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春秋社 

『中村元選集 決定版』  
全40巻（32巻＋別巻8巻） 

赤色 

青色 

緑色 

 インド哲学・仏教学者である中村元。 

『中村元選集 決定版』は 

1970年代に出版された『中村元選集』に増補加筆、訂正を加え 

1988年から刊行、1999年7月に全40巻完結した 

KinoDenのメリット 

 40タイトル 同時アクセス１：421,685円（本体価） 
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中村元 KP00013823 春秋社 198812 PDF ¥4,796 ー ¥7,194

中村元選集〔決定版〕第1巻

インド人の思惟方法

東洋人の思惟方法Ⅰ

9784393312018

中村元 KP00013824 春秋社 198812 PDF ¥4,796 ー ¥7,194

中村元選集〔決定版〕第2巻

シナ人の思惟方法

東洋人の思惟方法Ⅱ

9784393312025

中村元 KP00013825 春秋社 198901 PDF ¥5,610 ー ¥8,415

中村元選集〔決定版〕第3巻

日本人の思惟方法

東洋人の思惟方法Ⅲ

9784393312032

中村元 KP00013826 春秋社 198901 PDF ¥4,796 ー ¥7,194

中村元選集〔決定版〕第4巻

チベット人・韓国人の思惟方法

東洋人の思惟方法Ⅳ

9784393312049

中村元 KP00013827 春秋社 199703 PDF ¥9,592 ー ¥14,388

中村元選集〔決定版〕第5巻

インド史Ⅰ
9784393312056

中村元 KP00013828 春秋社 199709 PDF ¥12,485 ー ¥18,727

中村元選集〔決定版〕第6巻

インド史Ⅱ
9784393312063

中村元 KP00013829 春秋社 199804 PDF ¥12,485 ー ¥18,727

中村元選集〔決定版〕第7巻

インド史Ⅲ
9784393312070

中村元 KP00013830 春秋社 198909 PDF ¥7,590 ー ¥11,385

中村元選集〔決定版〕第8巻

ヴェーダの思想
9784393312087

中村元 KP00013831 春秋社 199007 PDF ¥10,230 ー ¥15,345

中村元選集〔決定版〕第9巻

ウパニシャッドの思想
9784393312094

中村元 KP00013832 春秋社 199103 PDF ¥11,880 ー ¥17,820

中村元選集〔決定版〕第10巻

思想の自由とジャイナ教
9784393312100

中村元 KP00013833 春秋社 199202 PDF ¥10,780 ー ¥16,170

中村元選集〔決定版〕第11巻

ゴータマ・ブッダⅠ　原始仏教Ⅰ
9784393312117

中村元 KP00013834 春秋社 199205 PDF ¥8,690 ー ¥13,035

