されていて、書名、
発行地名、出版社、発行年度、ページ数が一覧
できる。なお、論文については、その掲載され
ている資料名も記載されている。
Price 15,000 Japanese Yen
マッグス兄弟社編『19・20 世紀英国稀覯書目録』
(Maggs Bros.)(1‐0525)
English Literature of the 19th & 20th Centuries
being a Selection of First and Early Editions of
the Works of Esteemed Authors & Book
Illustrators together with Books on Sports and
Pastimes
1930. first edition. London: Maggs Bros. 1
volume. (ii), 400 pages. no illustration. square
8vo (185x245).
Catalogue No. 531.
original stiff paper covers. chipped on spine.
マッグス兄弟社の稀覯書販売目録 531 号。特に
初版本を中心とした稀覯書目録で、2090 点を掲
載。著名作家、文学研究家の著作がその多くを
占め、自筆原稿類も多数収録。構成は著者名ア
ルファベット順配列。また別に、スポーツ・趣
味本の稀覯書目録 176 点分をも併載。
Price 15,000 Japanese Yen
A・ C・ アームストロング『ロンドン出版史』
(1‐0527)
ARMSTRONG, Arthur C.
Bouverie Street to Bowling Green Lane
Fifty‐five Years of Specialized Publishing
1946. first edition. London: Hodder and
Stoughton, Ltd. 1 volume. XI, (1), 224 pages, (1),
‐XXIII, (1). frontispiece, 49 plates and 31 text
illustrations. 8vo (190x260).
original cloth gilt. spine gilt lettered. top edge
cut. others uncut. good with bookplate of
Stephen Parks.
1891‐1945 年 までの、ロンドンで活動してい
たある書店の出版史。1891 年 1 月 24 日に『サ
イクリング』誌をブーベリー街で創刊し、幾多
の紆余曲折を経ながら、ボーリング・グリーン
小路に新しい社屋を構えて、社業を発展させた
一出版社の歴史を描いている。
Price 15,000 Japanese Yen
W・J・ハーディー『英国歴代君主の直筆書跡研究』
(1‐0528)
HARDY, W. J.
The Handwriting of the Kings and Queens of

England
1893. first edition. London: The Religious Tract
Society. 1 volume. 176 pages. frontispiece, 3
photo plates and numerous text figures. 4to
(210x300).
bound in original decorated cloth gilt. all edges
gilt. rather dusty. joint torn. otherwise good
with Marc Droginʹs bookplate.
英国の厖大な歴史的古文書の中から、当時の
君主直筆の筆跡を確定し、まとめあげたもの。
エドワード黒太子、ヘンリー 5 世らランカスタ
ー家の王達から、本書刊行当時の英国君主ヴィ
クトリア女王まで、30 人以上の王・女王・王妃
らの筆跡を収録している。なかでも、リチャー
ド 2 世、ヘンリー 4 世、ヘンリー 6 世、そして
エドワード 4 世らのものは、本書が初めて記載
し収録した発見である。
Price 15,000 Japanese Yen
G・デイヴィース 『英国歴史書誌―スチュワー
ト朝』(1‐0529)
DAVIES, Godfrey
Bibliography of British History
Stuart Period 1603‐1714
1928. Oxford: The Clarendon Press. 1 volume. x,
459 pages, (1). no illustration. 8vo (165x255).
publisherʹs original cloth gilt. with a book‐plate
of L. A. Burt.
アメリカ歴史学連盟とイギリスの王立歴史協
会との合同事業として刊行された、英国歴史書
誌の一編。政治体制が激変、新大陸植民地経営
の本格化など、多くの事件があったスチュワー
ト朝の歴史に関する文献を収録している。政治、
軍事、海運、宗教、経済、社会、文学、芸術、
科学など、16 章にわたって、当時の文献と後年
の研究書とを記載。編者はシカゴ大学助教授。
Price 12,000 Japanese Yen
D・C・カビーン他『フランス書誌』(1‐0530)
CABEEN, D. C. / BRODY, Jules / (eds.)
HOLMES, Urban T., Jr. / SCHUTZ, Alexander
H. / EDELMAN, Nathan
A Critical Bibliography of French Literature
Volume I The Mediaeval Period
Volume II The Sixteenth Century
Volume III The Seventeenth Century
1964, 1966 and 1962. I: second impression (of
enlarged edition in 1952, the first edition issued
in 1947), II: second impression (of 1956 edition),
III: second impression (of the first impression in
1961). Syracuse, NY.: Syracuse University Press.
3 volumes. I: xxvi, 292 pages, II: xxxii, 365 pages,
(3), III: xlii, 638 pages. no illustration. 8vo
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(155x240).
publisherʹs original boards.
中世から 17 世紀までのフランスの全国書誌で
ある。この書誌の特長は、中世、16 世紀、17 世
紀の各巻それぞれが、その時代時代の文学潮流
や学問の有様、出版事情などを考慮して、分野
別にまとめ上げられている点であろう。該当す
る古い文献のリプリントについても記載されて
いることも、文学研究者にとっては非常に有用
であろう。
Price 40,000 Japanese Yen
A ＝ F・ドランディーヌ『リヨン図書館収蔵写
本解題』(1‐0531)
DELANDINE, Antoine‐François
Manuscrits de la bibliotheque de Lyon
ou notices sur leur anciennete, leurs auteurs, les
objets quʹon y a traites, le caractere de leur
ecriture, lʹindication de ceux a qui ils
appartinrent, etc.
1812. first edition. Paris: Renouard / Schoel /
Lenormand / Lyon: Bibliotheque publique. 3
volumes. 1: vi, 485 pages, (1), 2: 542 pages, 3:
594 pages, (2). no illustration. 8vo (135x210).
temporary rebound. edges uncut.
現在もフランス国内ではパリに次ぐ人文学の
中心であり、かつて一大出版地でもあったリヨ
ンの図書館に収められた写本類の目録。詳細な
解題と充実した索引が特色である。ドランディ
ーヌ（1756‐1820） はリヨン生まれの書誌学者で
リヨン大学教授・図書館長。リヨンに関する書
誌学的著作を多く著している。
Price 140,000 Japanese Yen
A・ブリュム『フランスにおける版画の諸起源』
(1‐0532)
BLUM, André
Les origines de la gravure en France
Les estampes sur bois et sur metal
1927. first edition. Paris / Bruxelles: G. Van Oest.
1 volume. VIII, 92 pages, (4), [+78 plates]. 112
figures on 78 plates. large 4to (260x330).
beautifully rebound in orange cloth boards.
black leather label gilt lettered to spine. top edge
gilt. a very good copy with book‐plates of Rene
Giard.
印刷の歴史上、活字活版印刷に先行する形態
として考察されてきた所謂「版画」は、それ自
体が美術史上、複製芸術の絵画からの独立を意
味するものであった。本書ではフランスと一部
フランドル地方に焦点を絞って、木版と金属版
を使用した版画作品を豊富な図版と共に解説し
ている。

Price 120,000 Japanese Yen
A・ブリュム、J・B・ショー訳『フランスにお
ける版画の諸起源』(1‐0533)
BLUM, André / (translated by) SHAW, J. Byan
The Origin and Early History of Engraving in
France
1930. New York and Frankfurt am M. : E.
Weyne and Joseph Baer & Co. 1 volume. 100
pages. 78 platess. 4to (255x330).
前項の英訳版。
Price 70,000 Japanese Yen
マッグス兄弟社編『フランス書籍目録』(1‐0534)
(Maggs Bros.)
French Literature including Manuscripts,
Illustrated Books and Armorial Bindings
1922. first edition. London: Maggs Bros. 1
volume. (ii), 257 pages. with numerous
illustrations. square 8vo (170x205).
Catalogue No. 418.
original stiff paper covers. worn.
マッグス兄弟社の稀覯書販売目録 418 号。4
部構成で､ Volume 1 部 ：装飾写本､ Volume 2
部：1640 年以前の印刷書籍､ Volume 3 部 ：18
世紀挿画入り豪華本を中心とした 1640 年以降の
書籍､ Volume 4 部 ：フランスの紋章入製本とい
った内容。1193 点を収録。
Price 15,000 Japanese Yen
A・シュミット『14 世紀から 19 世紀にかけての
豪華製本』(1‐0535)
SCHMIDT, Adolf
Bucheinban de aus dem XIV.‐XIX. Jahrhundert
in der Landesbibliothek zu Darmstadt
1921. first edition. Leipzig: Karl W. Hiersemann.
1 volume. 162 coloured photos on 100 plates and
2 b/w photos on 1 plates. atlas (350x440). bound
in original cloth covered boards gilt tooled.
morocco label gilt lettered to spine raised bands
gilt ornamented. marbled endpapers. a very
good copy.
ドイツのダルムシュタット州立図書館に収蔵
されている豪華造本書籍の大型写真集。15 世紀
から 17 世紀のものを扱う。編者 A・シュミット
は同図書館のディレクターで、収録全 162 点を
詳細に解説。また、本書自体が全紙判製本で特
徴的な造りである。
Price 210,000 Japanese Yen
ザンクト・ペテルスブルグ帝立公共図書館編『同
図 書 館 蔵 ロ シ ア 関 連 書 籍 目 録 』
(1‐0536)(Bibliotheque Imperiale Publique de
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St.‐Petersbourg)
Catalogue de la Section des Russica
ou Erits sur la Russie en Langues Etrangeres
1873. first edition. St.‐Petersbourg: Imprimerie
de lʹAcademie Imperiale des Sciences. 2
volumes. I: VIII, 845 pages, (1), II: 771 pages, (1).
II: 2 plates. 8vo (175x265).
contemporary cloth. spine gilt lettered. ex‐library
copy. internally water stained. otherwise good.
同図書館の蔵書の内、ロシアに関する書籍、
外国語によるロシア文献を扱った目録。排列は
著者名及び書名（著者名の特定できないものの
み）のアルファベット順で、ドイツ語、フラン
ス語、チェコ語、ポーランド語等を中心に 28177
点、追加分 314 点を掲載、ロシアに関する 19 世
紀までの文献は殆ど網羅されている。巻末に分
野別索引を附す。
Price 150,000 Japanese Yen
S・ラーセン、A・キスター序『18 世紀デンマ
ーク美麗製本の研究』(1‐0537)
LARSEN, S. / KYSTER, A.

Danish Eighteenth Century Bookbindings
1730‐1780
1930. first edition. Copenhagen: Levin &
Munksgaard. 1 volume. 53 pages, (3), 102 photo
plates. 4to (245x320).
original cloth backed paper boards. printed
paper label to spine. unopened good copy.
The Danish bookbinding industry which
adopted a German method traditional till then
for last years of the 17th century took in France
method, and it was in about 1720, and a British
bookbinding style came to be prevalent. This
book makes full use of a photograph amounting
to 100 pieces and considers the attractiveness
book which a British bookbinding style is
prevalent, and was published in following
Denmark for bibliography including the
examination of the book‐bindery, materials.
17 世紀の末期にそれまで伝統的なドイツ方式
を採用していたデンマークの製本業界は、フラ
ンス方式を取り入れていて、1720 年頃になって、
英国の製本様式が流行するようになった。本書
は、100 枚にのぼる写真を駆使して、英国の製
本様式が流行して以降の、デンマークで発行さ
れた美麗書籍を、その製本技術・材料の検討も
含めて書誌学的に考察している。
Price 130,000 Japanese Yen

G ＝ S・ベルガム『スウェーデン王立文庫所蔵
エルゼヴィール版書籍目録』(1‐0539)
[BERGHAM, Gustaf‐Schlegel]
Catalogue Raisonné des Impressions
Elzeviriennes de la Bibliothèque Royale de
Stockholm
1911. first edition. Stockholm: Nordiska
Bokhandeln / Paris: Honore Champion. 1
volume. XXXII, 389 pages, (3). 2 b/w photo
plates. 8vo (170x255). original printed paper
covers. mostly unopened.
スウェーデンの王立図書館に所蔵されたエル
ゼヴィール版書籍 2334 点の記述書誌目録。エル
ゼヴィール一族の刊行書籍類は、一時愛書家の
蒐書目的の中心となったこともあるほど高名だ
が、その殆どすべてがここに網羅され、分野別
に分類整理された上、詳細な記述が行なわれて
いる。このオランダの初期印刷業者の体系的総
合的研究を図る上で見逃せないコレクションで
ある。巻頭にこのコレクションを完成させ王立
図書館に寄贈したベルイマンの略伝を収録。
Price 50,000 Japanese Yen
E・ヨルゲンセン編『コペンハーゲン市立図書
館蔵中世ラテン語文献目録』(1‐0540)
JØRGENSEN, Ellen
Catalogus Codicum Latinorum
Medii Aevi Bibliothecae Regiae Hafniensis
1926. first edition. Kopenhagen: Aedibus
Gyldendalianis. 1 volume. 526 pages. 7 plates
and 3 illustrations. 8vo (180x260).
rebound in three quarter cloth backed decorated
paper boards. ex‐library copy with stamps.
同図書館に収蔵されている 6 種の中世ラテン
語文書群の詳細な目録。文書群は神学､法学､博
言学､哲学､地歴､数学・天文学・医学といった内
容別で排列され､以下､所属文書群名､整理番号､
判型の順に並べられている。個々の文書は､それ
ぞれ製本別に特徴が記述され､紙葉数によって内
容区分がなされた上で､著者名・書名が附されて
いる。巻末に所有者紋章の複製あり。
Price 50,000 Japanese Yen
ライニンゲル‐ヴェストバーグ著、デニス訳『ド
イ ツ ・ オ ー ス ト リ ア 蔵 書 票 の 研 究 』
(1‐0541)LEININGER‐WESTERBURG, Karl Emich
Count zu / (translated by) DENNIS, G.
Ravenscroft
German Book‐plates
An Illustrated Handbook of German & Austrian
Exlibris
1901. first English edition. London : George Bell
& Sons. 1 volume. 552 pages. 5 plates (including
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3 coloured plates) and numerous text
illustrations. 8vo (145x192).
few marginal blind stamps, accession stamp on
verso of title.
ヨーロッパの貴族の家紋をモデルにして作ら
れた蔵書票が、ドイツ及びオーストリアの地で、
現代までどのように発展してきたかを辿った名
作の英訳版。15 世紀から 19 世紀まで、各世紀
毎の蔵書票作成方法の歴史・様式を考察すると
同時に、英国とドイツの紋章の比較、特殊な蔵
書票などの解説も織り込まれていて、興味深い
内容となっている。書誌、索引なども充実して
いて、ドイツ語圈で制作された蔵書票のさまざ
まな事柄を俯瞰するのに、格好の書物。
Price 50,000 Japanese Yen

されている。また、それぞれの著者の項目には、
生没年をはじめ略歴等が紹介されており、ルー
ン文字研究者人名辞典としても利用可能である。
ナチス思想の下に花開いた北方ゲルマン文化研
究の、最も基本的参考文献である。
Price 25,000 Japanese Yen

A・ダヴィッドソン『16・17 世紀スウェーデン
音楽関連印刷物解題目録』(1‐0542)
DAVIDSSON, Åke
Catalogue Critique et Descriptif des Imprimés
de Musique des XVIe et XVIIe Siècles
Conserves dans les Bibliothèques Suèdoises
1952. (first edition). Upsala. Almqvist & Wiksells
Boktryckeri ab. 1 volume. 471 pages. with some
facsimile plates. 8vo (175x255).
original paper cover. good.
ウプサラ大学音楽研究双書の Volume 1 巻 と
して刊行されたもの。同大学文書館を除くスウ
ェーデン各地に残された 16・17 世紀の音楽関連
印刷物 534 点に対して、音楽史的側面及び書誌
学的側面から可能なかぎり詳細に解題を施した
ものである。楽譜、オペラ、評論、音楽論、楽
器論など、関連分野を網羅し、参考書誌も権威
あるものを基準に選んでいる。
Price 30,000 Japanese Yen

H・ビュルゲン『トーマス・マンの作品』(1‐0545)
BÜRGEN, Hans
Das Werk Thomas Manns
Eine Bibliographie unter Mitarbeit von Walter A.
Reichart und Erich Neumann
1984. new edition (of 1959 Frankfurt am Main
first edition). Morsum, Sylt: Cicero Presse. 1
volume. 320 pages. no illustration. 8vo
(145x225).
publisherʹs original art‐leather. printed
paper‐label to spine. front cover gilt.
ドイツを代表する小説家トーマス・マン
（1875‐1955） の作品を扱った基本書誌。880 点
を解説を施して整理。諸外国語の翻訳も収録し
ている。1959 年に刊行されたものの新版。
Price 17,000 Japanese Yen
A・テスラ『ハンガリー著作家書誌』(1‐0546)
TEZLA, Albert
Hungarian Authors
A Bibliographical Handbook
1970. first edition. Cambridge, MA.: The Belknap
Press. 1 volume. xxviii, 792 pages, (4). no
illustration. 8vo (165x240).
publisherʹs original cloth with printed
paper‐wrapper.
ハンガリーの著作家 4646 人の人名書誌辞典。
詳細な内容。英語で記載されている。
Price 7,000 Japanese Yen

H・アルンツ『ルーン文字研究の書誌学』(1‐0543)
ARNTZ, Helmut
Bibliographie der Runenkunde
mit Unterstutzung des Archaologischen Instituts
des Deutschen Reiches
1937. first edition. Leipzig: Otto Harrassowitz. 1
volume. XIV, 293 pages. no illustration. 8vo
(170x240).
original cloth boards gilt. spine gilt lettered.
ex‐library copy from Englisches Seminar der
Universitat Berlin with stamp and paper label
on spine. good.
著 者 が 1934 年 に 出 版 し た 概 論 的 書 物
ʺHandbuch der Runekundeʺ を 補完する意味で
編纂された、ルーン文字・ルーン文学研究に関
する文献の網羅的書誌。この北欧古代文字につ
いての文献 4131 点が、著者名、刊行年順に排列

W・ベンツ、H・グラムル共編『ワイマール共
和国人名事典』(1‐0547)
(hrsg.) BENZ, Wolfgang / GRAML, Hermann
Biographisches Lexikon zur Weimarer Republik
1988. first edition. Munchen: Verlag C. H. Beck.
1 volume. 392 pages. no illustration. 8vo
(160x235).
publisherʹs original printed paper cover.
1918 年に Volume 一 次大戦に敗北してから
1933 年にヒトラーが首相に選出されるまでのド
イツは、ワイマール憲法の下で、ある意味で特
異な理想的国家の相を呈していた。この時期の
ドイツは、自由の旗を掲げ理念に燃える多くの
逸材を輩出している。本書はそのようなワイマ
ール共和国の著名人約 500 人について、人物像
・業績を紹介した人名辞典であり、現代ドイツ
史研究者必携の一冊である。
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Price 25,000 Japanese Yen
H・ ト ー マ ス 『 中 世 ス ペ イ ン の 造 本 術 』
(1‐0549)THOMAS, Henry
Early Spanish Bookbindings
XI‐XV Centuries
1939. first edition. London: (printed for) The
Bibliographical Society. 1 volume. xlvi, 65 pages,
XCIX. 100 b/w photo plates. medium 4to
(230x285).
Illustrated Monographs No. XXIII.
bound in original cloth backed paper boards.
library numbers on spine. library accession
stamp on verso of title. a few marginal blind
stamps. ex libris from Wigan free public library.
本書出版まで､陽の目を見ることのなかったス
ペインの造本術を対象に､本格的に取り組んだ著
者の研究成果である。スペインの造本の美は､他
の欧州諸国に抜きんであるものが多いのだが､高
名な著作者が不在のため､また､書誌研究者の多
くが外国籍の人間であったため等の理由で､正当
な位置付けがなされたいなかった。著者の精力
的現地調査によって､眠っていた多くの素晴らし
い書物が再び歴史の表へと呼び戻される。さて､
それらスペイン造本術の珠玉には､ムーア人によ
るイスラム文化の影響が色濃く認められる。こ
こに､キリスト教的西欧の思想内容とイスラムの
幾何学紋様が玄妙に融合した､スペイン造本の独
自性が解明されるのであった。
Price 80,000 Japanese Yen
I・ロセイ＝イ＝トレス『スペイン著作家別書誌
解題目録―総合索引編』(1‐0551)
ROSELL Y TORRES, Isidoro
Biblioteca de Autores Españoles, des de la
Formacion del Lenguaje Hasta Nuestros dias
indices Generales
1880. (first edition). Madrid. M. Rivadeneyra. 1
volume. 349 double‐column pages. 4to (180x260).
rebound in full mottled calf. new marbled
end‐papers. original paper cover bound‐in.
本編の『スペイン著作家別書誌解題目録』は
全 70 巻に及ぶ M・リヴァデネイラ（1805‐1872）
の労作で、本書はこのスペインで最も基本的な
解題目録を利用するためリヴァデネイラの死後
に編纂された総合索引（シリーズとしては
Volume 71 巻 ）である。著者名、書名、内容、
書き出し、著者名での検索が可能。
Price 40,000 Japanese Yen
M・メネンデス＝イ＝ペラヨ『スペイン人によ
るラテン文学古典研究書籍解題研究』Volume 1
巻(1‐0552)

