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要旨

中村惕斎『訓蒙図彙』は後世、模倣する辞書や出典として引用した書物もあるが、その成立事情や性

格については未だ十分に検討がなされていない。本稿では『訓蒙図彙』の内、本草学に関わる部門とし

て最多の見出し語数を持つ「花草」を対象とし、李時珍『本草綱目』の漢名に和名を付した二書（林羅

山『新刊多識編』、貝原益軒「本草綱目品目」）との比較を行った。既に『新刊多識編』、「本草綱目品

目」の二書の漢名と和名の対応は異なるものが多いことが示されている。『訓蒙図彙』はその凡例にお

いて『多識編』を用いたとしており、影響関係があるとされてきた。この指摘が正しいかは考察すべき

であるため、両書を比較した。また、「本草綱目品目」は『訓蒙図彙』とほぼ同時期の刊行である。こ

のころの漢名と和名の対応がどのような様相であったかを検討するため両書を比較した。比較の結果、

『訓蒙図彙』「花草」と『新刊多識編』、『訓蒙図彙』「花草」と「本草綱目品目」のそれぞれで類似する

ものは多くないことが分かった。このことは『訓蒙図彙』及び「本草綱目品目」それぞれにおける漢名

と和名の対応については『新刊多識編』からの影響が大きくないことを示唆する。また、『訓蒙図彙』、

「本草綱目品目」二書は刊行年代が近いが、漢名と和名の対応には相違するものが多い。

1.はじめに  
1. 1.本稿の目的と検討する記述

本稿は中村惕斎『訓蒙図彙』成立の一端について『訓蒙図彙』の前後に出た本草書との比較

を通じて考察するものである。石上（2016）は『訓蒙図彙』について寛文 6 年（1666）に刊行

された百科事典で、各事物を 17 の部門に分け、絵と言葉で事物の形状と名称を示すこと、書

物の形式が模倣されるなど後世への影響も大きいことを指摘する。この指摘からは辞書史上で

も重要な位置を占めると考えられる。

しかし、『訓蒙図彙』がどのような書物を参考にして成立したかについて、検討はほとんどな

されておらず、同時期の書物とどのように類似するか（類似しないか）は不明であり、辞書史

上の位置づけも十分には検討できていない。

そこで『本草綱目』に載る漢名に和名を対応させた二書を比較対象としてその成立の一端及

びその成立に関わる言説について考察したい。『本草綱目』に関わる書物を対象としたのは『本

草綱目』が近世の本草学に与えた影響が大きいとされ①、『訓蒙図彙』の成立にも影響を与えた

と考えられるためである。

検討の観点は漢名と和名の対応とし、①『訓蒙図彙』に影響を与えたとされる書物からの影

響が確認できるか、②同時期の書物に示される対応とどの程度類似するかの 2 点を検討する。

本稿で漢名と和名との対応を観点として用いたのはこの期の『本草綱目』の漢名に和名を付

① 杉本（2011）「日本本草学の歩み」11～100 ページ
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した書物は多数存在し、書物によって漢名と和名の対応は相違することが指摘されているため