中村元選集〔決定版〕第12巻

ゴータマ・ブッダⅡ　原始仏教Ⅱ
9784393312124

中村元 KP00013835 春秋社 199110 PDF ¥10,230 ー ¥15,345

中村元選集〔決定版〕第13巻

仏弟子の生涯　原始仏教Ⅲ
9784393312131

中村元 KP00013836 春秋社 199211 PDF ¥11,220 ー ¥16,830

中村元選集〔決定版〕第14巻

原始仏教の成立　原始仏教Ⅳ
9784393312148

最後の旅と大いなる死を描く、ブッダ伝の後篇。最新の原典批判研究をもとに、考古学

的・仏教美術的成果をふまえ、真実の姿を探る決定版。

ブッダの宗教を支えたのはどのような人々か。数多くの仏弟子のすがたを、原典を駆使して

描く、仏弟子伝の画期的な集成。

仏教が興起した時代背景、最初期の仏教の姿、教団や戒律の形成など、仏教成立の

過程を利用可能なあらゆる資料を駆使して解明した画期的大著。

宗教聖典にみる文化・言語表現の分析と西洋的思惟との比較をとおし、インド固有の思

惟を詳述。新編集による決定版選集。

固有の聖典と漢訳仏典の比較・分析をとおし、仏教受容の形態を中心に、その特徴を詳

述。新編集による決定版選集。

日本人とは何か。古典作品や仏典などあまたの文献の分析をもとに、風俗・習慣をもふま

えて、日本人に特有の思惟方法を考察。新編集による決定版選集。

いま高い関心を集めるチベットと韓国。仏教受容の形態の考察をとおし、その思惟方法を

詳述。全体の結論「東洋思想とは」を収載。新編集による決定版選集。

本書は、インド最古のインダス文明からアレクサンドロス侵入以前まで。ヴェーダ等の諸文

献を縦横に駆使し、政治・経済・文化を解明する。

ギリシア人やペルシア人の勢力を一掃してインド亜大陸を統一したマウリヤ王朝。その成立

から崩壊に至るまで。アショーカ王碑文の全訳を収録。

国際化と伝統復興。ガンダーラ仏教美術など国際色豊かな文化を創造したクシャーナ帝

国。バラモン教の伝統を復興し、インド古典文化を完成の域に導いたダプタ王朝。

ヴェーダの神々の多様な姿を、その讃歌の邦訳をとおして概観し、さらに人間の考察、哲

学思想の萌芽等を探り、インド思想の源流を示す。新編集による決定版選集

アートマンとブラフマンの一如（＝梵我一如）がインド思想の根本である。絶対の一元論

を説くインド哲学の醍醐味を示す画期的な大著。

NO

内容紹介
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正統バラモン教に抗して思想の自由を謳歌した修行者（＝沙門）たちの群像と、アヒン

サー（非暴力）の究極・ジャイナ教の全容を示す大著。新編集による決定版選集。

誕生から晩年までを描くブッダ伝、その最新の原典批判研究をもとに、考古学的、美術的

成果をふまえ、真実の姿を探る。
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中村元 KP00013837 春秋社 199308 PDF ¥14,465 ー ¥21,697

