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日本の近代思想研究の名著がついに電子化！
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開国から帝国憲法発布にいたる約40年間，この近代日本の揺籃期は，
新しい国家と社会の枠組みをつくりだすための模索がなされていた．福
沢諭吉ら代表的な思想家だけでなく，広く民衆意識までも視野に入れ
て，現代の原点ともいうべき時代の全体像に挑む．初めての本格的史
料集成．読者の強い要望により，一括復刊する．
◆ 2018年１月配信予定

全24巻セット価格
※各巻の詳細は裏面をご参照ください。

同時１アクセス（本体）

同時３アクセス（本体）

¥1,120,900

¥3,362,700
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冊子版ISBN
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商品コード

1 開国

1991

田中 彰

「黒船」来航前後から岩倉具視らによる本格的な海外視察団派遣までを対象に，「開国」状況を
包括的に捉える．海防意見書・国家体制改革案から，瓦版・風聞書，さらに「ジョセフ・ヒコ文書」
に及ぶ．高杉晋作「遊清五録」は決定版．

9784002300016

¥45,100 ¥135,300 1025355517

2 天皇と華族

1988

遠山 茂樹

近代君主としての天皇像の成立過程は，民間にも様々な議論を喚起し，民衆の意識に大きな影
響を与えてゆく．宮廷改革の実態，全国的巡行の記録，官民の国体論，女帝論など，公文書・日
記・新聞論説などにその諸相を見る．

9784002300023

¥49,500 ¥148,500 1025355518

3 官僚制 警察

1990

由井 正臣
／大日方 純夫

明治国家の最大の課題は中央集権制の実現であった．内閣制度確立に至る紆余曲折の過程を
追い，官吏の登用・紀律の問題に及ぶ．また警察制度の理念や実態を探り，現在にも存する問
題性を明らかにする．基本史料も併載．

9784002300030

¥45,100 ¥135,300 1025355519

4 軍隊 兵士

1989

由井 正臣
／藤原 彰
／吉田 裕

日本の近代軍隊は如何に創設されたのか．大村益次郎の国民皆兵構想に始まり，徴兵制の成
立，将校・下士官養成と兵営生活の実態，軍人勅諭に至る軍人像の形成，軍備拡張の論理など，
天皇親率の軍隊の成立過程を追う．

9784002300047

¥45,100 ¥135,300 1025355520

5 宗教と国家

1988

安丸 良夫
／宮地 正人

神道国教化政策は，仏教やキリスト教との間に，また地域社会に，様々な葛藤を生んだ．官僚，
神官・僧侶，ジャーナリスト，外国公使らの意見，数々の宗教関係事件の記録など，未公刊史料
を含む集大成．「宗教関係法令一覧」付載．

9784002300054

¥53,900 ¥161,700 1025355521

6 教育の体系

1990

山住 正己

近代の学校教育制度形成の理念はどのようなものであり，教育現場はどんな状況であったか．
教育勅語制定に至る基本史料とともに，教員・教科書の問題，また女子教育・障害児教育にまで
及ぶ，近代教育形成期の史料群を収載．

9784002300061

¥47,300 ¥141,900 1025355522

7 法と秩序

1992

石井 紫郎
／水林 彪

明治初期に行われた仮刑律・新律綱領・改定律例を所収．古代刑法たる律を継受しつつ近代刑
法へと改変してゆく経過を追い，併せて当時の刑罰観念をもみる．「刑法」公布への過程を通じ
て，法思想の近代化への移行を検証．

9784002300078

¥52,800 ¥158,400 1025355523

8 経済構想

1988

中村 政則
／石井 寛治
／春日 豊

日本は如何にして「近代化」に成功したか．それは今なお経済的自立に苦しむ世界諸地域の関
心の的である．官僚の経済政策の全体像と，知識人・実業家・豪農・外国人の批判・提言とを併
せて，日本資本主義の原型の成立過程を追う．

9784002300085

¥47,300 ¥141,900 1025355524

9 憲法構想

1989

江村 栄一

「大日本帝国憲法」発布から100年，近代日本の歩みを規定した，この根本法典が制定されるま
での多様な構想を追う．幕末の憲法構想，自由民権期の私擬憲法から帝国憲法発布前後の議
論まで，主要な動向を網羅し解説する．

9784002300092

¥45,100 ¥135,300 1025355525

10 学問と知識人

1988

松本 三之介
／山室 信一

慶応，早稲田，そして帝国大学の成立，大学制度の原点はここに形成された．教育・文化向上の
担い手となった知識人たちは，自らの社会的役割をどう考え，どのような学問を根づかせようとし
たか．その思想的葛藤の総体を見る．

9784002300108

¥45,100 ¥135,300 1025355526

11 言論とメディア

1990

松本 三之介
／山室 信一

続々と創刊される新聞・雑誌，盛況を誇る演説会，明治期が得たメディアの衝撃は大きく，政府
は言論統制を進める．この時期の思潮と動向を，言論人の諸論，新聞・雑誌66点の創刊の辞，
地方史料に見る．言論統制関係法令付載．

