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桑楊庵光『圃老巷説菟道園』の挿絵

―寛政四年版・文政七年版・天保十三年版を比較して―

山名　順子

１．はじめに

　寛政四年（1792）に刊行された桑
そう

楊
よう

庵
あんひかる

光の読本

『圃
ほろうこうせつうぢのその

老巷説菟道園』には、寛政四年版の初版、文政七

年（1824）版、天保十三（1842）年版、刊年未詳の

上総屋利兵衛版といった、少なくとも四種類の版本が

存在する。この中でも、特に文政七年と天保十三年の

再版本では、挿絵に大きな変更がある。本稿の目的は、

『圃老巷説菟道園』における挿絵の変更とその意義に

ついて改めて検証し、考察することにある。

２．『圃老巷説菟道園』諸本の比較

　まず、『圃老巷説菟道園』の諸本のうち、今回利用

する寛政四年版・文政七年版・天保十三年版の三本に

ついて比較を行う。

【表１】は、前述の四つの版について簡略にまとめ

た表である。このうち、寛政四年・文政七年版は、共

に五巻五冊の半紙本であり、巻冊の体裁じたいに変化

はない。また、本文の内容にも異同はない。しかし、

表紙の色や題箋など、装丁には大きな変化が見られ

る。寛政四年版では青系統の縹色であった表紙は、文

政七年版では赤系統の紅樺色に変えられた。また、【資

料①】からわかるように、題箋に書かれた外題も、『圃

老巷説菟道園』から、『増補圃老巷説　一名菟道園』

に改められている１。

【資料①】表紙

［寛政四年版］（**） ［文政七年版］ ［天保十三年版］

【表１】　『圃老巷説菟道園』諸本

刊年 表紙色 外題 版元 判型 巻冊

寛政四年 縹色（青系） 圃老巷説菟道園 佐藤清右衛門 半紙本 五巻五冊

文政七年 紅樺（赤系）
増補圃老巷説

一名菟道園
鶴屋金助 半紙本 五巻五冊

天保十三年 白に茶の筋格子・（茶系） 桑楊庵一夕話 菊屋幸三郎 大本 五巻三冊

未詳 ― 圃老巷説菟道園 上総屋利兵衛 半紙本 五巻五冊
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また、【資料②】からわかるように、見返し題も外

題と同じく『増補圃老巷説』に改められた。この操作

によって、本来の書名である『菟道園』の印象はかな

り薄らいでいると言えるだろう。

【資料③】巻頭

［寛政四年版］（**） ［文政七年版］

【資料②】見返し

［寛政四年版］ ［文政七年版］

これと同様の操作は全編に渡って施されており、第

一巻の巻頭題【資料③】および尾題、ならびに全編の

柱刻から『菟道園』の文字がすべて削除されている２。

また、「巻首」末尾には記されていた「寛政壬子初春」

の年記も、再版に伴って削除されている。
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【資料④】天保十三年版序文