MENÉDEZ Y PELAYO, Marcelino
Bibliografia Hispano‐Latina Clasica
Códices ‐ Ediciones ‐ Comentarios ‐
Traducciones ‐ Estudio Críticos ‐ Imitaciones y
Reminiscencias Influencia de Cada uno de los
Clásicos Latinos en la Literatura Española
[Tomo I]
1902. first edition. Madrid. Viuda e Hijos de M.
Tello. 1 volume (all published). 896 pages. no
illustration. 8vo (180x250).
Biblioteca de la Revista de Archivos, Biblioteas y
Museos I.
rebound in half calf. worn. upper cover
detatched.
著者名配列で A から M の途中までを収録。
Volume 1 巻 のみが刊行された本書は、スペイ
ン人による古典研究の成果を収録したものであ
る。個々の研究（写本、註解、批評、引用等）
を出来るかぎり詳細に記載した編集方針が特長
である。Price 40,000 Japanese Yen

C・V・デル・バーリョ『セゴヴィア・イグレシ
ア大聖堂収蔵揺籃期本及び稀覯書目録』(1‐0553)
BARRIO, Cristino Valverde del
Catalogo de Incunables y Libros Raros de la
Santa Iglesia Catedral de Segovia
1930. first edition. Segovia: Imp. de El
Adelantado. 1 volume. XXIII, (5), 510 pages, (4),
frontispiece and 28 plates. 8vo (195x275).
beautifully rebound in contemporary three
quarter calf with marbled paper covered boards.
spine gilt lettered and raised bands gilt tooled.
top edge gilt. mostly unopened very good copy.
先行するスペイン稀覯書誌学の成果を大いに
活用して編纂されたイグレシア大聖堂の蔵書目
録。著者名アルファベット順排列の目録で、イ
ンキュナビュラ 519 点、16 世紀以降の稀覯書 204
点を収録。目録の記述は著者、書名、刊行年月
日に続いて、全体の書誌情報を記載、それに表
題頁或いは巻頭頁の正確な転記を掲載した完全
なもの。また、索引をインキュナビュラとその
他稀覯書とに分けて 16 種用意していることも特
長である。巻末に重要稀覯書の写真複製 28 点を
収録。
Price 40,000 Japanese Yen
マッグス兄弟社編『15‐18 世 紀スペイン・ポル
トガルの書籍』(1‐0554)
(Maggs Bros.)
Seventy‐Five Unique or Rare Spanish &
Portuguese Books
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1481‐1764
no date. London: Maggs Bros. 1 volume. 165
pages. illustrated throughout. square 8vo
(185x240).
original folding paper cover. labelled.
イベリア半島のユニークなインキュナブラを
始め 18 世紀までの重要書籍 75 点を収録した解
題目録。図版の複製は見事で、赤黒 2 色印刷さ
れている。
Price 25,000 Japanese Yen
E・ G・ ペルドローソ『スペイン著作家文庫』
(1‐0555)
PERDROSO, Eduardo Gonzalez
Biblioteca de Autores Españoles
desde la Formacion del Lenguaje hasta Nuestros
Dias.Autos Sacramentales desde su Origen hasta
Fines del Siglo XVII
1865. first edition. Madrid: M. Rivadeneyra. 1
volume. LXI, (3), 580 pages, (2). no illustration.
8vo (170x265).
rebound in three quarter leather backed cloth
boards. spinegilt lettered. corners
rubbed.ex‐library copy from Thomas P.
Wallaceʹs.
同国における印刷の開始から 17 世紀末まで
の、重要著作家を収録。神学・教会関係著作を
著した人物が中心である。
Price 15,000 Japanese Yen
A・E・カウリー『オックスフォード大学付属ボ
ードリアン図書館蔵ヘブライ語刊本簡易目録』
(1‐0556)
COWLEY, A. E.
A Concise Catalogue of the Hebrew Printed
Books in the Bodleian Library
1971. reprinted edition (original in 1929). Oxford
: The Clarendon Press. 1 volume. 824 pages. no
illustration. octavo (150x220).
約 2 万種類の書籍が､著者のアルファベット順に
整理されているこの目録は､ 1916 年に､作成が開
始され､ 1929 年に､初版が刊行される運びとなっ
た。1852 年から 1860 年にわたって刊行された､
ʺCatalogue Librorum Hebraeorum in Bibliotheca
Bodleiana by M. Steinschneiderʺが ､下敷きとな
っていて､この目録の増補・改訂版として発行さ
れるに至ったと言う経緯がある。整理番号と増
加図書が書き加えられ､さらに､ラテン語ではな
く､英語で表記されたのが､この新しい目録の大
きな特色である。以前の目録が､ヘブライ語の書
籍に加えて､ユダヤに関する書籍を掲載していた
のに対して､この目録では､へブライに関連すれ
ば､他の言語で書かれた書籍もとりあげられてい

る。へブライに関連する文献の中でも､聖書及び
聖書についての研究書で､他のヨーロッパの諸言
語に翻訳された版､ヨーロッパにおけるユダヤ人
およびユダヤ研究の歴史に関する書籍､ヨーロッ
パで刊行されたヘブライ語の文法書・辞典・手
引書などは､含まれていない。なお､この複製版
には､ほとんど手が加えられていない。
Price 30,000 Japanese Yen
J・シードマン『アメリカ合衆国の共産主義―書誌』
(1‐0561)
SEIDMAN, Joel
Communism in the United States‐A
Bibliography
1969. first edition. Ithaca, NY. / London: Cornell
University Press. 1 volume. xii, (2), 526 pages,
(4). no illustration. 4to (220x280).
publisherʹs original cloth.
1955 年に緊急編纂された『合衆国の共産主義
問題に関する書誌』は、付録の『合衆国の共産
主義問題に関する公式記録要欄』とともに、1919
年以降アメリカ国内にあらわれた文献を収集し
たものであった。これらは後に『アメリカ国民
正生活内の共産主義』としてまとめられ、さら
に時代の要請によって、本書として全面改訂さ
れることとなった。本書誌は、先行する参考文
献 138 点をもとに、米国で刊行された共産主義
関連書籍・パッンフレット類 6646 点を収録。そ
のひとつひとつに詳細な検討を加えている。
Price 33,000 Japanese Yen
A・M・ボイド著、R・E・リップス改訂『アメ
リカ合衆国連邦政府刊行物総合案内』(1‐0562)
BOYD, Anne Morris / (rev.) RIPS, Rae Elizabeth
United States Government Publications
1952. reprint (of third revised edition in 1949,
first published in 1931). New York: The H. W.
Wilson. 1 volume. xx, 627 pages, (7). no
illustration. large 8vo (175x260).
publisherʹs original boards.
戦前に企画された刊行物案内を、時代の要請
に応じて改訂整理した Volume 3 版 。政府機構
の理解と、図書館からのアクセスに有効な案内
書となるよう配慮されている。連邦政府を構成
する多くに機関と、それらが発行する刊行物に
ついて 25 章にわたり系統立てて解説。アメリカ
現代史研究の有効な資料となろう。
Price 20,000 Japanese Yen
E・D・ファイト、A・フリーマン共編『アメリ
カ図の黎明から』(1‐0563)
FITE, Emerson D. / FREEMAN, Archibald
A Book of Old Maps
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Delineating American History from the Earliest
Days down to the Close of the Revolutionary
War
1926. first edition. Cambridge, MA.: Harvard
University Press. 1 volume. xviii, 299 pages. 74
illustrations. folio (300x420).
publisherʹs original cloth gilt. covers rubbed
with wear along front hinge and spine ends.
small snag at bottom of front cover. with a
book‐plate of Hall Park McBullough.
15 世紀以降の代表的な 75 点の地図に描かれ
た図から、アメリカの歴史を辿る「地図の書誌」
の試み。大判の利点を生かした編集と構成で、
見事な出来栄えとなっている。編者はどちらも
米国地理学協会員。
Price 80,000 Japanese Yen
C・H・リンカーン『米国議会図書館蔵 J・P・
ジョーンズ文書一覧』(1‐0564)
LINCOLN, Chales Henry
A Calendar of John Paul Jones Manuscripts in
the Library of Congress
1903. first edition. Washington, D. C.:
Government Printing Office. 1 volume. 315
pages, (4). frontispiece. tall 8vo (190x270).
original cloth gilt. partially unopened.
883 点からなる J・P・ジョーンズ文書の全体
を、年代順に排列してそれぞれの概要を紹介し
た目録。J・P・ジョーンズ（1792 歿）はアメリ
カ合衆国独立戦争当時活躍した軍人で、大陸を
中心に外交分野で活躍。本目録にも独立戦争当
時の重要な資料が豊富に含まれている。
Price 60,000 Japanese Yen
A・P・C・グリフィン、W・レイン共編『ボス
トン図書館蔵ワシントン・コレクション解題目
録』(1‐0570)
(comps. / annots.) GRIFFIN, Appleton P. C. /
LANE, William Coolidge
A Catalogue of the Washington Collection in the
Boston Athenaeum
In Four Parts:
I. Books from the Library of General George
Washington
II. Other Books from Mount Vernon
III. The Writings of Washington
IV. Washingtoniana
With an Appendix ; The Inventory of
Washingtonʹs Books drawn up by the
Appraisers of His Estate With Notes in Regard
to the Full Titles of the Several Books, and the
Later History and Present Ownership of Those
not in the Athenaeum Collection1897. first

edition. Boston: The Boston Athenaeum. 1
volume. xi, (1), 566 pages. with some plates. 8vo
(170x240).
original cloth. spine gilt lettered. top edge gilt.
others uncut. joint tender. otherwise good with
bookplate of Robert Watchorn.
（1）ジョージ・ワシントンの図書館からの書籍、
（2）マウント・バーノンからの書籍、（3）手紙
類を含むワシントンの著作、（4）ワシントンに
ついて研究した書籍の 4 部門に分類したワシン
トン・コレクションの解題目録。付録として、ʺ
ジョージ・ワシントンの図書館の総合目録ʺがつ
けられている。
Price 30,000 Japanese Yen
M・ウォードマン『アメリカ大陸関係文献の書
誌学的研究』(1‐0573)
WALDMAN, Milton
Americana
The Literature of American History
1926. first edition. London: Dulau and
Company. 1 volume. xviii, 271 pages, (1).
illustrated endpapers, frontispiece and 13 photo
plates. 8vo (150x220).
original black cloth
gilt. spine gilt lettered. top edge gilt. good with
illustrated endpapers.
新大陸発見から 18 世紀末期までの、アメリカ
大陸に関係する地誌・地理・歴史・探検史・印
刷史・文学史・植民史などの基本文献を収録。
スペイン人やフランス人による探検報告以外は、
合衆国についての記載が大部分を占めている。
Price 25,000 Japanese Yen
J・P・ボイド解説『アメリカ合衆国独立宣言文
書の研究』(1‐0574)
BOYD, Julian P.
The Declaration of Independence
The Evolution of Text as shown in Fascimiles of
various Drafts by its Author
issued in Conjunction with an Exhibit of these
Drafts at the Library of Congress on the two
hundredth Anniversary of the Birth of Thomas
Jefferson 1943. first edition. Washington, D. C.:
The Library of Congress. 1 volume. 36 pages,
(2), 32 plates. folio (260x380).
bound in original cloth boards. red morocco
label gilt lettered to front board. a good copy.
米国議会図書館が所有していて、トマス・ジ
ェフアーソンによって起草された、アメリカ合
衆国独立宣言文書の 10 種類の草稿を比較・解析
している。トマス・ジェフアーソン（1743‐1826）
は 、 ア メ リ カ 合 衆 国 の Volume 三 代 大 統 領
（1801‐1809） で、1776 年 にこの独立宣言を起
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草している。巻末には、これらの文書の写真版
がふされている。Price 25,000 Japanese Yen
H・L・ビールス、B・R・クリック、M・ アル
マン編『英国とアイルランドが所蔵する北アメ
リカ植民地とアメリカ合衆国に関連する文献の
総合目録』(1‐0575)
(eds.) BEALES, H. L. / CRICK, B. R. / ALMAN,
Marian
A Guide to Manuscripts relating to America in
Great Britain and Ireland
1961. first edition. London: Oxford University
Press. 1 volume. 704 pages. no illustration. 8vo
(150x220).original cloth gilt with printed paper
wrapper. book‐plate of Printerʹs Library.
英国及びアイルランドの図書館・個人・大学
などが所有する、約千種類の、アメリカ合衆国
及び北アメリカ植民地に関連する文献を網羅。
議会の議事録、日記、書類、手紙類、新聞など
と、多種多様な資料が、詳細に解題されている。
公刊されたこれらの文献の信憑性を確かめるた
めと、手稿類に対する新たな手引書を作るため
に、この書物が編簒されたとしている。地域別
に整理されていて、巻末の索引も、著者名、主
題名、地名など、あらゆる項目から検索できる
ので、北アメリカ大陸の発展史を研究するため
の、必須の書誌である。コロンブスの手紙など
も見いだされる。
Price 25,000 Japanese Yen
P・ブレイドン、B・S・レヴィン共編『ペンシ
ルヴァニア歴史学協会所蔵手稿コレクション』
(1‐0576)
BLEYDON, Paul / (ed.) LEVIN, Bernard S.
Guide to the Manuscript Collections in the
Historical Society of Pennsylvanis
1940. first edition. Philadelphia: The Historical
Society of Pensylvania. 1 volume. xiv, 350 pages.
no illustration. 8vo (160x240).
original blue cloth. ex‐library copy from the
Library of the American Museum of Natural
History with a bookplate.
この協会が所蔵する 250 万本の手稿類を、1141
種類のコレクションに分類して、それらに詳細
な解説が加えられている。
Price 20,000 Japanese Yen
アメリカ・ヒスパニック協会『アメリカ・ヒス
パニック協会所蔵美術品・稀覯書解説目録』
(1‐0577)
(Hispanic Society of America)
Hispanic Society of America
Handbook ; Museum and Library Collections

1938. first edition. New York: Hispanic Society
of America. 1 volume. 456 pages. with many
illustrations. 8vo (165x230).
スペイン及びポルトガルの文化遺産で、アメ
リカ・ヒスパニック協会が所蔵するものについ
て、それらの由来、内容などを解説した目録。
地図、写本、印刷物を含む多種多様な品々が収
録されている。
Price 15,000 Japanese Yen
愛書家協会編『マサチューセッツ愛書家協会年報
（1917）』(1‐0578)
(Bibliophile Society, The)
The Seventeenth Year Book 1918
1918. first
edition. Boston: The Bibliophile Society. 1
volume. 200 pages. no illustration. 8vo
(170x240).
original boards. edges uncut. unopened good
copy.
マサチューセッツ州の知識人の有志による書
誌学研究書で、500 部限定の会員頒布用として
発行されたものである。バイロンの研究、詩作
法等の協会員による論文の他、1904 年 から
1916 年 までの間に同協会が発行した書籍の目
録、協会の細則と組織構成、協会員の名簿など
が付されている。
Price 15,000 Japanese Yen
K・ブラウン編『ニューヨーク市立図書館が所
蔵する参考文献書目の書誌解題目録』(1‐0579)
BROWN, Karl
A Guide to the Reference Collections of the New
York Public Library
1941. first edition. New York: The New York
Public Library. 1 volume. xiv, 416 pages, (2). no
illustration. 8vo (185x260).
publisherʹs original board.
本書はニューヨーク市立図書館の参考書誌部
門が所蔵する書籍の解題目録である。分野、国
名、主題などがきめ細かく整理されていて、容
易に検索できるのが大きな特色。
Price 25,000 Japanese Yen
H・ペーヌ・デュ・ボワ『ニュー・ヨークの蔵
書家たちの書斎から』(1‐0580)
PENE DU BOI, Henri
Four Private Libraries of New York
A Contribution to the History of Bibliophilism
in America
1892. first edition. New York: Duprat and Co. 1
volume. 120 pages. 13 illustrations. 8vo
(155x230).
gilt‐stamped satin. uncut.
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1200 部の限定出版で、753 の番号がふされて
いる。米国の有数の愛書家たちの所有する稀覯
書の由来、内容、装幀などを考察した 14 章から
構成されている。当時の米国の書誌学研究の水
準の高さを示す随想集である。
Price 50,000 Japanese Yen
R・B・デ＝モラエス編『ブラジル全国書誌の解
題目録』(1‐0593)
(comp.) DE MORAES, Rubens Borba
Bibliographia Brasiliana
A Bibliographical Essay on Rare Books about
Brazil published from 1504 to 1900 and Works
of Brazilian Authors published abroad before
the Independence of Brazil in 1822
1958. first edition. Amsterdam / Rio de Janeiro:
Colibris Editora Ltda. 2 volumes. I: 452 pages, II:
452 pages. 199 illustrations. 8vo (165x245).
original black cloth. spine gilt lettered.
1504‐1900 に かけて刊行されたブラジルに関
係する 稀覯書と、1822 年の独立以後に国内で
出版されたブラジル人作者による書物の解題目
録で、内容は英語で記載されている。約 2200 種
類を収録し、解題も充実。
Price 30,000 Japanese Yen
M・リックス著、S・W・ヘイコックス他編『ア
ラスカ関連文献書誌学』(1‐0594)
RICKS, Melvin / (ed.) HAYCOX, Stephen W. /
HAYCOX, Betty J.
Alaska Bibliography
An Introductory Guide to Alaskan Historical
Literature
(1977). first edition. Portland. (printed by)
Binford & Mort, (printed for) The Alaska
Historical Commision. 1 volume. xviii, 270
pages. tall 8vo.
original cloth gilt. a new and good copy.
アラスカは、天然資源の宝庫として前世紀中
頃から盛んに入植開発が行なわれ、その過程で
多くの文献が刊行された。本書は、ゴールド・
ラッシュの成功物語から科学的資源調査、民族
調査、自然誌的報告までを網羅した、それらの
文献の総目録であり、今後の有効な資源開発・
環境保護のために不可欠な参考資料となろう。
Price 30,000 Japanese Yen
B・M・ベイカー『演劇の書誌』(1‐0636)
(comp.) BAKER, Blanch M.
Dramatic Bibliography
An annotated List of Books on the History and
Criticism of the Drama and Stage and on the
Allied Arts of the Theatre
1968. reprint (of first edition of 1933). New York

/ London: Benjamin Blom. 1 volume.
代表的演劇書誌の戦後のリプリント。Volume
一部は演劇と劇場全般に関する文献を国別・構
成要素別に記載、Volume 二 部は舞台、衣装、
メイク、舞踊、演劇教育など劇場芸術の技術的
側面に関する書誌、Volume 三 部は祭典演劇、
宗教劇、娯楽演劇の書誌、最後の Volume 四 部
はアンソロジーと演劇書誌の書誌となっており、
演劇芸術関連産業に従事する機関・人物の住所
録も併載している。著者ベイカーは本書刊行後
も調査を続行し、その成果は 1967 年に Theatre
and Allied Arts と して刊行されたが、それは当
時のインプリントを扱ったものなので、本書の
歴史書誌的価値は一向に失われていない。
Price 20,000 Japanese Yen
J・N・ハネウェル『ハワイ諸島の書誌学的研究』
(1‐0639)
(printed for) HUNNEWELL, James F.
Bibliography of the Hawaian Islands
1869. first edition. Boston : A. A. Kingman. 1
volume. 19 pp., 20‐75 ff. 1 illustration. 4to
(235x310). all leaves brittle and detached, edges
frayed. in a half cloth chemise. 100 large paper
copies. inscribed by the author to the Long
Island Society, June 25, 1869 ; from the Library
of Hans Peter Kraus, with his bookplates.
約 1000 種類のハワイ諸島の文化、歴史に関係す
る文献を収録。
Price 70,000 Japanese Yen
S・ メ ン デ ル ス ゾ ー ン 『 南 ア フ リ カ 書 誌 』
(1‐0643)MENDELSSOHN, Sidney
Mendelssohnʹs South African Bibliography
With a Descriptive Introduction by I. D. Colvin
1993. reprinted edition (of original in 1910).
Cambridge, MA: Maurizio Martino. 2 volumes.
1: lxxii, 1008 pages, 2: (4), 1139 pages, (1). 26
illustrations. 8vo (160x235).
publisherʹs original cloth.
本目録は、著者メンデルスゾーンの個人蔵書
を中心に構成され、南アフリカの書誌の必要性
を提唱したグリカランド・ウェスト高等裁判所
長官 P・M・ローレンスの勧めにより刊行に着
手した。導入部の 70 ページ余りを、南アフリカ
の歴史と、同地での書誌学的事項の解説に割い
ているのも大きな特長である。南アフリカに対
する理解を深めるうえでも必備の書誌。
Price 40,000 Japanese Yen
H・R・ケラー『日付辞典―日付入り国別重要事
項年表』(1‐0645)
KELLER, Helen Rex
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The Dictionary of Dates
Volume I: The Old World
Volume II: The New World
1934. first edition. New York: The Macmillan
Company. 2 volumes. I: ix, (3), 958 pages, (6), II:
v, (3), 753 pages, (3). no illustration. 8vo
(170x245).
Volume 1 巻 で旧世界とオセアニア諸国を、
Volume 2 巻 で南北アメリカ大陸諸国を扱う。
普通の年表が年代しか問題にしていない不備を
補い、歴史の前後関係を完璧に把握することの
出来る画期的な書物。世界史に携わる人間にと
って大変有用な参考書である。また、日付のみ
に注目すれば、その日が何の日であるかを知る
ことの出来る便利な辞典としても活用できる。
Price 25,000 Japanese Yen
E・H・ボーム、L・アドルファス『世界定期刊
行物総覧』(1‐0646)
BOEHM, Eric H. / ADOLPHUS, L.
Historical Periodicals
An Annotated World List of Historical and
Related Serial Publications
1961. first edition. Santa Barbara / Munich: Clio
Press. 1 volume. 638 pages. 8vo (160x239).
世界各国で刊行された歴史学及びそれに関係
する定期刊行物の解題目録。（a）あらゆる時代
の歴史学及び前史、（b）年代学、肖像学、紋章
学など、歴史学の補助分野、
（ｃ）地方史、
（ｄ）
歴史学に関連する分野、の四分野の定期刊行物
が対象となっている。また、国際定期刊行物の 58
種類を初め、アフリカ（91）、東アジア（379）、
ヨーロッパ（3076）、南・中央アメリカ（283）、
中近東（105）、北アメリカ（592）、太平洋地域
（62）、南アジア・東南アジア（238）、ソビエト
連邦（80）の合計 4964 種類の定期刊行物が収録
されている。
Price 20,000 Japanese Yen
マッグス兄弟社編『英語以外の言語による歴史
的刊本目録』(1‐0648)
(Maggs Bros.)
A Classified Catalogue of Books in Foreign
Languages of All Periods
1938. first edition. London: Maggs Bros. 1
volume. (ii), 176 pages, (10). illustrated
throughout. square 8vo (180x240). Catalogue No.
666. original stiff paper covers. soiled.
マッグス兄弟社の稀覯書販売目録 666 号。歴
史的に重要な英語以外の言語によって印刷され
た稀覯書 493 点を以下の項目に分類して収録：
アルダイン・プレス、建築、聖書、製本、カリグ
ラフィ、ギリシア・ラテン古典、被服、経済、教