である。本稿では『本草綱目』の漢名に和名を付した二つの書物を用いて比較する。一書は林

羅山②『多識編』を比較対象とする。もう一書は『多識編』とは異なる漢名と和名の対応を示す

貝原益軒③「本草綱目品目」とする。なお、「漢名」と「和名」の語を用いるのは「本草綱目品

目」について研究した磯野（2008）に倣ったものである。「和名」という呼称は訓読みを意味す

るものではなく、音読みに由来するもの（「桔梗」に対する「キチカウ」、「菊」に対する「キク」

など）も含むものである。

次に見出し語「葵」を例として『訓蒙図彙』の記述のどの部分を漢名と和名とみなすか示す。

『訓蒙図彙』「葵」

葵
き

あふひ總名也○蜀葵
しよくき

からあふひ戎葵
し う き

同錦葵
き ん き

今按こあふひ荊葵
け い き

同

（国立国会図書館蔵本 14 巻 4 コマ）

検討の対象とした漢名は各見出し語と見出し語の下にある注文内の漢字表記、和名は注文内

の平仮名で書かれた語である。見出し語や注文内の漢字表記に付された振り仮名については検

討対象としない。この例では見出し語「葵」を漢名とし、「あふひ」を和名とみなす。また注文

の中で漢名と和名の対応が示されるものがある。この例でいえば、漢名「蜀葵」、「戎葵」に対

して和名「からあふひ」、漢名「錦葵」、「荊葵」に対して和名「こあふひ」が示される。これら

についても検討の対象とした。

1．2．比較対象とした文献の選考理由

『多識編』を検討対象とするのは『訓蒙図彙』が『多識編』を参照したことが凡例に記され

ており、影響関係が想定されているためである。中田・小林（1977ｂ）によれば、『多識編』は

李時珍『本草綱目』をもとに林羅山が編んだ書物で、『本草綱目』の見出し語を取り上げ、各見

出し語について漢字の異表記を示す他、それぞれに羅山が和名を付したものだという。中田・

小林は近世期辞書への『多識編』の影響について「近世初期の辞書類においては、「多識編」の

影響を受けているものが少なくない」とし、『訓蒙図彙』をはじめとして『節用集大全』（延宝

8 年（1680）、恵空編）、『邇言便蒙抄』（天和 2 年（1682）、永井如瓶子編）の名を挙げる。『節

用集大全』、『邇言便蒙抄』についてはどのような影響があったかを具体例を示し、『合類節用

集』（延宝 8 年）についても一部の影響を指摘している④。しかし、『訓蒙図彙』については具

体例を示しておらず、「この書（鬼頭注：『訓蒙図彙』）では語ごとに所拠を示すことをしていな

いのでどの語が「多識編」に拠るものであるかはいちいち考証しなければならない」⑤と指摘

している。中田・小林の指摘の他にも杉本 （2011、136、137 ページ）が凡例や本文の記述の

② 堀（1984）によると通称又三郎、名は道春など、字は子信、号は羅山など。京都生まれ。
③ 井上（1983）によれば、名は篤信、字は子誠、通称は久兵衛、号は初め柔斎、後に損軒、晩年に益

軒としたという。井原（1958）によれば、貝原益軒が「益軒」と号したのは彼が 78 歳ごろからで、

それ以前には「損軒」と号していたという。本発表では「（貝原）益軒」と称す。

④ 『合類節用集』（延宝 8 年）については柏原（1958）が『合類節用集』全体で見ても最も引用数が多い

文献が「多識編」であると指摘している。

⑤ 中田・小林（1977ｂ）17 ページ。

－46－



中村惕斎『訓蒙図彙』「花草」における漢名と和名の対応について
―『本草綱目』関係書との比較を通じて―

仕方から本草書の影響が大きく、日本の書物では林羅山『多識編』⑥が重視されていることを

指摘する。杉本も『多識編』がどのように『訓蒙図彙』で用いられたか具体的な記述をしてお

らず、この両書がどのような関係であるのかは検討を要する。

そこで、実際に『多識編』が『訓蒙図彙』に影響することが確認できるか、もし確認できる

とすればどの箇所にどの程度影響しているのとみられるのかを漢名と和名の対応という観点

から検討する。ただし、今回の検討で明らかになるのは漢名と和名の対応における影響関係の

有無であってそれ以外の記述については更なる検討が必要になる。

「本草綱目品目」は磯野（2008）によると、寛文 12 年（1672）本『本草綱目』に附録として

収められた漢名と和名の対応を示すものである。『多識編』と同様、『本草綱目』に見出し語と

して見える漢名に和名を施したもので『本草綱目』の見出し語が順に並んだ一種の目次である。

「本草綱目品目」における漢名と和名の対応については磯野によって『多識編』の版本の一つ

『新刊多識編』との比較が行われており、『新刊多識編』における漢名と和名の対応とは多くが

相違し、後に益軒が編んだ『大和本草』⑦と一致するものが多いことが指摘されている。また、

寛文 12 年本『本草綱目』には各巻末にも漢名と和名を示すものがある。この部分の対応につ

いては『新刊多識編』の抄出であることを磯野が指摘している。『新刊多識編』に示される漢名

と和名の対応を比較に用いるため、寛文 12 年本『本草綱目』の各巻末について今回は比較対

象とはしない。

『訓蒙図彙』と「本草綱目品目」はともに寛文年間に刊行された書物である。そこで「本草

綱目品目」と『訓蒙図彙』における二書の漢名と和名の対応がどの程度一致するのかも検討し、

寛文年間ごろの本草書、辞書における漢名と和名の対応の様相を理解することで、後世の本草

書や辞書の検討に繋げる。

以上の比較に加え、17 世紀前期から中期の辞書や本草書における漢名と和名の対応の様相に

ついて以下の 2 点も確認する。まず、①今回比較する『多識編』、『訓蒙図彙』、「本草綱目品目」

の三書とも共通する漢名と和名の対応を示すものがあるかを検討し、この期にどのような対応

が安定していたとみられるかを確認する。②さらに三書とも異なる漢名と和名の対応を示すも

のがあるかについても検討し、今回比較した文献によって相違するものがどの程度あるか確認

する。それぞれの比較検討は今後、『新刊多識編』、『訓蒙図彙』、「本草綱目品目」を用いたと考

えられる書物を分析するために必要となる。

2．比較対象とした書物の諸本および検討箇所

今回比較に用いるものの内、『訓蒙図彙』、『多識編』については版を重ねており、内容を異に

する諸本があることが先行研究により分かっている。「本草綱目品目」については内容を異に

するものは確認できていない。

そこで『訓蒙図彙』、『多識編』両書にどのような版があり、相違が指摘されているかを確認

したうえで複数の版の内、どの版を用いるかを示し、その選択の理由を述べる。また、『訓蒙図

彙』、『多識編』及び「本草綱目品目」のどの部分を漢名と和名として検討するかを示す。

⑥ 杉本（2011、117 ページ）は版本・写本とも複数あるうち、『新刊多識編』とする。『新刊多識編』は

『多識編』の版本の一つで寛永 8 年（1631）刊。2．2 節で説明する。
⑦ 河野（2014）によれば本文は宝永 6 年（1704）刊、付録・諸品図は正徳 5 年（1715）刊である。
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2．1．『訓蒙図彙』の諸本と検討箇所