［天保十三年版］序（寺門静軒）

［天保十三年版］「自序」（桑楊庵主人）

政七年版とは異なり、完全な改題本であると言えるだ

ろう。また、【資料④】にあげたように、『桑楊庵一夕

話』には新たに天保十三年四月に書かれた寺門静軒の

序が付加されているが、それ以外にも作者桑楊庵以外

の人物が識したと思われる「桑楊庵主人誌」の「自序」

が新たに添えられている。

一方、菊屋幸三郎から出版された天保十三年版は、

五巻三冊の大本である。表紙は鳥の子色地に黄土色の

筋格子になり、外題も『桑楊庵一夕話』に改められた。

目録題は『桑楊茶話』と記され、『菟道園』の名は完

全に削除されている。また、文政七年版では残されて

いた見返・巻頭題・尾題がすべて削除され、目録も十

篇の題名を羅列した新たなものに変更されている。文

［天保十三年版］
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【資料⑤】寛政四年版挿絵

［第一巻第一話］ ［第一巻第二話］

［第二巻第一話］ ［第二巻第二話］

［第三巻第一話］ ［第三巻第二話］

天保十三年版では、本文も大本三冊に綴じ直され、

読本としての面影が失われている。【資料③】を見て

もわかるように、本文からは匡郭が削除されている

が、本文に異同は無い。

以上、『圃老巷説菟道園』が、版を重ねるごとに変

化してきた様子を見た。次に、それぞれの版の挿絵に

ついて考察する。

３．『圃
ほろうこうせつ うぢのその

老巷説菟道園』の挿絵について 

３-Ａ　寛政四年版・文政七年版の挿絵：

寛政四年版と、文政七年版の最大の違いは、挿画が

すべて差し替えられたという点にある。『菟道園』は、

十篇の短編から成る作品だが、寛政四年版では、それ

ら十篇の章題の内容にあわせた見開き十丁分の挿絵

が、十箇所に配置されていた。【資料⑤】は、寛政四

年版の挿絵である。
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【資料⑥】文政七年版挿絵

［第一巻第一話］ ［第二巻第一話］

［第四巻第一話］ ［第四巻第二話］

［第五巻第一話］ ［第五巻第二話］

しかし、文政七年本では、これらの挿絵がすべて削

除され、代わりに渓齋英泉の手による挿絵が、従来

の半数にあたる五箇所にのみ配置しなおされている。

【資料⑥】に、文政七年版に掲載された挿絵をあげる。
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［第三巻第一話］ ［第四巻第一話］

［第五巻第二話］

【表２】は寛政四年版と文政七年版の挿絵の有無と位置についてまとめたものである。

【表２】　諸本における挿絵の有無と位置

寛政四年挿絵 文政七年挿絵 文政七年口絵 天保十三年挿絵

第一巻一話 ○七ウ八オ ○七ウ八オ × ○七ウ八オ

第一巻二話 ○十六ウ十七オ × ○口絵3 ○十六ウ十七オ

第二巻一話 ○四ウ五オ ○四ウ五オ × ○四ウ五オ

第二巻二話 ○十二ウ十三オ × ○口絵2 ○十二ウ十三オ

第三巻一話 ○四ウ五オ ○四ウ五オ × ○四ウ五オ

第三巻二話 ○十二ウ十三オ × × ○十二ウ十三オ

第四巻一話 ○四ウ五オ ○四ウ五オ × ○四ウ五オ

第四巻二話 ○十二ウ十三オ × ○口絵1 ○十二ウ十三オ

第五巻一話 ○四ウ五オ × × ○四ウ五オ

第五巻二話 ○十一ウ十二オ ○十一ウ十二オ × ○十一ウ十二オ

て彫ったことがわかった。また、これらの挿絵には、

別の紙で裏打ちが施されていた。綴紐が後補のもので

ある可能性も強いことなどから、挿絵の変更と挿絵の

裏打ちとの関連については今後一層の考察が必要であ

るが、書誌調査を行った二本ともに同じ特徴が見られ

たことは興味深い。【資料⑥】に掲載した五葉の挿絵

は、それぞれ第一巻から第四巻までは第一話から、巻

上記の表からは、文政七年版の挿絵が、寛政四年版

のものと同じ位置に挿入されていることがわかる。実

際に天理大学附属図書館と名古屋市立蓬左文庫に所蔵

されている二本を調査したところ、再版の際、挿絵を

挿入した部分の柱記には新たに該当箇所の丁数が彫ら

れ、挿絵を削除した部分では、従来の本文を繋げたう

えで、丁付を「四五」「十二十三」「十六十七」と改め
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五だけが第二話から取材しているが、文政七年版で