育、食品、ゲーム・スポーツ、イタリア文学、挿
画書籍、医学、祈梼書、軍事、政令、絵画、科
学、心霊科学。著者名索引と分野別索引を附す。
Price 15,000 Japanese Yen
A・H・ジョリン『自筆原稿収集家の瞑想録』
(1‐0649)
JOLINE, Adrian H.
Meditations of an Autograph Collector
1902. first edition. New York / London: Harper
and Brothers. 1 volume. 326 pages. with 17
illustrations. 8vo (155x225).
ナポレオン 3 世、シャーロッテ・ブロン
テ、ジョン・キーツ、チャールズ・ダーウィン
などの自筆手紙類を解読。
Price 15,000 Japanese Yen

◎目録作成術参考書籍◎
米国図書館協会『米国図書館協会の著者名と表
題の記載に関する目録作成規則集』(1‐0990)
Catalog Code Revision Committee of the
American Library Association / (collab.)
Commitee of the (British) Library Association
A. L. A. Catalog Rules
AUTHOR AND TITLE ENTRIES
1941. preliminary American second edition.
Chicago: American Library Association. 1
volume. xxxii, 408 pages, (6). no illustration. 8vo
(150x220).
original paper. front cover detached.
目録の著者名と表題の記載に関して、細部に
いたるまで懇切丁寧に解説した労作。戦前の版。
Price 15,000 Japanese Yen
クララ・ビートル編『米国図書館協会の著者名
と表題の記載に関する目録作成規則』(1‐0991)
(Edited by) BEETLE, Clara
A. L. A. Cataloguing Rules for Author and Title
Entries
Prepared by the Division of Cataloging and
Classification of the American Library
Association
1949. 2nd edition. Chicago : The American
Library Association. 1 volume. xxii, 266 pages.
no illustrations. 8vo (258x174).
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目録の著者名と表題の記載に関して、細部に
いたるまで懇切丁寧に解説した労作。特に巻末
の、用語辞典、省略語一覧、題目作成規則、字
譯の原則（ロシア語、ギリシア語など）、索引は、
非常に充実していて便利である。
Price 10,000 Japanese Yen
K・G・B・ベイクウェル『目録作成方法概説』
(1‐0992)
BAKEWELL, K. G. B.
A Manual of Cataloguing Practice
1972. 1st
edition. Oxford and etc. : Pergamon Press. 1
volume.xiv, 298 pages. 69 illustrations. 8vo
(257x177).
International Series of Monographs in Library
and Information Science : Volume 14 (General
Editor : G. CHANDLER).
図書館業務に不可欠な目録作成の方法と、その
基本的な概念をわかりやすく考察した概説書。
目録作成の歴史的な考察から筆を起こし、目録
の作成の実際、これからの目録作成のあり方ま
でも叙述。
Price 10,000 Japanese Yen
ライムンド・E・マティス、デスモンド・タイ
ラー『米国議会図書館図書分類方法概説』(1‐0993)
MATTHIS, Raimund E. and TAYLOR, Desmond
Adopting The Library of Congress Classification
System
A Manual of Methods and Techniques for
Application or Conversion
1971. 1st edition. New York & London : R. R.
Bowker Company. 1 volume.xii, 210 pages.
many illustrations. 8vo (260x175).
ワシントン州タコマのピュージェ・サウンド大
学図書館が、Volume 二 次世界大戦以降の新し
い情勢に鑑みて、米国議会図書館の図書分類方
法に倣って、蔵書を再構成する業務を詳細に説
明。巻末の分類に関する 172 種類の書誌解題は、
非常に有用な参考資料である。
Price 10,000 Japanese Yen
米国図書館協会、米国議会図書館、図書館協会、
カナダ図書館協会編『英国及び米国の図書館に
おける目録作成規則』(1‐0994)
(Prepared by) THE AMERICAN LIBRARY
ASSOCIATION, THE LIBRARY OF CONGRESS,
THE LIBRARY ASSOCIATION AND THE
CANADIAN LIBRARY ASSOCIATION
Anglo‐American Cataloguing Rules
North American Text
1967. 1st edition. Chicago : American Library
Association. 1 volume. xxii, 400 pages. no
illustrations. 8vo (264x177).

図書館学の基本文献。
（1）登録と見出し、
（2）
解題目録作成の原理、（3）映画、手稿、地図、
音楽、絵画など本の形式をとらない資料の整理
方法の、三部構成で、目録の作成方法がわかり
やすくかつ体系的に理解できる内容となってい
る。読者の要求により、どこからでも読み進む
ことが可能。
Price 10,000 Japanese Yen
ポール・S・ダンキン『米国における目録作成
方法の起源とその展開』(1‐0995)
DUNKIN, Paul S.
Cataloging U. S. A.
1969. 1st edition. Chicago, illinois : The
American Library Association. 1 volume. xxii,
170 pages. no illustrations. 8vo (240x158).
目録作成の技術を教えるためにではなく、目
録作成のエッセンスを伝えるために書かれた非
常にユニークな論攷。米国で最初に目録を作成
したチャールズ・A・カッターの業績を研究し、
彼以降の人々の仕事を論評する手法はあざやか
としか言いようがない。著者とはなにか、図書
分類はなぜ行なうのか、など基本的でかつ正統
的な疑問を解決するためには格好の資料である。
Price 10,000 Japanese Yen
アーサー・レイ・ローランド『一橋大学附属図
書館貴重図書室所蔵洋書目録』(1‐0996)
HITOTSUBASHI UNIVERSITY LIBRARY
Catalogue of Old and Rare Foreign Books
Mainly from the General Collections
1976. 1st edition. Tokyo : Hitotsubashi
Unuversity Library. 1 volume.x, 248 pages. no
illustrations. 8vo (222x145).
一橋大学附属図書館貴重図書室所蔵図書の中か
ら、洋書 2446 件を収録。
Price 10,000 Japanese Yen
英国図書館協会、米国図書館協会編『目録作成規
則の中の著者名と表題の記載に関する用語辞典』
(1‐0997)
(Compiled by) COMMITTEES OF THE
[BRITISH] LIBRARY ASSOCIATION AND THE
AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION
Cataloguing Rules
Author and Title Entries
1963. 14th facsimile reprinted edition (English
edition). London : The [British] Library
Association. 1 volume. iv, xvi, 88 pages. no
illustrations. 8vo (246x177).
paper back.
目録作成規則に使用される 174 種類の専門用
語を、懇切丁寧に解説。特に巻末の省略語一覧
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は非常に有用である。
Price 10,000 Japanese Yen
ウィリアム・ステッソン・メリル『図書分類規
則概論』(1‐0998)
MERRILL, William Stetson
Code for Classifiers
Principles Governing the Consistent Placing of
Books in a System of Classification
1939. 2nd edition. Chicago : American Library
Association. 1 volume.xii, 180 pages. no
illustrations. 8vo (220x144).
図書分類の規則をわかりやすく記した基本的
な解説書。365 項目に分類されていて、巻末の
索引を活用すれば、図書分類規則の疑問点を容
易に理解できる構成となっている。
Price 10,000 Japanese Yen
ジェイムズ・A・タイト、ダグラス・アンダー
ソン『解題目録作成方法』(1‐0999)
TAIT, James A. and ANDERSON, Douglas
Descriptive Cataloguing
A Studentsʹ Introduction to the Anglo‐American
Cataloguing Rules 1967
1968. 1st edition. London : Clive Bingley Ltd. 1
volume.96 pages. 25 examples. 8vo (221x144).
豊富な図版を駆使して、解題目録作成方法を解
題。初版。
Price 10,000 Japanese Yen
ジェイムズ・A・タイト、ダグラス・アンダー
ソン『解題目録作成方法』(1‐1000)
TAIT, James A. and ANDERSON, Douglas
Descriptive Cataloguing
A Studentsʹ Introduction to the Anglo‐American
Cataloguing Rules 1967
1971. 2nd edition revised and enlarged. London
: Clive Bingley Ltd. 1 volume.xii, 122 pages. 40
examples. 8vo (221x144).
豊富な図版を駆使して、解題目録作成方法を
解題。Volume 二 版、大幅に増訂されている。
Price 10,000 Japanese Yen
A・H・チャップリン、ドロスィー・アンダー
ソン編『目録作成の原理に関する報告書集成』
(1‐1002)
(Edited by) CHAPLIN, A. H. and ANDERSON,
Dorothy
International Conference on Cataloguing
Principles (Paris, 9th‐18th October, 1961) Report
1963. 1st edition. London : International
Federation of Library Associations. 1 volume.
viii, 298 pages. no illustrations. 8vo (247x197).

paper back.
1961 年にパリで開催された、国際図書館協会
主催による目録作成の原理に関する会議の討論
の成果を集成した報告書。米国、ヨーロッパ諸
国、東アジア諸国など全世界の研究者が一堂に
会し、さまざまな研究成果を発表・統合した、
極めて高い水準の資料集成。目録作成の問題点
を深く考察していて、全ての国々の図書館業務
に活用することを目的として作成されている。
Price 10,000 Japanese Yen
ジ ョ ン ・ J・ ボ ー ル 『 図 書 目 録 作 成 方 法 』
(1‐1003)BOLL, John J.
Introduction to Cataloging, Vol. I : Descriptive
Cataloging
And an Overview of Catalogs and Cataloging
1970. 1st edition.
New York and etc. :
Mcgraw‐Hill. 1 volume. xvi, 400 pages. many
illustrations. 8vo (277x207).
図書館学の基本文献。目録作成の原則から解
き起こし、目録作成の実際を懇切丁寧に解説。
図版も多く、索引も附されていて、初学者から
も活用が可能。
Price 10,000 Japanese Yen
マーガレット・マン『図書目録作成と図書分類
方法の入門書』(1‐1004)
MANN, Margaret
Introduction to Cataloging and the Classification
of Books
1943. 2nd edition. Chicago, illinois : The
American Library Association. 1 volume. x, 278
pages. no illustrations. 8vo (240x160).
図書目録初めて作成し分類する初心者にも活
用できるように書かれた概説書。内容は、非常
に理解しやすい。
Price 10,000 Japanese Yen
P・K・エスクリート『英国及び米国の図書館に
おける目録作成規則序説』(1‐1005)
ESCREET, P. K.
Introduction to the Anglo‐American Cataloguing
Rules
With a Foreword by N. F. SHARP
1971. 1st edition. London : Andr・ Deutsch
Limited. 1 volume. 384 pages. no illustrations.
8vo (222x148).
図書館学の基本文献。
Price 10,000 Japanese Yen
テルマ・F・アレン、ダリル・アン・ディック
マン編『図書館学に関する報告書集成』(1‐1006)
(Edited by) ALLEN, Thelma E. and
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DICKMANN, Daryl Ann
New Rules for an Old Game
Proceedings of a Workshop on the 1967
Anglo‐American Cataloguing Code Held at the
School of Librarianship at the University of
British Columbia on April 13 and 14/1967
1968. 1st edition.
Melbourne : Cheshire
Publishing Pty Ltd. 1 volume. 176 pages. no
illustrations. 8vo (235x155).
図書館学の基本文献。1967 年 4 月 13 日及び 14
日に、ヴァンクーヴァーのブリティッシュ・コ
ロンビア大学図書館学部で催された、英国及び
米国における目録作成規則に関する講習会で報
告された論文を集成。
Price 10,000 Japanese Yen
スーザン・グレイ・エイカーズ『目録作成法入門』
(1‐1007)
AKERS, Susan Grey
Simple Library Cataloging
1954. 4th edition. Chicago : The American
Library Association. 1 volume. vi, 250 pages. no
illustrations. 8vo (242x160).
Price 10,000 Japanese Yen
A・H・チャップリン、ドロスィー・アンダー
ソン編『目録作成の原理に関して採択された公
式報告書』(1‐1008)
(Edited by) CHAPLIN, A. H. and ANDERSON,
Dorothy
Statement of Principles Adopted at the
International Conference on Cataloguing
Principles (Paris, 9th‐18th October, 1961)
Annotated Edition
With Commentary and Examples by Eva
VERONA. Assisted by Franz Georg
KALTWASSER, P. R. LEWIS and Roger
PIERROT
1971. Definitive edition. London : International
Federation of Library Associations Committee
on Cataloguing. 1 volume. xviii,122 pages. no
illustrations. 8vo (247x197).
paper back.
1961 年 にパリで開催された、国際図書館協会
主催による目録作成の原理に関する会議の討論
に関して採択された公式報告書。米国、ヨーロ
ッパ諸国、東アジア諸国など全世界の研究者が
一堂に会し、さまざまな研究成果を発表・統合
した、極めて高い水準の資料集成。目録作成の
問題点を深く考察していて、全ての国々の図書
館業務に活用することを目的として作成されて
いる。
Price 10,000 Japanese Yen

アーサー・レイ・ローランド『目録及び目録の
作成方法』(1‐1009)
(Selected by) ROWLAND, Arthur Ray
The Catalogue and Cataloguing
1969. 1st edition. London : Crosby Lockwood &
Son Ltd. 1 volume.xvi, 344 pages. no
illustrations. 8vo (222x145).
目録及び目録の作成方法に関する 27 篇の論文
を収録。図書館運営のために必須の目録の作成
方法に関する 27 篇の論文を、（1）目録作成の歴
史的背景の考察、
（2）さまざまな種類の目録、
（3）
目録への登録方法、（4）目録の構成、（5）目録
の主題、（6）分類方法の 6 分野にわけて考察し
た名著。興味のある論攷から読み進むことので
きるユニークな構成となっていて、図書館のソ
フトウェア面から考察できる名著。
Price 10,000 Japanese Yen

ラルフ・R・ショー『図書館学叢書‐‐‐‐目録、分
類、主題項目の考察』(1‐1010)
(Edited by) SHAW, Ralph R,
The State of the Library Art
Cataloging and Classification by Maurice F.
TAUBER (Volume 1, Part 1) ; Subject Headings
by Carlyle J. Frarey (Volume 1, Part 2)
1960. 1st edition. New Brunswick, N. J. :
Graduate School of Library Service, Rutgers, The
State University. 1 volume. 272, 92 pages. no
illustrations. 8vo (220x144).
図書館学の基本文献。
Price 10,000 Japanese Yen
リチャード・H・シメルプフング、ドナルド・C
・クック編『米国議会図書館における図書分類
の細則についての論攷』(1‐1011)
(Edited by) SCHIMMELPFENG, Richard H. and
COOK, C. Donald
The Use of the Library of Congress Classification
Proceedings of the Institute on the Use of the
Library of Congress Classification. Sponsored by
the American Library Association, Resources
and Technical Services Division, Cataloging and
Classification Section. New York City, July 7‐9,
1966.
1968. 1st edition. Chicago : The American
Library Association. 1 volume. xiv, 248 pages.
no illustrations. 8vo (240x170).
米国議会図書館における図書分類の細則につ
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いて、13 人の気鋭の研究者が論じている記念碑
的労作。この分類方式の背景にある基本的な考
え方などの哲学的考究に加えて、実際の分類方
法などにも多くのページを割いていて、図書分
類が体系的に理解できる構造となっている。
Price 10,000 Japanese Yen
パトリック・クウゥイッグ『図書目録作成の理
論的考察』(1‐1012)
QUIGG, Patrick
Theory of Cataloguing
An Examination Guidebook
1941. 2nd edition revised. London : Clive
Bingley. 1 volume. xxxii, 412 pages. no
illustrations. 8vo (220x150).
なぜ図書目録が必要であるかという視点から、
目録の意義と作成の背景を考察した力作。
Price 10,000 Japanese Yen

米国議会図書館編
『改訂・増補米国書誌学協会及び米国議会図書
館における目録作成規則』(1‐1013)
LIBRARY OF CONGRESS
Cataloging Rules of the American Library
Association and the Library of Congress
Additions and Changes 1949‐1958
1959. 1st edition. Washongton D. C. : Cataloging
Service Department in The Library of Congress.
1 volume. 84 pages. no illustrations. 8vo
(254x175).
1952 年に刊行された『米国議会図書館における
目録作成規則に対する補遺』のリプリント版。
Price 5,000 Japanese Yen
クラーク・S・ノーサップ『現代文献学に関す
る論攷』(1‐1015)
NORTHUP, Clark S.
The Present Bibliographical Status of Modern
Philology
With a Summary of Letters from Representatives
of Modern Language Studies by W. N. C.
CARLTON ; Preceded by A Survey of Periodical
Bibliography by J. Christian BAY
1911. 1st edition. Chicago, Illinois : The
University of Chicago Press. 1 volume. 48 pages.
no illustrations. 8vo (246x164).
Published for the Bibliographical Society of
America
1900 年 7 月 5 日にマッキナック島で開催され

た米国書誌学協会の年次総会において報告され、
この協会の『論文集』Volume 5 巻 に掲載され
た現代文献学に関する論攷 3 篇を収録。当時、
この協会では、現代文献学に関して、何らかの
基準を求めることが要請されていた。J・クリス
ティアン・ベイ定期刊行の書誌学研究雑誌の必
要性についての研究、『現代文献学に関する論
攷』、クラーク・S・ノーサップ『現代文献学に
関する論攷』、クラーク・S・ノーサップ『現代
言語学研究に関する論攷』を掲載。
Price 5,000 Japanese Yen