『訓蒙図彙』の諸本については小林（1976）によって調査されている。寛文 6 年、寛文 8 年

（1668）、享保 17 年（1732）に刊行されているとしたうえで、それぞれの版の絵について、寛

文８年版、享保 17 年版は寛文 6 年版のものを縮小したものであるとし、注については版によ

って相違しないと指摘する。また、題名に「増補」とあるものに元禄 8 年（1695）刊、寛政元

年（1789）刊のものがあるがこれらは寛文 6 年版とは内容が相違するという。本稿では刊行が

最も早い寛文 6 年刊の国立国会図書館蔵『訓蒙図彙』を用いた。

2．2．『多識編』の諸本と検討箇所

『多識編』の諸本については中田・小林（1977ｂ）に刊本として古活字本一種、整版本四種

を挙げる。また、稿本として一種を挙げる。『國書總目録』では整版本が多数現存すること⑧が

確認でき、当時も流通していたものと思われる。このことから今回の検討対象を整版本に絞る。

中田が示した四種の整版本を次にあげる。

・寛永 8 年（1631）刊整版本：3 冊。内題に「新刊多識編」とある。

・慶安 2 年（1649）刊整版本：2 冊。中田・小林は寛永 8 年本の覆刊本とする。

・刊年不明整版本：2 冊。中田・小林は慶安２年板の版木を用いた再版本であるとする。

・改正増補多識編：刊年は不明である⑨。五冊。中田・小林は整版本をもとに和名や異名など

の内容の増補などを行ったとする。ただし、内容の増補をした人物は不明

であるという。

これら四書のうち、慶安 2 年刊、刊年不明のものについては覆刊本、再版本であるため最も

早い刊行である寛永 8 年刊のものと内容が相違しないと考えられる。これらの内、刊年が最も

早いもので行うために寛永 8 年刊（以下、『新刊多識編』）を用いることとする。内容の増補が

行われた『改正増補多識編』を用いず、『新刊多識編』を用いる理由は二つある。一つは『改正

増補多識編』が『訓蒙図彙』刊行後に編まれたと考えられており（脚注 10 参照）、『訓蒙図彙』

がどのような書物から影響を受けたかを検討するためには不適であることである。もう一つは

磯野（2008）が「本草綱目品目」との比較に『新刊多識編』を用いており、その成果を利用す

るためには『改正増補多識編』ではなく、『新刊多識編』で行う必要があることである。本稿で

は中田・小林（1977ａ）所収の『新刊多識編』の影印を用いて検討する。

検討の対象とした漢名は見出し語と注文に「異名」として現れる漢字表記とする。和名は

漢名の下（挙例では右）の真仮名とする。漢名「葵」、「蜀葵」の例でどの部分を検討対象の

漢名と和名としたか示す。

『新刊多識編』

葵 阿於比今案古阿於比〔異名〕露葵
ロ キ

綱目⑩

蜀葵 加良阿於比今案阿於比 （両例とも中田・小林（1977ａ）248 ページ）

⑧『國書總目録』に載るものだけでも整版本は 40 点以上確認できた。
⑨ 中田・小林（1977ｂ）は書籍目録の記述から「寛文 10 年をさほど隔たらない前に刊行になったと考

えられる」（12 ページ）と指摘する。そのため、寛文 6 年刊の『訓蒙図彙』以前に刊行されたかは不

明である。
⑩ 「異名」については白抜きであるが、例示に際しては〔 〕に入れて示す。また、「綱目」は原文細

字であったが、特に区別して示さない。
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この例では「葵」、「露葵」が漢名である。見出し語の下にある「阿於比」、「古阿於比」が和