9784002300115

¥49,500 ¥148,500 1025355527

12 対外観

1988

芝原 拓自
／猪飼 隆明
／池田 正博

様々な外交的課題を通して浮び上がる西洋観・アジア観の諸相．官僚の外交論を一方に据え，
新聞の論説・投書86点を集大成．議論は欧州列強からトルコ，エジプトに及ぶ．中国・朝鮮・琉球
論からは今に続く課題が窺える．

9784002300122

¥48,400 ¥145,200 1025355528

13 歴史認識

1991

田中 彰
／宮地 正人

世界の地理・歴史書が盛んに翻訳著述されて文明史観に大きな影響を及ぼし，従来の歴史叙
述との葛藤の中で近代史学形成への歩みが始まる．「神道は祭天の古俗」事件までを対象に，
近代日本の歴史認識を探る画期的史料集．

9784002300139

¥49,500 ¥148,500 1025355529

14 科学と技術

1989

飯田 賢一

西欧の近代的科学技術の導入と定着は，明治日本の最重要課題の1つであった．土着技術文
化との出会いの中で，日本の科学技術思想が形成される．電気・ガス・鉄道・鉱山，さらに技術
者の社会的責任まで，多様な議論を収載．

9784002300146

¥45,100 ¥135,300 1025355530

15 翻訳の思想

1991

加藤 周一
／丸山 真男

明治前期，何をなぜ如何に訳すか．本書は当時のベストセラーを原文と訳文の対訳で読む．異
文化を漢語で訳しぬこうとした福沢・兆民・鴎外らの削除加筆や新造語が示すものは？ 近代の
心性と日本語を照らすバイリンガル版史料集．

9784002300153

¥42,900 ¥128,700 1025355531

16 文体

1989

加藤 周一
／前田 愛

伝統との葛藤の中で，文体はなぜ変らざるを得なかったか．洋学と漢学，散文と韻文，話術と朗
読，作文法と辞書についての諸論を中心に，各種メディアの叙述，新旧ジャンルの文体の対比を
通じて「文体の思想」を検証する．

9784002300160

¥42,900 ¥128,700 1025355532

17 美術

1989

青木 茂
／酒井 忠康

西洋への傾倒は，美術にあっても例外ではなかったが，やがて殖産興業政策と結びつく形で伝
統美術の再評価がなされる．この角逐を背景に，美意識の変革を迫られた実作者や知識人の
諸論を収載．「横浜開港見聞誌」全文翻刻．

9784002300177

¥48,400 ¥145,200 1025355533

18 芸能

1988

倉田 喜弘

文明開化の波は芸能にも及び，西洋人の眼を意識して「国家に益なき遊芸」の改良が論じられ，
伝統芸能の見直しがされる．政府の志向を公文書類に，有識者の主張を新聞・雑誌に，歌舞伎
役者・落語家の意識を自伝等に窺う．

9784002300184

¥42,900 ¥128,700 1025355534

19 都市 建築

1990

藤森 照信

新しい都市・建築の出現は，政治・経済の変化以上に新時代の到来を人々に実感させた．近代
的都市計画・街造りの推進者たちの思想と狙いを史料に探り，擬洋風建築の不可思議の表現の
源泉を，多数の図版を手がかりに考察する．

9784002300191

¥45,100 ¥135,300 1025355535

20 家と村

1989

海野 福寿
／大島 美津子

維新の激動は，伝統と旧慣の中にあった「家」と「村」を根底から揺り動かした．中央集権的な地
方支配を目ざす政府，報徳主義を以て建て直しを図る農村の指導者たち．地方統治の再編成過
程と，官民の議論の諸相を解明する．

9784002300207

¥47,300 ¥141,900 1025355536

21 民衆運動

1989

安丸 良夫
／深谷 克己

転換期の民衆は，如何なる意識と行動様式を以て時代に対峙したか．幕末の「世直し」から，新
政反対一揆，さらに自由民権期に展開する学習会・運動会など多彩な運動の形態と激化諸事件
の経過を，多様な史料により再構成．

9784002300214

¥45,100 ¥135,300 1025355537

22 差別の諸相

1990

ひろた まさき

近代社会成立期の明治日本において差別された人々をめぐる差別の実態と，その背景にある
政策・思潮，民衆の意識を伝える史料を収録．現代にも連なる差別問題の本質を正面から見据
えて考察する，差別の全体史展望の試み．

9784002300221

¥47,300 ¥141,900 1025355538

23 風俗 性

1990

小木 新造
／熊倉 功夫
／上野 千鶴子

世相・流行を活写する繁昌記や衣食住のカタログ的解説書，開化論・反開化論，風俗研究など，
様々な角度からの史料を集成．また性をめぐり揺れ動いた意識を雑誌等に追い，人々の風俗・
生活感覚から「近代」を考察する．

9784002300238

¥49,500 ¥148,500 1025355539

1992

日本近代思想
大系編集部

日本近代思想大系全巻の「総目次」，論じ引用された人名を網羅的に採録した「人名索引」，個
人著者別に収録史料を示す「著者別史料索引」，収録史料の典拠となった史料・史料群とその
周辺を解説する「近代史料解説」を内容とする．

9784002300245

¥40,700 ¥122,100 1025355540

24

近代史料解説
・総目次・索引

※ 表示価格は税抜きです。
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