◎西洋博物学・本草学関連書籍◎
U・アルドロヴァンドゥス［U・アルドロヴァ
ンディ］『自然誌』（全 13 巻揃）(1‐0099)
ALDROVANDUS, Ulyssis [ALDROVANDI,
Ulysse]
Historia naturalis
‐ Ornithologiae (vol.1: 1599; first edition, vol.2
and 3: 1645).
‐ De animalibus insectis (1638).
‐ De reliquis animalibus exsanguibus (1642).
‐ De piscibus (1638).‐ De quadrupedibus solidi
pedibus (1639).
‐ Quadrupedum omnium bisulcorum historia
(1642).
‐ De quadrupedibus digitatis (1645).
‐ Serpentum et draconum (1640; first edition).
‐ Monstrorum historia (1642; first edition).
‐ Musaeum metallicum (1648; only edition).
‐ Dendrologiae naturalis scilicet arborum
historiae (1667; first edition).
uniformly bound in old full calf. spines raised
bands gilt lettered. alledges richly gilt.
A naturalist representing Italy in the 16th
century, all natural history collected writings of
ユリッセ Al mud station wagon D ( 1522‐1605).
Study is historic, and the Al mud station
wagon D is regarded as a person inheriting ゲ
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スナー (1516‐1565) in a doctor, the natural
historians who I am born in Bologna, and sank
in the ground. A study of the nature is started
by an encounter with Rondelet ( 1507‐1566) in
Rome. For 1,550 years, I built the nature
Museum in Bologna, but probably it is thought
with the first thing in Europe for this kind of
building. I collect the specimens of the fish
under the influence of Rondelet, and this
collection becomes the nucleus of the museum.
On the other hand, I play an active part as a
plant director of Bologna. Luke guinea ( 1490?)
that the teacher in his botanical field was a
botany professor of same Bologna ‐1556) Well,
the guinea is a person known as having made
several hundred points of dry specimens of the
plant for the first time. The Al mud station
wagon D continued crossing the plant collection
for 50 years, but the botanical book was not
published during the lifetime. There is attached
Al mud station wagon D Museum in the
Bologna University library, and versions of his
all writing, exonumia are displayed now
(reference about the different edition of his
natural history writing in the front of next
page).
The good point of the natural history book of
the Al mud station wagon day is the point
where the constitution of the description is
consistent after the collection of documents is
exhaustive. The description is the enormousness
that extends to 284 pages of 57 items when I
take the example to a horse. Not only an animal,
mention that the plant ( dendrology) and
mineral is energetic equally is accomplished. In
the character called the book before modern
science is established, bibliology, philosophy,
literature, incomprehensible truth studies,
mention of the humanities study such as the
folklore are abundant and will be the place
where more elucidation from such a point of
view is expected from in future. In addition, the
plate is valuable for the history of art with the
wonderful thing that most took a one page size.
Only a rare picture seems to be made a close‐up
exclusively, but it is indicated from the sequence
of the matter that there is already it in the times
of the Al mud station wagon day, and the
distinction with a thing in the imagination and
the real thing is touched. In addition, a
description has many things associated with a
myth when they use individual things as
medical care, but the practice medicine itself in

those days and thinking one will be rash with
this (the constitution of each winding places it
in the page of each book) .
It is all things that I am full of even that 13 are
gathered up and appear in the market, and are
rare by the solid binding unified now that there
is the unevenness on the printing block, but it
became impossible to prepare by a first edition.
In addition, there was Pomarium of the
publication ( author posthumously 87 years
later) to a thing assumed a natural history book
of the Al mud station wagon day in 1692, but
generally it was considered to be the complete
works with ʺto Dendrologiae dendrologyʺ, and
it was called Historia naturalis or Opera omnia,
and these 13 volumes circulated for a long time.
Many research organizations and libraries
prepare all 13 complete works including a
welcome institute of London. There is a
classicism study such as Roma antica distinta
per regioni ( 1741, Roma) and Antidotarium
Bononiense ( Bologna, 1574) other than a series
of natural history writing that did it this way on
Al mud station wagon day and indicates the one
side as the general intellectual. ( references:)
Yojiro Kimura ʺYong Soo ton animal illustrationʺ
ʺcommentaryʺ 1993)

16 世紀イタリアを代表するナチュラリスト、
ユリッセ・アルドロヴァンディ（1522‐1605） の
博物学全著作集。
アルドロヴァンディはボローニャに生まれ同
地に歿した医師・博物学者で、学史的にはゲス
ナー（1516‐1565） を継ぐ人物と目されている。
ローマにおけるロンドレ（1507‐1566） との邂逅
によって、自然誌の研究を開始。1550 年、ボロ
ーニャに自然誌博物館を建設したが、この種の
建物としては恐らくヨーロッパで最初のものと
考えられている。ロンドレの影響で魚の標本を
集め、このコレクションが博物館の核となって
いる。一方、ボローニャの植物園長としても活
躍。彼の植物学の分野での師は、同じボローニ
ャの植物学教授だったルカ・ギニ（1490?‐1556）
で、ギニは初めて植物の乾燥標本数百点を作成
したことで知られる人物である。アルドロヴァ
ンディは植物採集を 50 年にわたり続けたが、植
物学の著作は生前には刊行されなかった。現在
ボローニャ大学図書館には、付属のアルドロヴ
ァンディ博物館があり、彼の全著作の諸版、収
集品等が展示されている（彼の博物学著作の異
版については次頁の表を参照のこと）。
アルドロヴァンディの博物学書の特長は、資
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料の収集が網羅的である上、記述の構成が一貫
している点である。馬に例を取ると、その記述
は 57 項目 284 ページにも及んでいる膨大さであ
る。動物に限らず、植物（樹木学）や鉱物誌も
同様に精力的な記載がなされている。近代科学
が確立される以前の書物という性格上、聖書学、
哲学、文学、隠秘学、民間伝承といった人文研
究の記載が豊富で、今後、こうした観点からの
一層の解明が望まれるところである。また、図
版はほとんどが１ページ大をとった見事なもの
で、美術史的にも貴重。もっぱら珍奇な絵のみ
がクローズアップされている観があるが、アル
ドロヴァンディの時代にはすでにある程度、空
想上のものと現実のものとの区別がつけられて
いるのが、事項の配列から窺える。また、個々
の事物を医薬として用いる際の記述に、神話か
ら連想されるものが多いが､これをもって当時の
実践医学そのものと考えるのは早計であろう（各
巻の構成は､それぞれの図書のページに掲載）。
版にばらつきこそあるが、初版で揃えること
が不可能となった現在、統一された堅牢な装幀
で全 13 巻まとまって市場に出ることすら極めて
稀なこと。なお、アルドロヴァンディの博物学
書とされるものには 1692 年刊行（著者没後 87
年 後 ） の Pomarium も あ る が 、 一 般 に
Dendrologiae『 樹木学』までをもって全集と見
做されており、古くからこの 13 巻が Historia
naturalis あ るいは Opera omnia と 称されて流
通してきた。ロンドンのウェルカム・インステ
ィテュートをはじめ多くの研究機関や図書館が
全 13 巻の全集を揃えている。アルドロヴァンデ
ィにはこうした一連の博物学著作のほかに
Roma antica distinta per regioni (1741, Roma) や
Antidotarium Bononiense (Bologna, 1574) と い
った尚古研究があり、総合知識人としての一面
を窺わせる。（参考文献：木村陽二郎『ヨンスト
ン動物図説』「解説」1993 年）●分売について
は次項以下参照。
Price 7,140,000 Japanese Yen
U・ アルドロヴァンドゥス［U・アルドロヴァ
ンディ］『鳥類誌』（全 3 巻）(1‐0100)
ALDROVANDUS, Ulyssis [ALDROVANDI,
Ulysse]
Ornithologiae, hoc est de avibus historiae libri
XII (‐XX)
1599, 1645, 1645. Bologna: Bellagamba / Bernia. 3
volumes. 685 wood‐engravings. folio.
uniformly bound in old full calf. spines raised
bands gilt lettered. all edges richly gilt.
16 世紀イタリアを代表するナチュラリスト、
ユリッセ・アルドロヴァンディ（1522‐1605） の
鳥類に関する著作。

Price 1,560,000 Japanese Yen

U・アルドロヴァンドゥス［U・アルドロヴァ
ンディ］『偶蹄四足獣誌』(1‐0101)
ALDROVANDUS, Ulyssis [ALDROVANDI,
Ulysse]
Quadrupedum omnium bisulcorum historia
1642. Bologna: Bernia. 1 volume. [6], 1040 pages,
[12]. frontispiece and 77 wood‐engravings. folio.
bound in old full calf. spine raised
bands gilt lettered. all edges richly gilt.
16 世紀イタリアを代表す
るナチュラリスト、ユリッセ・アルドロヴァン
ディ（1522‐1605） の、牛など偶蹄類に関する著
作。
Price 720,000
Japanese Yen
U・アルドロヴァンドゥス［U・アルドロヴァ
ンディ］『昆虫誌』(1‐0102)
ALDROVANDUS, Ulyssis [ALDROVANDI,
Ulysse]
De animalibus insectis libri VII
1638. Bologna: Ferronius. 1 volume. [10], 767
pages, [43]. ca720 wood‐engravings. folio.
bound in old full calf. spine raised bands gilt
lettered. all edges richly gilt.
16 世紀イタリアを代表するナチュラリスト、ユ
リッセ・アルドロヴァンディ（1522‐1605） の手に
なる、昆虫など、小動物・虫類に関する著作。
Price 520,000 Japanese Yen
U・アルドロヴァンドゥス［U・アルドロヴァ
ンディ］『無血水棲動物誌』(1‐0104)
ALDROVANDUS, Ulyssis [ALDROVANDI,
Ulysse]
De reliquis animalibus exsanguibus libri IV
1642. Bologna: Bernia. 1 volume. [6], 593 pages,
[29]. ca600 wood‐engravings. folio.
bound in old full calf. spine raised bands gilt
lettered. all edges richly gilt.
16 世紀イタリアを代表するナチュラリスト、
ユリッセ・アルドロヴァンディ（1522‐1605） の
無血水棲動物（タコ、ヒトデ、貝など）に関す
る著作。
Price 520,000 Japanese Yen
U・アルドロヴァンドゥス［U・アルドロヴァ
ンディ］『魚類誌・海獣誌』(1‐0105)
ALDROVANDUS, Ulyssis [ALDROVANDI,
Ulysse]
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De piscibus libri V et de cetis liber I
1638. Bologna: Bernia. 1 volume. [4], 732 pages,
[30]. ca400 wood‐engravings. folio.
bound in old full calf. spine raised bands gilt
lettered. all edges richly gilt.
16 世紀イタリアを代表するナチュラリスト、
ユリッセ・アルドロヴァンディ（1522‐1605） に
よる、魚類・鯨類に関する著作。
Price 520,000 Japanese Yen
U・ アルドロヴァンドゥス［U・アルドロヴァ
ンディ］『奇蹄四足獣誌』(1‐0106)
ALDROVANDUS, Ulyssis [ALDROVANDI,
Ulysse]
De quadrupedibus solidi pedibus
1638. Bologna: Bernia. 1 volume. [6], 495 pages,
[1], [28]. frontispiece and 12 wood‐engravings.
folio.
bound in old full calf. spine raised bands gilt
lettered. all edges richly gilt.
16 世紀イタリアを代表するナチュラリスト、
ユリッセ・アルドロヴァンディ（1522‐1605）の、
馬など奇蹄類に関する著作。
Price 520,000 Japanese Yen
U・ アルドロヴァンドゥス［U・アルドロヴァ
ンディ］『分指四足獣誌』(1‐0108)
ALDROVANDUS, Ulyssis [ALDROVANDI,
Ulysse]
De quadrupedibus digitatis viviparis libri III, et
de quadrupedibus digitatis oviparis libri II
1645. Bologna: Bernia. 1 volume. [4], 718 pages,
[16]. frontispiece and 130 wood‐engravings.
folio.
bound in old full calf. spine raised bands gilt
lettered. all edges richly gilt.
16 世紀イタリアを代表するナチュラリスト、
ユリッセ・アルドロヴァンディ（1522‐1605） に
よる、指の分れたに四足獣（即ち、偶蹄類・奇
蹄類以外の哺乳動物、ワニ、カメ等の爬虫類、
カエル、イモリなどの両生類を含む）に関する
著作。
Price 520,000 Japanese Yen
U・ アルドロヴァンドゥス［U・アルドロヴァ
ンディ］『蛇竜誌』(1‐0109)
ALDROVANDUS, Ulyssis [ALDROVANDI,
Ulysse]
Serpentum et draconum historiae libri II
1640. first edition. Bologna: Bernia. 1 volume.
[6], 427 pages, [1], [28]. frontispiece and 61
wood‐engravings. folio.
bound in old full calf. spine raised bands gilt

lettered. all edges richly gilt.
16 世紀イタリアを代表するナチュラリスト、
ユリッセ・アルドロヴァンディ（1522‐1605） の
蛇、竜に関する著作。
Price 520,000 Japanese Yen
U・アルドロヴァンドゥス［U・アルドロヴァ
ンディ］『奇形怪物誌』(1‐0110)
ALDROVANDUS, Ulyssis [ALDROVANDI,
Ulysse]
Monstrorum historia
1642. first edition. Bologna: Bernia. 1 volume.
[8], 748 pages, [28], 159 pages, [1], [6].
frontispiece and 477 wood‐engravings. folio.
bound in old full calf. spine raised bands gilt
lettered. all edges richly gilt.
16 世紀イタリアを代表するナチュラリスト、
ユリッセ・アルドロヴァンディ（1522‐1605） に
よる、あらゆる動物の奇形や、神話伝説上の怪
物に関する著作。
Price 520,000 Japanese Yen
U・アルドロヴァンドゥス［U・アルドロヴァ
ンディ］『鉱物誌』(1‐0111)
ALDROVANDUS, Ulyssis [ALDROVANDI,
Ulysse]
Musaeum metallicum, in libros IIII
1648. only edition. Bologna: Bernia. 1 volume.
[4], 979 pages, [11]. frontispiece and ca1200
wood‐engravings. folio.
bound in old full calf. spine raised bands gilt
lettered. all edges richly gilt.
16 世紀イタリアを代表するナチュラリスト、
ユリッセ・アルドロヴァンディ（1522‐1605） に
よる鉱物に関する著作。
Price 520,000 Japanese Yen
クラウス・ニッセン『植物学書誌総説』(1‐0083)
NISSEN, Claus
Die botanische Buchillustration
Ihre
Geschichte
und
BibliographieDurchgesehener und Verbesserter |
Abdruck der zweibadigen Erstauflage | ergazt
durch ein SupplementBand I: GeschichteBand II:
BibliographieBand III: Supplement
1969, 1978. second edition (first in 1951).
Stuttgart: Anton Hiersemann. 3 volumes bound
in 1. I: X, 264 pages, II: 316 pages, III: 97 pages.
no illustration. 4to (220x300).
publisherʹs original green cloth gilt.
西欧の植物学・本草学文献の基本的書誌として
ゆるぎない地位を保っているニッセンの代表的
業績。この Volume 2 版 は初版の全 3 巻を１冊

‐ 162 ‐

Descriptive Catalogue of New Publications and Selected Old and Rare Books 5 (English Version)

にしたもので、植物学通史、書誌、索引の 3 部
から成る。通史は年代順地域別に、主な研究者
の著作を中心として詳細に記載されている。ま
た、書誌は著者名排列で 2207 点の文献を収録。
Price 70,000 Japanese Yen
クラウス・ニッセン『動物学書誌総説』
(1‐0112)NISSEN, Claus
Die zoologische Buchillustration
Ihre Bibliographie und Geschichte
Band I: Bibliographie
Band II: Geschichte
1969, 1978. first edition. Stuttgart: Anton
Hiersemann. 2 volumes. I: 666 pages, II: XVI,
604 pages. I: no illustration, II: 48 b/w plates and
56 text figures. 4to (220x300).
publisherʹs original green cloth gilt.
西欧の動物学文献の基本的書誌としてゆるぎ
ない地位を保っているニッセンの代表的業績。
鳥類を除く全動物界を対象としたあらゆる文献
を網羅している。Volume １ 巻の書誌は、著者
名排列で 4826 点の文献を収録。また、Volume
２巻の通史では、年代順地域別に主な研究者の
著作を中心として詳細に記載されている。
Price 130,000 Japanese Yen
大英博物館『大英博物館蔵自然誌関連図書資料
総目録』(1‐0114)
[British Museum]
Catalogue of the Books, Manuscripts, Maps and
Paintings in the British Museum (Natural
History)
1991. reprinted edition (of original edition in
1903 to 1940). New York: Maurizio Martino
Publisher. 8 volumes bound in 4 books. total
3932 pages. no illustration. 8vo (180x235).
publisherʹs original cloth gilt.
大英博物館が所有する約 11 万点の自然誌関連
資料の総目録。刊本・雑誌などの印刷物はもと
より、写本や手稿・原稿、地図・絵画まで、著
者名アルファベット順に配列されている。この
版は複製版で蟻、オリジナルは 1903 年から 1940
年にかけて全８巻で刊行された。動物・植物・
鉱物の図鑑や解説書から人体医学書までが網羅
された完璧な目録で、さまざまな研究分野で利
用が可能である。
Price 100,000 Japanese Yen
J・E・グレイ『大英博物館鱗翅目コレクション
目録』Volume １ 部：蝶類(1‐0116)
[GRAY, John Edward]
Catalogue of Lepidopterous Insects in the
Collection of the British Museum

Part I. Papilionidae
1852. first edition. London: (printed by order of)
The Trustees. 1 volume. (4), 94 pages. 13
coloured plates and a b/w plate. 4to
(255x320).rebacked in modern cloth board.
ex‐library copy from the Royal Institution of the
Great Britain
多色刷り石版画による精緻なカラー図版 12 枚
を収録有名な蝶類図鑑。369 種を記載している。
Price 60,000 Japanese Yen
A・ペルシュロン『昆虫学書誌』(1‐0117)
PERCHERON, A.
Bibliographie Entomologique
フランスにおける昆虫学の基本書誌。書誌本
編は著者アルファベット順排列で、著者の略伝、
書名、版型、刊行地、刊行年が記載されている。
Volume ２ 巻では、本編に続いて、匿名著作が
表題アルファベット順排列で記載され、また、
逐次刊行物の書誌、分野別索引が収録されてい
る。
Price 60,000 Japanese Yen
クラウス・ニッセン『鳥類学書誌総説』(1‐0118)
NISSEN, Claus
Die illustrierten Vogelbucher
Ihre Geschichte und Bibliographie
1976. reprinted edition (original in 1953).
Stuttgart: Anton Hiersemann. 1 volume. 222
pages and several text‐figures. 16 plates. 4to
(220x300).
publisherʹs original light blue cloth gilt.
ニッセンによる西欧鳥類学文献の基本的書誌。
簡潔ながら重要事項を洩らさず取り上げた鳥類
学通史と、古今鳥類図譜のモノクロ図版 16 点も
収録。書誌は著者名排列で 1031 点を扱っている。
Price 35,000 Japanese Yen
E・A・マーティン『ギルバート・ホワイトの書
誌学的研究』(1‐0119)
MARTIN, Edward A.
A Bibliography of Gilbert White
The Natural Historian and Antiquarian of
Selborne no date. first edition. Westminster: The
Roxburghe Press. 1 volume. xiii, (1)‐274 pages,
(2). frontispiece and 4 plates. 8vo (135x200).
original cloth gilt. spine gilt lettered.
主として、ギルバート・ホワイトの主著『セ
ルボーンの博物誌』のさまざまな種類の版、彼
の生涯、生地セルボーンの地誌を叙述している。
ギルバート・ホワイト（1720‐1793） は英国の牧
師にして博物学者。オックスフォード大学を卒
業後生地セルボーンの牧師となり、教会活動の
かたわら、この付近の自然観察とその記録に専
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念し、友人にあてた手紙の形式で、主著『セル
ボーンの博物誌』（1789）を記している。この著
作は、彼の精密な観察力と、その素朴で優雅な
文体によって、名著の誉れが高い。
Price 25,000 Japanese Yen
E・A・マーティン『ギルバート・ホワイトの書
誌』(1‐0120)
MARTIN, Edward A.
A Bibliography of Gilbert White
The Naturalist & Antiquarian of SelborneWith a
Biography and a descriptive Account of the
Village of Selborne
1934. revised edition. London: Halton &
Company. 1 volume. viii, 188 pages, (8).
frontispiece, 7 plates and 9 text‐figures. 8vo
(145x220).
publisherʹs original cloth.
日本でもいくつかの翻訳版が刊行され、ナチ
ュラリストから愛書家までを魅了して止まない
『セルボーンの博物誌』。その著者ギルバート・
ホワイトの著作は、本国イギリスでも数多くの
版が出されており、ポピュラーなコレクターズ
・アイテムとなっている。本書は彼の伝記やセ
ルボーンの紹介をも併録した、著作の詳しい書
誌である。30 年振りの大幅改訂にともない、新
情報を満載。
Price 20,000 Japanese Yen
J・カストナー『鳥類図譜の歴史』(1‐0121)
KASTNER, Joseph / (intro.) PETERSON, Roger
Tory / (comment.) GROSS, Miriam T.
The Bird Illustrated 1550‐1900
From the Collections of The New York Public
Library
1988. first edition. New York: Harry N. Abrams,
Inc. 1 volume. 128 pages. illustrated throughout.
4to.
publisherʹs original cloth with printed paper
wrapper. gilt tooled to front cover. illustrated
fly‐leaves.
ニューヨーク公共図書館が所蔵するコレクシ
ョンをもとに、1550 年から 19 世紀末までに刊
行された美麗鳥類図譜の歴史をまとめた入門書。
図版が豊富で、書誌的解説も充実している。
Price 15,000 Japanese Yen
A・B・アダムス『ジョン・ジェイムズ・オーデ
ュボン』(1‐0122)
ADAMS, Alexander B.
John James Audubon
A Biography
1967. first edition. London: Victor Gollancz. 1

volume. 510 pages, (2). 22 illustrations. 8vo
(145x225).
publisherʹs original fake cloth with printed
paper‐wrapper.
自助努力によって大成したアメリカ知性の代
表、鳥類学者にして鳥類画家、ジョン・ジェイ
ムズ・オーデュボン（1785‐1851）の詳細な伝記。
本書の著者は、オーデュボン協会副理事、カー
ネギー博物館名誉学芸員を勤めた人物で、
Volume 一 回国立公園会議の要綱作成に携わる
など、オーデュボンの伝記作者として最適の人
である。大自然の中でのワイルドな生活と、都
会での洗練された生活が無理なく両立できた彼
の稀有な人物像が生き生きと描き出されている。
Price 15,000 Japanese Yen
J・ダルシャン『リヨン植物誌』(1‐0066)
[DALECHAMPS, Jacques]
Historia generalis plantarum
1587, 1586. first edition. Lyon: G. Rovillius. 2
volumes. 1: (10), 1095 pages, (1), 2: 1097‐1922
pages, (72), 36 pages, (3), (1). 1: 1451 woodcuts,
2: 1300 woodcuts. folio.
bound in old fake‐vellum.
著者ダルシャン（1513‐1588） はカン出身の医
師・植物学者で、モンペリエでロンドレのもと
医学を修め、リヨンで開業し同地に没した。本
書は表題紙にダルシャンの名を記載してはいな
いが、彼の代表著作で、ジャン・ボーアン、ジ
ャン・デスムーランの協力を得て、彼の時代ま
での植物学的知識を総合したものである。
上下２冊の殆ど全てのページにわたって総計
3000 点近い木版挿絵があり、それだけでも圧巻
で あ る 。 全 18 書 の 構 成 は 以 下 の と お り ：
Volume １ 書：森に野生する樹木、Volume ２
書：灌木・薮の野生果実、Volume ３ 書：鑑賞
庭園・果樹園の樹木、Volume ４ 書：穀類・豆
類とそれらの雑草、Volume ５ 書：栽培草本と
ハーブ、Volume ６ 書：散形花序植物、Volume
７書：柔和な花の植物、Volume ８ 書：芳香植
物、Volume ９ 書：沼に生する植物、Volume 10
書：荒野・岩場・砂漠・日向の植物、Volume 11
書：日陰・谷地・沼沢地・肥沃な土地の植物、
Volume 12 書 ：海岸・海中植物、Volume 13 書
：攀縁植物、Volume 14 書 ：アザミや針刺のあ
る植物、Volume 15 書 ：球根・根茎・節根をも
つ 植 物 、 Volume 16 書 ： 下 剤 と な る 植 物 、
Volume 17 書 ：毒のある植物、Volume 18 書 ：
異国の植物以上のように、植物分類の基準とし
て、生態学的（生育地）医学薬学的（効能）さ
らに形態学的（構造）と３つが混在しているこ
とも、ダルシャンが彼以前のあらゆる成果を取
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り入れた証拠である。
このような、それ以前の研究成果の網羅が後世、
植物学の理論的飛躍を準備したと言えよう。
Price 1,800,000 Japanese Yen

