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A study of Minoha haikai books publishes－ Noda-tahei（the Tokyo branch of
Tachibanaya-Jihei）and Hiroi-shuga in Tokyo.

Michiyo KASHIMA

抄録
本稿では江戸中期以降，美濃派の江戸における一大拠点形成とともに，江戸において編纂される

俳書の一部が橘屋治兵衛の江戸出店野田太兵衛や江戸の彫師広井秀峨から刊行される事象について
検討を加えた。これは美濃派俳書刊行の実態を考察する上で注目に値する。そしてこの関係を検討
することによって，この時代から出版書肆とその出版書肆の扱う内容とが密接に関係し合い，相互
に影響を与えていたことを知ることができる。

そこでまず江戸連衆による俳書の特徴，そして京都の橘屋治兵衛とその江戸出店野田太兵衛の刊
記連名について「割印帳」等を参考に考察した。次にこの時代を中心として京都の橘屋治兵衛の住
所が「寺町押小路上ル」となっている俳書の特徴について検討した。最後に江戸の彫師広井秀峨に
よる俳書出版について言及し，広井秀峨から出版される俳書には一定の傾向があることを明らかに
した。刊記連名や広井秀峨による出版は，江戸に美濃派の一大拠点が形成されて江戸連衆による出
版数が増加したこと，また参勤交代制度によって江戸在番の地方藩士が編纂する俳書が増加したこ
と，さらに江戸住の以哉派道統第七世白寿坊の関与に起因するものであると結論づけた。

Abstract
In this article, I give a consideration to a publishing phenomenon, which is the segment of the haikai-

books  that are edited in Tokyo by Noda-tahei（the Tokyo branch of Tachibanaya-Jihei）and Hiroi-
shuga（a sculptor who lives in Tokyo）. It is worthwhile to consider the actual state of the Minoha
haikai books publishing. And in looking at this relation, it is possible to prove which is related closely
each other publisher and publisher contents to handle.

First, I examine the characteristics of haikai books by Tokyo ream and publisher joint signature by
reference to the Wariin-notebooks. Next, I investigate the characteristics of haikai books which
Tachibanaya-Jihei’s address is teramachi-oshikouji-noboru. Lastly, I give consideration to the publish-
ing of haikai books by Hiroi-shuga. I concluded to the these phenomenon caused by increase of the
Tokyo ream, Sankinkoutai-seido, participation of Hakujubo（Minoha 7th reader）.
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１．美濃派俳書の特徴と江戸中期における出版
動向

美濃派は美濃国に本拠を置き芭蕉を道統一世，支考を
道統二世と数え，以降宗匠の中から次期道統を選び門下
を従え，今日まで脈々と繋がっている流派である。道統
第五世継承の際に以哉坊が率いる以哉派と再和坊が率い
る再和派に分裂した。道統第二世支考より美濃派は京都
の俳書専門書肆橘屋治兵衛と提携し，以降江戸時代を通
じて膨大な数の俳書を出版する。俳諧流派同士の派閥意
識は強く，それゆえ各派に専属の書肆が付いて出版を担
当していた［1］。その中で美濃派の俳書出版数は群を抜い
て多く，それが美濃派という流派の一つの特徴でもあっ
た。そして美濃派の出版する俳書はどれも同じような体
裁であることも一つの特徴である［2］。書型は半紙本，し
かも一冊本が圧倒的に多い。表紙は黄土色や薄浅葱のよ
うな大変地味な色で無文様か布目文様，内題（時には扉
題）には篆刻文字や飾り文字を用い，丁数は多くの俳書
で一〇～三〇丁未満の小冊が多い。絵入りであっても半
丁程度に止まり，色刷なども施されない。しかしこの
至って質素で画一的な作成方針によって美濃派は俳書作
成費を押さえ，大量に作成・出版することができたので
ある。翻ってこの本作成の基本姿勢が，美濃派及び美濃
派と提携した橘屋治兵衛の俳書作成の基礎となっていた
のである。

さて美濃派と京都の橘屋治兵衛との関係も，江戸中期
を中心に変化が見られる。それは一門を統率する道統
が，美濃派の本拠地である美濃国ではなく，なぜか江戸
に係わりを求めはじめるからである。以哉派道統第五世
以哉坊は江戸に五回も行脚し［３］，第六世道統是什坊は
美濃国不破郡竹中家の家臣として江戸在番期間が長く，
第七世白寿坊に至っては江戸下谷従士町住の大番与力で
あった。これらの影響を受け，江戸で編纂される俳書が
増加した結果，京都の橘屋治兵衛とその江戸出店である
野田太兵衛（橘屋の本姓は野田）との刊記連名，そして
江戸の彫師広井秀峨から美濃派の俳書が刊行されるよう
になる。これはこの時代に限ってのみ見られる特別な関
係であることから，美濃派俳書刊行の実態を考察する上
では注目に価する。

そこで本稿では，以哉派道統五世以哉坊の時代から道
統第七世白寿坊の時代，宝暦～文化年間（1751～1818）
に焦点を当て，この時代における美濃派と版元との関係
について検討していくことを目的とする。そして二者の
関係を検討することによって，この時代から出版書肆と

その出版書肆の取り扱う内容（ここでは美濃派俳書）と
が密接に関係し合い，相互に影響を与えていた実態につ
いて解明してゆく。

２．京都の橘屋治兵衛とその江戸出店野田太兵
衛との刊記連名

2.1 宝暦年間における江戸の美濃派連衆の俳書　

前述したように以哉派道統第五世以哉坊は，その生涯
において五回も江戸行脚を行った。それは江戸における
美濃派連衆（東武獅子門とも称される）が美濃派の江戸
支部として一大拠点を形成していたからである。その美
濃派の江戸連衆は大きく分けて旗本連衆と，玄武坊一派
に分けられる。旗本連衆は，美濃国席田郡・加茂郡を知
行地とする二千石の旗本であった希古庵文東［4］，江戸連
衆の祖とされる閑水の四男で八〇〇石取の武士である弥
生庵杏花［5］，御書院番御組頭である年々舎年路［6］らを
中心とする。旗本連衆は，各々の親族や家臣団をも美濃
派に引き入れて一大グループを形成していた。これらの
旗本連衆は享保二一年（1736）成の『渭江話』から入集
している。

一方，玄武坊一派は玄武坊の住む白山下を中心とする
連衆であった。玄武坊は江戸深川臨川寺に鑑塔を建立
し，京都に倣い江戸でも美濃派の行事「墨直し」を創始
するなど，美濃派の中では異質な存在の野心家であっ
た。それゆえ玄武坊は独自の路線を歩む傾向が見られ
る。一例として宝暦四年（1754）二月一六日，支考二三
回忌として報恩追善法要を行い，その際に成立した『梅
勧進』を挙げることができる［7］。玄武坊は編者ではない
が，玄武坊が「勧進詞」と題して序文を書き，その序文
で「玄武坊鱗甲発願の硯をならして一句一章の奉財を乞
ふ」とし，あたかも自身が発願・編纂者のような書きぶ
りになっている。しかしその言に違わず内容構成・版元
において美濃派俳書としては異質であり独自性が強いた
め，玄武坊が『梅勧進』編纂に深く関与していたことは
間違いない。　　

序文に続いて追善法要に参加した連衆は「報恩講執事
名録」として，旗本連衆と玄武坊一派の計一七名が撰集
の筆頭に掲出され，まるで江戸の美濃派連衆の御披露目
集というような体裁となっているのである。さらに『梅
勧進』の内容構成は美濃派俳書の追善集としての一般的
な構成からみても異質である。最初に追善とは無関係の