名である。また、漢名「蜀葵」は「加良阿於比」、「阿於比」が和名である。

さらに、『新刊多識編』で見出し語となっている語が『訓蒙図彙』の注文に出現する場合も検

討した。『訓蒙図彙』の漢名「夏枯」、『新刊多識編』の漢名「夏枯草」を示す。

『訓蒙図彙』

夏枯
か こ

うるき うつぼくさ、夏枯草
か こ さ う

也 （国会図書館蔵本 14 巻 15 コマ）

『新刊多識編』

夏枯草 宇流岐又称宇都保久左 （中田・小林（1977ａ）246 ページ）

『新刊多識編』では「夏枯」という語が載らず、『訓蒙図彙』の注文に出る「夏枯草」のみ載

る。この場合、両書ともに載る漢名「夏枯草」にどのような和名が示されたかを検討した。こ

の場合では両書ともに漢名「夏枯草」に和名「うるき（宇流岐）」、「うつぼくさ（宇都保久左）」

の二語が対応しているとみなす。

更に『訓蒙図彙』で見出し語となっている漢名が『新刊多識編』の異名の中に出る場合も検

討の対象としている。漢名「山蔥（山葱）」に関する両書の記述を見る。

『訓蒙図彙』

山蔥
さんそう

今按俗云ぎやうじやにんにく又名隔葱
かくそう

、鹿耳葱
ろ く じ そ う

（国会図書館蔵本 14 巻 27 コマ）

『新刊多識編』

茖葱 今案乃比畄
ル

〔異名〕山葱
サンソウ

（中田・小林（1977ａ）269 ページ）

この場合、両書の漢名「山蔥（山葱）」にどのような和名が付されたかを比較した。

2．3．「本草綱目品目」の検討箇所

先に述べたように「本草綱目品目」は『本草綱目』の見出し語に和名を付した一種の目次で

ある。漢名「蓼」の例について「本草綱目品目」と『訓蒙図彙』の記述を示し、どの部分を漢

名、和名として用いるかを説明する。

『訓蒙図彙』

蓼
れう

たで （以下略） （国会図書館蔵本 14 巻 5 コマ）

「本草綱目品目」

蓼
タデ

（京都大学富士川文庫蔵本 41 コマ）

「本草綱目品目」では漢字表記されている語を漢名とみなし、漢名に付されている振り仮名

を和名とみなす。この例では漢名が「蓼」、和名が「タデ」となる。漢名「蓼」について『訓蒙

図彙』「花草」と「本草綱目品目」の両書の漢名と和名の対応は完全に一致するとみなせる。
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2．4．今回検討対象とする『訓蒙図彙』の部門と検討対象の分類

先に述べたように『訓蒙図彙』には 17 の部門がある。今回はこのうち、「花草」を対象とし

て検討する。「花草」を選択した理由は比較対象を本草関係の書物としたことと『訓蒙図彙』の

本草関係の記述がなされる部門の中では見出し語数が多いことである。

本稿では『本草綱目』と関係する書物として『新刊多識編』と「本草綱目品目」を選び、そ

こに載る漢名と対応する和名を検討の対象とした。『新刊多識編』、「本草綱目品目」は両書とも

本草学に関わる書物であり、その記述内容の中心は主に動植物に関する語である。そのため、

『訓蒙図彙』にある門のうち動植物名に関わる門を比較対象とする必要があった。『訓蒙図彙』

の中で動植物に関わる門は八つあり、それぞれの見出し語の数は次の表 1⑪の通りである。

【表 1】『訓蒙図彙』における本草学（動植物名）に関わる部門の部門名と各見出し語数

表 1 から、『訓蒙図彙』の本草学に関わる部門の中で最も見出し語の数が多いのは「花草」で

あることがわかる。本稿で最も数量の多い「花草」から検討を行い、今後の見通しを立てたい。

『新刊多識編』の比較については『訓蒙図彙』「花草」が影響を受けたかを考察するため、①

『訓蒙図彙』「花草」が『新刊多識編』に載らない漢名を用いているもの、②『新刊多識編』、

『訓蒙図彙』「花草」両書に漢名は載り、『訓蒙図彙』「花草」には和名が示されるが、『新刊多

識編』には和名の無いもの、③『新刊多識編』、『訓蒙図彙』「花草」両書に漢名と和名の対応が

示されるものの三つに分けて検討した。①、②については 3．1 節で、③については 3．2 節で

比較を行った。

「本草綱目品目」の比較については寛文年間における漢名と和名の対応の様相を把握する

ために行い、影響関係については論じない。そのため、「本草綱目品目」、『訓蒙図彙』「花

草」の両書に漢名と和名の対応が示されるもののみを検討する。『訓蒙図彙』「花草」と『新

刊多識編』とを比較した分類 B のうち、対応の過分なもの、不足するものがどの程度かにつ

いて検討する。

2．5．各文献の和名で用いられた仮名、仮名遣い、濁点、語順の相違の扱い

用いられる仮名や仮名遣い、濁点、和名が現れる順序に比較した各書で相違が見られた。そ

の扱いは次の①から④の通りである。

①  和名で用いられた仮名の種類に相違がある。『訓蒙図彙』はひらがな、『新刊多識編』は真

仮名、「本草綱目品目」はカタカナを用いる。使われる仮名の種類は異なるが、同じ音をあ

らわす仮名（「阿」と「あ」と「ア」、「比」と「ひ」と「ヒ」など）が用いられている場合、

同じ音とみなした。

②  濁点の付し方が各書によって違う。清濁が対応するもの（「て」と「で」など）は一致する

とみなした。

③  各書で仮名遣いに相違がある。本稿では仮名遣いが相違していても同じ音を表すと判断で

きるもの（「お」と「ほ」と「を」など）は同じ音とした。

⑪ 杉本（2011）150 ページ、表「『訓蒙図彙』内容一覧」を基に作成した。

部 門 名 畜獣 禽鳥 龍魚 虫介 米穀 菜蔬 果蓏 樹竹 花草

見出し語数
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④  和名として現れる順序（振り仮名の場合右か左か）について各書で相違するか、一致する

