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和本の「書名」の謎

日本人の書名に対する意識の曖昧さ。

そもそも日本の文学作品には正式な書名が
無いものが多い。

その為もあって、一つの作品に複数の書名
があることは普通であり、また同名異書も数
多い。

作品ジャンルと書名のあり方には相関関係
があるらしい。



別書名の存在
『国書総目録』（日本古典籍総合目録データ
ベース）には「別書名」項が存在する。

例１：竹取物語

別書名 [1] 竹取翁物語 [2] かぐや姫の物語

例２：源氏物語

別書名 [1] 源語 [2] 光源氏物語

例３：枕草子
別書名 [1] 清少納言 [2] 清少納言枕草子

[3] 枕草紙



「竹取翁物語」の例
早稲田大学図書館蔵 １７世紀絵入り写本



「光源氏」の例
名古屋市蓬左文庫蔵 １３ｃ

『源氏物語』の表紙に
は巻名と巻数が記さ
れるのが一般的で、表
紙中央に「光源氏」な
どとあるのは珍しい。
巻数が続けて記され
る他、右下に小字で巻
名が記されている。



「清少納言」の例
斯道文庫蔵 １７世紀豪華嫁入り本



様々な書名：「外題」と「内題」

• 「外題」：表紙にある書名。小紙片に書き或い
は刷った「題簽」を貼るものと、表紙に直接に
書き或いは刷ったものとがある。

＊表紙も題簽も後に付け替えられることが多い。

• 「内題」：本の内側にある書名の総称として、
また本文直前にある書名として用いられる。

＊複数種の存することや、全くない場合もある。

＊和本の書誌学では信頼度の低い「外題」より
も本来的なものである可能性の高い「内題」が
尊重される。



「外題」の様々
• 題簽

書き題簽…手書きの題簽

刷り題簽…印刷された題簽

絵題簽…赤本・黒本・青本・黄表紙などの草双紙
の絵と一体化した刷り題簽。

添題簽・副題簽…書名の題簽とは別に添えられ
た題簽。目録のものは目録題簽とも。

• 打付け書き（うちつけがき）・直書き（じかがき）
表紙に直接書き付けた外題。

＊原外題（もとげだい）・後外題 原題簽・後題簽



題簽の種類
「書き題簽」 と 「刷り題簽」

『敦忠集』（三十六人集の内） 17c 『和歌題林愚抄』 1637



題簽の種類
「絵題簽」 と 「添題簽」

『名所風俗金王桜』 1774 『実語教童子教』 1842



外題の信頼度
外題を信用してよいかどうかは、本の製作と同時かど
うかにかかわる。表紙が新しくなっても原題簽を貼り
直すこともある。題簽の筆跡は原であっても本文と異
なることもある。 〔三条西実隆〕筆『詠歌大概』

