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洛陽関係邦文文献目録稿

橘　英 範　

はじめに

　本稿は洛陽に関する邦文文献の目録である。単行本と論文の二つに分け、発表年順
に配列した。
　洛陽関係のものは、社会科学・自然科学分野のものでも収録した。また、エッセイ
や旅行記の類も収めてある。この目録の利用者にとって貴重な情報が記載されている
可能性もあると考えたからである。ただしフィクションは除外した。また、当然では
あるが、京都の別名として用いられているものも除外してある。
　単行本部分には、中国の古代都市全般に関するもののうち、洛陽に多く言及してい
るものや都市研究において基本的な文献とされているものも含めることとした。
　論文部分は、基本的にタイトルに「洛陽」「東都」等の語を含むものを集めること
としたが、一部これらの語を含まないもののうち、洛陽の研究において重要と思われ
るものをも収めた。
　なお、岡山市が洛陽市と姉妹都市にあることから、特に岡山県立図書館の郷土資料
コーナーに所蔵する、友好姉妹都市締結に関わる多くの資料を閲覧できたことは幸い
であった。これらについても本目録に収録することとした。ただ、同図書館が友好姉
妹都市締結に関連した新聞の連載記事の切り抜きを集め、冊子体に編纂しなおして図
書として登録しているものについては、その特殊性を考慮して、本文献目録には収め
なかった。
　本稿は自らの文献収集の基礎とするために作成したものであり、いまだ多くの文献
に目を通すことができていない。また、当然収めるべき文献に関して多くの遺漏があ
ることと思う。読者諸賢によるご批正ご教示がいただければ幸甚である。
　本稿の作成に当たっては、佐川英治氏より多大なるご教示を得ることができた。こ
こに記して衷心より感謝申し上げる次第である。
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◎単行本
□水野清一・ 河南洛陽竜門石窟の研究  1941年
　長広敏男 　（東方文化研究所研究報告第16冊） 座右宝刊行会 
□梅原末治 洛陽金村古墓聚英 小林出版部 1944年
 　（のち、同朋舎出版、1986年）  
□入矢義高 洛陽三怪記　世界文庫91 弘文堂書房 1948年
□平岡武夫・ 唐代の長安と洛陽（索引篇・資料篇・地図篇）
　今井清（編） 　唐代研究のしおり５～７ 京都大学人文科学研究所
 　（のち、同朋舎出版、1977年）  1956年
□宮川尚志 六朝史研究　政治・社会篇 平楽寺書店 1956年
□中田勇次郎 文房清玩３ 二玄社 1962年
　（訳編） 　歐陽脩／洛陽牡丹記  
□服部克彦 北魏洛陽の社会と文化 ミネルヴァ書房 1965年
□服部克彦 古代中国の都市とその周辺 ミネルヴァ書房 1966年
□服部克彦 続・北魏洛陽の社会と文化 ミネルヴァ書房 1968年
□今立鉄雄 河南作戦写真譜―楚河舗・龍門街・洛陽の戦い  1973年
  三恵出版貿易
□上田正昭編 都城 社会思想社 1976年
□中国仏教協会・ 中国仏教の旅　第１集　北京・太原・西安・洛陽  1980年
　日中友好仏教  美乃美
　協会（編）
□村田治郎 中国の帝都 綜芸社 1981年
□陳舜臣 中国歴史の旅 東方書店 1981年
 　（のち、旺文社文庫・徳間文庫・集英社文庫等を経て、
 　たちばな出版、2005年）
□岡山市 岡山洛陽友好都市締結記念岡山市友好訪中団報告書  1981年
  岡山市
□岡山市 岡山・友好都市締結・洛陽 岡山市 1981年
□越沢明（編） 戦前中国都市文献目録（図書の部）  1981年
 　アジア都市研究文献シリーズ１
  東京大学工学部アジア都市研究会
□村松伸（編） 中国都市研究の概況と文献目録（日本文・中国文篇）  1981年