かは今回検討していない。

2．6．比較の基準

比較の観点としては『訓蒙図彙』で示された漢名と和名の対応が『新刊多識編』、「本草綱

目品目」のそれぞれで示されるものと過不足なく一致するかどうかを重視した。『訓蒙図彙』

でも比較した書物に見える漢名と和名の対応が過不足なく載るかを検討するため、『訓蒙図

彙』の漢名と和名の対応と比較した結果を次の A、B、C の三種に分類した。

A：漢名と和名の対応が過不足なく一致するもの。

B：過不足があるものの、載っている漢名と和名の対応が一部一致するもの。

C：載っている漢名と和名の対応が全く一致しないもの。

漢名と和名の対応の過不足とはどのようなものかを示す。『訓蒙図彙』に現れる和名を『新刊

多識編』が示さず、対応に不足があるものをみる。漢名「射干」に付された和名を例とする。

『新刊多識編』

射干 可羅須阿布
ア フ

岐 〔異名〕（以下略）

（中田・小林（1977ａ）254 ページ）

『訓蒙図彙』

射干
や か ん

からすあふぎ ひあふぎ烏扇（以下略）

（国会図書館蔵本 14 巻 14 コマ）

漢名「射干」の例では『新刊多識編』が「可羅須阿布岐」のみを示すのに対して『訓蒙図彙』

では「からすあふぎ」、「ひあふぎ」の二語を示す。『新刊多識編』は『訓蒙図彙』に現れる「ひ

あふぎ」を示さず、不足がある。そのため、『訓蒙図彙』は上記の分類Ｂに当たる。このような

例は『訓蒙図彙』が『新刊多識編』以外の文献を参照していることを示唆する。

続いて『新刊多識編』が『訓蒙図彙』に現れる以外の和名を示し、対応に過分があるもの

を見る。この例として『新刊多識編』、『訓蒙図彙』に載る漢名「酸漿」で説明する。

『新刊多識編』

酸漿 奴加都岐又云保於豆岐一云加加知

（中田・小林（1977ａ）249 ページ）

『訓蒙図彙』

酸 漿
さんしやう

かヽぢ ほヽづき又名醋漿
さしやう

苦葴
く し ん

（以下略）

（国会図書館蔵本 14 巻 13 コマ）

漢名「酸漿」の例では『新刊多識編』が「奴加都岐」、「保於豆岐」、「加加知」とするのに対

して、『訓蒙図彙』は「かヽぢ」、「ほヽづき」とする。『訓蒙図彙』では「保於豆岐」と「加加

知」に相当する和名は載るが、「奴加都岐」に相当する和名を示さない。この点で『新刊多識編』

の漢名と和名の対応は『訓蒙図彙』に比べて過分である。そのため、漢名「酸漿」については

分類Ｂに当たる。このような例は『新刊多識編』の一部の記述を使用しないことが分かるのみ

で『新刊多識編』以外の文献の利用を示唆しない。しかし、『新刊多識編』と完全に一致しない
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という点で分類 A とは区別できる。これらの漢名と和名の対応について過分と不足を併せて過

