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Mokuroku（possessed by Shachiku-bunko of University of Tokyo library）
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抄録
本稿では橘屋治兵衛の出版目録について考察を加え，目録の成立事情及び橘屋治兵衛の書肆とし

てのあり方について論じた。さらに橘屋治兵衛の出版目録を含む『俳諧書籍目録』（東京大学総合
図書館洒竹文庫蔵）を全翻刻した。この橘屋治兵衛目録については，現存する橘屋治兵衛の出版目
録中において俳書掲載数が最多であることから，実態が不明とされる橘屋治兵衛の活動を明らかに
する上で貴重な資料となっている。本目録から，俳書名が確定ができたものや，俳書名の読みにつ
いて訂正することができた。また橘屋治兵衛は地方俳壇と密接に関係しながら，地方俳壇に情報提
供していた書肆であった。

Abstract
In this article, I give a consideration to the publications catalog of Tachibanaya-Jihei, and argue the

way of the catalog’s formation and Tachibanaya-Jihei as a publisher. Moreover, I reprint Haikai-Shojaku-
Mokuroku (a catalog of haikai books, possessed by Shachiku-bunko of University of Tokyo library), which
contains the publications catalog of Tachibanaya-Jihei. This catalog in Haikai-Shojaku-Mokuroku is a
valuable material to make Tachibanaya-Jihei’s unknown activity clear, because it contains the most
haikai books of all Tachibanaya-Jihei’s catalog. It was able to be settled book name and correction of a
reading by the publications catalog of Tachibanaya-Jihei. And while Tachibanaya-Jihei was closely con-
nected with the local-haidan, it was a publisher that information had been being offered to the local-
haidan.
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１．俳諧書肆橘屋治兵衛の出版目録

1.1 本目録の概要と翻刻の意義

正徳３（1713）年頃から，全国的規模で俳書出版を行
い，蕉風復興に関わる多くの俳書を出版した俳諧書肆で
ある橘屋治兵衛について断片的に論考はあるものの，そ
の活動実態を解明する上で基盤となる，橘屋治兵衛が自
ら出版した出版目録については，現在までほとんど省み
られることがなかった。「真の俳諧書肆」として誕生し
た井筒屋庄兵衛の後を受け，初代井筒屋の手代から身を
起こした橘屋治兵衛は，俳書出版において井筒屋を凌ぐ
書肆となり，その後の俳諧史を作り上げる上で欠かせな
い存在となる。「俳諧の普及の上では最大の貢献をなし
たものと評価される」［1］とまで称賛されているのにもか
かわらず，その実態は不明である。書肆としての活動を
明らかにするためには，まず書肆によって編纂された目
録類の整理が要請されるであろう。そこで橘屋治兵衛の
活動について明らかにするために，出版目録を基にして
考察を加えた。さらに本目録の解説・分析をする際に原
文のままでは不便なため翻刻を行ったが，翻刻自体も有
意義なため論文末尾に「俳諧書籍目録一覧表」として付
した。
この橘屋治兵衛の出版目録は，東京大学総合図書館洒

竹文庫に蔵される出版目録『俳諧書籍目録』（井筒屋庄
兵衛・橘屋治兵衛・四大家編集目次を合綴）に含まれて
いる［2］。本目録のうち井筒屋庄兵衛出版目録が最初の一
丁分（後掲「俳諧書籍目録一覧表」１～44），橘屋治兵
衛出版目録が二丁～三一丁オの三〇丁分（一覧表45～
981），四大家編集目次が三二丁～三三丁オの一丁半分
（一覧表982～1022）となっている。各目録の成立につ
いては，井筒屋庄兵衛が宝暦６（1756）年以降，橘屋治
兵衛目録では掲出される一番新しい俳書が一覧表 972
『夜永伽』（ただし出版予告）で文政３（1820）年成であ
るため，文政３年前後に成立したと推測できる。写本の
四大家編集目次では一覧表1012『散蓮華』に「弘化四」
の記載があるため，弘化４（1847）年以降の成立と見て
よい。従って目録全体の成立年は弘化４年以降となる。
橘屋治兵衛の出版目録は，自らが刊行した俳書をほぼ

