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１． 跋文・刊記・奥付 

跋文：編著の経緯などを説明して巻末につけた文章。自分で書くものを「自跋」、著者以外が書い

たものを「他跋」という。末尾に年代・署名があることが多く、ここから年代を採録した

場合、「跋刊」となる。但し、国書の場合、「序刊」に統一することもある。 

 

刊記：版本の刊行年月や出版者（書肆）に関する事項の記載。 

   通常は刊行年月と刊行者の住所氏名の組み合わせが多い。 

奥付：版本の刊記部分を巻末に別丁として付けたもの。（江戸後期以降） 

   明治の出版法制定以降は、別丁でなく本文末であっても、一定の形式があれば奥付とする。 

 

＜跋文の例＞ 

『自惚鏡』（ORB.30/8059） 跋文 

 

→ 天明 9 年跋刊、もしくは天明 9 年序刊 

  注記：刊年は跋文による。 

 

※古典籍の慣習により、国書の場合は跋からとっても序刊と表記することがある。 

慶應では、巻末に刊記がなければ、序跋からとった場合でも注記に「刊年は○○による」と記

入している。 

 

 



＜刊記の例１＞ 

セインズベリー日本藝術研究所所蔵 

『秀雅百人一首』（SC. B005） 

 

→ 江戸 山口屋藤兵衛 弘化 5 年刊[江戸末][印]  

注記：巻末に江戸 須原屋茂兵衛・山口屋藤兵衛等 12 あり。 

※注記は「裏見返しに江戸・須原屋茂兵衛, 江戸・山口屋藤兵衛等 12 の書肆記載あり。」といっ

た表現でもよい。 

 

原則として刊年と印年および修印年は区別する。 

→奥付や刊記に年記があっても刊年とは限らない。 

もしくは、以下でも間違いではない。但し、注記は必要。 

 

江戸 須原屋茂兵衛・山口屋藤兵衛等 12 [江戸末][刊] 

注記：巻末刊記に江戸・山口屋藤兵衛 弘化 5 年とあり 

※時代区分の「江戸末」に弘化年間を含めている場合は、 

 単に「後印」でも構わない。 

 

最後に５～10 程度の多数の版元を列挙した刊記があるものは幕末の出版物の特徴。このような場

合、刊行年がなくても幕末のものと判断してほぼ間違いない。 

複数の版元のどれが主版元であるかは一概には決められないため、最初と最後の版元だけを挙げ、

等○○と総数を書く方がわかりやすい。 

 

 

＜刊記の例 2＞ 

オックスフォード大学ボドリアン日本研究図書館所蔵 

『立正安国論説義』（Nipponica 137） 

立正安国論説義 4 巻 深見悳(要言） 

文化 5 刊 後印 (江戸、岡田屋嘉七) 

大 4 冊 

*柱題「本化高祖御書」。(文化 5 年の刊記書肆)法華宗門書堂/京都、村上勘兵衛／東都、丹波屋甚四

郎・和泉屋庄八・槌屋惣兵衛・越後屋長三郎。奥附に岡田屋嘉七の蔵版目録(5 点)を附す。印記 BOD

丸蔵書印「13.3.1908」。[サトウ蔵書印無、但しサトウ目録十七 4]   

(Jap.d.48/1-4) 

 

→ 京 村上勘兵衛・江戸 越後屋長三郎等 5 文化 5 年刊[後印] 

注記：巻末に江戸・岡田屋嘉七の蔵版目録あり 



刊記が 2 つある場合は、新しい方を採録。慶應では、記載場所が最後かどうかは関係なく、一番

新しい刊年を採録している。 

蔵版目録の位置は、「巻末」で問題ない。「裏表紙見返し」等のほうがより丁寧な記述となる。 

 

 

 

２． 題簽と書名 

題簽にある書名が必ずしも本文

のタイトルを示しているとは限

らない。 

例：『四十二の物諍』 

（OR.902, OR.903） 

 

 

→書名：[四十二の物諍] 

 その他の書名： 

外題：和歌画巻物・和歌絵巻物 

 注記：題簽に「和歌画巻物」（上巻）、「和歌絵巻物」（下巻）とあり。 

 

 

 

３． 本文の開始ページ（巻頭） 

『国史略』（16047.c2） 

序、目録、凡例などがあって、「○○巻之一」

というところが本文の始まり（巻頭）となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．出版年 

出版年のように見えるものが資料の中に多数ある場合、何を出版年とするのか。 

→慶應では、巻末に刊記がなければ、序跋から年代を採録した場合でも注記に「刊年は○○によ

る」と記入している。 



＜序文中に年代がある例＞ 

『増補訓蒙図彙』（OR.75.ff1） 

川瀬一馬・岡崎久司編『大英圖書館所蔵和漢書

總目録』（講談社、1996 年）には寛文 6 年序刊

とあり。 

 

→寛文 6年序刊 

 注記：刊年は序文による。 

 

 

＜刻成・再刻の例＞ 

再刻は二回目の木版の本という意味。 

慶應では、刊記に「刻成」「発行」と「板行」や

「求板」「補刻」の両方の年が明記されていると

きは、板行年、補刻年、求板年のほうを記入し

ている。 

 

→安政 4年刊 

注記：刊記に「文政丙戌（文政 9年）季冬 

刻成」とあり。 

 

※いずれかに年代に関する記述があれば、それを採録して注記に典拠も記入すれば問題ない。 

現物に元号と年が明記されている刊本はおおよそ江戸後期以降の出版物であることが多い。 

 