J・ヨンストヌス［J・ジョンストン］所謂ヨン
ストンス『植物譜―樹木と灌木の自然誌』(1‐0067)
JONSTONUS, Johannes [JONSTON, John]
Dendrographias
sive Historiae Naturalis de Arboribus et
Fructicibus tam nostri quam peregrini orbis libri
decem
1662. first edition. Francofurti ad
Moenum [Frankfurt am Main]: Typis Hieronimi
Polichii [Hieronymus Polich]. 1 volume. [6], 477
pages, (29). half‐title, engraved frontispiece and
137 engraved plates. folio (215x345).
old calf binding. spine raised bands. all edges
stained. a very good copy with Nordkirchen
library book‐plate on verso of front‐cover.
勇斯東私（ヨンストンス）の通称で知られる 17
世紀博物学者の著した植物研究書。（ヨンストン
スと最後にスがつくのは、オランダ語版の本の
書名が「ヨンストンの」という二格ではじまっ
ているので、江戸時代の人が最後のスまでを人
名と誤ったため） 著者ヨンストン（1603‐1675）
は当時のポーランド領リサ Lissa 近郊のザンプ
ター Sambter の 生れ。古いスコットランド系の
一家の出身である。
1624 年から 3 年間スコットランドのセント・
アンドリュース大学で教育を受け、ヘブライ語、
史学を修め、その後フランクフルト、ライプチ
ッヒ、ウィッテンベルク、マグデブルク、ベル
リン、ハンブルクの諸大学を歴訪して医学と自
然学を学んだ。ポーランド貴族の家庭教師をし、
３年後、教え子とドイツ、スコットランド、イ
ングランド、オランダを旅行。その後フラネー
ゲルで医学と数学、ライデンで解剖学と植物学
を学び、ロンドンとケンブリッジで薬学と医術
を学んで 1631 年に帰国。翌年も別の貴族の子息
と共に英国、オランダ、イタリアを訪ね、ライ
デンで医学と生物誌を学び、1632 年 9 月 15 日
に博士号を得た。同大学から医学教授の地位を
提供されたが、これを辞退し、自分の仕事に専
念するためリーグニッツの近くのジーベンドル
フ Ziebendorf に ひきこもり、ここで医者の仕
事をする傍ら自然誌の研究を続けた、という研
究意欲旺盛な学者であった。
日本では専ら「禽獣譜」の著者として知られ

たヨンストンだが､一連の動物学著作（一連の動
物誌で『四足獣自然誌一巻』De Quadrupedibus
Libri I（1650）､『鳥類自然誌六巻』De Avibus
Libri VI（1650）､『魚類と鯨類自然誌五巻』De
Piscibus et Cetis Libri V（ 1650）､『水棲無血動
物自然誌四巻』De Exsanguibus Aquaticis Libri
IV（1650）､『虫類自然誌三巻』De Insectis Libri III
及び『蛇類､竜類二巻』De Serpentibus Libri II
（1653））の他にも､医学の分野では『臨床医学
の一般編』Idea Universae Medicinae Practicae
(Amsterdam, 1644) が 有名で５版を重ね､英訳が
1652 年､カルペッパー Nicholas Culpepper に よ
り翻訳されたほどである。
また、彼の最初の著作は 1632 年にはアムステ
ルダムで出版された『自然の驚異』（前項）であ
る。表題の示すようにまさに百科事典的な書物
で、１．天、２．元素、３．金属、４．鉱物、
５．植物、６．鳥、７．四足獣、８．虫と無血
動物、９．魚、10．人、と章を分け、その主な
ものをあげている。彼の「禽獣譜」はこの６か
ら 10 章を詳述したようなものである。また、４
章を詳述したようなものとして、余り知られて
ないが『鉱物界知見』Notitia regni mineralis
(Leibsick, 1661) が ある。
本書『植物譜―樹木と灌木の自然誌』は、前
項『自然の驚異』で扱われた世界の内、植物界
を代表する著作と言えるが、掲載されているの
は木本類、それも特に人間生活と密接な関係に
ある果樹や花卉が多い。リンゴに始まり、レモ
ン、サクランボ、ザクロ、サンザシ、イチジク、
クワ、オランダイチゴの順で詳解されていく
Volume １ 書に始まり、松柏類、シイ類、カシ
類、ニレ、ヤドリギ、ワタ、ゴム、バラ等々を
全 10 書にわたって取り上げている。図版も多く、
精密な銅版画で見事な出来栄えとなっている。
Price 1,500,000 Japanese Yen
U・アルドロヴァンドゥス［U・アルドロヴァ
ンディ］『樹木学』(1‐0068)
ALDROVANDUS, Ulyssis [ALDROVANDI,
Ulysse]
Dendrologiae naturalis scilicet arborum historiae
libri II
1667. first edition. Bologna: Ferronius. 1 volume.
660 pages, (50). 219 wood‐engravings. folio.
bound in old full calf. spine raised bands gilt
lettered. all edges richly gilt.
16 世紀イタリアを代表するナチュラリスト、ユ
リッセ・アルドロヴァンディ（1522‐1605） の樹
木に関する著作。本書に掲載されているのは木
本類、それも特に人間生活と密接な関係にある
果樹や花卉が多い。
リンゴに始まり、レモン、サクランボ、ザク
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ロ、サンザシ、イチジク、クワ、オランダイチ
ゴの順で詳解されていく Volume １ 書に始ま
り、松柏類、シイ類、カシ類、ニレ、ヤドリギ、
ワタ、ゴム、バラ等々を全 10 書にわたって取り
上げている。図版も多く、精密な銅版画で見事
な出来栄えとなっている。
Price 700,000 Japanese Yen

D・カブレウス［D・シャブレー］『植物図像事
典』(1‐0070)
CHABRAEUS, Dominicus
Stirpium icones et sciagraphia:
cum scriptorum circa eas consensu et dissensu:
ac caeteris plaerisque omnibus quae de
plantarum natura, natalibus, synonymis, usu &
virtutibus, scitu necessaria
1666. first edition. Geneve: P. Gamonetus and J.
de la Pierre. 1 volume. 7 ff, 661 pages, (1), 14 ff.
a frontispiece and illustrated throughout with
numerous woodcuts. folio (225x350).
bound in old vellum. a good copy.
スイスの植物学者ドミニク・シャブレーの代
表著作。シャブレーはジャン・ボーアンの主著
『一般植物雑誌』を、ボーアンの死後、編纂し
て刊行したことで著名。本書は全ページにわた
って掲載された豊富な図版が貴重であるが、こ
れらの植物図版（精緻な木版画）はジャン・ボ
ーアンの著書で使用されたものと正確に対応し、
また、それ以前にも使用されたことがわかって
おり、ドドネウスの 1583 年版『ペンプタデス』
の図版（クレマティス彫画）にまで遡るという、
書誌学的にも興味深いものである。ラテン語、
フランス語、ドイツ語、イタリア語、オランダ
語、英語、ギリシア語の対照索引を巻末に附す。
Price 500,000 Japanese Yen
J・クインビー、A・スティーブンスン共編『レ
イチェル・M・M・ハント・コレクションが所
蔵する植物学書の解題』(1‐0085)
(comps.) QUINBY, Jane / STEVENSON, Allan
Catalogue of Botanical Books in the Collection of
Rachel McMasters Miller Hunt
Volume I Printed Books 1477‐1700 With several
manuscripts of the 12th, 15th, 16th & 17th
centuries
Volume II Part I Introduction to Printed Books
1701‐1800
Volume II Part II Printed Books 1701‐1800
no date. reprinted edition (original in 1958 and
1961) limited to 400 copies. New York: Maurizio
Martino. 2 volumes. I: lxxxiv, 517 pages, (1), II:

ccxliv, (2), ix, (1), 655 pages, (3). I: 25 plates, II: 9
plates. 8vo (160x235).
publisherʹs original cloth gilt.
Volume １ 部がクインビーの編集で 1477 年か
ら 1700 年にかけて発行された書籍 402 点を扱
い､ Volume ２ 部はスティーブンスンが編集を
担当し 1701 年から 1800 年にかけて発行された
書籍 362 点の解題を行なっている。本書はリプ
リント版で､ 400 部の限定出版。オリジナル版は
1958 年と 1961 年に刊行されている。この解題
目録を有効に活用するために､以下の９編の小論
が収められている。H･ M･ リケット「840 年か
ら 1700 年までの植物学研究の概観」J･ F･ フル
トン「初期の植物学書に見られる本草書の影響」
P･ B･ シアーズ「現代農学の揺籃時代」W･ブラ
ント「初期の植物学書中の挿画についての論攷」
M･B･スティルウェル「ハント･コレクション中
の 15‐17 世紀の書籍印刷に関する考究」G･ダン
ソーン「18 世紀における植物画のカラー印刷」J
･S･L･ギルモア「18 世紀に発行された園芸書の
研究」W･T･スターン「18 世紀の植物園と植物
学書」A･スティーブン「植物学書の書誌学的研
究」
Price 60,000 Japanese Yen

◎西洋・東洋医学史関連書籍◎
G・L・C・F・D・キュヴィエ男爵『比較解剖学
課程』(1‐0017)
CUVIER, G[eorges] (Leopold Chretien Frederic
Dagobert, Baron de)
Lecons dʹanatomie comparee
Recueillies et publiees sous ses yeux par C.
DUMERIL, chef des travaux anatomiques de
lʹEcole de Medecin de Paris
Tome I. Contenant Les organes du mouvement
Tome II. Contenant Les organes des sensations
Recueillies et publiees sous ses yeux par G.‐L.
DUVERNOY, D.‐M. Membre‐Adjoint de la
Soci,te de lʹEcole de Medecine, Membre de la
Societe philomatique, etc.
Tome III. Contenant La premiere partie des
organes de la digestion
Tome IV. Contenant La suite des organes de la
digestion et ceux de la circulation, de la
respiration et de la voix
Tome V. Contenant Les organes de la generation
et ceux des secretions excrementielles ou des
excremions
1800‐1805. first edition. Paris: Baudouin (I and
II) / Genets jeune (III, IV and V). 5 volumes. I:
xxxj, (1), 521 pages, (1), II: xvj, 697 pages, (3), III:
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xxviij, 558 pages, (2), IV: xij, 539 pages, (3), V:
vij, (1), 368 pages. I: 7 folding tables, II, III and
IV: no illustration, V: 52 plates. 8vo (130x205).
uniformly bound in vellum. spines gilt. all edges
stained. very good set.
著者キュヴィエ（1769‐1832） はフランスの博
物学者で、ラマルクの進化論に反対して創造説
に固執した人物として有名だが、本書に見られ
るような実証主義的学の確立にも大きく寄与し
ている。彼の『比較解剖学課程』は全５巻、30
課程からなっており、その構成は以下のとおり
である：
Volume １ 巻：運動器官（Volume １課：動物
経 済 の考 察、 Volume ２ 課 ：運動 器官全 般 、
Volume ３ 課：骨と幹の筋肉、Volume ４ 課：
前 肢 と 胸 筋 、 Volume ５ 課 ： 後 肢 と 腹 筋 、
Volume ６ 課：無脊椎動物の運動器官、Volume
７課：動作の観点から見た運動器官）Volume
２巻：感覚器官（Volume ８ 課：主要感覚器官
の集積場として見た頭部、Volume ９ 課：脊椎
動物の脳、Volume 10 課 ：脊椎動物の主要神経
配置、Volume 11 課 ：無脊椎動物の神経システ
ム、Volume 12 課 ：視覚器官―眼、Volume 13
課：聴覚器官―耳、Volume 14 課 ：触覚とそれ
に関連する全器官、Volume 15 課 ：嗅覚器官と
味覚器官）Volume ３ 巻：消化器官（Volume 16
課：脊椎動物の顎とその運動、Volume 17 課 ：
歯 、 Volume 18 課 ： 混 唾 作 用 と 嚥 下 作 用 、
Volume 19 課 ：無脊椎動物の咀嚼・混唾・嚥
下、Volume 20 課 ：食道・胃と脊椎動物の胃の
消化作用、Volume 21 課 ：脊椎動物の腸）
Volume ４ 巻：消化器官・循環器官・呼吸器官
・発声器官（Volume 22 課 ：脊椎動物の消化管
付属器官いわゆる溶液分泌組織とその外膜およ
びその維持組織、Volume 23 課 ：無脊椎動物に
おける消化管とその付属器官、Volume 24 課 ：
脊椎動物の血管一般・心臓における循環、
Volume 25 課 ：脊椎動物の主要血管、Volume 26
課：呼吸器官、Volume 27 課 ：無脊椎動物の循
環呼吸器官、Volume 28 課 ：発声器官）
Volume ５ 巻 ： 生 殖 器 官 と 泌 尿 排 泄 器 官
（Volume 29 課 ：生殖器官、Volume 30 課 ：泌
尿排泄器官）また、Volume １ 巻には折込み図
表７点、Volume ５ 巻には解剖図譜 52 枚が附さ
れている。
Price 400,000 Japanese Yen
J・L・ボードロック著、A・スーク訳
蘭版『産科学』全５巻(1‐0018)
BAUDELOCQUE, Jean Louis / (tr./ed.) SOEK, A.
De Verloskunde
door den Heere J. L. Baudelocque, lid, en Raad
in de Altijd‐duurende Bijzondere vergadering

van de Koninglijke Maatschappij der Heelkunde,
te Parijs; Enz.
1790, 1790, 1790, 1791 and 1791. first Dutch
edition. Utrecht. 1: (6), LXXXIV, 402 pages, 2:
XII, 297 pages, (1), 3: XXII, 336 pages, 4: XIV,
400 pages, 5: XIV, 368 pages. 1: a frontispiece
and 7 plates, 2: no illustration, 3: no illustration,
4: 7 plates, 5: 3 plates. 8vo (135x210).
uniformly bound in old calf with marbled
boards. all edges stained yellow.
著者ボードロック（1746‐1810） は大革命期を
生きたフランスの産婦人科医。ナポレオンによ
って皇后マリー・ルイーズの首席産科医に任命
されたエピソードも有する信望の厚い名医であ
った。パリ産院は彼の名を冠して､ボードロック
産院と称されている。
彼の主著は２つあり､ひとつは 1775 年初版の
『田舎の助産婦のための問答形式による産科学
の基礎知識』である。この書は､その蘭版から足
立世茂によって和訳され『（遠西）産科礎』の書
名で江戸時代の我が国産科学の発展に貢献した。
そして､ボードロックのもうひとつの主著が､本
書『産科学』（1781 年初版）である。著者の名
声と同様､当時のヨーロッパで最先端を行ってい
た教科書として､その内容は高く評価されてい
る。４部に分けられた構成は､以下の通り：
Volume １ 部：産科学における解剖・生理そ
の他の関連知識、Volume ２ 部：自然分娩とそ
の結果、Volume ３ 部：一般に非自然分娩と称
される Volume 二 種の分娩に関して、Volume
４部：Volume 三 種の分娩・難産に関して。『田
舎の助産婦のための …』が『（遠西）産科礎』
として日本で流布したのに対し、本書が和訳さ
れたという確実な証拠は今のところ無いようで
ある。
しかし両書において著者の産科学に臨む態度
が同じであるとすれば、江戸時代の我が国に与
えたボードロックの影響は少なからぬものがあ
ると言えよう。なお、本書のフランス語初版は
労働科学研究所ゲッチンゲン医学古典文庫に、
また同 Volume ３ 版（1796 年）は野間科学医学
研究資料館に、それぞれ蔵されている。
Price 270,000 Japanese Yen
G・スリエ＝ド＝モラン『中国の鍼灸術』(1‐0019)
SOULIE DE MORANT, George
LʹAcuponcture chinoise
1939‐1941. Paris: Mercure de France. 2 volumes.
I: 300 pages, II: 274 pages. illustrated throughout
with 117 figures. 4to.
rebound in contemporary paper‐boards. original
paper‐coverss bound‐in.
鍼灸術の原理、思想、歴史、実践、技法を、豊
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富な図版で解説した大部の研究書。著者スリエ
＝ド＝モランの編集力には感銘深いものがある。
Price 225,000 Japanese Yen
Ｈ・Ｒ・デンハム『ウェルカム医学史図書館所
蔵医学関連書籍目録』(1‐0020)
(comp.) DENHAM, H. R.
A Catalogue of Printed Books in the Wellcome
Historical Medical Library
I : Books Printed before 1641, II : Books Printed
from 1641 to 1850 A‐E, III : Books Printed from
1641 to 1850 F‐L, IV : Books Printed from 1641
to 1850 M‐R
1962, 1966, 1976 and 1998. first edition. London :
The Wellcome Historical Medical Library. 3
volume. I : xv, (1), 407 pages, II : xi, (1), 540
pages, III : xvi, 565 pages, (3). IV : , no
illustration. 4to (220x300).
ウェルカム医学史図書館所蔵医学関連書籍目録
の内、現在までに刊行されたものを全て収録。
Volume 4 巻 までを収録。インキュナビュラを
除く、1850 年までの印刷された書籍全てを収録。
著者名アルフアベット順に配列し、書籍は刊行
年度順に、表題、発行年、出版者が記載されて
いる。この既刊分 4 巻揃いは、世界でも稀であ
る。
Price 180,000 Japanese Yen
K・ズートホフ『歯科医学史』(1‐0021)
SUDHOFF, K.
Geschichte der Zahnheilkunde
1921. 1 volume. 8vo.
ドイツ医学史の大家、ズートホフ博士による、
歯科医学史の古典的名著。
Price 150,000 Japanese Yen
Ｄ・Ｈ・フック、Ｊ・Ｍ・ノーマン共編『ノーマ
ン医学・科学書コレクション解題目録』(1‐0022)
HOOK, Diana H. / NORMAN, Jeremy M.
The Haskell F. Norman Library of Science &
Medicine
1991. first edition (limited to 465 sets out of 500).
San Francisco : Jeremy Norman & Co. 2
volumes. I : lxxvii, (3), 511 pages, (7), II : xvi,
513‐1005 pages, (7). coloured frontspiece,
coloured portrait and 221 figures, II: 222‐396
figures. 4to (220x285).
publisherʹs original cloth gilt. a good copy.
サンフランシスコの精神科医Ｈ・Ｆ・ノーマ
ンの古医学書収集は、およそ 40 年前に彼の専門
分野の一冊の本、フロイトの『夢判断』から始
められた。1950 年代、1960 年代を通してそのコ
レクションは、精神分析学の名著をカヴァーし、