中村元選集〔決定版〕第15巻

原始仏教の思想Ⅰ　原始仏教Ⅴ
9784393312155

中村元 KP00013838 春秋社 199407 PDF ¥14,465 ー ¥21,697

中村元選集〔決定版〕第16巻

原始仏教の思想Ⅱ　原始仏教Ⅵ
9784393312162

中村元 KP00013839 春秋社 199504 PDF ¥12,375 ー ¥18,562

中村元選集〔決定版〕第17巻

原始仏教の生活倫理　原始仏教Ⅶ
9784393312179

中村元 KP00013840 春秋社 199302 PDF ¥11,220 ー ¥16,830

中村元選集〔決定版〕第18巻

原始仏教の社会思想　原始仏教Ⅷ
9784393312186

中村元 KP00013841 春秋社 199801 PDF ¥12,485 ー ¥18,727

中村元選集〔決定版〕第19巻

インドと西洋の思想交流
9784393312193

中村元 KP00013842 春秋社 199404 PDF ¥14,465 ー ¥21,697

中村元選集〔決定版〕第20巻

原始仏教から大乗仏教へ

大乗仏教Ⅰ

9784393312209

中村元 KP00013843 春秋社 199511 PDF ¥15,290 ー ¥22,935

中村元選集〔決定版〕第21巻

大乗仏教の思想　大乗仏教Ⅱ
9784393312216

中村元 KP00013844 春秋社 199410 PDF ¥13,695 ー ¥20,542

中村元選集〔決定版〕第22巻

空の論理　大乗仏教Ⅲ
9784393312223

中村元 KP00013845 春秋社 199507 PDF ¥12,375 ー ¥18,562

中村元選集〔決定版〕第23巻

仏教美術に生きる理想

大乗仏教Ⅳ

9784393312230

中村元 KP00013846 春秋社 199609 PDF ¥11,220 ー ¥16,830

中村元選集〔決定版〕第24巻

ヨーガとサーンキヤの思想

インド六派哲学Ⅰ

9784393312247

中村元 KP00013847 春秋社 199606 PDF ¥14,465 ー ¥21,697

中村元選集〔決定版〕第25巻

ニヤーヤとヴァイシェーシカの思想

インド六派哲学Ⅱ

9784393312254

中村元 KP00013848 春秋社 199509 PDF ¥11,550 ー ¥17,325

中村元選集〔決定版〕第26巻

ミーマーンサーと文法学の思想

インド六派哲学Ⅲ

9784393312261

中村元 KP00013849 春秋社 199604 PDF ¥10,450 ー ¥15,675

中村元選集〔決定版〕第27巻

ヴェーダーンタ思想の展開

インド六派哲学Ⅳ

9784393312278

中村元 KP00013850 春秋社 199412 PDF ¥8,855 ー ¥13,282

中村元選集〔決定版〕第28巻

インドの哲学体系Ⅰ

『全哲学綱要』訳註Ⅰ

9784393312285

原始仏教から密教まで、インド思想や西洋思想までも視野におき、著者ならではの幅広

い観点から、大乗仏教思想のさまざまな問題を縦横に論じる。

「空」とは何か。学者もとかく避けて通り難問、「空とは何か」空の哲学者・ナーガールジュナ

（竜樹）の主著『中論』を手がかりに仏教の根本概念を解明する。

ガンダーラ・アジャンター・敦煌などの美術作品に表現された仏教の理想を、思想史研究

の視点から解明する。カラー口絵ほか写真多数（丸山勇撮影）。

魂を解き放つ身体技法。高度に体系化された瞑想法・ヨーガの起源と発達、その理論的

基礎をなすサーンキヤの「精神と物質の二元論」を解明。両学派の基本教典の全訳を収

録。

神秘的傾向が強いインド哲学の中で異彩を放つ論理学・合理思想の系譜を西洋思想と

対比しつつ解明。両学派のスートラの全訳注を収録。

聖典と言語、その深みを探る。永遠の言葉・ヴェーダをめぐるミーマーンサー学派の斬新な

議論。言語哲学の完成者バルトリハリが説く、世界の根源・存在の本質としての言葉。

ウパニシャッドの思想にもとづき、絶対者＝ブラフマンと自己＝アートマンの関係を追求した

ヴェーダーンタ哲学。その歴史と思想を解明。

インド人自身によるインド哲学概説。インドの哲学体系のうち主要な１６種類を叙述した

概説書『サルヴァダルシャナ・サングラハ』（１４世紀、マーダヴァ著）を世界で初めて全

訳。

仏教聖典の最古層に示される思想を原典批判研究によって解明し、原典をして語らし

め、歴史的人物としてのゴータマ・ブッダの思想に肉薄する。

雑然とした思想の断片が精緻な体系へと発展していく。意外な発見に満ちたその経過を

原典批判研究によって明らかにする。仏教思想体系化への歩み。

日常生活をいかに生きるか。仏教は出家者のためだけの教えではない。社会人として、ひ

とりの人間として、我々はどう生きるべきなのか。原始仏教が説く生き方の問題を解明す

る。

心の問題に終始すると思われがちな仏教の、人間の平等と差別、社会や国家、経済行

為など、さまざまな社会問題に対する考え方を明らかにする。

真理を求める対話。仏教を始めとするインド思想は我々の想像以上に西方世界に影響

を及ぼしていた。歴史の闇に埋もれた知られざる交流の軌跡を明るみに出す。

煩瑣で無味乾燥と思われがちなアビダルマ仏教。その奥に秘められた瑞々しい思索を再

評価し、原始仏教から大乗仏教への発展の歴史をたどる。
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中村元 KP00013851 春秋社 199501 PDF ¥8,855 ー ¥13,282