不足があるとした。「本草綱目品目」との比較においても以上の分類を用いて同様に検討した

⑫。分類Ａから分類 C に分けた時、分類 A が多いほど影響が大きいことを、分類 C については

影響が全く考えられないことを示す。分類 B の内和名が過分に対応しているものについては一

部を利用した可能性が残されるため、どの程度存在するか観察する必要がある。

3．『訓蒙図彙』「花草」における漢名と和名の対応

3．1．『訓蒙図彙』「花草」の漢名が『新刊多識編』にないもの、両書に漢名は載り、『訓蒙図

彙』「花草」には和名が示されるが『新刊多識編』には和名が示されないもの

表 1 で『訓蒙図彙』「花草」に 128 の見出し語があることを示した。見出し語や注文の記述

から今回検討の対象とする漢名と和名の対応が 143 確認できた。この内、本節では『訓蒙図彙』

「花草」の漢名が『新刊多識編』にないもの、『訓蒙図彙』「花草」、『新刊多識編』両書に漢名

が載るものの、いずれか一書で和名が対応していないものを見る。両書とも漢名のみが示され

るものの和名が示されないものは対象としない。

『訓蒙図彙』「花草」で和名が示される 143 の漢名の内、『新刊多識編』に漢名が載らない

ものは 39 例、『新刊多識編』が漢名のみで、和名が示されないものは 5 例存在した。これら

44 例は『訓蒙図彙』「花草」が『新刊多識編』以外の書物に拠ったことが明らかである。

以上の 44 例を除いた 99 例（両書とも漢名と和名を対応させたもの）を次節で観察する。こ

の比較によっても『新刊多識編』と全く一致するものが少ない場合、『新刊多識編』から『訓蒙

図彙』「花草」への影響はその凡例に述べられるものの比較的小さいと言えよう。

3．2．『訓蒙図彙』「花草」と『新刊多識編』両書が漢名と和名の対応を示す場合

『訓蒙図彙』「花草」と『新刊多識編』の両書ともに確認できた漢名で両書とも和名が示され

るものは 99 例存在した。これらを分類 A から C に分けた結果を表 2 に示した。

【表 2】両書に載る『訓蒙図彙』「花草」と『新刊多識編』の漢名と和名を比較した結果

表 2 より、『訓蒙図彙』「花草」と『新刊多識編』を比較した結果、分類 A であるものは 26

例（26.3％）であるが、分類 C は 36 例（36.4％）であり、過不足なく一致するものは全く一致

⑫ 今回、漢名と和名の対応という観点と一致の仕方の三分類を用いた。この手法が有効であった事例

として稿者が以前比較した益軒「本草綱目品目」と貝原好古『和爾雅』の二書における漢名と和名

の対応を報告する。両書ともに和名が対応する漢名が 194 例あり、今回と同様の条件で分類 A から

C に分類した。分類 A は 144 例（74.2％）、分類 C は 10 例（5.2％）、分類 B は 40 例（20.6％）であ

った。一方、『新刊多識編』と『和爾雅』の比較では分類 A は 50 例 25.8％ 、分類 B は 74 例

38.1％ 、分類 C は 70 例 36.1％）であった。このように比較した書物によって一致率 一致数 に差

が見られることから、漢名と和名の対応という観点と一致の仕方の三分類を用いることは本稿にお

いても有効と考える。

分類 該当数

合計
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しないものより少ないことがわかる。また、分類 B は 37 例（37.4％）であるが、このうち『訓

蒙図彙』「花草」が『新刊多識編』に見えない和名を載せる（『新刊多識編』の対応が不足する）

ものは 23 例（23.2％）存在した。分類 C および、分類 B の内対応に不足があるものを合計す

ると 59 例（59.6％）存在することになる。この 59 例は『新刊多識編』以外の書物によったこ

とが明らかである。

前節及び本節の比較結果からは『新刊多識編』と『訓蒙図彙』「花草」の二書において一致し

ないものは多く、『訓蒙図彙』「花草」の漢名と和名の対応において『新刊多識編』は主要な出

典であるとは考え難い。両書とも漢名と和名の対応が示されるものについてだけでも、『新刊

多識編』以外の他の文献を組み合わせたといった手法でなければ、『訓蒙図彙』「花草」におけ

る漢名と和名の対応の約 6 割の説明はつかない。

以上の比較によって『訓蒙図彙』「花草」と『新刊多識編』で漢名と和名の対応が過不足なく

一致するものは少ないことが分かった。今回はいくつかある部門のうち「花草」のみを対象と

し、漢名と和名の対応のみを検討したため、見出し語の選択やそれらの配列、注釈への『新刊

多識編』の影響については今回の比較において検討できていない。これらへの『新刊多識編』

の影響の有無は今後の課題として残される。

そのため中田・小林（1977ｂ）や杉本（2011）で指摘されていた『多識編』が『訓蒙図彙』

に影響を与えているという言説を全く否定するものではないが、漢名と和名の対応という観点

においてはその影響が大きくないとみられる⑬。「花草」について、先行研究で指摘されてきた

『新刊多識編』からの『訓蒙図彙』の影響が大きい部分があるとすれば、漢名と和名の対応以

外の箇所を検討する必要があるであろう。

3．3． 『訓蒙図彙』「花草」と「本草綱目品目」両書における漢名と和名の対応

本節では『訓蒙図彙』「花草」と「本草綱目品目」との漢名と和名の対応についての比較を試

みる。既に磯野（2008）によって『新刊多識編』と「本草綱目品目」における漢名と和名の対

応には相違するものが多いことが指摘されている。『訓蒙図彙』「花草」の漢名と和名の対応は

『新刊多識編』のものと過不足なく一致するものは少ないという結果が前節と本節の比較によ

って得られた。そのため、『新刊多識編』の漢名と和名の対応と相違が多いと指摘された「本草

綱目品目」について『訓蒙図彙』「花草」との比較を行うことでこれら三書の漢名と和名の対応

がそれぞれどのような関係であるのかを明らかにする。また、この比較では両書とも寛文年間

の書物を検討するため、『新刊多識編』よりも『訓蒙図彙』と刊行年が近い同年代の文献での漢

名と和名の対応の様相がどのようであったかを考えることになる。

仮に『訓蒙図彙』「花草」と「本草綱目品目」の漢名と和名の対応に過不足なく一致するもの

が多い場合、『多識編』の影響がみられる本草書や辞書が少なくないとされる近世初期にあっ

ても『多識編』とは相違する対応を示す書物の一群があったと考えられる。また、『訓蒙図彙』

「花草」と「本草綱目品目」両書の漢名と和名の対応に過不足なく一致するものが少ない場合、

このころの本草書、辞書は書物によって記す漢名と和名の対応が異なるものが多かった可能性

⑬ 注 12 で示したように「本草綱目品目」と『和爾雅』草木門の比較では対象とした 194 例中、分類 A
は 144 例（ ％）、分類 C は 10 例（5.2％）となっている。こうした事例に比べれば、影響が大き