「題梅」の一一の表合，次にこれも追善とは全く関係の
ない江戸連衆の各詠一三五句，この後にようやく「慕師
引并発句」と題した洛山只の追善発句一，そして玄武坊
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発句の追善歌仙行一，最後に各地の美濃派連衆による
「諸国集韻」の八七句で終わる。美濃派俳書は外見の体
裁だけでなく，集の構成も統一されたものが多い。美濃
派の追善集はまずその地域の権力ある宗匠や，編者によ
る亡人への追善句を発句とした歌仙からはじまり，その
後に親族・知己による追悼句が並べられ，最後に諸国集
韻を収め，序文か跋文をその時の道統に依頼するという
のが通例である。ただ江戸中期以前においては追善集で
あっても享保一〇年（1725）刊の支考編『三千化』や享
保二一年成の廬元坊編『渭江話』などで，巻頭に花鳥題
詠を掲げており通例には該当せず，これらの例に倣った
構成と見ることもできる。しかしこれらの例に倣ったと
しても巻頭に江戸連衆の名を「報恩講執事名録」として
堂々と掲げた『梅勧進』は異質である。従って『梅勧進』
は支考追善という大義名分を掲げながら，その実は玄武
坊を筆頭とする江戸の美濃派連衆の御披露目集となって
いるのである。

さらに玄武坊の独自性は『梅勧進』の版元が美濃派と
提携した橘屋治兵衛ではなく「江戸池之端　長谷川新兵
衛」となっていることにも現れている。本書成立当時の
道統は第四世五竹坊であるが，五竹坊が『梅勧進』編纂
に深く関与しているのであれば，美濃派と提携している
京の橘屋治兵衛から刊行されるはずである。そしてこの
玄武坊の独自の動きを抑制するかのように，翌宝暦五
年，五竹坊の師命を受けて以哉坊は初めて江戸に行脚し
玄武坊に会うのである。

宝暦八年（1758），道統第四世五竹坊から以哉坊に第
五世道統が継承された。この年，玄武坊一派によって

『旅名月』『雪折集』『其山越』の三撰集が相次いで出版
されている。まず『旅名月』は，梨花園欺雪，芙蓉亭雲
車の編による難波行脚集である［8］。欺雪は白山台住の武
士で大坂城での公務を兼ねており，雲車は四谷住の御蔵
奉行であった［9］。玄武坊の序文，行脚中の吟，難波月見
の際の句を発句とした短歌行（江戸連衆との唱和），江
戸連衆から難波発杖の際に送られた餞別吟，最後に玄武
坊の餞別句文を跋文の体裁で掲載する。

次の『雪折集』は遊林舎文鳥編による泗水百ヶ日追善
集である［10］。泗水が玄武坊門であったことから，玄武
坊一派の追悼句から成っている。内題は美濃派俳書の通
例に倣い三枠に仕切られ中央には白字篆体で「雪折集」，
そして左側には「東武白山下連中文鳥選」とある。なお
この「白山下連」とは玄武坊一派のことである。編者の
追悼序文からはじまり，玄武坊による「病中記」句文，
続いて文鳥の「所願忌」句文，そして洒水忌に興行され
た歌仙の表八句，「机右」として玄武坊一派の追善発句

六七，卒哭忌追善歌仙行一，余興三句，旗本連衆による
追善の六句，文通の二句で終わっている。この内容構成
は美濃派の追善集の通例に則っている。

最後の『其山越』は，松風庵雪光編による西国行脚集
（伊勢・京・善光寺）である［11］。これも内題は三枠に仕
切られ真ん中には白字篆体で「其山越」，そして左側に
は「東武白山下連雪光編」とある。自序に続き，師であ
る玄武坊の餞別吟，発杖句，旅先での吟，そして玄武坊
発句・文鳥発句による帰庵賀短歌行二，「諸国集韻」と
して巻頭に五竹坊を据えた四八句，「東武」として風話・
杏花・文東ら旗本連衆の一二句，さらに「白山下」とし
て玄武坊一派の七〇句，最後に玄武坊の和詩五言を跋文
の体裁で掲げ終わっている。江戸連衆の中でも「東武」
と「白山下」と江戸の美濃派連衆を分類していることか
ら，この両派には何らかの違いがあったことが分かる。
そしてこの違いを反映するように，美濃派の本統分裂後
は旗本連衆は以哉派に，玄武坊一派は再和派に従うこと
になる。

この三冊の俳書は装丁・内容構成ともに美濃派俳書の
体裁に則っているが，刊記は京の橘屋治兵衛と江戸の野
田太兵衛との連名になっている。刊記連名はこの時代の
美濃派俳書の特徴であるため，次節で詳述する。

2.2 京の橘屋治兵衛と江戸の野田太兵衛との刊記連名

この当時，江戸の美濃派連衆が編纂した俳書の刊記
は，京都の橘屋治兵衛とその江戸出店である野田太兵衛
と連名で記載されているのが特徴である。橘屋治兵衛の
江戸出店は他にもあったが，美濃派俳書を専門に扱った
のは野田太兵衛であった。野田太兵衛は本名を量久と言
い，江戸石町十軒店に店を構えていた。野田太兵衛の
扱った俳書は元禄五年（1692）～明和七年（1770）まで
七八年間，七九点確認できる。その多くは京都二条寺町
の野田弥兵衛の版になる仏書・漢籍・往来物であり，江
戸における売り弘め所としての提携であった。「太兵衛」
という名前から推察すると太兵衛が長男，弥兵衛が二男
であった可能性もある。そのうち俳書（狂歌一点を含
む）は一四点である。そこで野田太兵衛が係わった俳書
について，江戸の出版記録資料「割印帳」に掲載された
一〇点を掲出し，刊記連名について検討する［12］。

野田太兵衛は寛延二年（1749）刊『誹諧此秋集』から
美濃派俳書を手がけ始める［13］。「割印帳」では版元が京
都野田治兵衛，売出しが野田多（太）兵衛となっており，

『此秋集』で刊記を確認しても「江戸通リ町十軒店　橘
屋太兵衛／京寺町二条　橘屋治兵衛」と連名で記載され
ていることから，版元は京都の野田（橘屋）治兵衛，売
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り弘めは江戸の野田（橘屋）多（太）兵衛で，「割印帳」
と刊記の連名表記は合致する。本書は越後新発田住の
虹が前年夏に続いて出府した際の江戸行脚記念集であ
る。そのため入集者の多くが江戸連衆であった。本書の

購入者は入集者とも重なるが，それを考慮した時，京
都ではなく江戸で販売した方が売上げ部数が伸びる。
よって購入者を考慮し江戸出店である野田太兵衛でも売
り弘められたのである。

次の『誹諧鑑草』については「割印帳」では版元が江
戸の野田多（太）兵衛であるが，売り弘めは空白となっ
ている。『誹諧鑑草』で刊記を確認すると「東武十軒店
　野田太兵衛／京寺町二条　野田治兵衛」（東京都立中
央図書館，東京誌料422-26）の二軒版となっているもの
と，「京寺町二条　野田治兵衛」の一軒版（天理大学附
属天理図書館，綿屋文庫わ134-2，松宇文庫，季寄19，柿
衛文庫，は134-1323）の二種がある。先の二軒版が初刷
り本で一軒版が後刷り本である。これは「割印帳」にお
いて『誹諧鑑草』の割印日が寛延二年一二月であり野田
太兵衛が係わっている点で判断ができる。本書は江戸住
の旗本希古庵文東による季寄である。初刷り本の二軒版
は先の『此秋集』と同じく京都の橘屋治兵衛が版元で，
江戸の野田太兵衛で売り弘められたために刊記連名と
なっているのである。そして野田太兵衛の明和八年

（1771）以降の出版業からの撤退後，いつかは不明であ
るが，もともと版権を持つ橘屋治兵衛から後刷り本が出
版されたのである。本書は橘屋治兵衛の蔵版目録にも掲
載されている［14］。後刷りの一軒版の刊記を見ると「東
武十軒店野田太兵衛」のみ削り取られており，版下はそ
のまま用いられている。また「割印帳」には掲載されな
いが，寛延三年（1750）成，玄武坊一派の四近坊此巾編

