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出版法の確立と近世中・後期の出版

平成27年度古典籍講習会（2016年1月27日）

国文学研究資料館研究部 大高洋司

はじめに

近世前期における三都（京都・江戸・大坂）の商業出版の発展につれて、享保改革時に

幕府の法整備（運用は三都それぞれの町奉行が判断）が行われ、その制度に即しながら、

後期は出版物の量が前期と比較にならず大量になり、寛政・天保改革時の規制にもかかわ

らず、幕末にかけて残存率も高くなっていく。図書館において通常和古書として扱われる

のはこの間の出版物であり、これらを整理・保存して利用に供することが、江戸時代全体

をバランス良く見渡した出版史の構築にもつながる。

後期出版史の特徴はもうひとつ、良く知られているように、寛政・天保改革時を中心

に、享保の法令を踏まえて一部著者・出版業者の摘発が行われた点である。この問題の解

釈は、その中に言論の自由という普遍的（あるいは近代的）な概念を含み込んでしまうの

で、執筆者の歴史観が、どうしても記述に反映せざるを得ない。

近年、近世出版史のこうした問題に適切に対応した概説書が刊行されるようになり、江

戸時代を通じて、またそれ以前からの展望も、従来よりずっと得やすくなっている。これ

らを参照され、一層理解を深めていただきたい。

なお以下の記述にあたっては、ほとんど全ての項目にわたって『日本古典籍書誌学辞

典』を参照し、用語についてはほぼ本書の名称に従っている。

参考：中野三敏 『書誌学談義 江戸の板本』 岩波書店 平成７年〈1995〉 岩波人文書セレ

クション 平成 22年〈2010〉

中野三敏 『和本のすすめ－江戸を読み解くために』 岩波新書 平成 23年〈2011〉

橋口侯之介『和本入門 千年生きる書物の世界』 平凡社 平成 17 年〈2005〉 平凡社

ライブラリー 平成 21年 〈2009〉

橋口侯之介『続和本入門 江戸の本屋と本づくり』 平凡社 平成 19 年〈2007〉 平凡

社ライブラリー 平成 23 年〈2011〉（『江戸の本屋と本づくり 続和本入門』と改題）

橋口侯之介『和本への招待 日本人と書物の歴史』 角川学芸出版 平成 23 年〈2011〉

国文学研究資料館編『日本古典籍書誌学辞典』 平成 11年〈1999〉

（Ⅰ）本屋仲間と出版条令

三都（京・大坂・江戸）における商業出版の進展に伴い「重版・類版」問題が頻発する

ようになった。相互の利益を損なうこうした問題は、従来自主的に形成された仲間組織に

よって解決されてきたが、享保 6 年〈1721〉11 月以降、三都共に「本屋仲間」として正
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式に発足することになった。その後ほぼ 1 年遅れて触れ出された5ヵ条の法令（出版条例