いとは言いがたい。
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を示唆する。

3．3．1『訓蒙図彙』と「本草綱目品目」の漢名と和名の対応の比較結果

本節での観察対象は寛文年間における漢名と和名の対応の様相を把握するため、『訓蒙図彙』

「花草」と「本草綱目品目」両書に漢名と和名の対応が載るもののみとする。両書ともに和名

が示される漢名は 91 存在した。これらを観察し、分類 A～C の三つの観点のいずれに該当す

るか分析を行った。検討した結果を表 3 に示す。

【表 3】『訓蒙図彙』「花草」と「本草綱目品目」の漢名と和名を比較した結果

表 3 から以下のことが分かる。分類 A は 34 例（37.4％）であり、分類 C の 23 例（25.3％）

よりは多い。また、分類 B は 34 例（37.4％）である。「本草綱目品目」に先立って『訓蒙図彙』

は刊行されたため、分類 B のうちで「本草綱目品目」が『訓蒙図彙』「花草」に見えない和名

を対応させた（『訓蒙図彙』が不足する）ものを確認した。これらは 14 例あった。分類 C と分

類 B のうち『訓蒙図彙』「花草」に不足があるものを合わせると 37 例（40.7％）である。

『新刊多識編』との比較よりは過不足なく一致するものの割合が高いこと、分類 B のうちで

も『訓蒙図彙』「花草」が過分であるものが多いといえる。『新刊多識編』と『訓蒙図彙』「花草」

における漢名と和名の対応の様相よりは近いといえるが、分類 C が一定数あることからは類似

する、あるいは強い影響があったとは言いがたい。

以上の分析によって『新刊多識編』だけでなく「本草綱目品目」も漢名と和名の対応という

観点では『訓蒙図彙』「花草」との強い関連を有していないことが分かった。よって、両書の刊

行年はほぼ同じであるが、漢名と和名の対応は近くない。先述の通り、磯野（2008）によって

「本草綱目品目」における漢名と和名の対応は『新刊多識編』と相違するものが多数であるこ

とが指摘されていた。そのため、この三書はそれぞれ異なる漢名と和名の対応をさせているこ

とになる。これらの三書を用いたような書物が存在した場合、どの書物に近いのかというよう

な比較検討もできよう。

3．4．今回比較した三書いずれも漢名と和名の対応が一致するもの、いずれも相違するもの

前節まで『訓蒙図彙』「花草」と『新刊多識編』、『訓蒙図彙』「花草」と「本草綱目品目」の

二書それぞれにおける漢名と和名の様相を分類 A～C に分類し、比較した。

本節では三書のいずれも漢名と和名の一致するものと、三書とも相違するものを見る。前者

は比較的漢名と和名の対応が安定していたと考えられる。こうしたものは一定数存在するとみ

られる。また、他の書においても対応が安定していることが期待される。今回用いた三書が分

類Ａであるものを確認し、どのような対応がこの時期に安定していたかを見る。後者はこの期

の本草書、辞書においては漢名と和名の対応が書物によってまちまちであったことを示すもの

である。今回比較する三書ではなぜそれぞれの対応が異なるか分からないものもあるが、他の

分類 該当数

合計
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本草書や辞書ではなぜその対応を示したかについての著作者の考えがわかる場合がある。今回