 　アジア都市研究文献シリーズ４
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  東京大学工学部アジア都市研究会
□越沢明（編） 現代中国における都市研究の動向  1982年
 　アジア都市研究文献シリーズ８
  東京大学工学部アジア都市研究会
□植木久行 唐詩の風土 研文出版 1983年
□瀬戸内寂聴 敦煌・西蔵・洛陽　美と愛の旅２ 講談社 1983年
□彦由亀一 中国の旅　その４ 私家版 1983年
 　北京・大同・太原・西安・洛陽・南京・上海
□岡山市オリエン 古都洛陽秘宝展 古都洛陽秘宝展実行委員会 1983年
　ト美術館 　岡山・洛陽友好都市２周年記念
□岡山市 姉妹都市・友好都市のあゆみ 岡山市 1984年
 　サンノゼ市・サンホセ市・プロブディブ市・洛陽市
□杉本憲司 中国古代を掘る　城郭都市の発展 中央公論社 1986年
 　中公新書813
□安野光雅 中国の市場　北京・大同・洛陽・西安 朝日新聞社 1986年
□松浦友久・ 長安・洛陽物語　　悠久たり　王城の地 集英社 1987年
　植木久行 　中国の都城２  
□楊寬（著） 中国都城の起源と発展 学生社 1987年
　西嶋定生（監訳）   
□槌谷浩子 低好！中国　北京・洛陽・西安・上海 揺籃社 1987年
 　ヒューマン叢書５　　ヒューマン刊行会 
□唐代史研究会 中国都市の歴史的研究 刀水書房 1988年
　（編） 　唐代史研究会報告第６集  
□田川純三（執筆） 古都の詩情 世界文化社 1988年
　井上靖（監修） 　中国漢詩の旅１
□溝淵幸三・ 中国ちょいと見記２　北京・洛陽・西安・上海  1988年
　溝淵文子  私家版
□田中淡 中国建築史の研究 弘文堂 1989年
□江上波夫 大三彩　洛陽博物館・遼寧省博物館  1989年
　（監修）  汎亜細亜文化交流センター
□陳橋駅（編著） 中国の諸都市　その生い立ちと現状 大明堂 1990年
　馬安東（訳）   
□愛宕元 中国の城郭都市　殷周から明清まで  1991年
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 　中公新書1014  
□宮崎市定 宮崎市定全集７ 岩波書店 1992年
□唐代史研究会 中国の都市と農村 汲古書院 1992年
　（編）
□大室幹雄 干潟幻想　中国中世の反劇場都市 三省堂 1992年
□ブルーガイド海 北京・洛陽・大連 実業之日本社 1993年
　外版出版部（編） 　ブルーガイドパックワールド18
□愛宕元（訳注） 唐両京城坊攷　長安と洛陽　東洋文庫577 平凡社 1994年
□大室幹雄 監獄都市　中世中国の世界芝居と革命 三省堂 1994年
□妹尾達彦 唐代長安・洛陽城の城郭構造と都市社会史の研究  1994年
 　文部省科学研究費補助金研究成果報告書
 　　1993−1994　 一般研究（C） 　課題番号05610298
□木全操子 見聞記　西安・洛陽・北京 私家版 1994年
□五井直弘（編） 中国の古代都市 汲古書院 1995年
□清木場東 唐代財政史研究　運輸編 九州大学出版会 1996年
□氣賀澤保規 唐代墓誌所在総合目録　明治大学東洋史資料叢刊１  1997年
　（編） 　　明治大学文学部東洋史研究室出版・汲古書院発売
□奈良国立文化 北魏洛陽永寧寺　中国社会科学院考古研究所発掘報告  1998年
　財研究所 　奈良国立文化財研究所史料　第47冊  
□堀内正範 洛陽発「中原歴史文物」案内 新評論 1998年
□植木久行 唐詩の風景 講談社学術文庫 1999年
□桑山正進・ 法顯傳・洛陽伽藍記・釋迦方志 松香堂 2001年
　高田時雄（編） 　　西域行記索引叢刊　３
□片山義郎 洛陽の伝説と民話  2001年
　（編訳） 　岡山市日中友好協会／岡山市・洛陽市友好都市締結二
 　十周年記念事業実行委員会  