年代順に掲出しており，橘屋の出版活動を考察できる絶
好の資料である。本目録は何度か増補しながら追刻出版
していった目録を合綴したもので，これが橘屋最後の出
版目録である。橘屋治兵衛の出版目録は他にも所蔵があ
るが，すべて本目録に包括される目録となっている［3］。
また本目録の翻刻は，すでに萩原蘿月校訂『奥の細道・

芭蕉翁文集』［4］において前半部が翻刻済であるが，後半
部については未翻刻のままであり，何の考察も加えられ
ていない。さらに本目録は『新版近世文学研究事典』所
載「橘屋治兵衛」項（本間正幸氏解説）に「後半部分が
未翻刻であり，完全な形での翻刻が期待される」［5］とあ
ることを受け翻刻を試みたものでもある。翻刻すること
より明らかになった俳書名，また現時点では刊年不明で
ある俳書について，掲出された俳書の並び順よりほぼ確
定できるものもある［6］。

1.2 目録より明らかになった事項

さて本目録より明らかになった点について述べておき
たい。
第一に俳書名が不確定なものについて，本目録から書

名を確定することができた俳書が3点ある。最初に一覧
表254山桂編『その秋』（原本未発見）であるが，これ
は天理大学附属天理図書館綿屋文庫に所蔵される宝暦13
年序，山桂編，仮題「朔旦人追福」（所蔵番号わ149-21）
と同一俳書である［7］。仮題「朔旦人追福」は外題簽の90
％が破損しているが，わずかに残された外題簽下部に
は，『その秋』の「秋」の字の一部分に該当する文字が
認められた。内題に「朔旦人追福」とある。また編者が
同一であり，本目録の掲出順序から推測できる刊行年が
宝暦13年頃であることからも「朔旦人追福」は『その
秋』と同一俳書だと考えられる。
次に490素鳰坊編『文月供養』は，鈴木勝忠氏「『美

濃派俳書序跋集』追加」における天明６年成，素鳰坊編，
仮題『七めぐり』に該当する俳書と考えられる［8］。編者
が同一であること，また『文月供養』概要に「五竹師七
回追善」とあり，『七めぐり』も書名と素鳰坊の序文か
ら五竹坊七回忌追善であることが分かるからである。
さらに芭蕉翁記念館芭蕉文庫所蔵，寛政３年成，朝暮

園傘狂編，仮題「節か坊西遊餞別集」（所蔵番号芭181-
2）は，599節可坊編『誘雲雀』（天・地・人の三巻）の
「天部」に該当する俳書である。本書については，西尾
市岩瀬文庫に写本が確認されているのみである（所蔵番
号85-80）。『誘雲雀』「天部」は美濃国各地の餞別句と周
防国連中との連句・発句集，「地部」は周防国連中との
連句・発句集，「人部」は節可坊への追悼句集となって
いる。節可坊は寛政３年春に美濃国から出杖したが，同
年６月５日に周防国防府にて急死してしまったのであ
る。本目録の掲出順序から推測できる刊行年が寛政頃で
あること，本目録概要に「筑紫行脚」とあり，芭蕉文庫
仮題にも「西遊」とあることから九州行脚が推測できる
ことによっても，同一俳書と確定できる。前述したよう
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に『誘雲雀』「人部」には節可坊への追悼句が並べられ
ているが，長州の菊舎尼の追悼句前書に，京都の橘屋治
兵衛の店において行脚中の節可坊に会ったと記されてい
る。よって橘屋治兵衛は版元としてだけでなく，諸国行
脚する俳人たちに情報交換の場や宿を提供していたこと
が分かる［9］。
第二に編者について言及する。編者については，編者

住所＋連中と記される俳書が多いことに注目したい。一
例として一覧表658『去年夢集』は「紀州若山連中」編
となっているが，現在では風悟の編纂とされる。風悟は
著名な俳人であったため，風悟編として売り出した方が
良いのではないかと考えられる。それをあえて「紀州若
山連中」編とした背景には，一個人で編纂したという意
識ではなく，風悟を含む紀州和歌山連中全体で編纂した
という意識，つまり「座の文学」という共同体文芸意識
が強く働いていたからだと考えられる。
第三に俳書の読み方について２点訂正する。834『二