・出版取締令）が、以後仲間内出版の基本ルールとなり、近世出版史は折返し点を迎えた。

重版・類版 ある出版書肆によってすでに刊行されている書籍と同じもの、あるいは良

く似たものを、他の書肆が無断で出版すること。またその書籍。意図的・偶然のどちらに

しても、商業的出版活動が盛んになり、三都に広がったことに伴う必然的な問題で、本屋

仲間（次項）の発生にも結びついている。ただし、重版・類版の防止は出版書肆の版権を

擁護するという側面が強く、著作権については考慮されていない。

本屋仲間 京都では貞享 2 年〈1685〉に本屋どうしの「講」が結成されており、大坂で

も元禄 11 年〈1698〉に二十四軒の本屋による「講」の存在が確認される。江戸にも同様

の組織ができていたと見られ、それぞれに重版・類版問題に対応していたが、享保 6 年

〈1721〉閏 7月の諸商人への仲間結成勧告を契機に、同年〈1721〉11月、町奉行所（町

触れ）による公認手続きを経て、三都共に「本屋仲間」として正式に発足することになっ

た（山本秀樹『江戸時代三都出版法大概－文学史・出版史のために－』 岡山大学文学部

研究叢 書 29 平成 22年〈2010〉）。

参考：蒔田稲城『京阪書籍商史』 昭和 4年〈1929〉 昭和 57年〈1982〉復刊 臨川書店

宗政五十緒『近世京都出版文化の研究』 同朋舎 昭和 57年〈1982〉

『日本古典籍書誌学辞典』「本屋仲間」の項 多治比郁夫執筆（前出）

中野三敏「十八世紀の江戸文化 ４享保改革と寛政改革」（『十八世紀の江戸文芸』所収）

岩波書店 平成 11年〈1999〉

橋口侯之介『江戸の本屋と本づくり』第四章「本屋は仲間で売る－本を広めた原動力」（前

出）

出版取締り令（出版条令） 本屋仲間の結成と前後して、これまでにも三都それぞれに散

発的に出てきた法令が、5ヶ条の町触れとして、享保 7 年〈1722〉11 月、まず江戸で出

され、京都では享保 8 年 2 月、大坂では同 3 月に出されて、以後幕末に至るまで商業出

版の規範となった(『江戸時代三都出版法大概』前出)。その内容は山本氏のまとめによれ

ば次のとおりである。

１. 猥りなる儀・異説等を取り交え作り出すことの禁

２．好色本絶板

３．人の家筋・先祖の事など、かれこれ相違の儀ども出版の禁

４．作者・板元の実名を奥書しなければならないこと

５．徳川家のことは出版・写本とも禁。よんどころなき子細ある場合は奉行所の指図を受

けること
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また中野三敏氏（「十八世紀の江戸文化」前出）は次のようにまとめておられる。

第 1条 典拠不明の勝手な新説の禁止

第 2条 好色本等の禁止

第 3条 人々の家系等に関する憶説の禁止

第 4条 作者・版元の明記の義務

第 5条 家康に始まる徳川家に関する記述の禁止

この 5 ヶ条の趣旨は、大きくふたつに分かれる。すなわち、第 4 条は三都本屋仲間の

望んだとおり版権の明確化と重版・類版の規制に効果を発揮したが、残る 4 ヶ条は全て

為政者側の内容的介入に関わる条項であり、主として歴史学の立場から、これを権力によ

る言論統制・弾圧の根拠とする見解が生じた。その代表は、今田洋三氏『江戸の本屋さん

近世文化史の一面』（NHK ブックス 299 日本放送出版協会 昭和 52 年〈1977〉

平凡社ライブラリー 平成 21 年〈2010〉）である。これに対して中野三敏氏は、「いか

にも官権による言論・出版の統制を表とした制令であることはまちがいないが、封建国家

の発する法令がその色合いをもつのはいわば当り前のこと」であるとして、以後の出版に

及ぼした意義を積極的に評価している（「十八世紀の江戸文化」前出、また『江戸文化評

判記』 中公新書 1099 中央公論社 平成 4年〈1992〉、など）。

「総論」にも触れたように、享保の「出版条例」には、現在から振り返ってプラスマイ

ナスの両面が含まれていることに十分留意すべきであろう。

参考：今田洋三『江戸の禁書』 吉川弘文館 昭和 56 年〈1981〉 同 歴史文化セレクション

平成 19年〈2007〉

井上泰至『江戸の発禁本 欲望と抑圧の近世』 角川選書529 平成25年〈2013〉

仲間結成後における三都の出版－「書物屋」と「草紙屋」－ 三都の本屋仲間では、以後

の出版にあたっては、仲間の世話役にあたる行事（行司とも。輪番制）を中心に、開版

（版木に彫って出版すること）予定の清書原稿について、享保の町触（「出版条令」）及

び重版・類版への違反がないかチェックした上で、町奉行所に出版許可を受けた。

ただし全ての出版業者が本屋仲間の機構に組み込まれたわけではなく、「書物（物の

本）」より一段ランクの低い「草紙」（浮世絵版画、草双紙等の娯楽読みもの、演劇関係。

今日では庶民的な美術・文学・芸能として分類されるものが多い）を扱う「草紙屋」（浄

瑠璃のテキストを扱う「正本屋」を含む）は、京都・大坂では本屋仲間の管理下に置かれ

たが、江戸では「書物問屋」に対する「地本（じほん）問屋」として別立ての組織であり、

両者を兼ねる者もあった。なお、享保〈1716～ 1735〉以降、江戸における出版の点数が

飛躍的に増加し、京都・大坂を凌駕、「文運東漸（とうぜん）」現象の顕著な一例と見な

されている。

参考：中野三敏「文運東漸の一側面」 『戯作研究』 中央公論社 昭和 56年〈1981〉
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鈴木俊幸『絵草紙屋 江戸の浮世絵ショップ』 平凡社 平成 22年〈2010〉