中村元選集〔決定版〕第29巻

インドの哲学体系Ⅱ

『全哲学綱要』訳註Ⅱ

9784393312292

中村元 KP00013852 春秋社 199610 PDF ¥12,375 ー ¥18,562

中村元選集〔決定版〕第30巻

ヒンドゥー教と叙事詩
9784393312308

中村元 KP00013853 春秋社 199612 PDF ¥9,295 ー ¥13,942

中村元選集〔決定版〕第31巻

近代インドの思想
9784393312315

中村元 KP00013854 春秋社 199706 PDF ¥10,450 ー ¥15,675

中村元選集〔決定版〕第32巻

現代インドの思想
9784393312322

中村元 KP00013855 春秋社 199811 PDF ¥10,450 ー ¥15,675

中村元選集〔決定版〕別巻１

古代思想　世界思想史Ⅰ
9784393312339

中村元 KP00013856 春秋社 199902 PDF ¥15,290 ー ¥22,935

中村元選集〔決定版〕別巻２

普遍思想　世界思想史Ⅱ
9784393312346

中村元 KP00013857 春秋社 199905 PDF ¥11,220 ー ¥16,830

中村元選集〔決定版〕別巻３

中世思想　世界思想史Ⅲ
9784393312353

中村元 KP00013858 春秋社 199907 PDF ¥10,450 ー ¥15,675

中村元選集〔決定版〕別巻４

近代思想　世界思想史Ⅳ
9784393312360

中村元 KP00013859 春秋社 199805 PDF ¥7,590 ー ¥11,385

中村元選集〔決定版〕別巻５

東西文化の交流　日本の思想Ⅰ
9784393312377

中村元 KP00013860 春秋社 199807 PDF ¥7,590 ー ¥11,385

中村元選集〔決定版〕別巻６

聖徳太子　日本の思想Ⅱ
9784393312384

中村元 KP00013861 春秋社 199809 PDF ¥7,975 ー ¥11,962

中村元選集〔決定版〕別巻７

近世日本の批判的精神

日本の思想Ⅲ

9784393312391

中村元 KP00013862 春秋社 199810 PDF ¥7,590 ー ¥11,385

中村元選集〔決定版〕別巻８

日本宗教の近代性　日本の思想Ⅳ
9784393312407

様々な神々や神話・伝説に彩られた、二大叙事詩『マハーバーラタ』『ラーマーヤナ』とヒン

ドゥー教。逞しい想像力が生み出した豊かな精神世界。

インド人自身によるインド哲学概説。インドの哲学体系のうち主要な１６種類を叙述した

概説書『サルヴァダルシャナ・サングラハ』（１４世紀、マーダヴァ著）を世界で初めて全

訳。

ICT営業本部　電子書籍営業部　TEL：03-5719-2501　FAX：03-5436-6921

〒153-8504　東京都目黒区下目黒　3-7-10    ict_ebook@kinokuniya.co.jp

　*上記はカタログ作成時の情報です。価格等は予告なく変更となる場合がございます。

39 常識をくつがえす知。いかなる権威も認めない孤高の禅者・鈴木正三、近代的な学問を

先取りした古典学者・富永仲基。時代のはるか先へ駆け抜けた奇蹟の思想家たち。

40 伝統の中の新たな息吹。我々が祖先から受け継いできた精神的伝統である宗教は、近

代社会においてどのような意義をもつのか。日本宗教の近代性を示す特徴を考察する。

37
さまざまな異文化との交流のなかに日本を位置づけ、独自性や特殊性ばかりが強調され

がちな日本の思想と文化を世界史的視点から縦横に論じる。新編集による決定版選

集。

38
普遍的国家の統治者。「和の思想」という普遍的理念にもとづいて聖徳太子が目指した

ものは何か。人類の思想史上における太子の意義を世界史的視点から位置付ける。新

編集による決定版選集。

35 東西の中世思想に秘められた驚くべき平行的発展を解明する。西洋中心の既成概念を

捨て、事実を冷静に見つめ直し、本来の「中世」を取り戻す。

36 合理主義、自我の自覚、宗教的伝統や人間性に対する評価の変化など、近代的思惟

の特徴を解明。刊行開始から１１年、決定版中村元選集全巻完結。

33
普遍的思想史の構築。新編集による決定版選集。従来のものとは全く類を異にする画

期的な思想史。第１巻では、全体の方法論について考察するほか古代農耕共同体の

思想から哲学的思索の出現まで。

34
新編集による決定版選集。地域や民族を超えた思想。主な文化圏で都市が成立し世

界国家へと発展していく時代に現われた諸思想。それらの持つ普遍的意義を既成の教義

学とは異なる視点から解明する。

32 現代インド思想を形成したラーマクリシュナとヴィヴェーカーナンダ，ガンジーとネルー，タ

ゴール，および，学者にして大統領でもあったラーダークリシュナンの思想等を解説。

31 イスラムやイギリスの支配下にあって，近代のインド思想を形成した革新的思想家ラー

マーナンダ，カビール等について詳説。またシク教の開祖ナーナクにも触れる。

30

29

◆KinoDenでは、このほかにも春秋社の仏教関連学術書を扱っています◆ 

『道元禅師全集 全27巻』『平川彰著作集 全17巻』『法然全集 全3巻』 

『保存版 鈴木大拙選集 全26巻』『金子大榮著作集 全16巻』』『仏教・インド思想辞典』