は、第一巻の「惣目録」の直後に、三丁分四葉の口絵

が新たに加えられていることにも注目したい。その中

でも特に【資料⑦】に掲載した三葉の口絵は、それぞ

【資料⑦】文政七年版口絵

（口絵１） ［第一巻第二話］（口絵４）

［第二巻第二話］（口絵３） ［第四巻第二話］（口絵４）

れ第四巻二話、第二巻二話、第一巻二話の内容に取材

したものであり、挿絵と同等の意味をもつことがわか

る。

あらためて【表２】で、文政七年版の口絵の有無

を確認すると、文政七年版では、全十篇のうち八篇に

挿絵ないし口絵がつけられていることがわかる。挿絵

を全くもたないのは、【表２】で網カケを施した部分、

つまり第三巻の第二話「和気清麻呂河伯に巫を投する

事」と、第五巻の第一話「光林房律師賊首を激して味

方にまねぐ事」の二話のみである。

３-Ｂ　文政七年版の挿絵の特徴と寛政四年版との比

較：

【資料⑤】にあげた寛政四年版の挿絵は、物語の一

場面を少し離れた位置から全体的に描くような構図が

多い。例えば第二巻第一話の挿絵は、奥州における合

戦の遠景を描いており、両陣地にひしめく兵卒の姿こ

そ描かれてはいるが、物語の主人公の姿ははっきりと

は描かれていない。一方、文政七年の挿絵は、全体的

に人物が大きく描かれる。例として、第一巻第一話の

挿絵を比較する。
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【資料⑧】第一巻一話挿絵

［寛政四年版］ ［文政七年版］

【資料⑨】第二巻一話挿絵

［寛政四年版］ ［文政七年版］

【資料⑧】の挿絵は、共に敦光の娘のもとを訪ねる

川獺の変化を描いている。寛政四年版の挿絵では、庭

側から敦光の部屋を臨む構図をとる。右丁には、部屋

の端近に大獺の怪物が立ち上がっている様子が描か

れ、左丁には、怪物に怯える敦光の娘が描かれる。怪

物は桜模様の振袖を纏い、髪を女官風の型に結った敦

光の娘は、鹿ノ子文様に桜模様の打掛と、紅葉の裾模

様が描かれた着物を着けて、歌をしたためた短冊を手

にしている。これは、当時の一般的な庶民の風俗では

ない。一方の文政七年版でもほぼ同じ場面が描かれる

が、こちらは敦光の娘の部屋と思しき室内から、縁側

と庭とを臨む構図が採られている。右丁には、川獺が

変化した美しい稚児の立姿が、左丁には少年に口説か

れる敦光の娘が、それぞれ画面全体に大きく描かれ

る。稚児は髪を小姓風に結いあげ、紋付の黒の小袖と

細い縞の袴とを着した、当世風の装いである。敦光の

娘も髪は島田髷に結って両天の簪を挿し、前髪には

鼈甲の前差簪に花簪、背がわには掛おろしを飾ってい

る。これは、文政期の裕福な家庭で育った娘に流行し

た髪型である。娘の着衣には撫子風の紋が付けられ、

秋草に蝶の裾模様を施した振袖から、麻葉文様の着衣

をのぞかせ、半襟は鹿の子文様であることがわかる。

帯は黒繻子である。これも、文政七年頃の庶民の娘ら

しい風俗である。つまり、画面の中心は人物であるだ

けでなく、人物の描写にあると言えるのである。

第一巻第二話の挿絵にも、これと同様の傾向がうか

がえる。寛政四年版では草庵の中で老翁が村婦を諭す

場面を俯瞰の構図で描いていたものが、文政七年版の

口絵では、老翁単独の肖像に替えられている。また、

前に述べた第二巻第一話でも、寛政四年版が合戦の遠

景であるのに対し、文政七年版の挿絵では見開き一

丁全体を使用した騎乗の武者絵に改められていること

が【資料⑨】から判る。二つの版の挿絵を比較したと

き、寛政四年版では簡略に描かれていた衣服が細部ま

で丁寧に描きこまれている点からも、文政七年版の挿

絵が、人物の描写に重点を置いていることがうかがえ

る。
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【資料⑩】に掲げた挿絵のうち、寛政四年版では、