□吉田歓 日中宮城の比較研究 吉川弘文館 2002年
□奈良文化財研 日中古代都城図録　創立50周年記念  2002年
　究所（編） 　奈良文化財研究所資料第57冊 奈良文化財研究所 
□郭玉堂（原著） 洛陽出土石刻地記（復刻）  2002年
　氣賀澤保規 　明治大学東洋史資料叢刊２
　（編著） 　　明治大学文学部東洋史研究室出版・汲古書院発売
□渡辺信一郎 中国古代の王権と天下秩序―日中比較史の視点から  2003年
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  校倉書房
□文化財研究所奈 東アジアの古代都城  2003年
　良文化財研究所  文化財研究所奈良文化財研究所
　（編）
□田中淡・外村中 中国古代造園史料集成 中央公論美術出版 2003年
　・福田美穂（編） 　―増補　哲匠録　畳山篇　秦漢―六朝
□中村圭爾 魏晋南北朝都城史料輯佚（初稿）  2004年
 　―洛陽・鄴・建康篇―
  大阪市立大学都市文化研究センター
□氣賀澤保規 新版　唐代墓誌所在総合目録  2004年
　（編） 　明治大学東洋史資料叢刊３
 　　明治大学文学部東洋史研究室出版・汲古書院発売
□孫新民ほか 唐三彩展　洛陽の夢　　朝日新聞社編 大広 2004年
　（監修）   
□中村裕一 大業雑記の研究 汲古書院 2005年
□石松日奈子 北魏仏教造像史の研究 ブリュッケ 2005年
□小学館 洛陽と龍門石窟―中原の古都と10万体の石窟仏  2005年
 　小学館ウイークリーブック　週刊中国悠遊紀行32
□松本保宣 唐王朝の宮城と御前会議 晃洋書房 2006年
 　―唐代聴政制度の展開―
□曾布川寛 中国美術の図像と様式 中央公論美術出版 2006年
□朝日新聞社 中国（15）洛陽―郷愁の都、洛陽―  2006年
 　週刊百科　週間シルクロード44

◎論文
□田治六郎 洛陽名園記と金陵諸園記とから見た宋明両時代の庭園  1949年
  造園雑誌13-1
□森鹿三 労幹氏の「北魏洛陽城図的復原」を評す 東方学報20 1951年
□畑中浄園 洛陽伽藍記の諸版本とその系統 大谷学報30-4 1951年
□安藤更生 洛陽大福先寺考 古代7・8 1952年
□服部克彦 北魏の首都洛陽城の構造 龍谷史壇38 1953年
□中尾佐助 河南省洛陽漢墓出土のコメについて 東洋史研究16-3 1957年
□岡崎敬 漢代における長安と洛陽 東洋史研究16-3 1957年
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□服部克彦 北魏洛陽における仏教寺院について 龍谷史壇44 1959年
□吉岡義豊 随想・洛陽白馬寺のおもいで 大正大学学報17 1961年
□服部克彦 北魏洛陽の国際的性格―特に仏教寺院よりみて  1962年
  龍谷史壇49
□服部克彦 北魏洛陽城門攷 龍谷史壇50 1962年
□平井聖 隋唐東都（洛陽）城址の勘査と発掘 建築雑誌77 1962年
 　―中国科学院考古研究所洛陽発掘隊
□岡崎敬 隋・大興＝唐長安城と隋唐・東都洛陽城  1963年
 　―近年の調査結果を中心として 仏教芸術51
□大沢陽典 洛陽伽藍記の時代 立命館文学219 1963年
□服部克彦 北魏洛陽における捨宅寺院の成立過程  1964年
  龍谷大学仏教文化研究所紀要３
□服部克彦 北魏洛陽における庶民生活１ 龍谷大学論集376 1964年
□服部克彦 北魏洛陽における行像供養 龍谷史壇53 1964年
□市原亨吉 東都留守時代の裴度の生活 東方学報36 1964年
□服部克彦 中国における仏教と娯楽芸能 印度学仏教学研究13-1 1965年
 　―特に北魏洛陽時代の仏教寺院に関して
□白石凡 洛陽にて 文化評論41 1965年
□服部克彦 北魏洛陽における庶民生活２（完） 龍谷大学論集378 1965年