『俳諧／安心話』の刊記も「京寺町二条　橘屋治兵衛／
江戸十軒店野田太兵衛」となっている。これも先の二撰

集と同様に版元は京都の橘屋治兵衛，売り弘めが江戸の
野田太兵衛であったと推測される。これも橘屋の蔵版目
録に掲載されている。

次に前節で言及した宝暦八年の『雪折集』と『其山越』
は，「割印帳」によれば版元・売り弘めともに野田太兵
衛とする。しかし『雪折集』で刊記を確認すると「京二
条寺町　野田治兵衛／江戸通十軒店　野田太兵衛」と
なっており，京都の野田治兵衛も連名で掲載されている
のである［15］。また『其山越』でも刊記が「京寺町二条
　橘屋治兵衛／江戸十軒店　野田太兵衛」となってお
り，いずれも京都の橘屋治兵衛が名を連ねているのであ
る。

さらに「割印帳」には掲載されないが，前述した梨花
園欺雪・芙蓉亭雲車編『旅名月』も刊記が「京寺町二条
橘屋治兵衛／江戸十軒店　野田屋太兵衛」となってい
る［16］。「割印帳」では『雪折集』『其山越』ともに野田
太兵衛が版元及び売り弘めとなっており，刊記と「割印
帳」とでは齟齬がある。しかも橘屋の蔵版目録には『雪
折集』『其山越』『旅名月』ともに掲載されている。よっ
て「割印帳」の記載は誤りで，版元は京都の橘屋治兵衛，
江戸での売り弘めが野田太兵衛であったと考えられる。

「割印帳」については「江戸時代中期以降に於ける，江
戸の出版書肆の，開版販売許可の公的記録簿とも言ふべ
きもの」［17］という性格を持ちながら，「割印帳」と実際
の刊記を比較すると齟齬が多く，数軒の書肆によって割
印行事が行われていながら，あまり厳密でなかったとい
うことが言える。

しかし「割印帳」によれば，宝暦二年一一月刊の『誹
諧紅梅千句』以降，野田太兵衛が版元及び売り弘めを兼
ねている。前述した『雪折集』『其山越』も「割印帳」に
よれば野田太兵衛が版元及び売り弘めを兼ねていた。
よって野田太兵衛が版元と売り弘めを兼ねていたとの推
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測も可能である。また刊記連名の順序において『誹諧此
秋集』『誹諧鑑草』（二軒版）は野田太兵衛が先で橘屋治
兵衛が後であるのに対し，『雪折集』・『其山越』・『旅名
月』では逆である。最後に掲出される書肆名が版元であ
る場合が多いことを考慮すると，野田太兵衛が版元で
あってもよい。しかしその場合，京都の橘屋治兵衛が連
名で名を挙げているのは，京都の橘屋治兵衛でも売り弘
められたと見るのが妥当であろう。「割印帳」には記載
されないが，明和元年（1764）成，祗川編『影法師』で
は刊記が「江戸　野田太兵衛」となっており，橘屋の蔵
版目録にも掲載されない。そのため野田太兵衛が版元・
売り弘めを兼ねたと考えられる。

さて明和三年（1766）刊の文鳥編『白山百韻』は，「割
印帳」では版元・売り弘めともに野田久兵衛となってい
る。『白山百韻』は無刊記本であるが，その代わりに「石
町十軒店　野田太兵衛」と押印されている［18］。この野
田太兵衛の押印から，版元は野田久兵衛，そして江戸で
の売り弘め所が野田太兵衛であったことが分かる。しか
し橘屋治兵衛の蔵版目録にも『白山百韻』が掲載されて
いるため，版元は橘屋治兵衛なのか，野田久兵衛なのか
不明である。後述するが安永四年（1775）成，垂柳舎雨

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿水編『乙未／墨なをし』の巻末広告には「しら山百韻　
洒水忌　江戸石町十軒店　野田屋太兵衛」とあることか
ら，久兵衛は太兵衛の誤記で，野田太兵衛が版元である
との推測も十分可能である。残念ながらこの『白山百
韻』の版元については現時点では判断がつかない。

さらに「割印帳」には記載がないが，明和五年（1768）
成の垂柳舎雨水編『洒水忌』では，刊記が「江戸十軒店
野田太兵衛」の一軒となっているため，野田太兵衛が版
元・売り弘めの両方を行ったと考えてよい。これは本書
が橘屋治兵衛の蔵版目録にも掲載されないこと，安永四
年（1775）成，雨水編『乙未／墨なをし』の巻末広告に

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿「しら山百韻　洒水忌　江戸石町十軒店　野田屋太兵衛」
とあることからも証明できる。

2.3 野田太兵衛の出版からの撤退

これも「割印帳」には記載されないが，明和七年
（1770）の松陰舎祗尹編，江戸における初の墨直集『東
武／墨直し』では刊記が「京橘治板」ながら，巻末に「一
碗亭文通取次／芝山下御門外南鍋町一丁目　増屋久兵衛
／日本橋北十軒店　野田太兵衛」とあり，野田太兵衛が
版元・売り弘め所でもなく取次所となっているのであ
る［19］。しかも「割印帳」においても同じく明和七年刊
の『狂歌柳の雫』を最後に野田太兵衛の名は確認できな
い。よって野田太兵衛は明和八年以降，出版業から撤退

したと考えられるのである。ただ「割印帳」では通町組
の行事として明和八年九月から安永九年（1780）九月二
五日まではその存在が確認できる。野田太兵衛の最後の
出版物となった『狂歌柳の雫』は下総佐倉住の柳下泉未
竜の狂歌集であるが，玄武坊が序文を与えている。序文
によると未竜が玄武坊門下である弟五風をたのみ，玄武
坊に序文を求めた旨が記されている。そのため狂歌集で
はあるが，玄武坊の関与によって野田太兵衛から刊行さ
れたことが分かるのである。

さらに時代は下って安永四年（1775）成，垂柳舎雨水
編『乙未／墨なをし』は無刊記本であるが，その巻末広
告に「白山下書林　仙北集　画一庵追善集　墨直し集　
蝦夷のにしき　江戸池端仲町　須原屋伊八／世間万病回
春　七文台　江戸小石川伝通院前　雁金屋伊兵衛／しら
山百韻　洒水忌　江戸石町十軒店　野田屋太兵衛／数篇
目録アリ　京寺町二条下ル町　橘屋治兵衛」とあり，野
田太兵衛の名も見える［20］。しかし野田太兵衛の『しら
山百韻』（白山百韻）・『洒水忌』は明和七年以前刊行の
俳書であった。この出版広告で注目されるのは「白山下
書林」として，江戸池端仲町須原屋伊八，江戸小石川伝
通院前雁金屋伊兵衛，江戸石町十軒店野田屋太兵衛，京
寺町二条下ル町橘屋治兵衛の四軒を挙げていることであ
る。「白山下書林」とは，白山下を中心とした玄武坊一
派の俳書を刊行した書肆群という意味である。玄武坊一
派は橘屋治兵衛やその江戸出店野田太兵衛だけではな
く，須原屋伊八や雁金屋伊兵衛といった別の版元とも提
携していたことが分かり，版元との提携関係にも玄武坊
一派の独自性が見られる。またこのような自派の宣伝と
なる出版広告も玄武坊一派独自のものである。

以上から当時，江戸連衆によって編纂された俳書は，
京の橘屋治兵衛が版元で，その江戸出店野田太兵衛が売
り弘める場合と，野田太兵衛が版元及び売り弘めを行う
場合とがあったことが分かるのである。しかし野田太兵
衛は明和七年を最後に版元・売り弘めを含めた出版業自
体から撤退してしまう。江戸において野田太兵衛の後を
引き継いだのは野田七兵衛（柏葉堂，江戸日本橋南二丁
目）［21］ であった。また「割印帳」でも通町組の行事と
して野田太兵衛の後を引き継いでいる。美濃派俳書では