橋口侯之介『和本への招待 日本人と書物の歴史』（前出）

本屋仲間の記録 三都の本屋仲間は、それぞれ仲間内の出願・検閲の記録を残しており、

現在それらは影印・活字で容易に見ることができる。大坂の仲間の記録が も豊富に残っ

ていて、ここから京都・江戸の活動を類推することも可能である。ただし、草紙屋・地本

問屋で出版・販売した本のように、直接本屋仲間の扱わなかった出版物については、ここ

には登載されないので注意を要する。

【京都】宗政五十緒・若林正治編『近世京都出版資料』〈活字〉 日本古書通信社 昭和 40

年〈1965〉

宗政五十緒・朝倉治彦編『京都書林仲間記録 1～ 6』（書誌書目シリーズ 5）〈影印〉

ゆまに書房 昭和 52年〈1977〉 同解説・書名索引 同 昭和 55年〈1980〉

【大坂】大阪図書出版組合編『享保以後 大阪出版書籍目録』〈活字〉 昭和 11 年〈1936〉、

昭和 39年〈1964〉復刻、平成 10年〈1998〉復刻（龍渓書舎）

大阪府立中之島図書館編『大坂本屋仲間記録 1 ～ 18』〈活字・影印〉 清文堂 昭和

50年〈1975〉～平成 5年〈1993〉

【江戸】朝倉治彦編『江戸本屋出版記録 1 ～ 3』（書誌書目シリーズ 10）〈影印〉 ゆまに書

房 昭和 55年〈1980〉

朝倉治彦・大和博幸編『享保以後 江戸出版書目 新訂版』 臨川書店 平成5年〈1993〉

ア．刊記部分

画像：『康熙字典』（和刻本）

安永 9年〈1780〉、大坂・松村（敦

賀屋）九兵衛ほか京・江戸・大坂 11

書肆刊当館蔵（ワ-41-1-40）
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イ．『大坂本屋仲間記録 14』「新板願出印形 ウ．『享保以後 大阪出版書籍目録』

帳 1」の該当部分

和刻本『康熙字典』は、中国清代の漢字字書（康熙 55 年〈1716〉刊）を、初期読本の作

者として名高い都賀庭鐘（つが・ていしょう）が校訂したもの。イによって、検閲の対象は

補遺を加えた部分（「琢屑（たくせつ）」）と初学者用の手引き（「索引」）から成る一冊

のみであること、当時の庭鐘（六蔵は本名）の住所、11 書肆のうち開板人（出版の責任者）

となる版元は松村九兵衛であり、屋号は「敦賀屋」であることが分かる。また活字ウは、原

資料イに基づくことが確認できる。

画像：『忠臣水滸伝』前編 寛政 11年〈1799〉11月

蔦屋重三郎・鶴屋喜右衛門刊 （読本善本叢刊〈影印〉

和泉書院 平成 10年〈1998〉）

ア、刊記部分

イ、『江戸本屋出版記録 2』の該当頁
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山東京伝による後期読本（よみほん）の 初の作。寛政 11 年 11 月 7 日に、6 名の仲間行事によっ

て割印（出版許可）が与えられたことが分かる。行事改めの も基本的なかたちである。

（Ⅱ） 改革政治と出版

幕府による体制の引き締めである享保の改革に伴ってまとめられた出版条令は、それか

らほぼ 70 年後の寛政の改革、さらに 50 年を経た天保の改革の際にも基本的には同じ主

旨のものが発令された。この条令に基づく取締りは江戸において厳しく、上方ではそれほ

どでもなかった(『江戸時代三都出版法大概』前出)。

寛政の改革 寛政の改革に伴なう出版条例は、江戸では、寛政 2 年〈1790〉5 月に、従

来どおり書物問屋に対して、さらに 10月には地本問屋に対しても発令され、11月には、

貸本屋・小売本屋の出版関与の禁止令も出た。翌 3 年 3 月、作者山東京伝と版元蔦屋重

三郎、及び関係行事が、同年正月に洒落本（書物問屋ではなく地本問屋の扱う出版物に含

まれる）三部を刊行して、風俗を乱したという理由で処罰された。なおこの一件について

は、研究者間に見解の相違が見られる。

参考：今田洋三『江戸の本屋さん 近世文化史の一面』（前出）

展示図録『寛政の出版界と山東京伝』 たばこと塩の博物館 平成 7年〈1995〉

中野三敏『十八世紀の江戸文化 ４享保改革と寛政改革』（前出）

天保の改革 天保の改革に際しては、天保 12 年〈1841〉12 月にいわゆる株仲間解散令、

翌 13 年 6 月に出版条令が出て、人情本の作者為永春水、合巻『偐紫田舎源氏』の作者柳

亭種彦などが処罰された（この間の小刻みな事情については前田愛氏の下記論考に詳細）。
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本屋仲間の解散によって、出版の際の検閲は昌平坂学問所と町奉行所が代行したが、嘉永