さと集』は，天理大学附属天理図書館綿屋文庫わ202-22
『浮他散土草』と同一であるが，本書の読みについては
「ふださんどそう」と読まれている［10］。しかしながら本
目録から「ふださんど」ではなく，「ふたさと」と読む
べきことが分かる。また896『残る花集』は，俳書題簽
に「残花集」とあることによって，「ざんかしゅう」と
音読されているが，本目録より「のこるはなしゅう」と
読むべきであることが分かる。

２．目録の成立過程

2.1 丁付から見る成立過程

次に本目録の成立過程について考えてみたい。そこで
まず本目録に付された丁付を手がかりとする。橘屋治兵
衛出版目録については，同じく洒竹文庫に同名の『俳諧
書籍目録』（洒竹1763）が蔵されている。井筒屋庄兵衛
と橘屋治兵衛の合梓目録であるが，洒竹1763と本稿で
翻刻を行った目録（洒竹1762）とを比較すると，井筒屋
庄兵衛目録は全く同一でありながら，一方の橘屋治兵衛
目録では乱丁が見られる。さらに洒竹1763で最後に掲
出される俳書は寛政元（1789）年刊『芭蕉門古人真跡』
（一覧表522）であることから，寛政元年頃の成立であ
る。前述したように，両目録を比較すると乱丁が見られ
るが，そこには丁付の不備が関係している。乱丁は橘屋
治兵衛目録の巻頭から九丁分の箇所で生じている。そこ
で本稿で翻刻を行った橘屋目録の丁付をあげ，一丁ごと
のおおよその俳書刊行年代とともに本目録の成立過程に
ついて検討を加えてみることにする。

丁付　　俳書刊行年代
①45本朝文鑑～72雪白川 目録　一 正徳～享保
②73鴨矢立～104吾妻からげ 目録　二 享保～元文
③105十論衆儀～136花雪吹 目録 明和前半
④137短冊塚～164雪の石摺 目録　三 享保～延享
⑤165夏座敷～196茶摘笠 目録　四 寛保～宝暦

　　　前半
⑥197障子紙～228冬がまへ 目録 宝暦前半
⑦229水仙伝～260ふたゝび （ナシ） 宝暦後半
⑧261古硯集～292名銀発句集（ナシ） 明和後半
⑨293夏衣～324蕉門むかし語（ナシ） 宝永～明和
⑩325紅葉集～356時雨会集 十 明和～安永
（書名前の半角数字は一覧表の番号参照）
③105十論衆儀～136花雪吹は，俳書刊行年代順に並べ
れば⑧の前に入るのが順当であるが，なぜか綴じ違えて
挿入されている。また⑨293夏衣～324蕉門むかし語も，
⑦の後に入れた方が順当である。これらは古い蔵版目録
と新しい蔵版目録とを統一した際に起こった綴じ違いで
あろう。丁付「目録一～四」は，一番古い時代に刊行さ
れた俳書が掲出されるため，この丁付を持つ①②④⑤の
順で最初に成立したことが分かる。次いで丁付が「目
録」及び「ナシ」の箇所で，刊行年代順で整理すると⑥
⑦⑨③⑧の順で成立したことになる［11］。この箇所にお
ける丁付の不備は，出版した俳書について一丁ごとに出
版目録を作成していったため，丁付が不要だったことに
起因するものであろうか。そして最後に「十」以降の丁
付を持つ箇所が成立した。丁付「十」以降においては乱
丁が見られない。
橘屋治兵衛については四・五代にわたって活動したと

推測されているが［12］，丁付の仕様の違いが代替わりを
暗示している可能性もあろう。丁付「目録一～四」を作
成したのが初代（正徳～宝暦前半），丁付「目録」及び
「ナシ」を作成したのが二代目（宝暦前半～明和）であ
る。そして丁付「十」以降が三代目（明和以降）という
ことになろうか。丁付の付け方に，目録を作成した当主
の意識の違いが反映されていると見ることもできないだ
ろうか。