「割印帳」において野田七兵衛の係わった俳書が三点確
認できる。安永九年（1780）三月刊，備前岡山住で，後
に再和派道統第六世を継承する森々庵松後編『俳諧二見
貝』は，版元が京都の橘屋治兵衛，売り弘めは江戸の野
田七兵衛となっている。寛政三年成，画瓢坊披雲編『名
所大概』では，版元は京都の橘屋儀兵衛，江戸での売り
弘めが野田七兵衛となっている。また寛政一二年成，玄
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武坊著『白山和詩集』においては版元・売り弘め共に野
田七兵衛となっている（ただし実際の版元は橘屋治兵衛
である）。さらに「割印帳」には記載されないが，寛政
一一年成，玄武坊著『玄武庵和詩集』では版元が京都の
橘屋治兵衛，売り弘めは江戸の野田七兵衛となってい
る。

江戸連衆の俳書出版及び売り弘めを行っていた野田太
兵衛の明和七年を境にした出版業からの撤退が，この
後，江戸連衆がその一部の俳書を今まで提携してきた橘
屋治兵衛関係ではなく，江戸の彫師広井秀峨に依頼し刊
行するようになるという現象を生み出すのである。

2.4 「寺町押小路上ル」の橘屋治兵衛

さて美濃派と提携した橘屋治兵衛に関して，この時期
を中心として見られる現象についてもう一点言及してお
きたい。それは一部の俳書で橘屋治兵衛の住所が「寺町
押小路上ル」と記載されていることである。橘屋治兵衛
の住所といって一番多く見られるのが「京寺町通二条下
ル」である［22］。しかし支考の時代から江戸時代中期ま
で，刊記の住所が「寺町押小路上ル」となっているもの
がある。「寺町通二条下ル」と「寺町押小路上ル」とで
は，二条通の一本南が押小路通であることから，「寺町
通二条下ル」と「寺町押小路上ル」は同一の場所か，ま
た別の場所としても非常に近距離である。それならば

「寺町通二条下ル」と統一しても良さそうなものを，な
ぜ二つの住所の使い分けをしたのであろうか。

そこで「寺町押小路」という住所に関して「押小路上
ル」・「押小路下ル」・「押小路」と記載された俳書につい
て，編者，書名，刊行（または成立）年，刊記，書型（半
は半紙本，大は大本），冊数の順に掲出する。
①雲皷，はいかいかさ付家の風，正徳二年，京寺町押小
路下ル　野田治兵衛，小一
②巴兮，山琴集，正徳四年，京寺町押小路下ル丁　野田
治兵衛，半二
③乃露，八ゆふぐれ，正徳五年，京寺町通押小路下ル　
橘屋治兵衛，半一
④伯兎，菊の十哥仙，正徳五年，京寺町通押小路下ル町
野田治兵衛，半一　
⑤支考，本朝文鑑，享保三年，江戸日本橋南二丁目　小
川彦九郎／京寺町押小路　橘屋野田治兵衛，大五（大一
〇も有）
⑥支考，俳諧十論，享保四年，京寺町押小路　橘屋野田
治兵衛，大二（大三も有）
⑦支考，十論為弁抄，享保一〇年，京寺町押小路橘屋野
田治兵衛，大三

⑧支考，三千化，享保一〇年，京寺町押小路　橘屋治兵
衛，半四
⑨支考，和漢文操，享保一二年，洛陽寺町押小路　橘屋
治兵衛，大七
⑩呉天，初茄子，享保一三年，京寺町押小路上ル町　橘
屋治兵衛，半一
⑪廬元坊，渭江話，享保二一年，京寺町押小路　橘屋治
兵衛，半六
⑫秋天，誹諧墨直，元文五年，京寺町押小路　橘屋治兵
衛，半一
⑬廬元坊，花供養，寛保三年，京寺町押小路書林　橘屋
治兵衛，半九
⑭玉之，青ふくべ，寛保三年，京寺町押小路上ル橘屋治
兵衛，半一
⑮竹夜，墨なをし，延享四年，京寺町押小路上ル　橘屋
治兵衛，半一
⑯昌阿坊，桜の雪，寛延三年，京寺町押小路上ル　橘屋
治兵衛，半一
⑰昌阿坊，尾州名古屋歳旦，宝暦二年，京寺町押小路上
ル　橘屋治兵衛，横一（この歳旦は天理大学附属天理図
書館，綿屋文庫わ138-5『歳旦惣おろし』の下巻に合綴，
一九丁）
⑱後日坊可団，雪道集，宝暦四年，京寺町押小路上ル　
橘屋治兵衛，半一
⑲孤 ，はなの跡，宝暦七年，京寺町押小路　橘屋治兵
衛，半一
⑳ 虹，俳諧衆議，宝暦七年，京寺町押小路　橘屋野田
治兵衛，大一

虹，俳諧十論衆議，明和三年，京寺町押小路　橘屋
野田治兵衛，大一

故貝，蕉門花伝授，安永七年，京書林　京寺町通押小
路上ル所　野田治兵衛／大坂書肆　大坂心斎橋順慶町北
江入　渋川与左衛門／江戸書肆　江戸本石町十軒店　山
崎金兵衛，半三

魚坊，夢のあした，安永八年，京寺町押小路上ル　橘
屋治兵衛，半一

桃二，俳諧くらみ坂，安永九年，京寺町押小路上ル　
野田治兵衛／江戸本石町十軒店　山崎金兵衛／同新橋　
安達屋善兵衛，半二

左 （打成坊），雪のあした塚，安永期，京寺町押小路
上ル　橘屋治兵衛，半一

旭周，あをあらし，天明元年，京寺町押小路上ル町　
橘屋治兵衛，半一

傘狂（是什坊），道の月，天明三年，京寺町押小路上
ル　橘屋治兵衛，半三
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思謙，鐘供養　附録三市追善集，寛政七年，京都寺町
押小路　橘屋治兵衛，写半一（版本の伝存未詳）

土芳，三冊子，享和元年（再刻），大坂心斎橋筋　奈
良屋長兵衛／京寺町押小路上ル　橘屋治兵衛／井筒屋庄
兵衛／同二条寺町西江入　菊舎太兵衛，半三

名利庵かつら，初文台，文化二年，寺町通押小路上ル
町　橘屋治兵衛／寺町通御池上ル町　同　伝兵衛，半一

白寿坊，道の花集，文化三年，洛寺町押小路上ル　橘
屋治兵衛，半四

名利庵かつら，初文台，文化四年，皇都寺町押小路　
橘屋治兵衛／同　伝兵衛，半一
①～④は「寺町通押小路下ル」，⑩以降で「寺町押小路
上ル」と記されることから，正徳年間は「寺町押小路下
ル」に店を構え，享保になって「寺町押小路上ル」に転
居したことが分かる。「押小路」の住所は享保年間に刊
行された支考編のものが多く，その他は江戸中期を中心
に編者も区々である。ただ冊数については 13 点で二冊
以上，しかも大部の俳書が多く，冊数の多いものを出版
する際に「寺町押小路上ル」という住所が用いられると

いう傾向が分かる。しかも⑤⑥⑦⑨⑳ は大本である
が，大本というのも橘屋治兵衛の俳書では珍しい。橘屋
治兵衛が単独で刊行する俳書は圧倒的に半紙本で一冊本
が多い。また⑰の昌阿坊編『尾州名古屋歳旦』は，歳旦
帳ながらも一九丁に及ぶ大部の歳旦帳である。橘屋グ
ループの一つ橘屋儀兵衛は「京御幸町通押小路下ル」に
店を構えていた。前節で画瓢坊披雲編『名所大概』の版
元として挙げたが，この『名所大概』の体裁は折本で
あった。また橘屋儀兵衛には同じく折本の体裁になる