4年〈1851〉3月に株仲間再興令が出て再び組織化が行われ、明治維新を迎える。

参考：前田愛「天保改革における作者と書肆」 昭和 35 年〈1960〉10 月初出 『近代読者の成

立』所収 有精堂 昭和 48年〈1973〉

藤田覚『天保の改革』（日本歴史叢書） 吉川弘文館 平成元年〈1989〉

（Ⅲ）出版・流通の多様化と読者の増大

地方版・私家版・近世木活 三都における出版以外では、名古屋で寛政 6 年〈1794〉に

仲間が結成された。また江戸時代の後半期には「地方版（田舎版）」も盛んであり、幕府

・藩の出版である「官版」や「藩版」、また専門書肆ではない人間が版木を所蔵して家塾

のテキスト（家塾版）などを出版したりすること（「素人蔵版」。ただし実務と手続きは

専門業者が代行する）もあった。また、少部数を印刷するのに便利な木活字印刷が復活し、

「古活字」に対して「近世木活」と命名されている。

参考：多治比郁夫・中野三敏編『近世活字版目録』（日本書誌学大系50） 青裳堂書店 平成2

年〈1990〉

岸雅裕『尾張の書林と出版』（日本書誌学大系 82） 青裳堂書店 平成 11年〈1999〉

後藤憲二編『近世木活続貂』（日本書誌学大系99） 青裳堂書店 平成 22 年〈2010〉

中野三敏『書誌学談義 江戸の板本』第二章四「田舎版」（前出）

橋口侯之介『江戸の本屋と本づくり』第二章「本を「つくる」心情ー私家版の世界から」

（前出）

江戸時代後半に流通した書物の傾向 前半期に比べると、様々なレベルの書物が多量に出

版され、また流通しているため、江戸時代後半の出版史の詳細な検討は、今後の課題が多

く残されている（「付」章参照）。ただ、おおよその傾向については、橋口侯之介氏が国

文学研究資料館の「古典籍総合目録」データベースを活用して統計的にまとめた「江戸時

代（年別）書物成立数」（『江戸の本屋と本づくり』補章「統計で見る江戸の和本－書物

はどう広がったのか」前出）が便利で、前期から後期、幕末にかけての増加の様子が一望

できる。伸びているのは私家版・写本と草紙系出版物で、公的出版でない（条令によって

禁止されない）私家版（木活字印刷が多い）・写本と、短期間に多くの読者を目指す「草

紙」系出版物の増加は、読者の興味と必要性に応じたものであろう。橋口氏は、江戸時代

前期またはそれ以前に原型があり堅実に増刷を繰り返す「物の本」に対して、「草紙」の

入れ替わりの早さが出版全体の活性化を招いたとも説いている（『和本への招待』第五章

「揺れ動く〈本〉と〈草〉」前出）。

代表的な出版書肆 地域的には、寛政・天保の改革を区切り目として、上方よりも江戸の
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方が、一応の見通しがつきやすい。江戸における出版書肆の個々の活動については、今田