2.2 重複掲出された俳書から分かる成立過程

橘屋治兵衛目録では重複して掲出された俳書が13点
確認できる。
①『東武墨直』 279（一匁，江戸玄武坊）

328（書価ナシ，江戸白山下玄武坊）
②『世の恩集』
　  593（三匁五分，出羽東岡）・772（三匁，出羽連中）
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③『増ひかり』
　  607（二匁，越後沼垂）・771（二匁，越後沼垂連中）
④『遠山雪』 617（書価ナシ，筑前魯伯）

675（四匁八分，筑前福岡連中）　
⑤『駒塚集』 629（二匁，甲州三車）

712（二匁五分，甲州可都里）
⑥『丁巳/東武墨直し』　633（二匁二分，年番東武楚石

　　　   坊）
　　　   637（書価ナシ，白山連中）

⑦『遠車集』 647（一匁二分，紀州風察）
705（九分，洛水庵連中）

⑧『松の光』 738（一匁六分，筑前寛古）
774（二匁，筑前寛古）

⑨『手向の霜』
　  740（一匁，越後村松）・783（一匁五分，北越村松連中）
⑩『露の浜ゆふ』
　  752（一匁二分，紀州古座文叔）
　  775（二匁，紀州古座文淑）
⑪『文車集』
　  756（二匁八分，筑前福岡蝶酔/魯伯）
　  773（三匁五分，筑前蝶酔/魯白）
⑫『午未/墨直し』 853（書価ナシ，長門聴松庵連）

857（二匁，長門聴松庵）
⑬『遺稿拝塔録』 953（九匁五分，出羽酒田連中）

976（九匁五分，出羽酒田連中）
①⑥⑫は美濃派の伝統行事である墨直しの記念集である
が，先か後か，どちらかになぜか書価がないために二重
掲出したものであろうか。ただし①については先に丁付
について言及したが，先に掲出された279は丁付ナシの
箇所，後に掲出された328は丁付「十」の内にあり，版
下が新しく作成されたために起きた重複とも考えられ
る。また②③⑧⑨⑩⑪は，後掲箇所がともに771～80番
台で起きている。橘屋治兵衛目録のうち770『秋の水』ま
では一面八行書であるのに対し，771『増ひかり』から
は一面九行書になり，匡郭の高さも異なる。よって770
で一旦版下が作成され，その後に新しく版下を作成した
ために生じた重複であることが判明する。771から版下
の様式が変わることから，ここで四代目への代替わりを
推測することもできようか。④⑤の重複掲出について
は，国立国会図書館所蔵『俳諧書籍目録』（所蔵番号183-
508）の最終掲出俳書が645『隅田川』であることから，
ここで一旦版下が作成されており，④⑤ともに初出は
645『隅田川』より前に掲出され，後出は645より後で
あることから，これも新しく版下を作成したことによる
重複であることが分かる。編者については，初出と後出

で若干異なるもの，また⑤⑦のように編者名の全く異な
るものがあることから，訂正する意味で二重掲出の必要
性もあったと推測される。
またそれぞれ書価を付したが，②⑦は売れ残ってし

まったために値引きしたのだろうか，後出の方が値段が
下がっている。⑤⑧⑨⑩⑪は当然のことながら，後出の
方が書価が上がっている。本目録で一番高価な俳書は
896『残る花集』で，十冊本で二十目である。書価につ
いては，本目録より一冊につきおおよそ二匁～三匁だっ
たことが分かる。

３．他書肆からの求版本と他書肆との相版

一覧表293『夏衣』～304『つれづれの讃』までの12
点は，宝永５年～正徳元年の間に刊行された俳書である
が，それらの前後に掲出される俳書が，正徳元年より約
50年後の宝暦末年～明和年間に刊行された俳書が並ぶた
め，この箇所の掲出順序は極めて不自然である。実はこ
の293～304は柏屋勘右衛門からの求版本であり，求版
本が挿入されたことで掲出順序が乱れているのである。
柏屋勘右衛門については293～304の俳書が刊行された
宝永5年～正徳元年まで美濃派を確立した支考の専属的
俳諧書肆とみなされる存在であり，また橘屋治兵衛と関
係の深い書肆であった［13］。
また橘屋目録中において書価のない俳書がある。これ