『芭蕉門古人真蹟』もある。よって橘屋儀兵衛は折本を
取り扱う書肆であったことが分かる。

橘屋グループは二条通と押小路通のあたりに数軒固
まって店を構えている。橘屋伝兵衛は「京寺町通押小路
下ル西側」に，橘屋藤八は「京都押小路麩屋町西入」に
店を構えている。この伝兵衛と藤八は俳書を扱うもの
の，美濃派俳書は扱わない。つまり橘屋グループの中に
おいてさえ，各俳諧流派ごとに取り扱う書肆までもが決
まっていたのである。

３．江戸の彫師広井秀峨による俳書出版

3.1 広井秀峨について

美濃派は道統第四世五竹坊が没した後，以哉派と再和
派に分裂したが，以哉派では江戸に頻繁に行脚した以哉
派道統第五世以哉坊の後，安永九年（1780）に第六世是
什坊，そして寛政五年（1793）に第七世白寿坊と道統が

継承された。是什坊は美濃国不破郡岩手の竹中家の家臣
として宝暦二年（1752）～天明八年（1788）まで江戸と
美濃を行き来していた［23］。また白寿坊は江戸下谷従士
町住の大番与力という，ともに江戸に係わりの深い道統
であった。特に白寿坊への道統継承は異例の事態であっ
た。美濃国を本拠地とし，美濃派一門を率いる道統が江
戸住の白寿坊に継承されたのである。以哉派においては
江戸での一大拠点の形成により，その影響を受けて江戸
と繋がりの深い道統が誕生したのである。この二道統の
時代，江戸の連衆による俳書刊行数はさらに増加して
いった。前述したように江戸では京都の橘屋治兵衛の江
戸出店野田太兵衛が江戸連衆による俳書を売り弘め・出
版していたが，明和七年を境に野田太兵衛は出版業から
撤退した。そしてその撤退と入れ替わるように，江戸住
の彫師である広井秀峨が，美濃派俳書の版元として天明
二年（1782）から忽然と出現するのである。広井秀峨は

「東都彫工　広井秀峨」，「彫工　江戸神田佐久間町　広
井秀峨」と記されるごとく，書肆ではなく江戸神田佐久
間町に住む彫師であった［24］。一般的に彫師と出版書肆
とは別であることが多いが「武陵　広井秀峨梓」とも記
されることから，出版も手がけていたことが分かる。ま
た広井秀峨が係わった俳書は橘屋治兵衛の蔵版目録には
掲載されない。よって広井秀峨による俳書は，広井秀峨
から刊行されたと考えられる。

この広井秀峨は美濃派の他に成美や巣兆とも提携して
いた［25］。成美や巣兆らの俳書が一点一点個性的である
のに対し，美濃派俳書は旧態依然，一見して美濃派俳書
と分かる地味な体裁を踏襲していた。また秀峨は寛政五
年成，是什坊編『世の花』，寛政七年成，風廬坊編『枝折
集』で江戸の柳々庵柳市（従四位侍従，吉良左京太夫）［26］

連中に「秀峨」の名で，わずかに出句もしている。よっ
て広井秀峨が俳諧と係わりのあったことが，美濃派と提
携するようになった理由の一端と考えられる。

広井秀峨から刊行される俳書は，美濃派俳書のうちご
く一部であるが，美濃派が提携していた橘屋グループで
はなく，橘屋とは全く係わりのない江戸の広井秀峨と提
携して俳書を出版したことは，美濃派俳書刊行史の上で
特筆に値する。そこで広井秀峨（広井松泉・平八・秀石・
秀司も含む）が関係した俳書について「広井秀峨による
俳書一覧稿」を論文の末尾に付した。広井の関係した俳
書は，安永四年（1775）から安政五年（1858）まで計167
点確認できる。そして秀峨・秀石・秀司の三代に渡って
活躍したと推測される。167点のうち，美濃派の俳書は
136点で80％を占めていることから，この当時，美濃派
と広井秀峨とは提携していたことが分かるのである。広
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井から出版された俳書については，以哉派の道統第七世
白寿坊から美濃国住の第八世風廬坊に道統が継承された
文化三年（1806）前後を境として，前半は以哉派の俳書
を，後半は再和派の江戸連衆の俳書を刊行する傾向が見
られるのも興味深い。特に再和派においては文化一一年
の楚石坊門による歳旦帳二五点が広井秀峨・秀石の刊行
になるもので注目される。この手がける俳書の入れ替わ
りにも分裂の影響が見てとれよう。

さらに広井秀峨から出版された美濃派俳書には一定の
傾向が見られ，次の①～④に大別することができる。
①江戸及びその近辺の連衆，また江戸在番の地方藩士連
衆による撰集・歳旦帳
②出羽国連衆によって編纂された撰集―地理的遠隔によ
る要因と白寿坊の関与
③越後国連衆によって編纂された撰集―白寿坊の関与と
地理的遠隔による要因
④肥前国連衆によって編纂された撰集―江戸在番の藩士
連衆による撰集と白寿坊の関与
以下，それぞれについて言及していく。

3.2 ①江戸及びその近辺の連衆，また江戸在番の地方

藩士連衆による撰集・歳旦帳

まず江戸及びその近辺の連衆による撰集ということで
当然のことではあるが，先の時代においては江戸連衆の
撰集も橘屋治兵衛及び野田太兵衛によって刊行されてい
たため，一つの特徴として位置づけることができる。広
井秀峨から刊行された美濃派俳書の嚆矢は天明二年

（1782）の年頭に刊行された歳旦帳『歳旦』である。江
戸忍岡連衆による歳旦帳で，編者の随化庵暮来は川崎に
ある明長寺の僧であり，後に道統第八世を継承する風廬
坊である［27］。

次いで同年刊の『此露集』は五竹坊三回忌追善集で，
編者の羽休房左来は弥生庵杏花門である。五竹坊追善百
韻は天明二年七月二六日に興行され，その連衆は編者の
左来を筆頭とし，弄花（後に道統第七世を継承する白寿
坊）・弥生庵杏花・左明ほか水交・柳市といった旗本及
び，その家臣団である江戸在番の地方藩士連衆であっ
た。江戸在番の地方藩士は美濃国六（岩手五・及一），三
河国六（西尾五，西郡一），大坂一，長門国萩八，土佐
国高知九，肥前国長崎一，出羽国五（米沢四，山形一），
下野国九（日光七，佐野二）の計四五名で，百韻連衆の
ほぼ半数を占めている。連衆のうち水交は三河国西郡を
領有する在江戸の交代御寄合，松平弾正守惇である［28］。

『美濃連句留』［29］に書き留められる安永七年の歳旦「参
陽西郡五竹門」（以哉坊・水交・東為・栄宇・雪耕ほか）

の以哉坊発句前書に「桂童仙主水交雅君は三河の国しろ
しめす御家をなん継せたまふ事となりて近き頃東武高縄
に転寝ましませしと聞ふるより」とあり，水交が三河国
を領有している旗本であること，そして江戸では高縄に
居住していたことが分かる。また雪耕は『此露集』では
三河国西尾連衆として入集しているが，この「参陽西郡
五竹門」では水交連衆として入集することから，水交の
門下でもあった。従って『此露集』における三河国連衆
六名の入集も，水交と関わりのある藩士と考えられる。
藩政を行う者が美濃派であると，その家臣団も自ら美濃
派に属することになり一大グループを形成するのであ
る。天明四年刊，史柱編の歳旦帳『東武白雪楼』も江戸
の以哉派連衆による歳旦帳である。特に江戸連衆による
歳旦帳は広井秀峨から多く出版されている。