□服部克彦 北魏洛陽の仏教建築 印度学仏教学研究15-1 1966年
□服部克彦 北魏の洛陽 歴史教育14-12 1966年
□山田一雄 卑弥呼朝と崇神朝との同一性の証明２―洛陽上古音によ  1967年
 る魏志倭人伝の官・人名の解読 甲南経済学論集7-4・5
□山田一雄 卑弥呼朝と崇神朝との同一性の証明３―洛陽上古音によ  1967年
 る魏志倭人伝の国名の解読 甲南経済学論集7-6
□服部克彦 北魏洛陽における仏教寺院と果樹園  1967年
  印度学仏教学研究16-1
□斯波六郎 「東都の賦」訳注 中国中世文学研究６ 1967年
□服部克彦 北魏洛陽時代における庶民と仏教  1968年
 　―社会生活を含めての庶民と仏教のむすびつきの種々相
  印度学仏教学研究17-1
□服部克彦 北魏洛陽仏教寺院にみる神仙思想の影響  1969年
  印度学仏教学研究18-1
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□服部克彦 北魏洛陽時代における神仙思想―特に崑崙山西王母神仙  1970年
 思想に関して 龍谷大学仏教文化研究所紀要９
□服部克彦 北魏洛陽にみる仏教と西王母神仙思想  1971年
  印度学仏教学研究20-1
□服部克彦 北魏洛陽にみる神仙思想と仏教 東方宗教39 1972年
□山田一雄 卑弥呼朝と崇神朝との同一性の証明７―洛陽上古音によ  1972年
 る卑弥呼朝の伊声耆掖邪狗と奴佳提との解読
  京都学園大学論集1-1
□Jan Fontein 岡倉覚三・早崎梗吉と洛陽白馬寺 仏教芸術90 1973年
　新野岩男（訳）   
□服部克彦 「洛陽伽藍記」にみられる神仙思想について  1973年
  龍谷大学仏教文化研究所紀要12
□宮園和禧 唐代前半期における倉の管理・運営―主として洛陽含嘉  1974年
 倉について 九州共立大学紀要8-2・9-1合併号
□新華社 潜在するエネルギーを掘り起こそう―洛陽東方紅トラク  1974年
 ター工場における文化大革命以降の変化
  アジア経済旬報944
□福井文雅 「洛陽伽藍記」の「四庫提要」をめぐって  1975年
  中国古典研究20
□梅村坦 中国の研究機関と博物館 日本美術工芸466 1979年
 　―上海・洛陽・西安・蘭州・ウルムチ・トルファン
□木田知生 北宋時代の洛陽と士人達―開封との対立のなかで  1979年
  東洋史研究38-1
□布目潮渢 隋唐時代の穴倉と帝陵―洛陽から西安へ  1979年
  東洋学術研究18-1
□藤原尚 古都の詩　洛陽・西安 中国の文化と教育 1980年
 　古田敬一・沖原豊（編著）・第一法規  
□礪波護 隋唐時代の太倉と含嘉倉 東方学報52 1980年
□中村勝 洛陽の緩と急 アジア経済旬報1172 1980年
□川瀬一馬 三都（洛陽・長安・北京）遊想録 書誌学28 1981年
□56訪中河川・防 水利部黄河水利委員会へ  1981年
　災関係事情視察 　―鄭州・洛陽間回線検討について 季刊防災66
　団
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□中島比 唐両京城坊攷収載人物覚書 東洋史苑18・19 1981年
□二宮俊博 洛陽時代の白居易―「狂」という自己認識について  1981年
  中国文学論集10
□佐藤武敏 唐代の洛陽と洛水 中国史研究７ 1982年
□馬得志 唐代長安と洛陽 奈良・平安の都と長安 1982年
 　西嶋定生（編）・小学館
□吉村怜 洛陽永寧寺塔址出土の塑像  1982年
  早稲田大学大学院文学研究科紀要28
□（無記名） 九朝の王朝をしのぶ「洛陽秘宝」展 芸術新潮34-5 1983年
□坂田清 西安・洛陽文学紀行 東洋文化26 1983年
□岸俊男 平安京と洛陽 日本政治社会史研究　中 1984年