については，未出版の場合も考えられるが，井筒屋庄兵
衛や他書肆との相版の場合に見られることが多いのが特
徴である。例として532『俳諧第一義集』は井筒屋庄兵
衛・野田治兵衛（橘屋の本姓は野田であり，野田治兵衛
も同一である）・山崎金兵衛・渋川清右衛門との相版で
あり，533『はせを翁 俳諧七部集 続編』も橘屋治兵衛ほ
か二軒との相版である。
さらに橘屋目録では編者の住所がほぼ記載されている

が，住所記載のない俳書も一部ある。45『本朝文鑑』～
51『古今抄』については，目録に「右七部之書　蓮二房
撰」と特別に記されており，著名な蓮二房（支考）の編
纂であるために，住所記載の必要性が無いと判断したた
めである。また293『夏衣』～304『つれづれの讃』ま
での俳書にも編者住所の記載がない。前述したが，これ
らの俳書は柏屋勘右衛門からの求版本であった。従って
橘屋治兵衛では重視された編者住所が入っていないので
ある。以上から，俳書の掲出順序が極端に乱れていた
り，書価及び編者の住所記載がない場合は，橘屋治兵衛
が他書肆と関係した俳書に見られる傾向があることが分
かる。
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４．橘屋目録における編者住所記載の必要性

本稿で翻刻を行った『俳諧書籍目録』の井筒屋庄兵衛
目録・橘屋治兵衛目録・四大家編集目次においては，そ
れぞれ記載事項が異なっている。書名・編者は当然のこ
とながら全目録記載するが，値段が四大家では欠落して
いる。刊年については，橘屋のみ一切記載がなく，その
代わりに編者住所が記載されている。他の二目録に編者
の住所記載はない。よって橘屋においては，刊年よりも
編者住所を記すことの方が重要だったことが分かる。編
者住所をわざわざ記すべき必要性が存したのは，編者が
京・江戸住の俳人ばかりでなく，地方住の有名・無名の
俳人が編纂した俳書を多数出版していたからである。橘
屋治兵衛は美濃派と連携することによって出版数を伸ば
し，成長した書肆である。一方，美濃派は地方行脚をす
ることによって地方を基盤として勢力を拡大していった
流派である。つまり橘屋治兵衛が出版を手がけた美濃派
俳人の多くが地方住であったことにより，編者住所記載
の必要性が生じたのである。田中道雄氏は京住の俳人蝶
夢と，その俳書出版を支えた橘屋治兵衛との関係につい
て「蝶夢が京に定住して地方俳壇を指導できたのは，そ
の組織に通じていた橘屋に多くを負うと思われ」［14］と，
橘屋治兵衛が出版を通じて地方俳壇と密接に関係してい
たことを指摘されている。文化４（1807）年序，『連塔
集』（一覧表852）は，美濃国本巣郡北方の西運寺におけ
る連塔完成記念集であるが，連塔完成に係る記念行事を
諸国へ伝達したのは橘屋治兵衛であった。序文中に「他
邦のしらせは洛の橘治が力を頼み」とあり，橘屋治兵衛
が地方俳壇と密接な関係を持ち，また情報源にもなって
いたことが分かる。よって橘屋治兵衛は地方俳壇を出版
という形で支援したことにより地方俳壇の事情に詳し
く，またその情報網を生かして各地方俳壇に様々な情報
を提供していたのである。
ところで969『庵の夜話』～975『麓の径』の嘘吹編