また江戸在番の地方藩士が，江戸において編纂した俳
書も広井秀峨から出版された。天明七年（1787）刊，
霞園居三編『春興／国土産』は，在江戸の尾張藩士であ
る編者の居三が，参勤交代の任務を終えて尾張国に帰郷
の際，江戸に住む諸士より春の句を集め故郷への土産に
しようと編纂した俳諧撰集である。各詠として江戸連衆
の四一句，在東武他邦の三五句（長門萩三，三河西尾二，
土佐高知八，河内楠葉一，周防徳山二，肥前佐賀二，筑
前福岡一，出羽米沢一，下野日光一，武蔵川越一，武蔵
蕨四，美濃三，尾張名古屋六）が入集している。このう
ち河内楠葉一は不白であるが，不白は同年の「在東武八
幡山下河内楠葉」で同じく広井秀峨から歳旦一枚刷を刊
行している。『春興／国土産』の末尾に跋文の体裁で掲
げられている美濃朝暮園（是什坊）の句前書には「去年
の秋より 霞主人（編者居三のこと）と在勤を等しふせ
しにぞ」とあり，是什坊もこの時江戸在勤であったこと
が分かる。なお居三と不白は共に天明七年の信我（後の
白寿坊）編による歳旦帳『東武下谷』にも在江戸連衆と
して入集している。この時期，江戸在番の地方藩士が多
く入集するのも一つの特徴である。美濃派は地方各地を
行脚する方法によって，その勢力を拡大し各地に拠点を
形成していったが，この美濃派の地方行脚による拠点形
成の方法と，江戸幕府の参勤交代制度が上手い具合に交
錯した結果，江戸において相互に交流を図ることができ
たのである。

寛政一〇年（1798）成，白寿坊編『文月影集』は，江
戸連衆の中でも特に親交のあった希古庵何戎坊の一周忌
追善集である。この何戎坊は希古庵一世文東の息であ
り，父と同じく美濃国席田郡・加茂郡を知行地とする二
千石の旗本であった。何戎坊の事績は序文によれば，享
保の頃から営中に勤め，安永の半ばに致仕，領地は美濃
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国舟木山の辺りを領有しており，以哉坊が江戸滞在中は
藩邸に滞在させ，是什坊とは江戸へ在勤のごとに交際し
ていたと記される。致仕後は古池の旧跡の近くに隠棲
し，七九歳で没，仏陀山天真寺へ埋葬したとある。巻頭
に隠棲した庵の図が半丁で掲載される。「追悼東武」の
巻軸に広井秀峨が「彫工秀峨」として一句入集してい
る。下巻が伝存未詳のため版元は推測によってしか判断
できないが，橘屋治兵衛の蔵版目録に本書が無いことか
ら，広井秀峨からの刊行だと考えられる。

また広井秀峨が版下を作成し，書肆雁金屋利兵衛に
よって出版された俳書が六点確認できる。いずれも以哉
派ではなく再和派の玄武坊・楚石坊の係わる俳書であ
る。文化五年（1808）『齢くらべ』の刊記は「書林江戸
牛込肴町　雁金屋利兵衛／彫工同佐久間町二丁目　広井
秀峨」となっており，出版は雁金屋利兵衛，版下を広井
秀峨が作成していることが分かる。また文化六年『おな
じ台』でも「東都書林　芳芸堂　雁金屋利兵衛／同彫工
　広井秀峨」とあり，文化八年『こゝろの杖』，文化九
年『去て後』，文政二年『己卯／そのまさご　東武』，文
政四年『そのまさご』でも同様である。2.3で述べたが，
安永四年（1775）成，雨水編『乙未／墨なをし』の巻末
広告で「白山下書林」としたうちの一軒に「江戸小石川
伝通院前　雁金屋伊兵衛」と雁金屋の名が見え，既に雁
金屋は玄武坊一派の俳書刊行に係わっていた。雁金屋が
広井秀峨と提携していたことによって，広井秀峨は再和
派の俳書も手がけることになったのである。

3.3 ②出羽国連衆によって編纂された撰集―地理的遠

隔による要因と白寿坊の関与

天明六年（1786）成『追善朧影』は，出羽山形の風五
編による以哉坊七回忌追善集である。入集する連衆は出
羽国山形の武門連衆及び出羽国連衆で占められ，江戸連
衆は一切入集しない。そのため地理的な遠隔要因によっ
て京の橘屋治兵衛でなく，京より近い江戸の広井秀峨に
依頼されたと考えられる。寛政三年成，文和編『追善／
霜の朝』は先の『追善朧影』の編者風五の百ヶ日追善集
である。これも出羽国山形連衆，とくに山形武門連衆を
中心とし江戸連衆は入集していない。

一方で白寿坊との係わりの中で広井秀峨に依頼された
と考えられる俳書もある。享和三年（1803）成『追善／
手向草』は風五の一三回忌追善集であるが，本書では文
通による江戸連衆の四句と白寿坊の句文が跋文の体裁で
掲載されている。また寛政四年刊『追善夏花集』は，編
者素風の兄伯俊の三回忌追善集である。伯俊は江戸行脚
をし，江戸の何戎坊にも会っているため江戸との係わり

も深い。そのため東武連衆の二七句，及び「文通」と題
した白寿坊の跋文を掲載している。他に白寿坊の跋文を
掲載するものに，寛政七年『（仮題）朝暮園是什先師三
回忌追善句集』，寛政八年『追善其影集』，寛政九年『行
空集』，『追善手向花集』，寛政一〇年『追善めぐる日集』
がある。　

なお享和二年（1802）成『皐月のゆめ』は，玄武坊の
後を継承した楚石坊の門下の桃仙による李英一周忌追善
集である。刊記は「東都書林 牛込肴町 雁金屋利兵衛」と
なっており広井秀峨の名は掲載されないが，①の特徴に
おいて玄武坊一派の俳書の中で広井秀峨が版下を作成
し，書肆雁金屋利兵衛によって刊行された俳書が六点あ
ることを指摘した。よって両者の提携関係から，広井秀
峨が版下を作成したと考えられるため，広井秀峨が係
わった俳書として推測し掲出した。

3.4 ③越後国連衆によって編纂された撰集―白寿坊の

関与と地理的遠隔による要因

また越後国住の俳人が編纂した場合，広井秀峨に依頼
されるという傾向がある。天明八年（1788）成『袖の風
集』は越後長岡の一字坊六蛙・芳橘下宇仙による江戸行
脚集である。入集者は行脚先の江戸の白寿坊を中心とし
た連衆と越後国連衆である。享和二年成，何糸庵竹文編

『吾妻土産』も同様に江戸行脚集であり，白寿坊を中心
とした江戸連衆と，白寿坊の跋文を掲載している。寛政
八年成『追善／越路の手向』，文化三年成『追善三堂飛
集』，文化七年成『闇晴集』でも白寿坊が跋文を，文化
一〇年成『追善影法師集』，寛政～文化成『文台開莚／
接穂集』では白寿坊が序文を書いている。

また柳昌に係わる俳書が広井秀峨から刊行されてい
る。柳昌という人物についてはよく分からないが［30］，寛
政六年・八年・九年刊の歳旦帳『越後中之嶋』では文通
の形で巻軸に白寿坊が据えられており，寛政八年成『追
善／越路の手向』では白寿坊が跋文を書くなど，柳昌は
白寿坊と係わりの深い人物であった。寛政一〇年刊

『（仮題）越後中之嶋』は柳昌の孫静篁舎聴雨による歳旦
帳である。さらに文化三年成，柳昌の三回忌追善集『追
善三堂飛集』は柳昌の息である貫兮楼以明編で，以明が
行脚で江戸に滞在し白寿坊以下江戸連衆との五〇韻を収
め，白寿坊の跋文を掲載していることから広井秀峨に依
頼されたと考えられる。