 　岸俊男教授退官記念会（編）・塙書房
□大久保隆郎 王充伝私論２―洛陽遊学とその時代  1984年
 　　　　　　　福島大学教育学部論集（人文科学部門）36
□岡田宗叡 山水放蕩―北京・西安・洛陽・蘇州・上海の旅上  1984年
  陶説380
□岡田宗叡 山水放蕩―北京・西安・洛陽・蘇州・上海の旅下  1984年
  陶説381
□池田温（紹介） 河南省文物研究所・河南省洛陽地区文管処編「千唐誌斎  1985年
 蔵誌」 東洋史研究44-3
□石井清文 政治経済史学会古都視察訪中団参加記  1986年
 　―上海・洛陽・西安・北京 政治経済史学248
□服部克彦 北魏洛陽の寺院と仏塔 印度学仏教学研究35-2 1987年
□平田幹郎 中国・地場の旅10―河南省２―登封県・洛陽市  1988年
  地域開発284
□松本保宣 東都洛陽宮明福門付近について 立命館文学519 1990年
□坂田清 第９次中国古典の旅―上海・西安・洛陽・北京  1990年
  東洋文化33
□鬼頭有一 「白楽天万古流芳」碑を樹つ―洛陽行 東洋文化33 1990年
□菊本陽美 洛陽「招宴」と「掲幕式」 東洋文化33 1990年
□中村裕一 隋の東都洛陽と『大業雑記』 汲古17 1990年
□陳国燦 長安・洛陽よりトルファンに将来された唐代文書について  1991年
　関尾史郎（訳）  東洋学報72-3・4
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□秋本悦子 北朝期洛陽周囲の県設置と交通路―緱氏県の移動をめぐ  1991年
 る歴史地理的考察 中央大学アジア史研究15
□朴漢済 北魏洛陽社会と胡漢体制  1991年
　尹素英（訳） 　―都城区画と住民分布を中心に お茶の水史学34
□清木場東 隋東都の皇城―城・門・街―  1991年
  久留米大学商学部40周年記念論文集
□寺尾剛 李白における洛陽の意義  1991年
 　―安史の乱時の言及を中心に 中国詩文論叢10
□飯島武次 洛陽付近出土西周土器の編年研究  1992年
  東京大学文学部考古学研究室研究紀要11
□勝浦令子 法華滅罪之寺と洛陽安国寺法華道場 史論46 1993年
 　―尼と尼寺の日唐比較研究の課題
□大地武雄 『洛陽伽藍記』と説話  1993年
  二松学舎大学東洋学研究集刊23
□和田浩平 韓愈と洛陽―元和年間初期に於ける吏隠の狭間  1993年
  芸文研究63
□王恵君 北魏洛陽における仏寺規制の推移と仏塔建立に関する考察  1994年
  日本建築学会計画系論文集457
□張書田（講演） 洛陽を中心とした中日交流 東洋文化38 1995年
　董秋凡（通訳）   
□王恵君 両晋南北朝における都城仏寺建築に関する考察  1995年
 　―北魏洛陽を中心として（学位論文要旨） 建築雑誌110
□王恵君 北魏洛陽を中心とした捨宅為寺に関する考察  1996年
  日本建築学会計画系論文集479
□山中理 大唐王朝の華―長安・洛陽出土の銀器  1996年
  日本美術工芸693
□妹尾達彦 隋唐洛陽城の官人居住地 東洋文化研究所紀要133 1997年
□紺野敏文 中国の仏教受容にみる習合図像の考察（上） 芸術学１ 1997年
 　―洛陽出土神仏画像鏡と楽山麻浩崖墓浮彫の二例  
□王岩 近年における隋・唐洛陽城の考古学的研究の成果  1997年
  東アジアの古代文化93
□大川紀幸・坂本 中国・洛陽市における混合交通の現状と将来に関する研究  1997年
　邦宏・久保田尚  交通工学研究発表会論文報告集17
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　ほか
□李京華 中国洛陽市の西周時代に銅鋳造遺跡の発掘と研究  1997年
  金属博物館紀要28
□上田岳彦 洛陽焼溝漢墓の墓葬の形態と変遷  1998年