に係る７点の出版広告については，本目録中において
も，他に蔵される橘屋治兵衛の目録を見ても類例がない
ため，特別なものである。編者の嘘吹は鵲巣とも号す美

濃派再和派に属する俳人である。橘屋治兵衛が美濃派と
連携することによって成長した書肆であったことは先に
述べたが，安永末年頃に美濃派は以哉派と再和派という
二派に分裂し，それ以降，なぜか橘屋治兵衛は再和派を
支援する傾向が見られる。これは嘘吹編に係る7点の
大々的な広告記事からも明確である。また嘘吹が編者住
所に記されたように京住であったこと，橘屋治兵衛も京
寺町通二条下ル町に本店を持つ書肆であったことで，同
じく京という土地ゆえ支援できたとも考えられる。
橘屋治兵衛には京本店の他に江戸店もあった。江戸店

である野田太兵衛（橘屋の本姓は野田）の出版について
は，国立国会図書館蔵「割印帳」（所蔵番号232-262）に
おいて確認できる［15］。この「割印帳」によれば，野田
太兵衛は享保15（1730）年刊『俳諧太郎河』にはじまり，
明和７（1770）年刊『狂歌柳の雫』を最後として「割印
帳」から名を消す。また筆者が独自に調査した結果にお
いても安永６（1777）年10月刊，涼花編『秋声集』の
巻末広告に名が見えるのが最後である。これは橘屋が江
戸で俳諧書肆として成功できなかったことを示していよ
う。つまり橘屋治兵衛は，京及びその近辺と，地方俳壇
を主に相手として商売を行った俳諧書肆だったのであ
る。

５．おわりに

橘屋治兵衛の出版活動について，出版目録を基にして
考察を加えてみた。目録によって確定できた書名，また
丁付の付け方や重複掲出された俳書から目録の成立過程
について言及し，さらに目録の記載事項から橘屋の書肆
としての在り方についても検証した。橘屋治兵衛目録が
成立したと考えられる文政以降，新たに出版目録は作成
されず，橘屋治兵衛の活動が終息に向かっていくことが
分かる［16］。本目録においても時代が下るにつれて，墨
丁の箇所や，管見の限りではあるが現段階では原本未発
見の俳書が増えていることも，活動の衰退を予測させ
る。宝暦以降，上方から江戸に文学の中心が移ったこと
により江戸の書肆が多数誕生したが，江戸店である野田
太兵衛の江戸進出失敗に見られるように，江戸の俳諧書
肆の中で橘屋は書肆間の競争に勝てなかったものと考え
られる。江戸の俳諧書肆の刊行する俳書には，多色刷の
絵俳書が見られるが，橘屋治兵衛の刊行する俳書は画一
的で地味な俳書であったということも，江戸において倦
厭された理由であろうか。さらに美濃派とともに成長し
た橘屋治兵衛であったが，美濃派の分裂が橘屋治兵衛の
出版事情に何らかの影響を与えたことも考えられよう。

目　録

井筒屋

橘屋

四大家

書名

○

○

○

編者

○

○

○

冊数

○

○

△

値段

○

△

×

刊年

○

×

△

編者

住所

×

○

×
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橘屋治兵衛の出版活動や出版事情，また美濃派分裂との
関連については，考察の余地が十分に残されているた
め，今後の課題としたい。

注

［1］ 井上宗雄ほか編．日本古典籍書誌学事典．東京，岩
波書店，1999.p.376「橘屋治兵衛」項（雲英末雄解
説）

［2］ 『俳諧書籍目録』の書誌を簡単に記す。
底　本 東京大学総合図書館洒竹文庫蔵本（洒竹1762）。
書　型 半紙本。一冊。袋綴。
表　紙 原装，薄縹色無文様表紙。縦22．5糎×横16．

0糎。
刊　写 一丁～三一丁まで刊本，三二丁～三三丁は写

本。
題　簽 後題簽，左辺無辺「蕉門俳書目録　完」と墨書。
内　題　一丁目巻頭に「俳諧書籍目録　蕉門俳書所　京
　　　　都　井筒屋庄兵衛／橘屋治兵衛」，二丁目巻頭に

「蕉門俳書目録　京寺町通二条下ル町　蕉門俳
書所　橘屋治兵衛板」，三二丁目巻頭に「四大
家編集目次」。

本　文 墨付三四丁。一丁目は一面八行書上中下三段組，
二丁目～二四丁まで一面八行書上下二段組，
二五丁～三一丁まで一面九行書上下二段組，
三二丁～三三丁まで一面八行書上下二段組。