なお越後国連衆の歳旦帳のうち，越後国三条の和泉屋
や三条湊の彫工によって越後国で刊行されたものがあ
る。例を挙げれば『安永三甲午　越村松』は「三条泉文
板」（早稲田大学図書館，へ 5-6673-B11），『安永七戊戌
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歳越後井栗連中』は「三条泉文梓」（早稲田大学図書館，
へ5-6673-B51），『天明四甲辰天　越後新がた』では「三
条湊彫工」（柿衛文庫，刷139-74），天明五年『北越』は

「三条和泉屋板」（柿衛文庫，刷 139-36），寛政五年『越
後加茂上条』は「三条村松屋／越後嘉茂上条中沢太兵
衛」（岐阜県歴史資料館，2013）と，これらを含め一一
点確認できる（うち一点は月見会各詠）。これは京と越
後という地理的遠隔要因によって，地元の版元に依頼さ
れたのである。以上から越後国連衆による歳旦帳，また
撰集が広井秀峨から上梓されたのは白寿坊の関与と地理
的遠隔要因に起因するものと考えられるのである［31］。

3.5 ④肥前国連衆によって編纂された撰集―江戸在番

の藩士連衆による撰集と白寿坊の関与

これは①の「江戸在番の地方藩士連衆による撰集・歳
旦帳」にも重なると考えられるが，肥前国の藩士連衆に
限って際立って多いため，①とは別項目で掲げた。寛政
五年（1793）刊，来鳳館左雄編『富士の詠』は，参勤交
代の東行に伴う江戸行脚集である。左雄は神代鍋島家九
世の鍋島茂體で，家老として初めて藩主の参勤に追従し
た［32］。下向途中の伊勢国桑名では師是什坊の代参とし
て風廬坊がわざわざ左雄を出迎えるなど，高家ゆえ美濃
派の中でも並々ならぬ待遇であった。江戸ではもちろん
白寿坊が入集している。寛政六年にはこの左雄をはじめ
素文・松雫による江戸在番の肥前藩士連による歳旦帳三
点が確認できる。寛政七年頃成，同じく左雄編の『追善
／手向桃』も広井秀峨からの刊行であるため，江戸在番
中であったことが分かる。なお肥前連衆の歳旦帳は在江
戸でなくても広井秀峨から刊行されているため，江戸在
番の左雄と白寿坊の関与が考えられる。

また肥前国藩士の蘭石に係わる俳書が広井秀峨から刊
行されている。寛政七年刊『俳諧四季桜』は蘭石が肥前
吉田に桜庵を結び寓居し，その記念に桜の吟を集め編纂
した俳諧撰集である。「文通東武」として白寿坊を含め
江戸連衆が計一一句入集している。同じく蘭石編の寛政
八年歳旦『西肥吉田』も肥前国にありながら広井秀峨か
らの刊行である。また文化九年成『追善／蓮の手向』は
蘭石の追善集である。蘭石は文化八年秋より江戸在番で
あり，翌年五月に肥前国へ帰郷したが，六月に病没した
ため編纂されたのが本集である。巻軸には「追悼文通」
として白寿坊の句文が掲載されており，句前書には「抜
群多年の旧交」とあって蘭石の江戸在番のごとに白寿坊
と親交があったことが知られる。

よって肥前国連衆の撰集は左雄をはじめとする在江戸
藩士連衆を中心としながら，白寿坊の関与があって広井

秀峨から刊行されたことが分かるのである。

４．まとめ

江戸中期における美濃派俳書の版元について，橘屋治
兵衛とその江戸出店である野田太兵衛との刊記連名，

「寺町押小路上ル」の橘屋治兵衛，そして江戸の広井秀
峨による出版について論じてきた。刊記連名は江戸に美
濃派の一大拠点が形成され江戸連衆による出版数が増加
したことによるもの，そして広井秀峨は野田太兵衛の明
和七年を境にした出版業からの撤退の後を受ける形で美
濃派俳書に係わった。参勤交代制度によって地方と江戸
との往来が頻繁になることで江戸在番の地方藩士連が編
纂する俳書が増加したこと，さらにそこへ江戸住の道統
白寿坊の関与が加わり江戸における美濃派俳書編纂が一
層盛んになった結果，江戸住の彫工広井秀峨に依頼され
たのであった。

しかし文化三年（1806），白寿坊から風廬坊に道統が
継承されると風廬坊が美濃国住であったために江戸連衆
の勢いも衰退し，広井秀峨から刊行される俳書も減少し
ていく。今まで提携してきた美濃派以哉派の基盤が江戸
から美濃へ移行したことによって，以哉派との連携が希
薄になってしまったのである。そこで広井秀峨は文化三
年前後から以哉派と入れ替わるように，再和派の江戸連
衆の俳書を手がけはじめるのである。

また広井秀峨は風廬坊への道統継承以降，巣兆編によ
る俳書の出版にも多く係わるが，巣兆が文化一一年に没
したことを受け，この提携も失われた。再和派の俳書を
手がけたものの限界があったようで，これらの影響を受
けるかのように文政以降は広井秀峨の手がける俳書出版
数自体が些少になり，安政五年（1858）刊の広井秀司の
二冊を最後に広井の名は消滅するのである。この現象は
版元が，その扱う内容の動向や盛衰によって，その社運
までが決定されること如実に物語っているのである。つ
まりこの時代から出版書肆と，その出版書肆の扱う内容
とが互いに影響しながら成立していたことが分かるので
ある。

最後に，美濃派俳書の版元に関してもう一つ興味深
い事象がある。それは寛政以降，再和派の俳書に限って
その一部が「京油小路松原上ル　津田伝蔵」という書肆
から出版されはじめる。以哉派と再和派の分裂後は各地
の連衆も二分化するが，さらに各派と提携する書肆まで
もが分化するのである。これも出版とその扱う内容とが
関係していたことが分かる事例である。そのため今後の
課題として考察を加えていきたい。
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注

［1］ 中野三敏．書誌学談義 江戸の板本．東京，岩波書
店，1995．p.186では「俳書は初期の井筒屋，元禄
頃から橘治，享保期江戸の万屋，野坡系俳書の額田
正三郎，淡々系の 口，丹波屋，蕪村系の菊舎など
の如くそれぞれの俳系に専門書肆がいて，奥付もそ
の名のものが付される事が多いが，その場合もほと
んどは著者による入銀，即ち自費出版物であって，
奥付の書肆は即ち製本の実務の担当者という性格と
理解すべきであろう。」と各俳諧流派と提携した版
元について言及されている。

［2］ 雲英末雄．俳書の話．日本書誌学大系60．武蔵村山，
青裳堂書店，1989．p.43には「支考やその門流の美
濃派の俳書は，支考流の平俗な板下のものが多く，
一つの特色を形成して幕末まで広く各地で刊行され
てゆく。」と指摘がある。

［3］ 筧真理子．“以哉坊の江戸行脚”．近世文学研究の新
展開：俳諧と小説．堀切実編．東京，ぺりかん社，
2004．p.224で，以哉坊による宝暦五年・同八年・同
一二年・明和二年・安永七年の計五回にわたる江戸
行脚を確認されている。

［4］ 鈴木勝忠．東武獅子門の展開：墨直しをめぐって．
国語と国文学．Vol.36，No.1，1959，p.42（後に近
世俳諧史の基層：蕉風周辺と雑俳．名古屋，名古屋
大学出版会，1992に再録），及び注［3］筧真理子．

“以哉坊の江戸行脚”．p.219 参照。
［5］ 注［3］筧真理子．“以哉坊の江戸行脚”．p.218には

「閑水四男，高林市左衛門利要の養子となり高林利
貞。八〇〇石。」とある。「諸国文通俳名俗名」（越
後新発田の廬元坊門人雪酔下竹市の交友録。矢羽勝
幸．宝暦期諸国美濃派系俳人名録．大阪俳文学研究
会会報．20，1986，p.33-39。また加藤定彦監修．古
典文学翻刻集成六．東京，ゆまに書房，1999．p.253-
259 に再録）では「杏花公　竹林万助様」。