ついで、医学全分野の著作を包含し、ついには、
科学一般の発展に重要な足跡を記した書籍に及
んでいった。
こうして形成された医学・科学書は、ケルス
ス、ケタム、ヴェサリウスなどの希覯書類を含
む 2000 点以上の膨大なものとなった。本書は、
そのコレクションの全尨を明らかにした解題目
録で、1985 年の展示会の目録を作成したフック
女史と、Ｈ・Ｆ・ノーマンの子息で科学専門希
覯書籍商Ｊ・Ｍ・ノーマンが編集したものであ
る。 2285 点の貴重書籍について、書誌情報、
校合、以前の所有者、内容解題、参考書誌が記
載されている。また、特に、収集の出発点とな
ったフロイトに関するコレクション 172 点、さ
らに、自らの専門であるメスメリズム関連書 153
点については、それぞれ独立に解題がなされて
いる。Ｈ・Ｆ・ノーマンの医学・科学書コレク
ションが、現在存命中の個人のものとしては、
他に類を見ないすばらしいものであると同時に、
この書誌自体も、医学・科学専門書誌として、
最高水準あることは間違いない。
Price 120,000 Japanese Yen
Ｊ・ヤング、Ｐ・Ｈ・アイケン編『グラスゴー
大学附属ハンタリアン博物館所蔵写本手稿類解
題目録』(1‐0023)
(comp.)YOUNG, John / AITKEN, P.
HendersonA Catalogue of the Manuscripts in
the Library of the Hunterian Museum in the
University of Glasgow
1908. first edition. Glasgow: James Maclehose
and Sons. 1 volume. 582 pages. no illustration.
4to (235x295).
original cloth gilt. top edge gilt. others
untrimmed. upper joint slightly tender.
639 種類の東洋、西洋の写本・手稿類を収録。
解題は、(1)基本的データ、(2)解説、(3)製本様式、
(4)内容、(5)注記の 5 項目にわたって、詳細に記
載されているので、書誌研究に、非常に有用で
ある。医学関連のものに見るべきものが多いの
もここのコレクションの特長。また、著者名索
引、書名索引がつけられている。
Price 100,000 Japanese Yen
D・M・シューリアン、F・E・サマー『陸軍医
学図書館蔵揺籃期本写本目録』(1‐0024)
SCHULLIAN, Dorothy May / SOMMER, Francis
Erich
A Catalogue of Incunabula and Manuscripts in
the Army Medical Library
1948. first edition. New York: Henry Schuman,
Inc. 1 volume. xiii, (1), 361 pages. 12 plates. 8vo
(185x260).
original cloth gilt. good.
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陸軍医学図書館は、一般書について米国議会
図書館が占めるのと同等の役割を医学文献の分
野で果たしている図書館。そこに収蔵された多
くのインキュナビュラ・古写本類を詳細に校合
した目録が本書である。
Price 80,000 Japanese Yen
J・バッハ『歯科技工必携』(1‐0026)
BACH, Julius
Handbuch der Zahnersatzkunde
1912. G. Routledge & Sons. 2 volumes. I: XV,
540 pages, II: VIII, 541‐971 pages. I: 8 plates and
223 figures, II: 14 plates, 209 figures. 8vo.
Price 80,000 Japanese Yen

J・バロン『ジェンナー伝』(1‐0027)
BAROW, John
The Life of Edward Jenner, M.D. LL.D., F.R.S.
Physician Extraordinary to the King, &c. &c.
with Illustrations of His Doctrines, and
Selections from His Correspondence
1827. first edition. London: Henry Colburn. 1
volume. xxiv, 624 pages. a portrayal
frontispiece. 8vo (150x240).
rebucked in boards. paper label to spine
cracked.
種痘法の発見者として著名な英国の医師エド
ワード・ジェンナー（1749‐1823） を扱った伝記
の代表。牧師の子として生まれ、開業医の下で
学び、ハンターの弟子となり、故郷に帰って開
業。その後の痘瘡の研究に専念し、ついに種痘
法の発見となるが、当時の社会では有害論が根
強かったため受け入れられず、専攻論文を 2 つ
追加発表してようやくその成果を評価されるこ
ととなった。本書ではそうした伝記的記載に加
えて、彼のワクチン接種法についての専門的な
情報が多く、医学史研究の貴重な資料として利
用可能であろう。
Price 70,000 Japanese Yen
J・ティンダル『大気中の浮遊物質に関する考察』
(1‐0028)
TYNDALL, John
Essays on the Floating‐Matter of the Air
In Relation to Putrefaction and Infection
1883. second edition (first in 1881). London:
Longmans, Green, and Co. 1 volume. xix, (1),
338 pages, (2). 24 figures. small 8vo
(130x200).original blind‐tooled cloth gilt.
アイルランド人のティンダル

（1820‐1893）は、ほとんど独学で物理学を修め、
英国国立研究所の教授となった人物である。テ
ィンダル現象にその名を残したように、大気中
の光の散乱などの物理学方面での業績の他、ス
イス・アルプスの氷河の研究などもある。1881
年に初版が刊行された本書は、大気中の微小な
浮遊物質が、腐敗や感染の原因であることを論
じたもの。様々な腐敗・感染の実験報告を含む
詳細な研究書である。
Price 63,000 Japanese Yen
ヴァレー＝ラド著、C・ハミルトン婦人訳『パ
ストゥール伝』英訳初版(1‐0029)
VALLEY‐RADOT, René / (tr.) HAMILTON,
Lady Claude
Louis Pasteur
His Life and Labours
1885. first English edition (original French
edition in 1883). London: Longman, Green and
Co. 1 volume. xlii, 300 pages, 12. no illustration.
small 8vo (130x195).
publisherʹs original cloths.
義理の息子によってまとめられたパストゥー
ル伝の英訳。数多い彼の発見やフランス産業界
への貢献が手際よくまとめられた良書として今
も評価が高い。パストゥール研究には必読の一
冊である。
Price 60,000 Japanese Yen
S・A・J・ムーラット『ウェルカム医史学図書
館蔵写本・手稿類目録』(1‐0030)
MOORAT, S. A. J.
Catalogue of Western Manuscripts on Medicine
and Science in the Wellcome Historical Medical
Library I: Manuscripts written before 1650 AD
II‐1:MSS. written after 1650 A. D. A‐M
II‐2: MSS. written after 1650 A. D. N‐Z with
Indexes, Appendix, and Supplement to Volume I
1962, 1973. first edition. London: The Wellcome
Institute of the History of Medicine. 3 volumes.
I: 688 pages, II (1): (4), 760 pages, II (2): (2),
761‐1480 pages, (1). I: 1 coloured plates, II (1‐2):
no illustration. 4to (210x290).
original cloth gilt. all edges stained blue. a very
good set.
ウェルカム医史学図書館が蔵する写本・手稿
類を、1650 年を境として整理編纂した詳細な目
録。著者名アルファベット順排列で、写本・手
稿類は年代順に、概要、頁構成、サイズ等が記
載されている。全収録分の年代順排列表や一般
項目別索引の他、言語別、図版、肖像、製本、
所有者、図書館、蔵書表などの特種索引も完備
している。医学と、それに関連する自然科学・
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哲学などの広い領域がカバーされた素晴らしい
コレクションの全貌が網羅されている。
Price 60,000 Japanese Yen
J・バッハ編『歯科学辞典』(1‐0031)
BACH, Julius
Dental‐Lexicon
Handbuch zur Verdeutschung der in der
m o d e r n e n Z a h n b e h a n d l u n g u n d i hr e r
Grenzgebiete gebrauchen fachlichen,
naturwissenschaftlichen, medizinischen,
chemischen und physikalischen Fachausdrucke
1930. 1 volume. 898 pages. illustrated
throughout. 8vo.
Price 60,000 Japanese Yen
E・スムレカー『金充填法詳論』(1‐0032)
SMREKER, Ernst
Das
Flulen
der
Zahne
mit
Goldeinlagen[Handbuch
der
Porzellanfuullungen und Goldeinlagen, 2 Teil.]
1911. Berlin: Berlinische Verlagsanstalt. 1
volume. 250 pages. 19 illustrations. 8vo.
Price 50,000 Japanese Yen
L・ヴァルネクロス『歯茎を傷つけない虫歯充
填法』(1‐0033)
WARNEKROS, L.
Das Flulen der Zahne bei intacter Pulpa
1888. 1 volume. 8vo.
Price 50,000 Japanese Yen
M・ ヴ ェ ー ラ ウ 『 ア メ リ カ 式 歯 科 技 工 術 』
WEHLAU, Max(1‐0034)
Amerikanische Zahnheilkunde
Erfahrungen und Eindrucke vom Siebenten
Internationalen Zahnarzlichen Kongress in
Philadelphia und von meiner Studienreise durch
die Vereinigten Staaten von Amerika und
Canada 1927. first edition. Berlin: Berlinische
Verlagsanstalt. 1 volume. (6), 146 pages. 1
coloured plates and 252 text illustrations. 8vo
(160x235).
original cloth. corners worn and broken.
internally good.
Price 50,000 Japanese Yen
G・ケインズ『ウィリアム・ハーヴェイの生涯』
(1‐0035)
KEYNES, Geoffrey
The Life of William Harvey
1966. first edition. Oxford: The Clarendon Press.
1 volume. xviii, 483 pages, (1). coloured

frontispiece and 32 illustrations.

4to (185x255).

publisherʹs original cloth with printed
paper‐wrapper. ex‐library copy.
ハーヴェイ伝記の決定版。オックスフォード
を代表する書誌学者ケインズの主要著作のひと
つである。不明なことが当然とされてきたハー
ヴェイの全生涯を、当時の記録類を博捜するこ
とにより復元。親族や友人に残された書類、同
僚医師や患者達のメモなどを駆使しての綿密な
調査は、書誌学者ならではの業績として感動的
ですらある。当然の事ながら遺稿類などの書誌
も完備。
Price 40,000 Japanese Yen

R・エイマス編『ヒポクラテスの後継者たち―
歴史的医学文献の書誌―』(1‐0036)
(ed.) EIMAS, Richard
Heirs of Hippocrates
The Development of Medicine in a Catalogue of
Historic Books in the Hardin Library for the
Health Sciences, the University of Iowa
1990. third edition. Iowa City: University of
Iowa Press. 1 volume. xxi, (1), 705 pages, (1).
illustrated throughout. 4to (220x285).
publisherʹs original cloth with printed pictorial
paper‐cover. half‐title slightly soiled.
アイオワ大学ハーディン健康科学図書館内の
ジョン・マーティン稀覯書室が所蔵する歴史的
医学文献の解題書誌。数多くの図版を配し、蔵
書の一点一点を詳細に解説した「書誌による医
学史」である。このユニークな医学書誌は 1980
年の刊行時から大評判となったが、Volume ３
版では 1000 点を超える大きな増訂がなされ、全
2343 点を収録している。もちろん書誌的データも
完備。
Price 40,000 Japanese Yen
W・オスラー『揺籃期の医学書』(1‐0037)
OSLER, William
Incunabula Medica
A Study of the Earliest Printed Medical Books
1467‐1480
no date. reprint (of 1923 first edition). Mansfield,
CT.: Maurizio Martino Publisher. 1 volume. xi,
(1), 140 pages. frontispiece and 16 plates. 4to
(215x280).
original cloth.
医学分野のインキュナビュラ 208 点を収録した
目録のリプリント。医学書コレクションとして
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名高いオスラー文庫の蔵する稀覯書の解題であ
る。医学書誌の基本的文献。
Price 35,000 Japanese Yen
A・ポーリー『医科学書誌』(1‐0038)
PAULY, Alphonse
Bibliographie des Sciences Medicales
1954. reprint (of original edition in 1874, Paris:
Librairie Tross). London: Academic and
Bobliographical Publications. 1 volume. XIX, (1),
(double‐column numbering) 1758, (73). no
illustration. 8vo (150x240).
publisherʹs original cloth.
医学文献をおおまかに５つのジャンルに分類、
さらにそれらをより詳しいサブ・ジャンルに区
分して整理した、19 世紀医学書誌の労作。
Price 33,000 Japanese Yen

J・M・ノーマン編『モートン医学書誌』（ギャ
リスン＝モートン Volume 5 版 ）(1‐0039)
(ed.) NORMAN, Jeremy M.
Mortonʹs Medical Bibliography
An Annotated Check‐list of Texts Illustrating the
History of Medicine (Garrison and Morton)
1991. fifth edition (first in 1943). Aldershot,
Hants.: Scholar Press. 1 volume. xxiv, 1243
pages, (3). no illustration. 8vo (165x240).
publisherʹs original cloth gilt with printed
paper‐cover.
いまや医学書誌の定番となった『ギャリスン
＝モートン』の最新版。この Volume ５ 版は、
医科学専門の稀覯書籍商ノーマンが増補編集を
行なったものであるが、通し番号制を踏襲し、
さらに新規分野や項目を増やして、さらに一歩、
この偉大な書誌を前進させた観がある。
Price 30,000 Japanese Yen
H・F・サランダー編『エリック・ウォラー医学
科学研究資料目録』(1‐0040)
(comp.) SALLANDER, Hans Fredrik
Bibliotheca Walleriana
The Books Illustrating the History of Medicine
and Science collected by Dr Erik Waller and
bequeathed to the Library of the Royal
University of Uppsala
1991. reprinted
edition limited to 400 copies (original 1955
edition in Stockholm: Almqvist & Wiksell). New
York: Maurizio Martino Publisher. 2 volumes
bound in 1. xi, (1), 471 pages, (3), 48 plates, (6),
494 pages, (2), 7 plates, (1). total 55 plates. 8vo
(160x235).
publisherʹs original cloth gilt.

スウェーデンの偉大な医学者エリック・ウォ
ラーが収集した歴史的医学文献は、1950 年に同
国の王立ウプサラ大学図書館に寄贈され、以後
医学史研究に無くてはならぬ重要コレクション
のひとつとなった。本書はそのコレクションの
目録で、分野別著者名順の排列で編集。Volume
１巻がインキュナビュラ及び医学史、Volume
二２巻が関連諸分野の文献を収録。医学史の基
本書誌として既に高い評価がなされており、新
規に編纂する際のひとつの標準とされている。
Price 25,000 Japanese Yen
Ｍ・Ｈ・フィッシュ『ニコラウス・ポル所蔵古
医学文献の書誌学的研究』(1‐0041)
FISCH, Max H.
Nicolaus Pol Doctor 1494
With a Critical Text of his Guaiac Tract edited
with a translation by Dorothy M. Schullian
1947. first edition. New York: published for The
Cleveland Medical Library Association by
Herbert Reichner. 1 volume. 254 pages. 18
illustrations. 4to (183x255).
original buckram.
ニコラウス・ポルは、神聖ローマ帝国皇帝マ
クシミリアン１世(1459‐1519)の 侍医で、15・16
世紀の医学文献を収集した人物として名高い。
また、ポルはユソウボクを梅毒の治療に用いて
効果をあげ、その治療法についての論文を記し
た。本書には、その論文がＤ・Ｍ・シュリアン
により英訳されたものを掲載した。クリーブラ
ンド医学図書館所蔵本が 40 種類、エール大学医
学史図書館所蔵本が 15 種類、ポル旧蔵の図書が
468 種類が、それぞれ解題されている。
Price 20,000 Japanese Yen
W・Ｒ・ドーソン『ロンドン医学協会図書館が
所蔵する写本類の解題目録』(1‐0042)
DAWSON, Warren R.
Manuscripta Medica
A Descriptive Catalogue of the Manuscripts in
the Library of the Medical Society of London
1932. first edition. London: (published for) The
Medical Society of London, (published by) John
Bale, Sons & Danielsson, Ltd. 1 volume. 140
pages.
bound in original cloth. spine gilt lettered. good.
140 種類の書籍について、その体裁、内容に
亘って、詳細に解題されている。
Price 20,000 Japanese Yen
J・ F・ ロ イ ル 『 ヒ ン ド ゥ ー 医 学 の 古 典 研 究 』
(1‐0043)
ROYLE, J. F.
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An Essay on the Antiquity of Hindoo Medicine
Including an Introductory Lecture to the Course
of Materia Medica and Therapeutics, delivered
at Kingʹs College
1837. first edition. London: W. H. Allen & Co. 1
volume. iv, 196 pages, (16). no illustration. 8vo
(150x230).
rebucked in boards. paper label to spine.
著者はロンドン大学キングズ・コレッジ薬物
学・治療学の教授。同コレッジで行われた薬物
学・治療学の講演を基に著わされたヒンドゥー
医学研究書である。著者の専門通り､動物性・植
物性・鉱物性の薬物論が中心であるが､隣接する
アラビア医学や中国医学との影響関係や類似点
・相違点の研究も含まれており､西洋医学史との
関係まで論が及んでいる。薬物とそれを産出す
る自然環境にも注目､ヒンドゥー医学の拠り所と
なる原典についても詳細に論じられている。図
版こそないが､天文学や占星術など､ヒンドゥー
医学を根底から支えるその世界観にまで注目し
ていることは､医学史研究上重要といえよう。
Price 140,000 Japanese Yen
M・ポルケルト『中国医学の理論的基盤』(1‐0044)
PORKERT, Manfred
The Theoretical Foundations of Chinese
Medicine
Systems of Correspondence
1974. first edition. Cambridge, MA / London:
The MIT Press. 1 volume. xvi, 368 pages. 81
figures and 28 tables. 8vo (160x235).
publisherʹs original cloth gilt with printed
dust‐wrapper.
中国伝統医学の理論を、その拠って立つ根本
的自然哲学たる陰陽思想、五行論から解き明か
し、経絡等の実践的身体観を西洋の医学思想に
理解できる形で翻案している。
Price 15,000 Japanese Yen
D・H・ フック『ノーマン医科学書コレクショ
ン展示会目録』(1‐0045)
HOOK, Diana H.
The Haskell F. Norman Collection of Science &
Medicine
Selections exhibited for the International
Congress of Bibliophiles
1985. first edition. San Francisco: Jeremy
Norman & Co. 1 volume. 44 pages, (2). 12
photos. 8vo (190x280).
pamphlet with original printed paper cover.
サンフランシスコの精神科医 H・F・ノーマ
ンの医科学書コレクションは 1985 年の世界愛書
家会議に合わせて展示されたが、本書はその時

の解題目録である。医学及び科学の発展に於て
重要な意味を持つ 123 点が膨大なコレクション
の中から厳選され、彼のコレクション全体の素
晴らしさを簡潔に体現している。『ノーマン医科
学書コレクション総解題目録』をも参照されたい。
Price 15,000 Japanese Yen
C・O・デイ他編『ハーバード大学ボイルストン
医学協会目録』(1‐0046)
DAY, Charles Orrin / et al.
Catalogue of the Boylston Medical Society
December 1906
Founded January 6, 1811
Incorporated June 13, 1823
1907. first edition. Boston. The Merrymount
Press. 1volume. 108 pages. no illustrations. 8vo
(150x240).
original buckram backed paper boards. spine
gilt lettered. unopened nice copy. rare.
ハーバード大学医学部において、1811 年医学
研究奨励のために設立された同協会の、総合的
なインデックスである。歴代理事長・副理事長
一覧や、ボイルストン賞歴代受賞者の研究論文
・業績一覧、会則、会員名鑑からなる。
Price 15,000 Japanese Yen
J・O・ライボヴィッツ『冠状動脈心臓疾患の歴
史』(1‐0047)
LEIBOWITZ, J. O.
The History of Coronary Heart Disease
1970. first edition. London: Wellcome Institute of
the History of Medicine. 1 volume. xvii, (1), 227
pages, (1). 15 plates. 8vo (160x255). publisherʹs
original cloth with printed paper‐wrapper. top
edge atained red.
古代・中世から現
代に至るまでの、心臓の冠状動脈疾患の歴史を
たどった専門的研究書。時代、地域の違う様々
な医学理論の中で、冠状動脈疾患がどのように
考えられて来たのかを６章にわたり論じている。
書誌、索引も充実。著者はエルサレムのヘブラ
イ大学教授。
Price 10,000 Japanese
Yen
R・プライス『ウェルカム医史学図書館蔵メデ
ィカル・アメリカーナ解題目録』(1‐0048)
PRICE, Robin
An Annotated Catalogue of Medical Americana
in the Library of the Wellcome Institute for the
History of Medicine
Books and printed documents 1557‐1821 from
Latin Americana and the Caribbean Islands and
Manuscripts from the Americas 1575‐1927
1967. first edition. London: The Wellcome
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Institute for the History of Medicine. 1 volume.
xix, (3), 319 pages, (1). frontispiece and 29 plates.
8vo (195x255).
original cloth. errata leaf inserted.
同図書館が所有する医学関連のアメリカーナ
（新大陸で印刷された、または新大陸について
の書籍）の詳細な目録。1557 年から 1821 年ま
での印刷書籍について、地域別にアルゼンチン 9
点、ブラジル 13 点、コロムビア 3 点、キューバ 6
点、ガデループ 3 点、グァテマラ 17 点、ハイテ
ィ 56 点、ジャマイカ 6 点、マルティニーク 4 点、
メキシコ 221 点、ペルー 34 点、加えて逐次刊行
物 19 点を収録。また、写本・手稿類約 150 点に
ついても併載している。
Price 10,000 Japanese Yen