表紙を改めた
後に原題簽を
貼り直してい
る。バランス
が悪く、統一

も 感もない。



外題の位置の問題
世尊寺行房（？～１３３７） 『右筆条々』「一 草子書事」

於歌ノ草子者端ニ可書之。於物語者中ニ可書也。

歌書は左肩に、物語は中央



外題の位置の格

• 保存される内容より、左肩の方が中央より格
が高いことがわかる。

• このことは巻子装との親近性に由来すると考
えられる。

• 巻子装の表紙は丸めるので外題を八双に接
して付ける必要がある。その表紙を広げて裏
から見ると左肩の位置になる。

• 左肩の外題は巻子装に共通し、中央は巻子
装から距離がある、つまり冊子であることを
示していると考えられる。



巻子装の外題の位置
表紙を広げ裏から見ると外題は左肩の位置になる



「内題」の様々
・内題 作り物語を始め平仮名散文作品の多くは内題を有
さないが、版行時に加えられることが多かった。

見返し題…表紙裏の題名。江戸後期の版本に多い。

扉題…扉の題名。写本では版本より少ない。

序題…序文の題名。冒頭になく文中にある事もある。

目録題…目録に付された題名。

首題…狭義の内題。本文の直前の題名。

尾題…本文の末尾にある題名。

跋題…跋文の題名。文中にある場合もある。



内題の種類 １
「見返し題」 「扉題」

『秋の夜の長物語』 1716 『後拾遺往生伝』 17ｃ



内題の種類 ２
「序題」 「目録題」

『小町花あはせ』 1696 『平家物語』 17ｃ初



内題の種類 ３
「首題」 「尾題」

古活字版 中院本 『平家物語』 17ｃ初



信頼度の低いその他の書名
柱題・版心書名…版心部分の題名。丁数（版心

丁付（はんしんちょうづけ）と共に刻される。略称

が一般的で、版木の流用などで別書名であるこ

ともある。無枠のものや平仮名系のものは、喉

の付近に、書名と丁数（喉丁付）があることもあ

る。喉のものは綴じて見えないものが多いので、

見落としに注意。

小口書き（こぐちがき）…所有者が整理や心覚

えのために小口に書き入れた書名や巻数。

やはり略称が多い。



その他の書名 １
「柱題」 「尾題」

滝沢馬琴『朝夷巡島記』 1829 松尾芭蕉『奥の細道』
寛政元年板1789 「ヲク幾」



その他の書名 ２
「小口書」

『伊抄〈伊勢物語闕疑抄〉』 1664
外題・小口書ともに「伊抄」としかなく、内容から「通行

書名」を判断するしかない。



書名の優先順位
①内題優先ではあるが、内題の中で何を優先
するかも問題である。一応、

首題＞見返し・扉題＞目録題＞序跋題＞
尾題＞柱題 の順としておきたい。1番本来的
なものである可能性の高い順ということである。

しかしその都度、検討することが必要である。

②内題が無い場合（仮名散文系に多い）には
外題に拠らざるを得ないが、その原か後かを検
討する必要がある。

③内題も外題も無い場合には、小口書や箱・帙
書を利用せざるを得ないこともある。



書名確定の難しさ １

海道記(かいどうき)…貞応２年（1223）成立カ

別書名：鴨長明海道記・長明海道記・鎌倉紀行

東関紀行(とうかんきこう)…仁治３年（1242）成立カ

別書名：鴨長明道之記・長明道之記・鴨長明海

道記・鴨社氏人菊太夫長明道記・鴨長明鎌

倉紀行・親行道記・源光行東行路次記・道の

記・東路之記・海道路次記・鎌倉の道乃記

＊推定した作者を冠したものが目立つ。



外題と内題の不一致＋不確定な書名
『長明道之記〈東関紀行〉』

〔江戸前期〕刊 寛政６年（1794） 京 菱屋孫兵衛求版印



外題と内題一致も不明確な書名
『好文木』 17c

梅の異称、晋文帝の故事に由来（晋起居注）



全体的な統一がなされていない書名
『万葉集註釈』 ２帖



全体的な統一がなされていない書名
『万葉集註釈』 ２帖



全体的な統一がなされていない書名
『万葉集註釈』 ２帖



全体的な統一がなされていない書名
『万葉集註釈』 ２帖

• 外題 万葉集注 上（下）

• 首題 （上帖） 萬葉集第一 萬葉第二（～九）
萬葉集第十 （下帖） 萬葉集註釋第十一 萬
葉第十二 萬葉集第十三 （～十四） 萬葉第
十五（～十七） 萬葉集第十八（～十九） 萬
葉第二十 尾題 萬葉集註釋上 萬葉集註釋
第二十終

• 通行書名 万葉見安 異称 万葉集見安 万
葉目安 万葉集目安

• 目録表記 「萬葉集註釋〈万葉見安〉」



書名不統一の理由

• 意識 散文仮名作品の社会的地位が低く、
作者が正式な命名をしていない。＊作者も不明

• 習慣 散文仮名作品は内題を付さないこと
が多い。

• 書物の性質 題簽や表紙が取れやすく、外
題が不明になってしまう。

• 後人の命名 書写や版行の際に判りやすい
名前を勝手に付加することがある。

• 改題 版本は利益追求の為に改題がなされ
ることがある。



内題の付加例
『伊勢物語』 合１冊 無刊記〔寛永〕刊

元下冊首 と 本奥書 写本の複製 匡郭ナシ



内題の付加例
『伊勢物語』 下冊 正保5（1648）

下冊首 と 刊記



絵入り本初の本文匡郭本
『伊勢物語』 正保5（1648）



内題の付加例
『真名伊勢物語』 下冊 寛永20（1643）

下冊首 と 刊記



内題の付加例
『伊勢物語』 下冊 宝暦5（1755）

下冊首 と 刊記



版本の改題例 1
『古今歌人伝』１冊 大坂 奈良屋長兵衛

巻首 と 表紙



版本の改題例 1
『古今歌人伝』１冊 大坂 奈良屋長兵衛

刊記 と 柱題



『和歌色葉集』9冊との比較
京 中野市左衛門 寛文５（1665）



『和歌色葉集』9冊との比較
京 中野市左衛門 寛文５（1665）



『和歌色葉集』から『古今歌人伝』へ

• 版木を入手した奈良屋は
、『和歌色葉集』9冊の2
冊目が歌人伝記として独
立できることに目を付け、
巻首6丁は用いず、7丁

表を削り取り、裏の内題
を削って入れ木をし、巻
尾の１文も削って刊記を
入れ木をし、外題も新た
に作成して独立した１書
として販売した。バークレ
ー三井にも１本。



版本の改題例 2
『歌道読方和謌海』 と 『歌道垣根の梅』



版本の改題例
『歌道読方和謌海』 と 『歌道垣根の梅』



版本の改題例
無刊記『和謌海』と元禄16（1703）『垣根の梅』



２ 和本の「書名」を決めるのまとめ

• その本の書名を全て確認し、異なるものがある
場合は、優先順位の高いもので代表させる。
首題以外は何題であるかを明記する。

例：＠＠＠（外）、（外補）、（尾）

• 選んだ書名が一般的でない場合は、通行の書
名を付加するのが望ましい。

例：好文木〈自讃歌註〉 伊抄〈伊勢物語闕疑抄〉

• 書名がない場合、付加したことを明確にして、
内容が判りやすい仮称を付す。

例：〔古今和歌集註〕 〔佚名家集〕 〔散名紀行〕