  明大アジア史論集３
□伊藤誠浩 隋末の洛陽仏教と政情―隋皇泰主をめぐって  1998年
  東海仏教43
□高橋継男 洛陽出土唐代墓誌四方の紹介と若干の考察  1998年
  東洋大学文学部紀要（史学科篇）24
□久保田和男 五代宋初の洛陽と国都問題 東方学96 1998年
□東英寿 欧陽脩の洛陽時代  1998年
  鹿児島大学法文学部紀要（人文学科論集）48
□紺野敏文 中国の仏教受容にみる習合図像の考察（下） 芸術学２ 1998年
 　―洛陽出土神仏画像鏡と楽山麻浩崖墓浮彫の二例
□塩沢裕仁（監訳） 中国科学院（現社会科学院）考古研究所洛陽工作隊漢魏  1999年
 洛陽城初期探査 法政史論26
□竹内康浩 洛陽出土伝世品青銅器研究（１）  1999年
  東洋文化研究所紀要138
□塩沢裕仁 建康石頭城と洛陽金墉城 法政史学51 1999年
 　―都市空間と防衛構想に触れて
□伊藤誠浩 隋末の洛陽における王世充集団の変質について  1999年
 　―唐の中国統一の一側面 文研会紀要10
□松下憲一 北魏の洛陽遷都 史朋32 1999年
□菅谷文則 京師洛陽と楽浪の時間距離 東アジアの古代文化100 1999年
 　―三角縁神獣鏡楽浪製作説をめぐって
□柴格朗 白居易の洛陽帰隠にあたっての唱和詩―大和二年の秋冬  1999年
 の交 大阪学院大学人文自然論叢39・40
□行安茂 教員研修の一環としての中国（洛陽市）訪問―道徳教育の  1999年
 比較研究の観点から 道徳と教育44-1通号300
□静慈円 洛陽福先寺の興亡と善無畏―「増脩碑記」をめぐって  1999年
  密教学研究31
□鷲江暢 中国洛陽市公安局収容教育所（少年院）参観研修  1999年
  更生保護50-11
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□堀江宏文 北魏洛陽の仏塔について 大学院年報（大正大）18 2000年
□西村富美子 白居易と裴度の周辺（上） 未名18 2000年
 　―長安・洛陽の両地をめぐって
□吉田歓 漢魏宮城中枢部の展開 古代文化52-4通号495 2000年
□竹内康浩 「洛陽北窯西周墓」洛陽市文物工作隊編 東方230 2000年
 　―西周史解明への険しい途
□王水照 北宋洛陽の文人グループ 中国文学研究26 2000年
　内山精也（訳） 　―地域と文学・史学・哲学の関係について
□前岡孝彰 中国踏査旅行記：洛陽篇 滋賀史学会誌12 2000年
□前島佳孝 隋末李密の東都受官に関する一試論  2000年
  中央大学アジア史研究24
□西村富美子 白居易と裴度の周辺（下） 未名19 2001年
 　―長安・洛陽の両地をめぐって
□能勢良子 洛陽的歴史概述（１）  2001年
  流通科学大学論集　人文自然編13-3
□田村信幸 中国洛陽市「東都商城」火災概要 火災51-2通号251 2001年
□亀田十未代 洛陽の生活発表会は『夢の会』―親も子も一緒に楽しも  2001年
 うよ、ウソッコの世界 季刊保育問題研究190
□緒方啓二 中国南西部を中心とした自転車駐車場等の事情に感ずる  2001年
 こと―太原・西安・洛陽・上海の各都市を巡って
  自転車・バイク駐車場260
□飯島武次 洛陽付近出土の西周時代灰釉陶器の研究  2002年
  駒沢大学文学部研究紀要60
□高野晶文 洛陽漢墓における銅鏡出土状況の再検討 亜洲学誌１ 2002年
□小林仁 洛陽北魏陶俑の成立とその展開 美学美術史論集14 2002年
□韓秀成 葬儀・墓の変化と漢民族の家族制度  2002年
 　―洛陽市の調査事例を中心に 都市民俗研究８
□能勢良子 洛陽的歴史概述（２）  2002年
  流通科学大学論集　人文・社会・自然編14-3
□三崎良章 分裂時代の「中原」の都―洛陽の物語  2002年