孫思邈『備急千金要方』
1997 年 8 月／中醫古籍出版社／ 2 函 12 冊／線
装（袋綴じ）(1‐0049)
薬方書の基本資料とも言えるもので、唐の時
代に成立している。病気に対応する処方を集大
成したもので、日本にも渡来し、村井琴山の『和
方一萬方』等は、叙述のスタイル及び薬物の処
方の方法等を参考にしている。中国、日本でさ
まざまな種類の校注本が刊行されている。
この資料は、著者（581‐682） の五十年以上に
わたる臨床経験を整理・統合した薬方書で、中
国医学の基礎理論及び各科の臨床診断法・治療
方法・鍼灸術・食餌療法・病気予防方法・衛生
等について述べていて、特に、婦人及び小児の
病気を重点に解説している。『千金方』と言う名
称は、『備急千金要方』及び『千金翼方』の略称
に当たる。
Price 100,000 Japanese Yen
王冰注『黄帝内經』
1994 年 3 月／中醫古籍出版社／ 1 函 8 冊／線装
（袋綴じ）(1‐0050)
著者や成立年代は共に不明。中国最古の医学
書と言われている。中国の伝説上の五帝の一人
黄帝に仮託し、黄帝が名医と人体についれ論じ
ると言う体裁をとっている。実際には戦国時代
から漢代にかけての陰陽・五行思想に基づく自
然哲学と、当時の医学知識を総合したものと考
えられる。人体を小宇宙とみなし、人間の生命
現象を全て大宇宙の自然現象の投影と考える立
場から、天地と人体の相似を人体を構成する木
・火・水・金・水の五元素の正しいバランスが
健康のもとであることを述べている。生理・病

理・衛生の理論を述べた「素問」と、鍼灸療法
を記載した「霊枢」の二部構成である。
Price 63,000 Japanese Yen
彭用光撰『簡易普濟良方』（「中國中醫研究院圖
書舘藏善本叢書」1）(1‐0051)
1994 年 6 月／中醫古籍出版社／ 1 函 3 冊／線装
（袋綴じ）
Price 35,000 Japanese Yen
朱粛撰『救荒本草』（「中國中醫研究院圖書舘藏
善本叢書」2）(1‐0052)
1996 年 12 月／中醫古籍出版社／ 1 函 6 冊／線
装（袋綴じ）
周定王朱粛は、明の太祖（洪武帝）の Volume
五子、成祖（永楽帝）の弟にあたり、1370（洪
武 3）年に呉王、1378（洪武 11）年には周王に
改封され、1425（洪煕 1）年に天壽を全うした。
この書は、飢饉に際して食べることの可能な、
救荒植物四百余種類の、形状や調理方法を簡単
に記載し、あわせて植物図を掲載した資料であ
る。これらの植物を実際に栽培してその形態を
観察し、食したこともあると言われているだけ
に、内容も適切であり、植物の図画も写実的で
精緻である。
初版は 1406（ 永楽 4）年に開封で、Volume
二版は 1525（嘉靖 4）年に太原で、Volume 三
版は 1555（嘉靖 34）年に開封で、Volume 四 版
は 1586（萬暦 14）年に、それぞれ刊行された。
また、1593（萬暦 21）年刊行の『格致全書』に
も節録本が収録されている。さらに、1639（崇
禎 12）年に刊行された徐光啓の『農政全書』の
「荒政」の章は、この書をあてたものである。
Price 60,000 Japanese
Yen
呉球撰『諸症辨疑』（「中國中醫研究院圖書舘藏
善本叢書」3）(1‐0053)
1994 年 3 月／中醫古籍出版社／ 1 函 2 冊／線装
（袋綴じ）
Price 16,000 Japanese Yen
趙南星撰『上医本草』（「中國中醫研究院圖書舘
藏善本叢書」4）(1‐0054)
1996 年 12 月／中醫古籍出版社／ 1 函 4 冊／線
装（袋綴じ）
Price 48,000 Japanese Yen
孔文胤撰『丹臺玉案』（「中國中醫研究院圖書舘
藏善本叢書」5）(1‐0055)
1996 年 12 月／中醫古籍出版社／ 1 函 6 冊／線
装（袋綴じ）
Price 60,000 Japanese Yen
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王好古撰『湯液本草』（「中國中醫研究院圖書舘
藏善本叢書」6）(1‐0056)
1996 年 12 月／中醫古籍出版社／ 1 函 7 冊／線
装（袋綴じ）
李東垣の高弟にあたる王好古の著作で、上巻
が総論、中巻・下巻が各論の三部構成。中巻に
草部が 108 種類、下巻に木、果、菜、米穀、金
石、禽、獸、蟲等の八部 134 種類、合計 242 種
類の薬物について記載されている。
だが、その半数に当たる 128 種類は、『金匱要
略』『傷寒論』からの引用で、医者が常用してい
た薬物を選定し、その薬物についての諸家の説
を採録したものである。ただ、金及び元の医家
の説を多く採用していることが特色で、成無己
や劉完素に始まり、張元素や李東垣によって拡
大された新しい薬理説は、すべてこの書に統合
されていて、金や元の薬方書の傳本が少ない今
日、この資料の価値は極めて貴重である。
Price 56,000 Japanese Yen

萬表輯『萬氏家抄』（「中國中醫研究院圖書舘藏
善本叢書」8）(1‐0057)
1996 年 12 月／中醫古籍出版社／ 1 函 6 冊／線
装（袋綴じ）
Price 60,000 Japanese Yen
張機撰『仲景全書』(1‐0058)
1997 年 6 月／中醫古籍出版社／ 1 函 12 冊／線
装（袋綴じ）
張機は張仲景とも呼ばれ、150 年頃に生まれ、
219 年に歿している。人民や医家等により、当
時までに蓄積された豊富な治見や資料を有効に
活用して、理・法・方・薬を具備した医療原則
を確立し、この医療原則を通じて、中国医学の
基礎理論を臨床治療に、実際に応用した。
病気の症状を診断する理論、治療の原則、処
方、薬の使用方法を備えて、病気の証を見極め、
治療を施す「弁証施治」の原則を確立し、中国
医学の基礎を固めたことは、張仲景の偉大なる
業績と言えよう。
Price 64,000 Japanese Yen
劉漢基撰『藥性通攷』(1‐0059)
1994 年 6 月／中醫古籍出版社／ 1 函 8 冊／線装
（袋綴じ）
Price 24,500 Japanese Yen
清潘輯『醫學全鍼』(1‐0060)
1994 年 6 月／中醫古籍出版社／ 1 函 4 冊／線装
（袋綴じ）
Price 27,000 Japanese Yen

丁其譽簒『壽世秘典』
（「中醫珍本叢書」1）(1‐0061)
1991 年 1 月／中醫古籍出版社／ 1 函 8 冊／線装
（袋綴じ）
Price 42,000 Japanese Yen
邵成平『傷寒正医録』
（「中醫珍本叢書」2）(1‐0062)
1997 年 6 月／中醫古籍出版社／ 1 函 8 冊／線装
（袋綴じ）
Price 58,800 Japanese Yen
孫思邈『千金翼方』
（「中醫珍本叢書」3）(1‐0063)
1997 年 8 月／中醫古籍出版社／ 1 函 8 冊／線装
（袋綴じ）
『千金翼方』は、『備急千金要方』の補遺編と
も言える内容で、本草・傷寒・中風・雜病・瘡
癰に多くのページを割き、八百種類の薬物につ
いて記載し、その内二百種類ついては、採集方
法や薬材の加工処理方法を詳細に論じている。
著者の長年の採集・観察や薬物応用の経験が凝
縮した資料で、他の医家の成果を取り入れなが
ら、より高い次元での中国医学の確立を目指し
た名著と言えよう。
『千金方』と言う名称は、
『備
急千金要方』及び『千金翼方』の略称に当たる。
Price 76,800 Japanese Yen
虞矗『蒼生司命』（「中醫珍本叢書」4）(1‐0064)
1987 年 9 月／中醫古籍出版社／ 1 函 10 冊／線
装（袋綴じ）
Price 16,000 Japanese Yen
『新編中藥大辭典』(1‐0065)
The Great Dictionary of Chinese Medicine (New
Edition)
1982 年（初版：中華民國 71 年 12 月）／ 1985
年（再版：中華民國 74 年 3 月）／ 中華民國臺
北市：新文豐出版公司／ 4 巻：上巻（4）、
（16）、
1‐858 ペ ー ジ ［ 0001‐1615］；中巻 （2）、（20）、
859‐1960 ページ［1616‐3758］；下巻（2）、
（20）、
1961‐2927 ペ ージ［3759‐5767］；索引巻（4）、1‐652
ページ／全中藥 5767 種類（植物藥 4773 種類；
動物藥 740 種類；鉱物藥 82 種類；伝統的単味藥
172 種類）／約 4500 図版（黒白）／線装（袋綴
じ）／ 180 ｘ 265
5767 種類の中国で使用されている薬物につい
て、（01）正名、（02）異名、（03）起源、（04）
原基となる植物・動物・鉱物の名称、（05）栽培
［飼養］、
（06）産地、
（07）採集、
（08）製法、
（09）
薬材、
（10）成分、
（11）薬理、
（12）炮製、
（13）
性味、（14）歸經、（15）功用主治、（16）用法及
び用量、
（17）宜忌、
（18）選方、
（19）臨床報導、
（20）各家論述、（21）備考などに分類して詳細
に叙述。 薬物名が、その名称の Volume 一 番
目の漢字の総画数順に整理されていて、アルフ
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ァベット表記（PIN‐YIN 方 式）もふされている。
また、（I）中文名称索引（総画数で検索可能）、
（II）薬用植物・動物・鉱物学名索引（ラテン
語で表記）、（III）化学成分中英名称対照索引、
（IV）化学成分名索引、（V）薬理作用名索引、
（VI）疾病防治名索引の六種類の索引を活用す
ることができて、研究のために非常に有用。
なお、この版は、正字（繁體字）で記載されて
いるので、解読が容易と言えよう。そして、前
述の各項目の内容は、以下の通りである。
（01）正名‐‐‐‐薬学の専門書に記載されている正
式名称ばかりでなく、普遍的に用いられている
名称をも採用。
（02）異名‐‐‐‐原名、地方名、土名等を収録。薬
学の専門書に記載されているものばかりでなく、
過去の古い文献に記されている名称をも採用。
辺境の少数民族の間で流布されている薬物名も、
漢字の音にあてはめて、その名称で記載。
（03）基原‐‐‐‐薬材部位の名称を指す。
（04）原基となる植物・動物・鉱物の名称‐‐‐‐形
態、生態、引用文献名、学名等を記載。
（05）栽培［飼養］‐‐‐‐植物栽培及び動物飼養の
方法を詳細に記載。気候、土壌、病害虫等につ
いても書き記す。
（06）産地‐‐‐‐薬材の生産される地域の名称。
（07）採集‐‐‐‐原材料を採集する時期や採集の方
法を記載。
（08）製法‐‐‐‐阿膠、青黛等の如き単品の薬材の
製造課程を明記。これら薬材の主要な生産地に
おける加工方法を紹介。
（09）薬材‐‐‐‐その形態、種類を記述。
（10）成分‐‐‐‐薬材とする部分の成分を明示。
（11）薬理‐‐‐‐動物実験において得られた治見を
もとに、これらの薬物の機能及び作用を叙述。
（12）炮製‐‐‐‐浄選［洗浄］、切片作成、炒［火
を用いていためる］、炙［火であぶること］、碎
［つき碎く］、鍛［金属に熱を加える］等、薬材
の加工処理方法を示す。（13）性味‐‐‐‐性質と味
を詳述。掲載されている文献名も表記。
（14）歸經‐‐‐‐掲載されている文献名も表記。
（15）功用主治‐‐‐‐病気名と薬材の効能を叙述。
（16）用法及び用量‐‐‐‐内服もしくは外用の区別
と、成人が一日に必要とする用量を示す。
（17）宜忌‐‐‐‐薬物を使用できない病気名の明示。
引用文献名も記載してある。
（18）選方‐‐‐‐著名な薬方書に記載されている使
用方法を選定して記載してある。（19）臨床報導
‐‐‐‐現在において、実際の臨床治見を基にした報
告集で、薬の用量や機能等を考究。
（20）各家論述‐‐‐‐『本草綱目』
『本草綱目拾遺』
『開寶本草』等、本草学、医学の名著に記され
ている記載の引用。
（21）備考‐‐‐‐上記の項目以外に書き記しておき

たいことを叙述。
Price 40,000 Japanese Yen

◎西洋植物学関連書籍◎
J・H・ヴェッチ『世界一周記』(1‐0071)
VEITCH, James Herbert
A Travellerʹs Notes
or Notes of a Tour through India, Malaysia,
Japan, Corea, The Australian Colonies and New
Zealand during the Year 1891‐1893
1896. first edition. London. James Veitch and
Sons. 1 volume. 220 pages. illustrated
throughout with numerous photos, figures and
maps (1 folding). royal 4to (240x315).
nicely bound in original cloth boards. well
designed titles to spine and front board.
1891‐1893 年 にかけて、イギリスから出発し
て、インド、マレーシア、日本、朝鮮、オース
トラリア、ニュージーランドを巡って、地誌や
民俗等を報告した書物。写真、地図、グラヴィ
ア挿絵も約 300 枚と豊富で、当時のアジア、オ
ーストラリアを知る貴重な資料と言えよう。
この調査の主なる目的は、英国で栽培されて
いる（園芸植物を中心とする）植物の起源を明
らかにし、現地での生長の有様を観察すること
にあった。さらに、これら原生の植物の英国へ
の移植の有効性の考察をも行なっている。この
調査を英国の園芸家達が大々的に援助し、世界
各地の植物園をまわったことがうかがわれる。
ヴェイチの日本上陸は 1892 年３月横浜で、同年
の秋までの間に、箱根（宮の下）、京都、東京（皇
居、芝公園、堀切菖蒲園等）、鳥海山、青森、函
館、日光等を調査している。また植物調査のみ
ならず、日本の地誌についても考察していて、
植物と民俗の関連性にまで言及している。巻末
に植物の学名索引付き。
Price 300,000 Japanese Yen
J・デ・ルレイロ『コーチシナの植物』(1‐0073)
LOUREIRO, Juan de [LOUREILO, Joannis de]
Flora Cochichinensis
sistens plantas in regno cochinchina nascentes.
quibus accedunt aliae observatae in sinensi
imperio, africa orientali, indiaeque locis variis.
omnes dispositae secundum systema sexuale
linnaeanum.
1790. first edition. 2 volumes.
リンネの体系に基づいて中国・インドシナの
植物を記載した植物学史上、特にアジアの植物
研究上の重要文献。特徴、性質、解説、環境、
効能、用途などを詳述。本書はフランスの有名
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な植物学者ジュシューによって編集された初版
で、3 年後には C・L・ウィルデナウ編集による
Volume ２ 版が刊行されている。
巻末に 23 ページに及ぶ植物名索引を附してい
るが、これだけでもこの地域の素晴らしい植物
辞典となっている。著者ルレイロ（1715‐1796）
はイエズス会士で、この地域における彼の植物
コ レ ク シ ョ ン 約 1000 種 は 、 J・ バ ン ク ス
（1743‐1820） の手に渡り、現在大英博物館（自
然誌部門）で見ることができる。
本書の英文による解説は E・ D・ メリルによ
り、以下にまとめられている。A Commentary on
Loureiroʹs ʺFlora Cochinchinensisʺ, 1919.Factors
to be considered in Interpreting Loureiroʹs
Species (Journal of New York Botanical Garden
33 号所収), 1932.A Commentary on Loureiroʹs
ʺFlora Cochinchinensisʺ (Transaction of
American Philosophical Society 24 号 所収),
1935.
Price 260,000 Japanese Yen
C・ S・ サ ー ジ ェ ン ト 『 日 本 の 森 林 植 物 』
(1‐0074)SARGENT, Charles Sprague
Forest Flora of Japan
Notes on the Forest Flora of Japan
1894. Boston. 1 volume. 94 pages. 26 plates.
4to.publisherʹs original paperboard.
日本植物学史の記念碑的著作。
Price 180,000 Japanese Yen
E・D・メリル、E・H・ウォーカー『東アジア
産植物に関する文献目録』(1‐0075)
MERRILL, Elmer D. / WALKER, Egbert H.
A
Bibliography of Eastern Botany
1938 (1st
volume). 1960(2nd volume‐‐supplement). first
edition. Jamaica Plain : The Arnold Arboretum
of Harvard University. Washington : The
American Institute of Biological Sciences. 2
volumes. 1354 pages : 1st volume‐‐‐762 pages,
2nd volume (supplement)‐‐‐‐592 pages. no
illustration. 4to (230x295).
日本、中国本土、千島列島、台湾、蒙古、西
蔵、サハリン、朝鮮半島、小笠原諸島、琉球列
島、東シベリア地方など、いわゆる東アジアに
自生する植物について考究された文献の目録。
Volume 一 巻が 1936 年までに、Volume 二 巻が
1937 年から 1958 年までに研究された文献をそ
れぞれ取り扱っている。
著者名のアルファベット順に､文献を掲載した
Volume 一 部､各地域・植物門別に各種資料を分
類・整理した Volume 二 部から構成されてい
て､東アジア産植物の歴史を研究するための貴重
な資料である。

Price 150,000 Japanese Yen
D・H・ステーヴァー著、J・トラップ訳『リン
ネの生涯と業績』(1‐0076)
STOEVER, D. H. / (tr.) TRAPP, Joseph
The Life of Sir Charles Linnaeus
Knight of the Swedish Order of the Polar Star,
&c. &c. to which is added, A Copious List of
His Works, and a Biographical Sketch of the Life
of His Son
1794. first English edition. London: B. and J.
White. 1 volume. xxxviii, 435 pages, (1).
frontispiece. 4to (245x310).
rebound in three quarter calf with marbled
paper covered board.
近代植物分類学の祖リンネ（1707‐1778） の死
後数年にしてまとめられた伝記。本書は、彼の
数ある伝記の中でも今や古典となっている著作
の英訳版である。彼は、新設されたスウェーデ
ン学士院の総裁を務め、自然科学博物館を設立
するなど、スウェーデンを代表する学者のひと
りとして国王により爵位を授かった。リンネの
著作リスト、彼の子息による故人の想い出も附
す。美麗製本による愛蔵版。
Price 145,000 Japanese Yen
Ｊ・パーキンソン『英国産植物大図鑑』
(1‐0077)PARKINSON, John
Paradisi in Sole Paradisus Terrestris
Faithfully Reprinted from the Edition of 1629
1904. reprinted edition (first edition in 1629).
London: Methuen & Co. 1 volume. 644 pages.
numerous illustrations of woodcuts. 4to
(250x382).This edition on Japanese Vellum is
limited to thirty copies, of which twenty are for
sale.
著者(1567‐1650)は 英国人で、ロンドンの中心
部に大きな庭園を持ち、それらの植物を愛でな
がら、その生涯を送った。彼は、庭園の管理方
法、有用植物に大いなる興味をもってこの書を
書き記した。それゆえに、植物記載についても
医学的な知見が多く見られる。背はヴェラム装
で、1629 年のオリジナル版からの復製版。木版
画が使用されていて、植物の英名と学名を同時
に検索できるのも大きな特色と言えよう。
Price 140,000 Japanese Yen
Ｂ・ヘンリー『16‐18 世 紀の大英帝国における
植物学・園芸学などに関する文献の解題目録』
(1‐0078)
HENREY, Blanche
British Botanical and Horticultural Literature
before 1800
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Comprising a History and Bibliography of
Botanical and Horticultural Books Printed in
England, Scotland, and Ireland from the Earliest
Times until 1800.
1975. first edition. London : Oxford University
Press. 3 volumes. 1238 pages‐‐‐1st volume : 316
pages, 2nd volume : 762 pages, 3rd volume : 160
pages. 240 illustrations (including 30 coloured
plates). 4to (195x278).
out of print.
16 世紀から 18 世紀にかけて、イングランド、
スコットランド及びアイルランドで刊行された
植物学、造園学、園芸学、植林法に関するあら
ゆる文献を網羅・整理した専門書誌である。編
年体風に、16 世紀から 18 世紀までの植物学・
園芸学の歴史を詳しく分析した解説編と、1500
種類以上に及ぶ基本文献を解題した書誌篇、の
二部で構成されている。
Volume 一 巻が、16 世紀と 17 世紀の歴史と
書誌の研究、Volume 二 巻が 18 世紀の歴史、
Volume 三 部が 18 世紀の書誌という目次構成
で、自分の研究しているあるいは興味のあるペ
ージから読み進むことが可能である。近代科学
が勃興する以前の、15‐16 世 紀の西洋本草・造
園術の探求に始まり、植物学の体系化へと向か
う 18 世紀の学問についての叙述は、非常に重要
である。
Price 130,000 Japanese Yen
J・C・ラウドン『英国の喬木と灌木』(1‐0079)
LOUDON, J. C.
Arboretum et Fruticetum Britannicum;
or, The Trees and Shrubs of Britain, Native and
Foreign, Hardy and Half‐Hardy, Pictorially and
Botanically Delineated, and Scientifically and
Popularly Described; with Their Propagation,
Culture, Management, and Use in the Art, in
Useful and Ornamental Plantations, and in
Landscape‐Gardening; Preceded by a Historical
and Geographical Outline of the Trees and
Shrubs of Temperate Climates throughout the
World
1844. second edition. London:
Longman, Brown, Green, and Longmans. 8
volumes. I: ccxxx, 494 pages, II: x, 495‐1256
pages, III: vi, 1257‐2030 pages, IV: viii, 2031‐2694
pages. I‐IV: illustrated throughout with 2546
engravings, V: viii, 104 engraving plates, VI: vi,
105‐214 engraving plates, VII: vi, 215‐309
engraving pages, VIII: vii, (1), 412 engraving
plates, 413‐420 pages. 8vo (150x205).
publisherʹs original embossed cloth boards gilt.
unopened set.
自生・栽培を問わず、英国内に育つ木本類に