序　跋 なし。
刊　記 なし。
成　立 弘化４（1847）年以降。
印　記 巻頭に「洒竹文庫」「雪中庵」「林□甲」「如是」
　　　　の印あり（ともに朱）。
備　考 三四丁オに「雪中庵什物」と墨書。
［3］ 天理大学附属天理図書館綿屋文庫わ1001-5～8及び

わ1001-10。わ 1001-5～ 8（すべて書名は『俳諧書
籍目録』）は井筒屋庄兵衛と橘屋治兵衛との合梓目
録。わ1001-5の最終掲出俳書は580『あられ塚』（書
名の前にある半角数字は「俳諧書籍目録一覧表」の
番号を参照）であるため寛政５年以降の成立とな
る。また綿屋文庫わ1001-10『蕉門俳書目録』は橘
屋治兵衛単独の目録であり，最終掲出俳書が 324
『蕉門むかし語』のため明和２年以降の成立と推測
できる。同じく版本では学習院大学・関西大学・東
北大学（狩野文庫『俳諧書籍目録』所蔵番号4-1714）・
国立国会図書館（『俳諧書籍目録』所蔵番号183-508）
にも所蔵がある。東北大学附属図書館狩野文庫蔵

『俳諧書籍目録』及び天理大学附属天理図書館綿屋
文庫蔵わ1001-7『俳諧書籍目録』では，最後に掲出
される俳書が727『松の霜集』となっていることか
ら，これらの目録は享和元年以降の成立と推測でき
る。写本では京都大学附属図書館潁原文庫蔵『蕉門
俳書目録』（所蔵番号Ha,18）がある。潁原文庫写本
において最後に掲出される俳書は974『園小草』で
ある。『園小草』は管見の限り原本未発見だが，文
化末～文政年間に刊行された俳書だと推測できる。
乾裕幸．古俳書目録索引．京都，赤尾照文堂，1974
の「凡例」ではこの潁原文庫本を天明頃の成立かと
推定されているが，もっと時代を下ることができよ
う。

［4］ 萩原蘿月校訂．奥の細道・芭蕉翁文集．改造文庫第
二部第十七篇．東京，改造社，1929. p.223-252．

［5］ 岡本勝・雲英末雄共編．新版近世文学研究事典．東
京，おうふう，2006.p.97.

［6］ 橘屋治兵衛の出版した俳書のうち，刊年不明のもの
や刊年が確定できない俳書について，本間正幸．橘
屋本『芭蕉翁行状記』における刊記の問題：「蕉門
書林」型刊記の上限をめぐって．連歌俳諧研究．113,
2007，p.14-23.において，刊記表記を基として刊年
を推定してみえる。
①刊年不明本『芭蕉翁行状記』（一覧表394）

寛政４年以降
②刊年不明本『別座鋪』（同404） 寛政４年以降
③天明年間成『庵のかたみ』（同612）寛政７年成
④安永８年序『そのさそひ集』（同621）

寛政４年以降
刊記表記を基にしているという点で説得力がある
が，本目録の掲出順からも刊年の推測はできるので
はないか。①は本目録の掲出順から安永年間，②に
ついても掲出順から安永5年以降～安永末年までの
間と推測できる。③④は掲出順からも本間氏の推測
の通り，寛政７年及び寛政４年という刊年が妥当で
ある。しかも③は本間氏が自身の調査結果と齟齬を
きたす例として取上げられているのであるが，本目
録とは全く齟齬をきたさないのである。

［7］ 糸魚川市歴史民俗資料館蔵木村秋雨翁収集資料目録
にも『朔旦人追福』として所蔵があるが，これは綿
屋文庫蔵本の複写である。

［8］ 鈴木勝忠．『美濃派俳書序跋集』追加．東海近世．9，
1998,p.48上段。

［9］ 推測の域を出ないが，777『月のまへ』（秋化坊編，
原本未発見）も，天理大学附属天理図書館綿屋文庫
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わ199-78『秋化坊月次集』（写本）に該当する俳書
ではなかろうか。『秋化坊月次集』の成立が文化4年
であること，『月のまへ』も目録の掲載順序から文
化４年頃と推測できること，さらに両書ともに編者
が同一だからである。