  月刊しにか13-8通号150
□池上正治 ユーラシア大陸鉄道4000キロを往く（４） 東亜421 2002年
 　―洛陽の石窟や三門峡ダムに遊ぶ
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□能勢良子 洛陽的歴史概述（３）  2002年
  流通科学大学論集　人文・社会・自然編15-1
□内田正之助 中国（北京、洛陽および西安）において栽培されている  2002年
 観葉植物 目白大学短期大学部研究紀要39
□塩沢裕仁 洛陽八関とその内包空間 法政考古学30 2003年
 　―漢魏洛陽盆地の空間的理解に触れて―
□埋田重夫 白居易における洛陽履道里邸の意義 中国文学研究29 2003年
□清田寂天 中国研修旅行―西安・洛陽 叡山学院研究紀要25 2003年
□鈴木七未 特定空間言語（長安・洛陽）から見えてくる唐詩の諸問題  2003年
 ―インターネットデータベース検索及び表計算による
 分析結果を通して 筑紫語文12
□長嶋和重 隋唐洛陽城に関する諸問題（修士論文要旨）  2003年
  龍谷大学大学院文学研究科紀要25
□茶谷満 考古学における衛星画像の利用について―CORONA衛星  2004年
 画像による洛陽墳墓群の判読と分析
  歴史と構造32
□森達也 「唐三彩展　洛陽の夢」の概要と唐三彩の展開  2004年
  陶説614
□高橋継男 （書評・新刊紹介）氣賀澤保規編著『復刻 洛陽出土石刻時  2004年
 地記　郭玉堂原著―附 解説・所載墓誌碑刻目録（明治大
 学東洋史資料叢刊2）』 唐代史研究７
□福原啓郎 （紹介）氣賀澤保規編著『復刻　洛陽出土石刻時地記（郭玉  2004年
 堂原著）附 解説・所載墓誌碑刻目録』
  東洋史研究63-2
□中尾健一郎 白居易と洛陽 中国文学論集34 2005年
□高兵兵 菅原道真の住まいと白居易 白居易研究年報６ 2005年
 　―平安京宣風坊邸と洛陽履道里邸
□佐川英治 北魏作洛陽の形成と空間配置―外郭と中軸線を中心に  2005年
  大阪市立大学東洋史論叢特集号
□劉世昭 世界遺産めぐり32　河南省・洛陽 人民中国625 2005年
 　―北魏から唐の時代に花開いた仏教芸術
 　　竜門石窟に宋代華麗な2345窟がひしめく
□塩沢裕仁 洛陽地区における魏晋南北朝隋唐期の遺跡と文物をめぐ  2006年
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 る状況 唐代史研究９
□上原和 龍門石窟古陽洞の開鑿年代（上）―北魏孝文帝の洛陽遷都  2006年
 以後と見做す現行の通説の誤謬を正す 成城文芸195
□吉田愛 北魏洛陽遷都後の非漢族統治について 史観154 2006年
□篠永宣孝 汳洛（開封―洛陽）鉄道建設とフランスの外交  2006年
  経済論集86
□濱田瑞美 中国初唐時代の洛陽周辺における優填王像について  2006年
  仏教芸術287
□銭国祥 北魏洛陽永寧寺と塔基壇の発掘と研究  2006年
  東北学院大学論集　歴史と文化40
□安田二郎 曹魏明帝の「宮室修治」をめぐって 東方学111 2006年
□室山留美子 北魏漢人官僚とその埋葬地選択 東洋学報87-4 2006年
□外村中 古代東アジアの「池と島の園林」と「池と築山の園林」  2006年
  仏教芸術286
□李勇・王鴻妹 製品及び実績の紹介 品川技法49 2006年
　・加藤豊次ほか 　―中鋼集団洛陽耐火材料有限公司製珪石れんが

〔附記〕本稿は、同題の拙稿（『中国文史論叢』第３号所収、2007年。以下、前稿と称する）に若

干の補訂を加えたものである。前稿の遺漏をご指摘下さった澤崎久和氏に、心より感謝申し上げ

たい。なお、前稿以降に発表された文献の増補は行うことができなかった。今後の課題としたい。