ついて、様々な観点から記載した植物事典。
Volume 1 巻 から Volume 4 巻 までがテキスト
篇、Volume 5 巻 から Volume 8 巻 までが図版篇
となっており、銅版による細密な図版も美麗で
ある。英国植物学の特徴とも言える「園芸・造
園」に関する記載が豊富で、園芸事典としても
重要なセット。
Price
120,000 Japanese Yen
F・J・チッテンデン著『造園辞典―園芸術の実
践的科学的百科』(1‐0080)
CHITTENDEN, Fred J. / (assist.) SYNGE, Patrick
M.
Dictionary of Gardening
A Practical and Scientific Encyclopaedia of
Horticulture
1974. reprinted edition of the second edition in
1956 (first edition in 1951). Oxford: Clarendon
Press. 5 volumes. copious text‐figures. 8vo
(205x275).
publisherʹs original cloths gilt. a very good set
with printed paper‐wrappers and
plastic‐vinyl‐wrappers.
イギリスの季候風土にで栽培するに適した植
物を網羅し、それらに関する植物学的知識や栽
培技術の詳細をアルファベット順排列で全５巻
にまとめた百科事典。園芸を趣味として楽しむ
人にも、また専門職の庭師の要請にも答えられ
るように考慮されており、まさに世界に冠たる
園芸の本家イギリスならではの編纂物と言えよ
う。モノクロながら図版も豊富で楽しめる。
Price 120,000 Japanese Yen
大英博物館『リンネ及びリンネに関する著作の
目録』(1‐0081)
THE TRUSTEES OF THE BRITISH MUSEUM
(Printed by)
A Catalogue of the Works of Linnaeus
(And Publications More Immediately Relating
Thereto) Preserved in the Libraries of the British
Museum (Bloomsbury) and the British Museum
[Natural History] (South Kensington)
1933. second edition. London: British Museum. 1
volume. xii, 246, (68) pages. 7 illustrations. 4to
(285x222).
revised and enlarged edituon.
この書誌の初版は、カール・フォン・リンネ
（1707‐1778） の生誕 200 年記念事業として、B
・B・ウッドウォード及び W・R・ウィルソン
の指揮のもとに、1907 年に発行され、好評を博
した。この初版は、大英図書館及び大英図書館
自然史部門所蔵の書籍に限定され、四折版で、27
ページ、580 種類の資料を数えるに過ぎなかっ
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た。今回の、改訂・増補の Volume 二 版の刊行
にあたっては、1921 年から 1930 年にかけて大
英図書館自然史部門の図書館副司書の任務につ
いていた B・H・ソールズビーによって、編簒
された。
だが、彼は、索引、正誤表、追加目録の完成
を見ることなく、1933 年 1 月にこの世を去った。
この Volume 二 版の出版に際して、スウェーデ
ンの著名な二大学、すなわち王立ウプサラ大学、
ルンド大学の研究者、図書館員などが、この内
容について適切な助言を行ない、さらに、これ
らの大学当局は、リンネの論文、講義要綱など
を、大英博物館に寄贈した。また、バーゼル大
学、コペンハーゲン大学、スイス国立中央図書
館、フランス国立図書館、スウェーデン国立図
書館など、ヨーロッパの著名な大学及び公共図
書館も多大な援助を惜しまなかった。
（1）手稿、
（2）『自然の体系』の諸版本、（3）旅行、（4）
植物研究、（5）医学研究、（6）鉱物・地質学研
究、（7）博物館学研究、（8）動物学研究、（9）
演説集、（10）手紙類、（11）肖像画、（12）植物
標本、（13）書誌などと整然と整理されていて、
非常に理解しやすい構成となっている。
Price 110,000 Japanese Yen
W・ゴールデン・モーティマー『コカの歴史』
(1‐0082)
MORTIMER, W. Golden
Inca ; History of Coca
The divine Plant of the Incas; with an
introductory Account of the Incas, and of the
andean Indians of Today
1901. 1st edition.b New York. J. H. Vail and
Company. 1volume. 608pages. with178
illustrations. 8vo (152x240)
original red cloth. gilt illustrated and titled on
spine and front board. top edge gilt. good.
インカ帝国のʺ神の植物ʺとして知られていた
コカの発見とその産業分野への応用に至るまで
の歴史と、インカ帝国の興亡史とが、平行して
描かれている。著者の医者としての医学的興味
とインカの歴史への憧憬が奇妙に融合した傑作
といえよう。文献解題、用語事典を兼ねた索引、
コカを用いた実験データ、インカ帝国の末裔た
ちの生活史なども描かれていて、あらゆる角度
から、コカ及びペルーの歴史を研究することが
できる。
Price 50,000 Japanese Yen
A・アーバー『近代植物学の起源』(1‐0086)
ARBER, Agnes
Herbals Their Origin and Evolution
A Chapter in the History of Botany 1470‐1670

1938. second revised edition (first in 1912).
Cambridge: Cambridge University Press. 1
volume. xxiv, 326 pages. frontispiece, 26 plates
and 131 text‐figures. 8vo (160x235).
publisherʹs original cloth gilt.
リンネ以前の西洋本草学史・植物学史研究の
基本文献。この Volume 2 版 で大幅に改訂され
ている。1470 年から 1670 年までの主要な本草
書・植物書とその著者達を紹介。図版も豊富で、
書誌も充実しており、この分野に入門するもの
にとって有難い資料である。
Price 50,000 Japanese Yen
クレメント・グレイ・バワーズ『世界ツツジ百
科』(1‐0087)
BOWERS, Clement Gray
Rhododendrons and Azaleas
Their origins, cultivation and Development
1936. 1st edition. New York. The Macmillan
Company. 1 volume. 556pages. with 40
illustrations and 2 maps. 8vo (195x270).
世界中で自生あるいは栽培されているツツジ
属植物の起源、栽培法、分布等につき総合的に
解説した書物。関連文献名、雑種名なども網羅
されている。またフランク・テイラー・バワー
ズの筆になる 28 枚の彩色画も美麗である。
Price 40,000 Japanese Yen
G・A・プリッツェル『植物学文献総合目録』
(1‐0088)
PRITZEL, G. A.
Thesaurus Literaturae Botanicae
Omnium Gentium ; Inde a Botanicarum Initiis
ad Nostra Usque Tempora. Quindecim Millia
Operum Recensens
1972. reprinted edition (1st edition in 1871‐1877,
Lipsiae, F. A. Brockhaus). Koenigstein‐Ts. / B. R.
D. : Otto Koeltz Antiquariat. 1 volume. 584
pages. no illustration. 4to (237x312).
10874 種 類の植物学の基本文献を、著者名アル
フアベット順に配列し、表題、発行年、サイズ
を記載した Volume 一 部と、植物学の主題別に
図書を整理・分類した Volume 二 部とから構成
されている。ドドネウス以降のヨーロッパの植
物学の基本文献は、ほとんど網羅されていると
いってよく、参考書誌として、非常に貴重な資
料である。
Price 37,000 Japanese Yen
梁道貞『万能薬人参の研究』(1‐0089)
LEUNG, To‐ching
Contribution a lʹetude de la Radix Ginseng
Panacee du Peuple Chinois
Universite de Lyon Faculte de Medicine et de
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Pharmacie ‐ no 320
1932. first edition. Lyon. BOSC Freres. 1 volume.
86 pages. 4 photo plates, 7 text figures and 1
table. 8vo (165x255).
西洋世界にまで万能薬として知られた人参（日
本で所謂朝鮮人参と呼ばれているもの）の研究
書。歴史的文献を繙いてその使用法を探り、ま
た、化学的に薬効成分の分析をも行なっている。
Price 35,000 Japanese Yen
F・A・スタフレウ『リンネとその後継者たち』
(1‐0090)
STAFLEU, Frans A.
Linnaeus and the Linnaeans
The Spreading of Their Ideas in Systematic
Botany, 1735‐1789 1971. Utrecht: A. Oosthoek
(for IAPT: International Association for Plant
Taxonomy). 1 volume. XVI, 386 pages, (2).
frontispiece and 71 illustrations. 8vo (165x245).
publisherʹs original cloth with printed
paper‐wrapper.
2 部構成で、リンネの学説と後代への影響を
論じた専門的研究書。リンネの体系的植物学が
急速に広まった背景として、当時の学問世界が
極めて小さな限られた世界であったことを挙げ
ている。そして西欧社会における自然科学分野
でリンネの学説を継承した学者たちの消息を、
伝記・業績とともにまとめている。
Price 30,000 Japanese Yen
H・N・モールデンク、A・L・モールデンク『聖
書に現れた植物の研究』(1‐0091)
MOLDENKE, Harold N. / MOLDENKE, Alma L.
Plants of the Bible
1952. first edition. Waltham, Mass.: Chronica
Botanica Company. 1 volume. xix, (1), 328 pages,
(4). vignette, halftitle, 41 figures in text and 54
figures on 31 photo‐plates. large 8vo (175x265).
publisherʹs original cloth gilt. top edge stained
red.
旧約新約の聖書、外典・偽典、教父文献、聖
人や学者の著作など、広くキリスト教の聖典類
にあらわれた植物の総合的研究書。純粋に植物
学的な情報から、聖典の文脈における象徴性や
寓意、民間伝承までも扱った、著述 12 年の労作
である。「聖書の植物」それ自体ををテーマとし
た文献は、16 世紀のレヴィヌス・レッメンスに
よるものを先駆とし、以来数多くの著作が世に
出たが、本書はそれらの現代的総仕上げといっ
た意味をも持っている。
Price 30,000 Japanese Yen
S・シットウェル、W・ ブラント『著名植物学

文献書誌』(1‐0092)
SITWELL, Sacheverell / BLUNT, Wilfred
Great Flower Books 1700‐1900
A Bibliographical Record of Two Centuries of
Finely‐Illustrated Flower Books
1990. new edition (original edition in 1956).
London: H. F. & G. Witherby Ltd. 1 volume. xi,
189 pages, (3). 52 coloured plates and some b/w
text illustrations. 4to (235x305).
original cloth gilt. very good with
colour‐illustrated printed paper cover.
シットウェルの不朽の業績に、現代のカラー
印刷技術を駆使した美麗図版を併載して再編集。
Price 30,000 Japanese Yen
P ＝ J・ルドーテ『薔薇譜』復刻版(1‐0093)
REDOUTE, Pierre‐Joseph
Redoutesʹ Roses
1998. reprinted edition (of 1990 edition). Ware,
Hert.: Wordsworth Edition. 1 volume. 342 pages,
(2). illustrated throughout. 4to (275x365).
publisherʹs original cloth with printed paper
wrapper.
ナチュラリストの間でつとに名高いルドーテ
『薔薇譜』のオールカラー復刻版。1817 年 3 月
から 1824 年 3 月にかけて 6 枚ずつ刊行された原
書は、30 部しか印刷されなかったという貴重な
ものである。本書は現代の我々が、その博物図
譜の極致に手軽に接することのできる格好の一
冊である。英訳された全図譜の解説も完備。
Price 25,000 Japanese Yen
E・ハイアムズ、W・マッキティー共著『世界
の植物公園』(1‐0094)
HYAMS, Edward / MACQUITTY, William
Great Botanical Gardens of the World
1969. first edition. London: Nelson. 1 volume.
288 pages. illustrated throughout. large 4to
(245x335).
publisherʹs original cloth with printed paper
wrapper. gilt tooled to spine and front cover.
カラー写真をふんだんに使って、世界の 24 ケ
国の有名植物園・庭園を紹介。特徴的な植物に
関する説明はもとより、植物園設立に至る文化
史的背景についての解説が充実している。わが
国の庭園・植物園についても、ひとつの美術的
極致に達した園芸技術の紹介がなされている。
Price 20,000 Japanese Yen
H・R・フレッチャー『英国王立園芸協会の発展
の歴史― 1804 年から今日まで』(1‐0095)
FLETCHER, Harold R.
The Story of the Royal Horticultural Society
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1804‐1968
1969. first edition. Oxford : Oxford University
Press for The Royal Horiticultural Society. 1
volume. 576 pagesi. 28 Plates (including 4
coloured plates). 8vo (160x240).
創立から今日までの英国王立園芸協会の発展
の歴史を辿った力作。
Price 20,000 Japanese Yen
D・H・スコット『植物種の絶滅と進化』(1‐0096)
SCOTT, Dukinfield Henry
Extinct Plants and Problems of Evolution
Founded on a Course of Public Lectures
delivered at the University College of Wales,
Aberystwyth, in 1922
1924. first edition. London: Macmillan and Co. 1
volume. xiv, 240 pages. frontispiece and 63
illustrations. 8vo (150x225).
publisherʹs original cloth. joint tender.
ウェールズのウニヴァーシティ・コレッジで
一般聴衆に対してなされた講義録をまとめたも
の。刊行にあたって、植物学の学生向けに書き
改められている。近年の古生物上の発見により、
それまでの素朴な進化論の見直しがせまられ、
植物学の分野でも新たな解釈が求められる状況
となっていた。本書はそうした地質年代の植物
の化石について考察し、植物界における種の起
源、種の変遷、種の絶滅を論じている。
Price 15,000 Japanese Yen

E・S・ローデ『英国で刊行された本草書の書誌
学的研究』(1‐0098)
ROHDE, Eleanour Sinclair
Old English Herbals
Descriptive Notes adapted from Tobacco
Its History Illustrated by the Books Manuscripts
and Engravings in the Library of George Arents,
Jr.
1974. reprinted edition (original in 1922).
London : Minerva Press. 1 volume. xii, 243
pages, (1). frfrontspiece and 17 plates. 8vo
(190x250).
publisherʹs original cloth boards. spine gilt
lettered. a good copy.
リプリント版で、オリジナル版は 1922 年に刊
行されている。アングロ・サクソン民族が活躍
した 8 世紀から、近代科学が興隆した 19 世紀ま
でが、扱われる時代である。手書き、印刷物を
含む多くの本草書が丁寧にかつ解かりやすく解
析された労作と言えよう。英国各地に存在する
写本や印刷本はほとんど網羅されている。巻末
には、
（1）英国で刊行された写本の本草書、
（2）
外国で刊行された印刷本の本草書、（1）英国で
刊行された写本の本草書の三種類が、発行年度
順に整理されていて、文献の調査を容易に行な
うことが可能となっている。
Price 19,000 Japanese Yen

J・E・ブルックス『タバコ関連文献解題目録』
(1‐0097)
BROOKS, Jerome E.
Books, Manuscripts and Drawings related to
Tobacco from the Collection of George Arents,
Jr.
Descriptive Notes adapted from TobaccoIts
History Illustrated by the Books Manuscripts
and Engravings in the Library of George Arents,
Jr.
1938. first edition. Washington, D. C. Library of
Congress. 1 volume. 113 pages. small 8vo
(130x190).
stiff paper covers. slight soiling.
米国議会図書館で催されたジョージ・アレン
ツ・ジュニア蒐集タバコ関連文献展の目録。ア
レンツ家は 3 代にわたって煙草輸入販売業に携
わったニューヨークの一族で、その間に精力的
に収集した古今東西のタバコに関する文献は数
千点にのぼる。その内 351 点が米国議会図書館
で展示され、14 のグループに分類されて本書に
目録化された。
Price 15,000 Japanese Yen
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［あ］
秋山 高志
浅見 恵
アトキンソン、ジェフロワ
アルドロヴァンディ、U
アルドロヴァンドゥス、U
アルパイン・クラブ
［い］
飯沼 慾齋
医学史研究会
生駒 勘七
石田 幹之助
石原 明
石原 力
石山 洋
市村 塘
伊藤 圭介
今井 正
［う］
ウォルター、F・
宇田川 榛斎
梅村 甚太郎
ヴァン・ホーセン、H・B
［え］

11
18,19
72
114,115,116,119
114,115,116,119
72
15,16
49
11
10
50
49,50,51,62,63
11
53
16,17
53,54
73
51
51
73

江崎 悌三
53
江馬 元益
15
遠藤 正治
30,32,51
［お］
岡 宏三
13
緒方 正清
49,50,64
奥田 謙一
11
小椋 孝士
64
［か］
カウリー、A・E
106
梶原 性全
50
カストナー、J
118
カブレウス、D
120
川上 為次郎
50
川崎 文昭
11
［き］
木村 陽二郎
18,49
キュヴィエ、G・L・C・F・D
120
近世繪圖地圖資料研究会
46
近世絵図地図資料研究会
47,61
近世歴史資料研究会
5,11,32
近世歴史資料研究会
5,11,32
［く］
クーラン、モリス
10
グラハム、B
74
［け］
ケインズ、G
95,98,124
ケンペル、E・
53,54
ゲイスリー、ステフェン
72
［こ］
小松 勝助
12
コマロフ、ヴラディミール・レオンテヴィッ 58
［さ］
坂出 祥伸
10
佐藤 潤平
53
佐藤 俊子
57
サファイア、オリガ
57
［し］
渋川 景佑
22,23,24,34
島津 重豪
15
清水 威久
57
シムプソン、W・S
78
シャブレー、D
120
シュッツェ、G
73
シュミット、ギュンター
71
シューラント、ルドウィッヒ
72
植物学史研究会
5,6
白井 光太郎
18,52
白水 隆
53
シーボルト、フランツ
10
ジョンストン、J
119
［す］
スタイコス、コンスタティノス・Sp.
66,67
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スミス、アダム
71
スーク、A
121
［せ］
世界映画史研究会
6,7,8
［た］
宝塚歌劇団史研究会
8
田川 捷一
11
田籠 博
13
田中 芳男
53
谷口 澄夫
12
田村 藍水
15
大英博物館
10,74,79,89,91,94,96,99,117,129,131
ダグラス、ロバート・K
10
ダルシャン、J
118
段木 一行
11
［ち］
中国書誌総合索引編纂委員
9
中国人名研究会
9
中國地圖資料研究会
41
中国地名研究会
9
陳 邦賢
50
［つ］
坪井 信良
54
［て］
ティンダル、J
123
ディブディン、T・F
83
デンハム、H・R
121
［と］
稲 若水
17
東京人権歴史資料館
36,37,38,39,40
［な］
難波 恒雄
51
［に］
ニッセン、クラウス
116,117
日本映画史研究会
6,7,8
ニュートン、A・E
72
丹羽 正伯
17,19,34
［の］
ノーマン、J・M
125
［は］
波多野 伝八郎
11
服部 敏良
50
浜田 善利
12
林 英夫
11
バッハ、J
122,123
［ひ］
ヒル、J
56
［ふ］
フェイバー、E
56
藤村 みつ子
57
フック、D・H
126
フランク、モーティマー
72
ブリッジス、S・Y
76

ブリュム、A
102
ブレイズ、W
81
ブレットシュナイダー、E・V
56
プライヤー、H・J・S
53
［へ］
ヘプリ書店
80
［ほ］
『本草綱目』総索引編纂委員会
9
ボードロック、J・L
121
ポメ、P
56
［ま］
前田 利保
15
マッグス兄弟社
101,102,105,110
松岡 敬一郎
57
真砂 久哉
12
マンデマ、M
71
［み］
三浦 孝美
11
ミウラ、E
83
ミケル、F・A・G
53
源 昌久
59,60
［む］
向山 雅重
11
武蔵 石寿
15,16
ムーラット、S・A・J
123
［も］
盛永 俊太郎
11
［や］
安田 健
11,17,18,19,51,57
矢内原 忠雄
71
山本 章夫
49
山本 成之助
50
山本 亡羊
51
［ゆ］
有林
50
［よ］
吉田 徳夫
64
ヨンストヌス、J
119
ヨンストン、J
49
ヨンストンス
119
［ら］
ラスト、J
70
［り］
陸地測量部
42,44,45,69
リッチ、S・デ
72
劉 文泰
52
リーチ、J・H
53
［る］
ルイス、W
56
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