荒野の中に建てられた廃屋の内側から敵役桐山忠太の

様子を窺う男美
みげん

源二
じ

の姿が描かれるが、文政七年版で

は、妻である三
み き

寸を背に護って、敵役の首を斬り落と

す若武者美源二の図に替えられている。美源二の着衣

が細かく描き込まれているだけでなく、寛政四年版で

は全く描かれなかった三寸が、当時流行の光琳菊の裾

模様と半四郎鹿ノ子の小袖を着けた美女に描かれてい

る点からも、第一巻第一話目と同様の操作が行われた

ことがうかがえる。さらに、左丁に描かれた桐山忠太

に注目する。忠太は斬首されており、落ちた首は口を

あけて目を見開いている。また、首の周囲には夥しい

血痕が描かれる。一方の寛政四年版では、このような

場面は一切描かれていない3。二葉の挿絵を比較する

と、英泉の描写は非常に過激かつ残酷であると言えよ

う。これと同様の傾向は、第三巻第一話の挿絵にも現

われている。

【資料⑩】第二巻二話挿絵

［寛政四年版］ ［文政七年版］

【資料⑪】第三巻一話挿絵

［寛政四年版］ ［文政七年版］

再度【資料⑧】に注目する。すでに述べたように、

この図に描かれた二人の人物の配置は、二枚の挿絵で

ほぼ同一である。しかし、寛政四年版の挿絵に描かれ

たのが物語そのものに欠かせない怪異現象であるのに

対し、文政七年版は怪異としての獺の姿を描かない。

また、二人の人物は至近距離に配置され、恥らいなが

ら視線を送る娘の着衣の裾を少年が踏むという、非常

に扇情的な構図が採られている。この場面は物語の中

に直接の描写もなく、物語の進行上最も重要な場面で

もない。しかし、画面の美しさの点では、挿絵の題材

として非常に適しているということができるだろう。

このことから、版元や画工が、特に男女の情愛を思わ

せる構図を挿絵として選んだ可能性がうかがえる。こ

れと同様の例として、第二巻第二話の挿絵を比較す

る。
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【資料⑪】に掲げた第三巻第一話の挿絵は、双方全

く同じ場面に取材している。さらに、左丁では紀夏井

の妻の幽霊を装った大狸が窓から家内を覗き込む様子

を描き、右丁では、幽霊の背後から様子を窺う夏井の

弟豊城を描くという構図も両者共通である。しかし、

幽霊の描写はその限りではない。寛政四年版では、幽

霊は白衣の女性の後ろ姿のみで表現され、はかなささ

え感じさせる。しかし、文政七年版では、幽霊は異形

の化物として捉えられ、その不気味な姿が側面から克

明に描かれている。怪異が、より不気味かつ刺激的に

描かれた一例であるといえるだろう。以上の例から、

文政七年版の新しい挿絵が、人物を中心として描かれ

たこと、また、従来のものに比べて、より扇情的かつ

刺激的に描かれた可能性が強いことがわかる。

では、これらの変化はなぜ生まれたのだろうか。既

に【資料⑦】に掲げた口絵の一枚目（口絵１）は、文

政七年版で口絵の冒頭に付加された一葉である。半丁

ぶんの画面には、蔦模様の飾り枠の中に、墨一色の背

景に陰刻で「久壽理仁也今日能見染る千々のはる　石

田未得」の句が装飾的に刷られている。改めて【資料

⑦】の全四葉の口絵を見ると、二つの口絵に、三重枠

や氷裂柄の飾り枠が施されていることがわかる。

これらの特徴は、文政七年当時に流行していた中本

型読本の体裁に共通する。つまり、再版された『菟道

園』がこれまで見てきたような特徴をもつのは、おそ

らく版元が意識的に『菟道園』に中本型読本の外見を

もたせるよう工夫した結果であろう。既に述べたよう

に、男女の着衣や髪型などの風俗が、当世風かつ詳細

に描かれていることも、当時の挿絵の流行に適うこと

から、版元の工夫の一端であると言えるだろう。