［6］ 注［3］筧真理子．“以哉坊の江戸行脚”．p.219では
「閑水次女の夫，山角四郎左衛門定浩。六〇〇石，こ
のときは西丸御書院番。」とある。大内初夫．“一竿
人佐方乙語”．近世文学：作家と作品．中村幸彦博
士還暦記念論文集刊行会編．東京，中央公論社，
1973．p.188には「閑水の聟，江戸小石川住，三千
石の旗本，俗名山角牛太郎」（肥後宇土藩士である
乙語の「姓名扣写」による）。また注［5］「諸国文
通俳名俗名」では「年路公　山角牛太郎」とする。

［7］ 『梅勧進』は天理大学附属天理図書館，綿屋文庫わ
140-16，新井康夫蔵で埼玉県立文書館，寄託24766
ほか所蔵。加藤定彦，外村展子編．関東俳諧叢書第
八巻．武蔵村山，青裳堂書店，1997．p.47-80に解題
と翻刻あり。

［8］ 『旅名月』は新井康夫蔵，埼玉県立文書館，寄託
24765。

［9］ 「俳人名録」（加藤定彦，外村展子編．関東俳諧叢書
第二四巻．武蔵村山，青裳堂書店，2002．p.183-211。
底本は新井康夫蔵で埼玉県立文書館，寄託 24513）
によれば，欺雪は多田弥左衛門。雲車については

「玄武坊書簡写」上巻（天明六年成，天理大学附属
天理図書館，綿屋文庫わ175-78）による。両者の居
住地については『其山越』によった。

［10］『雪折集』は加藤定彦，外村展子編．関東俳諧叢書
第八巻．武蔵村山，青裳堂書店，1997．p.105-130に
解題と翻刻あり。編者の文鳥は岸本太右衛門（注

［9］「俳人名録」参照）。
［11］『其山越』は新井康夫蔵，埼玉県立文書館，寄託

24759。天理大学附属天理図書館，綿屋文庫わ144-
15 にも所蔵。

［12］「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，及び朝倉
治彦，大和博幸編．享保以降江戸出版書目　新訂
版．京都，臨川書店，1993 を参照した。

［13］『此秋集』は加藤定彦，外村展子編．関東俳諧叢書
第七巻．武蔵村山，青裳堂書店，1995．p.197-230に
解題と翻刻がある。『此秋集』巻末出版予告には「一
　此秋集　越後 虹撰／一　鑑草　東武文東撰／一
　東武夜話　越後 虹撰／一　蔓ひさご　東武琴吹
撰／近来新刻　追々出板」とある。このうち「蔓ひ
さご」は伝存未詳。

［14］ 橘屋治兵衛の蔵版目録は東京大学総合図書館，洒竹
文庫1762『俳諧書籍目録』に合綴されている。なお
鹿島美千代．橘屋治兵衛の出版目録について：付

『俳諧書籍目録』（東京大学総合図書館洒竹文庫蔵）
翻刻．図書館情報メディア研究．Vol.6，No.1，2008，
p.43-67 に橘屋治兵衛蔵版目録の翻刻を掲載してい
る。

［15］『雪折集』の巻末広告には「追刻／聞物合　風切・雪
工選／深川三会　玄武坊選／反古の裏　同」を付
す。うち「聞物合」「反古の裏」は伝存未詳。

［16］『旅名月』の巻末広告は「追刻／雪折集　東武白山
下　文鳥撰／其山越　同雪光撰」。

［17］ 朝倉治彦，大和博幸．享保以降江戸出版書目 新訂
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版．京都，臨川書店，1993．p.1。
［18］ 玉川大学図書館，W911.134-シ，石川県立図書館，月

明文庫471の所蔵本において共に押印されている。
［19］ 明和七年の『東武／墨直し』は，加藤定彦，外村展

子編．関東俳諧叢書第二四巻．武蔵村山，青裳堂書
店，2002．p.31-42 に解題と翻刻あり。

［20］『乙未／墨なをし』は新井康夫蔵，埼玉県立文書館，
寄託24383。同じ出版広告が同年刊『蝦夷のにしき』

（埼玉県立文書館，寄託24691），安永六年成『秋声
集』（埼玉県立文書館，寄託 24695ほか）にも掲載
されている。他に須原屋伊八の係わる美濃派俳書に
は，安永六年（1777）成，還花編『阿那卯の花』（埼
玉県立文書館，寄託24696。刊記「東叡山池のはた
須原屋　青黍舎梓行」。巻末広告に「追刻／酉の墨
なをし（空白）／秋声吟　佐倉涼花撰／拝名録　江
戸雨水撰／豊田餅頌　江戸春里撰」），寛政一〇年

（1798）成，竹二坊編『ばせを翁正伝集』，享和三年
（1803）成，雨岡庵編『桜の首途』がある。いずれ
も再和派の俳書である。

［21］ 井上隆明．改訂増補近世書林版元総覧．日本書誌学
大系 76．武蔵村山，青裳堂書店，1998．p.449。

［22］ 注［21］井上隆明．改訂増補近世書林版元総覧．p.449
では「橘屋治兵衛　山陽堂，懐玉堂，野田氏。京寺
町通二条下ル→堺町通夷川上ル→寺町通二条下ル

（明治元年「書林仲ヶ間」）」。
［23］ 垂井町編．新修垂井町史 通史編．垂井町，垂井町，

1996．p.918-919 参照。
［24］ 広井秀峨については，注［21］の井上隆明．改訂増

補近世書林版元総覧．p.609には「称平八，別号福
銖。子の秀司も彫工。」と注記がある。

［25］ 石川真弘．成美出句俳書刊年考．ビブリア．50，
1972，p.73-82 に天理大学附属天理図書館綿屋文庫
に所蔵される俳書のうち広井秀峨（秀石も含む）か
ら出版された俳書についての言及がある。この論文
では文政期には広井秀峨による出版は確認できない
とするが，文政一二年まで広井秀峨の名が確認でき
る。

［26］ 田 哲郎．附五束斎木朶交友の一端．愛大史学．1，
1992，p.19-38。後に三河地方知識人史料．東京，岩
田書院，2003．p.195-207 に再録。

［27］ 天明七年（1787）成，菊舎著「美濃経廻／ふたゝび
杖一」に「暮来　僧　おなじ武州ながら，大師河原
の閑地に住して，暮行としを観ぜらるゝ明長精舎の
雅衲をおもひはかりて」（上野さち子編．田上菊舎
全集上．大阪，和泉書院，2000．p.341-342）とある。
明長寺は神奈川県川崎市川崎区大師本町にある恵日
山普門院明長寺。

［28］ 注［26］田 哲郎．附五束斎木朶交友の一端，及び
蒲郡市史編さん事業実行委員会編．蒲郡市史 本文
編 2 近世編．蒲郡，蒲郡市，2006．p.139 参照。

［29］ 天理大学附属天理図書館，綿屋文庫わ 171-37。
［30］ 注［9］加藤定彦，外村展子編．俳人名録．関東俳

諧叢書第二四巻．p.190の越後之部村上に「柳昌　
西方院」とある。

［31］ 他に仙台の美濃派連衆の俳書においても，宝暦二年
（1752）成『法楽三十二歌仙　躑躅岡』及び『羽陽
道の記』，宝暦一四年（1764）刊『獅子門除元』，天
明五年成『みねの月』の版元は「仙台国分町文考堂
山田屋正兵衛」であり，やはり地理的遠隔のため地
元の版元に依頼することになったと考えられる俳書
がある。

［32］ 田中道雄編．佐賀県近世史料第九編第一巻．佐賀，
佐賀県立図書館，2004．p.10 参照。
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