［10］ 国文学研究資料館．日本古典籍総合目録．2008-03-
31. 入手先 ,http://base1.nijl .ac.jp/ ～ tkoten/
about.html，（参照2008-08-04）。

［11］ この箇所については，天理大学附属天理図書館綿屋
文庫わ1001-8『俳諧書籍目録』のみ年代順に綴じら
れている。この目録の最終掲出俳書は434『西花万
句集』であるため安永末年頃の成立と考えられる。

［12］ 注［1］・［5］参照。注［1］の文献では「『蕉門俳書
所』として正徳三年（1713）頃から文久元年（1861）
にいたる，ほぼ百五十年間，俳書の出版活動を行
う。四，五代にわたるか。」とある。また注［5］の
文献では「四，五代にわたって活動したと推測され
るが詳細は不明。」と記される。

［13］ 柏屋勘右衛門と橘屋治兵衛との関係については，藤
原英城．草創期の柏屋勘右衛門：宝永・正徳期を中
心に．近世文芸研究と評論．60，2001,p.25-45.に詳
しい論考がある。

［14］ 田中道雄．蝶夢の俳壇登場をめぐる諸問題（下ノ
二）．語文研究 . 33, 1972,p.32上段。

［15］ この「割印帳」は，江戸本屋出版記録　上中下巻．
書誌書目シリーズ10．東京，ゆまに書房，1980に
影印がある。

［16］ 注［5］の文献によれば，嘉永期以降，出版数が減
少し，明治7年の書籍商名簿（第一書籍商社）を最
後にその名は見られなくなるという。
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本稿をなすにあたり，資料の閲覧・翻刻の掲載を許可
してくださいました東京大学総合図書館をはじめ諸機関
に謝意を申し上げます。また，御指導を賜りました諸先
生方に厚く御礼申し上げます。なお本稿は，平成20年
度科研費(特別研究員奨励費)による助成を受けたもので
ある。

付録「俳諧書籍目録一覧表」凡例

１ 漢字は原則として通行の字体に改めた。また書名に
ついては適宜濁点を付した。

２ 表を作成するに当たり，目録に掲出された俳書につ
いて，「値段」「書名」「刊年・成立年」（井筒屋庄兵
衛及び四大家編集目次では目録に記載された通りに
記し，井筒屋目録において年を補足した箇所につい
ては（　）で示した。橘屋治兵衛目録には刊年の記
載が一切ないため，『国書総目録』・『古典籍総合目
録』・国文学研究資料館データベース「日本古典籍総
合目録」，各文庫目録などを参照し筆者が独自に
補った。現在所在が確認できないものは「原本未発
見」，原本が確定できなかったものは「原本不確定」
（一覧表880のみ），原本未発見のもので『宝暦書籍
目録』，『明和書籍目録』，『柏屋俳書目録』で確認で
きたものは，その旨を記し，所在が確認できても刊
年が確定できなかったものは「刊年不明」とした。ま
た原本未発見・刊年不明であっても「概要」や俳書
に付された干支より刊年が分かるものについては極
力記した。），「冊数」「編者住所」「編者」「概要」（目
録中でその撰集の概要等が端的に示されている語を
指す）に便宜的に分類した。また384『翁七部集』及
び473～ 476『華実年浪草』の値段については本目
録に記載がないが，洒竹文庫1763『俳諧書籍目録』
で確認できたため補った。さらに974『園小草』に
ついては原本未発見であるが，現存する970『夜話
谺』の巻末に付された広告目録「鵲巣庵著述目録」に
書名が見えることを付言しておく。

３ 本目録は上中下三段及び上下二段の縦表であるが，
翻刻においては横一覧表にしたため，俳書の並び順
を若干変更しなければならなかった箇所がある。
　

（平成20年３月27日受付）
（平成20年６月30日採録）
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