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研究成果の概要（和文）
：
本研究は、江戸時代、那波道圓によって刊行された、
『白氏文集』那波本の日本に現存するも
のを調査し、比較研究して、最善の那波本を決定し、これを影印刊行することに目的があった。
３年にわたり、全国の２０種近い那波本を比較検討した結果、宮内庁所蔵本が最善のものとの
結論を得て、これを影印出版する準備を完了した。

研究成果の概要（英文）
：

The BAISHI-Wenji NABO books 白氏文集那波本 was published in Edo period. The
purpose of this research was to investigate, to compare the NABO books near by 20
kinds in existence in Japan, and to decide the best one for publication by photograph.
Result of having done comparing books for three years,the book that GONGNEITIG 宮
内庁 owns is the best one. The preparation for publishing was completed.
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