 

＜参考＞地図の年代比定 

 

 



『新板日本国大絵図』（OR.75(2).f13） 

大名配置図の場合、大名家の配置や石高数等で年代を絞り込むことができる。左の画像は播州赤

穂（当時は「かりや」と表記されることもあった）の「五万三千 浅野内匠」（播州赤穂浅野家は

元禄 14 年（1701）改易）。 

 

→[江戸前期]刊 

 

 

 

５．刷り題簽と書き題簽 

『廓通遊子』（ORB.30/8055, ORB.30/8056）  

 

画像左が刷り題簽、右が書き題簽（打付書と

もいう）。 

刷り題簽の場合、印刷のかすれた部分などが

参考となる。 

江戸時代の版本の題簽は、基本的に成立当時

はすべて刷り題簽であるため、書き題簽の場

合は後の所蔵者によって付けられたものと

なる。 

 

 

６．明治期の出版物 

『西洋事情』初編（16056.b10） 

 

「発兌」は「発行」と同じと考えてよい。 

慶應では、幕末・明治期前後の発売や取次などの情報がある場合、発行者を刊写者欄に記入し、

頒布者（発売，取次，弘所など）の情報は、刊写者欄に○○（発売）、○○（取次）といった形で、



役割表示を付記している（これらはあくまで頒布者であり、発行とは別扱いとなるため）。紛らわ

しい場合は、すべて役割表示付で記載したほうが混乱しにくい。 

 

※見返しと刊記（奥付）で出版社と出版者がある時は、明治以降の場合は見返しにある出版者名

を優先させ、注記に奥付の出版者を記入している。江戸以前は刊記のほうを優先している。 

→刊写地・刊写者：京・出雲寺文次郎, 江戸・尚古堂 岡田屋嘉七等 5  

刊写年：慶應 2 年刊 

 

＜明治以降だった場合の記入例＞ 

刊写地・刊写者：[東京] 尚古堂 

   刊写年：明治元年 

注記：巻末に京都・出雲寺文次郎, 東京・岡田屋嘉七等 4 の書肆記載あり。 

 

 

 

７．物理的な冊数と書誌的巻数 

 

＜物理的な冊数と書誌的巻数が異なる例＞ 

『曽我物語』（16052.f8） 

日本古典籍総合データベースには、版本は 12 巻 12

冊とある。但し、必ずしも冊数は 12 冊でない場合

もある。British Library 所蔵の『曽我物語』は 12

巻 4 冊。画像は 1 冊目にある巻 2 の冒頭。 

 

→書名・巻数：曽我物語 12 巻 

 冊数：4 冊 

 

 

 

８．合冊の見極め方 

『路婦之傳』（ORB.30/8062, ORB.30/8063）新旧の版が 29 丁目を境に合綴されている。 

 

『天保武鑑』（16075.a16） 

本来 4 冊あるものを 1 冊としたもの。 

小口に各冊ごとの年代が記入されている。 

版本の場合は各巻の丁付や版心の文字などを手がかり

に確認するのがわかりやすい。 



『伊勢物語』（OR.64.c35） 

「蔵書印」の押された場所、小口に合冊の痕跡が残されている。 

 

 

 

＜参考＞合巻の冊数表示 

合巻：文化・文政期（1804-1830）以降に流行した草双紙の一種。もともと五丁 1 冊であった草

双紙を数冊分まとめて 1 冊として発行したため、冊数表示が現物の冊数と異なっている。 

 

『恵方の冨士初夢双紙』 

（ORB.30/8003） 

3 冊の表紙の絵はつながっている。 

 

 

 

 

 

3 冊本であるが、表紙には全 6 冊と表記がある。 

丁数を数えると、確かに 3 冊とも 10 丁ずつとなってお

り、本来の草双紙 6 冊分であることがわかる。 

 

 

 

 

 

※黄表紙等は出版者に関する情報が版元印のみで、刊年も干支だけというものもあり、現物だけ

見て出版年を特定することが難しい資料も多い。各種参考書も利用して年代判定を行う必要が

ある。 

合冊の切れ目に筋が見える。 もともと 2 冊目であったところの冒頭にも

蔵書印が押されている。巻頭だった名残。 



９．資料の比較（江戸前期と後期、古文書と古典籍） 

 

＜江戸時代前期と後期の資料の比較＞ 

『改正太平武鑑大全』（OR.75.f22）元禄 2 年序刊（1689）初印 横本 

『天保武鑑』（16075.a16）天保 14 年刊（1843）後印 小本（須原屋） 

※書肆記述は川瀬一馬・岡崎久司編『大英圖書館所蔵和漢書總目録』（講談社、1996 年）より。 

 

＜古典籍と古文書の比較＞ 

古文書の例：『天保御改革日記』（OR.861） 江戸末写 美濃本 平仮名交り 原装 

※書肆記述は川瀬一馬・岡崎久司編『大英圖書館所蔵和漢書總目録』（講談社、1996 年）より。 

 

 

（注記） 

・本資料に紹介した刊記、注記等の記入方法は、原則として慶應義塾大学三田メディアセンター

のマニュアルに従ったものです。古典籍の目録は各機関のマニュアルによって記入の仕方が異

なりますので、書誌記述の一例としてお考えください。 

・画像で取り上げた資料は特に注記のないものはすべて British Library 所蔵資料です。資料名の

あとの（ ）内の英数字が請求記号になります。 

以上 