文政年間に、寛政年間頃に出版された読本作品が改

題改修本として再版される傾向があったことは、既に

木越俊介氏によって明らかにされている。また、氏は

改題改修本の出現時期と人情本発生期とが重なってい

ることを指摘されている4。『菟道園』の再版本が先に

述べたような特徴を持つことも、この一例であると考

えられる。また、出版の前年である文政六年十月に暦

書に関する書付が下されたのに対し、十一月八日本屋

行事から答弁の書付が上納されていることにも注目し

たい。書付では、寛文十三年に下された好色本類の出

版に関する禁令についても触れられており、版元が好

色本の出版に対して注意を払っていたことがうかがえ

る5。ここからも、読本という堅実なジャンルの本に、

物語の筋に沿いつつも男女の情愛を誇張して描いた挿

絵を掲載することによって、出版統制に抵触する危険

を回避したうえで読者を獲得しようという版元の工夫

が感じられるのである。

最後に、削除された二枚の挿絵について考察する。

【表２】ですでに確認したとおり、文政七年版では、

第三巻第二話と第五巻第一話の挿絵が描かれない。第

三巻第二話の「和気清麻呂河伯に巫を投ずる事」は、

道鏡の讒言によって中央から追放された和気清麻呂の

物語である。以下に簡単なあらすじを記す。

道鏡の讒言のあとに流刑地である大隅の国に向かっ

た清麻呂は、善良な老人稲
いなづみ

積と協力して、悪政を働

く老巫女を川に投げ入れて懲罰する。清麻呂はその

後大隅の地で善政を行い、民に慕われ、道鏡の失脚

後は許されて中央へと戻る。

挿絵に取られた場面は、清麻呂の指示に従って老巫

女を川に投げ入れる稲積を描いている。つまり、為政

者への反逆を描いていると言えるだろう。物語の内容

も中央の政治に対する強い批判を含んでおり、版元に

とって安全な題材とは言い難い。

一方の第五巻第一話「光林房律師賊主を激して味方

にまねぐ事」の挿絵は、腐敗した執権政治に対して不

満を感じ、修行者として行脚しながら倒幕の機会を窺

う光林房律師が、天狗に扮した義賊と出会う場面を描

いている。こちらも幕府への不満や反逆を題材にした

物語である。つまり、文政七年版の挿絵からは、悪政

に対する不満や、政治への反逆が直接的に描かれた場

面が意図的に排除されていると考えることができるだ

ろう。これまで見てきたように、文政七年版の挿絵は、

人物を中心に描き、当時の流行にあわせた風俗を取り

入れた扇情的かつ刺激的な描写を積極的に用いること

で読者の獲得をめざしていること、また、幕政への批

判をうかがわせる箇所は排除し、危険を回避する傾向

にあることがわかった。

３-Ｃ　天保十三年版『桑
そうようあんいっせきばなし

楊庵一夕話』の挿絵につい

て： 

天保十三年版『桑楊庵一夕話』では、文政七年版で

新たに添えられた英泉の挿画がすべて削除され、見開

き十丁分の全く新しい挿絵に差し替えられている。挿

絵は寛政四年版と同じ位置に配置されているが、版木

は別にあったらしく、個別に刷った挿絵を、空白の半

丁にそれぞれ糊づけして綴じる方法をとっている。た

だし、丁付は文政七年版のものをそのまま利用したら

しく、丁数が半分に欠けている箇所とすべて削られて

いる箇所とがある。【資料⑫】に、十篇の物語に添え

られた挿絵を掲げる。
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【資料⑫】天保十三年版挿絵

［第一巻第一話］ ［第一巻第二話］

［第二巻第一話］ ［第二巻第二話］

［第三巻第一話］ ［第三巻第二話］

［第四巻第一話］ ［第四巻第二話］
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【資料⑬】第二巻二話挿絵