洋三氏が書物問屋（物の本）系の須原屋一族、鈴木俊幸氏が地本問屋（草紙）系の蔦屋重

三郎について解明しているのが も代表的な業績である。また上方については、蒔田稲城

（まきたいなぎ）氏『京阪書籍商史』を受けた宗政五十緒氏『近世京都出版文化の研究』

（共に前出）が、通史を目指した基本的な研究書である。

参考：今田洋三『江戸の本屋さん 近世文化史の一面』（前出）

鈴木俊幸『蔦重出版書目』（日本書誌学大系 77） 青裳堂書店 平成 10年〈1998〉

鈴木俊幸『蔦屋重三郎』 若草書房 平成 10 年〈1998〉 平凡社ライブラリー 平成 24

年〈2012〉

付・後期出版史の留意点

貸本屋 後期出版史のうち、留意すべき事柄に、大手貸本屋の出版への関与がある。貸本

屋は、近世中期にはすでに活動していたが、出版業者と読者との間を書物の賃貸によって

取り結ぶ娯楽の提供者として、小説（「草紙」）類の出版にも乗り出した。特に、主とし

て文化〈1804 ～ 17〉期以降、毎年豪華本として売り出される読本（よみほん）は、初版

300 ～ 500 部と言われるが、経済力のある例外的な読者は別として、普通の読者は貸本

屋に見料を払って楽しんだ（他に、滑稽本・人情本や実録と呼ばれる写本小説も貸本屋の

主力商品である。なお草双紙は、個人で購入可能であった）。

貸本屋は、まず美しい初摺り（初印）本を入手し、これを不特定多数の読者に提供する

ことで原価償却を行なう。所蔵者が都市から地方の貸本屋に移ることもあり、美しかった

本も、手から手を経るうちに手擦れ・破損・汚損・落書きなどで疲れ切って使い棄てられ、

かろうじてこれを免れたものが一括図書館の所蔵に帰することが多い。したがって、貸本

屋の旧蔵本（普通目立つところに墨一色の貸本屋印あり）には、かなり痛んでいても初摺

り本の面影がうかがえ、原本資料として貴重なものが少なくない。

参考：長友千代治『近世貸本屋の研究』 東京堂書店 昭和57年〈1982〉

長友千代治『近世の読書』（日本書誌学大系52） 青裳堂書店 昭和62年〈1987〉

髙木 元『江戸読本の研究 十九世紀小説様式攷』 ぺりかん社 平成 7年〈1995〉

国文学研究資料館・八戸市立図書館共編『読本事典 江戸の伝奇小説』 笠間書院 平成

20年〈2008〉

後摺り本 近世後期の普通人の読書において、借りて読む本と買って読む本とは異なって

いる。ごく一般的な蔵書は、儒仏神の三教に基づく俗解書・字書・文章規範などを中心に、

和歌・俳諧などの作法書、謡本などの趣味の本が少し、また人から借りて抄記したものな

どもある。写本はともかく刊本で目立つのは、それらが多く後摺り（後印）本であること

である。後摺り本は、初摺り（初印）本と比べて書物としての価値は劣り、現在の古書価
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も低いが、ある書物の後摺り本が多いのは、その書物が良く読まれ、普及度が高く、増刷

を重ねて出版業者（版元）を潤し、新たな出版への資金源となっていたということを意味

する。一人の版元だけではなく、元の板木が別の業者に売却されて引き継がれ（「求版

〈きゅうはん〉」）、近世初期から明治まで摺り続けられた書物も少なくない。その結果、

板面の荒れや修復の跡が目立ち、見栄えは悪いのだが、「求版」の連続こそが、初摺り段

階では儲けの出にくい出版コストの回収につながっているという橋口侯之介氏の指摘もあ

り（『江戸の本屋と本づくり』第二章「本ができるまで－原価の秘密にせまる」前出）、

後摺り本の意義については再検討の段階に入ってきたと言えよう。

大衆啓蒙書 19 世紀に至り、流通網の整備拡張に伴って書物は全国各地に行き渡るよう

になり、それによって読書意欲を掻き立てられた庶民大衆層を対象とする啓蒙書の類が、

大量に刊行されるようになった。従来俗書と見られたこれらについての新たな位置付けも、

積極的に行われるようになってきている。

参考：鈴木俊幸『江戸の読書熱 自学する読者と書籍流通』 平凡社 平成 19年〈2007〉

鈴木俊幸『書籍流通史料論序説』 勉誠出版 平成24年〈2012〉

江戸文芸の全国化 流通網の発達は都市と地方の距離を縮め、和歌・俳諧に加え、本来は

江戸の都市文芸であった狂歌が、全国各地に発生した大小のグループ活動を通じて広まり、

人々のコミュニケーションの一助となった。

参考：鈴木俊幸『一九が町にやってきた－江戸時代松本の町人文化－』 高美書店 平成 13 年

〈2001〉

高橋章則『江戸の転勤族』 平凡社選書228 平成 19年〈2007〉

参考文献補遺

後に、江戸時代の出版と出版書肆について個別の情報を検索するにあたり、基本的で

便利な文献を補っておく。

参考：井上隆明編『改訂増補 近世書林板元総覧』（日本書誌学大系 76） 青裳堂書店 平成

10年〈1998〉

鈴木俊幸編『増補改訂近世書籍研究文献目録』 ぺりかん社 平成 19 年〈2007〉（以後

のものは「書籍文化史」9～14（2008～ 25）に掲載中）