［文政七年版］ ［天保十三年版］

これと同様に、天保十三年版では、大部分の挿絵か

ら物語性が失われる傾向が見られる。【資料⑩】で既

にあげた第二巻第一話の挿絵は、寛政四年版では奥州

の戦場を、文政七年版では敵将桐山忠太の姿を描いて

いた。しかし、天保十三年版では、山道を急ぐ一人の

武士が描かれるだけで、挿絵を見ただけでは物語の内

容は全く判らない。また、【資料⑪】で見た第三巻第

一話の挿絵も、寛政四年版と文政七年版の双方に描か

れていた紀夏井の妻の霊が削除され、紀夏井らしき人

物が閑居する姿が描かれるにとどまっている。これら

の例からも、天保十三年版の挿絵から、情話性や怪異

性が徹底的に排除されたことがうかがえる。唯一の例

外と考えられるのは第四巻第一話「嵯峨の無病庵鶯と

和歌を論ずる事」である。挿絵を【資料⑭】にあげる。

［第五巻第一話］ ［第五巻第二話］

これらの挿絵は文政七年版のものに比べてかなり素

朴なものであると同時に、残虐性や、好色性、怪奇

性などの要素を一切感じさせないという特徴をもつ。

【資料⑧】や【資料⑩】で見たような、美男と美女と

が至近距離に配置される構図は排除され、第一巻第一

話の挿絵も、垣根を隔てた幼い男女に描き替えられて

いる。また、【資料⑬】の第二巻第二話の挿絵からは、

美女や斬首の描写が削除されただけでなく、寛政四年

版では描かれていた美源二も姿を消している。結果と

して、挿絵は三寸の心を得るために笛を吹く桐山忠太

のみを描いたが、挿絵だけからは物語の内容を予測す

ることは難しくなっている。
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【資料⑭】第四巻一話挿絵

［天保十三年版］

［寛政四年版］ ［文政七年版］

天保十三年版の挿絵には、和歌の守護神から遣わさ

れた精や、武者の後ろ姿が描かれており、十葉の挿絵

のうち、唯一超常的な存在を描いたものであると言え

る。しかし、画面からは、あくまで和やかな船上の様

子しか読みとることができず、本文を読まなければ挿

絵に怪異が描かれていることはわからない。一方、寛

政四年版の挿絵では、あきらかに人間ではない異形の

鎧武者に伴われて夢の中を行く人物を描いている。ま

た、文政七年版では、鎧武者は人間の姿をしているも

のの、雲に乗って登場しており、異界の存在であるこ

とを暗示する。また、文政七年版では、鎧武者が主人

公の無病庵を縄で戒めようとしている。これは、鎧武

者に伴われているだけの寛政四年版に比べて、暴力性

を感じさせる描写が採られているといえるだろう。こ

れらの要素は、天保十三年版では完全に削除されてい

る。

これの変化の原因は何か。『桑楊庵一夕話』の寺門

静軒による序は天保十三年四月に識されているが、そ

れに先駆けた天保十二年十二月の市中取締掛三廻同心

上申書「絵双紙并人情本好色本等風俗ニ拘候儀三廻調

書」には、「人情本之儀は当十月申上候処、合巻絵草

紙来春賣出出来仕候分、表紙彩色摺篇数少々減候得

共、格別篇数目立へり候様子共不相見候」6の一文があ

る7。このことは、天保十三年頃に『菟道園』を中本

型読本の体裁で出版することが、出版者にとって危険

であったことを裏付ける。また、天保十三年六月十日

に出された触書に「好色画本等、堅く可為無用事」8と

あることも、『菟道園』の改題改修と出版に、改革の

影響があった可能性がうかがわせる。天保十三年版の

挿絵は、怪異や好色を徹底的に排除しただけでなく、

一見しただけでは内容の判別がつかないものが多い。

これも、出版統制を避けるための版元の工夫の一端で

あるといえるだろう。

４．おわりに

『圃老巷説菟道園』は再三にわたって出版されたが、

装丁や挿絵がそれぞれの時代や法令に合わせて替えら

れてきたことが明らかになった。それぞれの版の挿絵

には、構図の違いや描写の傾向など一見してわかる相

違点も多いが、世相や法令によって挿絵とする場面や
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描写が変更されていることが判った。しかし、挿絵の

題材として選ぶ箇所に、どのような選択基準があるか

等、今後より深く考察する必要のある点も多く残され

ている。また、既に指摘があるとおり９、『圃老巷説

菟道園』諸本のうち、刊年の判明しているものの出版

が、三回とも大きな出版統制のすぐ後に行われている

ことも大変興味深い事実である。今後は、『菟道園』

本文の内容に隠された作者の意図や『菟道園』出版の

意義について、より精密な調査を行いたい。

本稿を成すにあたって、大高洋司先生、ならびに名

古屋市蓬左文庫に図版掲載の許可を賜りました。記し

て厚く御礼申し上げます。

［付記］　本稿は、2009年１月９日の、パリ第七大学に

おける共同ゼミでの口頭発表にもとづくものである。

発表にあたって、『近世部会誌』第二号（2007年12月）

に発表した研究ノート「『圃老巷説菟道園』の挿絵に

ついて　―文政七年の再版本を中心に―」をもとに大

幅な改稿を加えた。

注

１　本稿で使用する図版については、以下の通りである。

　　寛政四年版『圃老巷説菟道園』…『初期江戸読本怪

談集』（2000年 国書刊行会）。なお、（**）のついている
ものに関しては、お茶の水女子大学所蔵本（請求番号：

913.5/Ki46/4）を使用した。
　　文政七年版『圃老巷説 一名菟道園』…名古屋市蓬左
文庫（請求番号：尾9-34）
　　天保十三年版『桑楊庵一夕話』…大高洋司氏御架蔵本

２　ただし、第二巻から第五巻までの巻頭題・尾題には、

「菟道園」の表記が残されている。

３　寛政四年版においては第三巻第二話に処刑を描いた挿

絵が見られるが、悪役である老巫女を和気清麻呂の指示

に従った老人が河に投げ入れる情景を淡々と描くにとど

まり、残虐な描写は行われていない。

４　木越俊介「『奇談情之二筋道』について―読本改題本

と人情本―」山口県立大学国際文化学部紀要14号（2008
年３月）

５　「暦書天文其外之儀申渡」「版行もの之儀に付版行屋行

事より出候書付覚」（2951）および「版行もの之儀に付
版行屋行事より出候書付覚」（2948）（『徳川禁令考』前
集第五集　1959年　創文社）

６　大日本近世史料『市中取締類集』十八書物錦繪之部

（1988年 東京大学出版会）
７　大高洋司氏は寺門静軒の序について、「前年に人情本

の禁令が出たことと対比するかたちで本作の内容が賞賛

されている」とされた。そのうえで、当時『菟道園』が

版元にとって安全な出版物であったとされている。（『初

期江戸読本怪談集』「総説」2000年　国書刊行会）

８　『徳川禁令考』前集第五集（1959年　創文社）。引用に
あたって、旧字を新字に改めた。

９　 注５の大高洋司氏の御論考による。