比較した三書の文献において漢名と和名の対応が全く異なる語がどの語であるかの把握を目

的とする。該当するものは今回比較した『新刊多識編』、「本草綱目品目」と『訓蒙図彙』「花草」

がそれぞれ分類 C であるもののうち、『新刊多識編』、「本草綱目品目」の両書の比較も分類Ｃ

であるものである。これらを見る。

まず、今回比較した書物で『訓蒙図彙』、『新刊多識編』、「本草綱目品目」の三書とも和名が

示された漢名は 93 例存在した。この内、漢名と和名の対応が三書とも一致したのは 12 例のみ

であった。以下に漢名と和名の対応を示す。

【表 4】今回比較した三書とも漢名と和名の対応が一致するもの（12 例）

これら 12 例についてはこの期に対応が安定していたものとみられる。他の書物において異

なる対応を見せるものがある場合その書物に載るものは特殊な対応である可能性がある。

次に比較した三書とも対応が相違する例をみる。これらは 7 例存在した⑭。以下に漢名と和

名の対応を示す。

【表 5】今回比較した三書とも漢名と和名の対応が一致しないもの（7 例）

漢名「葵」に対する「あふひ」（『訓蒙図彙』）、「阿於比」（『新刊多識編』）のように仮名遣い

の違いにより相違すると思われるもの、「阿比乃良宇」（『新刊多識編』）、「アイラフ」（「本草綱

目品目」）のように助詞「乃（の）」が無いだけで類似するものも見られるが、比較した三書と

⑭ 三書とも対応が異なるものは今回比較したうちで『訓蒙図彙』「花草」と『新刊多識編』、『訓蒙図

彙』「花草」と「本草綱目品目」での様相はそれぞれ分類 C であり、かつ、『新刊多識編』と「本草

綱目品目」も分類 C であるものが当たる。『訓蒙図彙』「花草」と『新刊多識編』、『訓蒙図彙』「花

草」と「本草綱目品目」での様相はそれぞれ分類 であるが、『新刊多識編』と「本草綱目品目」の

二書では分類 A であったものは 2 例、分類 B であったものが 2 例存在した。

漢名 訓蒙図彙・和名 新刊多識編・和名 本草綱目品目・和名
藍 あひ 阿比 アイ
艾 よもぎ、もぐさ 与毛岐、又云毛久佐 ヨモギ、モクサ
茜 あかね 阿可祢 アカネ
蒲(香蒲) かま 加麻 カマ
萍 うきくさ 宇岐久左 ウキクサ
茺蔚 めはじき 米波之岐 メハジキ
忍冬 すひかづら 須比可豆良 スヒカツラ

山丹 ひめゆり 今案比米
メ

由利 ヒメユリ

剪羅(剪春羅) がんひ 今案鳫
ガン

皮
ヒ ガンヒ

車前 おほばこ 於保波古 ヲホバコ
紫草 むらさき 牟良佐岐 ムラサキ
木賊 とくさ 登久左 トクサ

漢名 訓蒙図彙・和名 新刊多識編・和名 本草綱目品目・和名
葵 あふひ 阿於比、今案古阿於比 コアフヒ
蜀葵 からあふひ 加良阿於比、今案阿於比 アフヒ
靛花(青黛) あひばな 阿比乃良宇 アイラフ
藤(紫藤) ふぢ 今案布知乃波那 フチカツラ

石蒜 しびとばな 案之尓
ニ

比
ヒ

土乃波奈 ステゴノハナ

鼠麹(鼠麹草) はヽこ 今案保於巳久佐 ハヽコクサ
防風 はますかな、はまにがな 波末於保恵 フデハウフウ
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も和名が相違するものが複数ある。これらについては他の書においても書物によってまちまち

であるか、今回比較した三書が偶然このような様相であったかについて検討する必要があろう。

4．まとめと今後の課題

本稿で検討したことをまとめ、今後の検討課題を示す。本稿では『訓蒙図彙』「花草」におけ

る漢名と和名の対応について『本草綱目』の漢名に和名を対応させた書物との比較・検討を行

った。対象としたものは林羅山『新刊多識編』、貝原益軒「本草綱目品目」の二書である。

『新刊多識編』を対象としたのは小林・中田（1977ｂ）、杉本（2011）といった先行研究に

おいて『訓蒙図彙』には『多識編』からの影響が想定できるとされてきたためである。ただ

し、杉本は具体的にどのような影響があったか示さず、小林・中田は「どの語が「多識編」

に拠るものであるかはいちいち考証しなければならない」⑮としていた。そのため、どのよう

な箇所にどの程度の影響が認められるかは不明である上、そもそも関係があるのかについて

も確認する必要があった。そこで、『訓蒙図彙』への『多識編』の影響を考察するため、『多

識編』の諸本のうち、整版本『新刊多識編』を対象として『新刊多識編』とどの程度一致し

ているかを検討した。

3．1 節の検討では、『訓蒙図彙』「花草」に漢名と和名の対応が示されるものの内、『新刊多

識編』に漢名がないものは 39 例、『新刊多識編』では漢名のみが示され、和名が示されない

ものが５例存在した。これら 44 例は『訓蒙図彙』「花草」が『新刊多識編』以外の書物を用

いて漢名と和名の対応を記述したことが明らかである。

3．2 節において両書ともに漢名と和名の対応が示される 99 例を比較した結果、『訓蒙図

彙』「花草」に見える漢名と和名の対応で『新刊多識編』に見えるものと過不足なく一致する

ものは少なかった。分類 A は 26 例（26.3％）であり、分類 B は 37 例（37.4％）、分類 C は 36

例（36.4％）であった。また、一部一致するもの（B）の内、『訓蒙図彙』「花草」が『新刊多

識編』に載らない和名を対応させているものが 23 例あった。少なくとも、他の書を組み合わ

せるという形でなければ『訓蒙図彙』「花草」の対応は説明がつかないものが分類 C と合わせ

ると 59 例（59.6％）存在した。

よって、『訓蒙図彙』「花草」では漢名と和名についてのからの影響が大きいとはいいがた

い。先行研究で指摘されてきた『多識編』から『訓蒙図彙』への影響があるとすれば、漢名

と和名の対応以外、例えば、見出し語の選定や注文部分での影響を考えるべきである。「花

草」における漢名と和名の対応で『新刊多識編』以外の書物と組み合わせなければ説明でき

ないものが半分以上存在する。しかし、組み合わせ方については検討する必要がある。

以上で『新刊多識編』と『訓蒙図彙』「花草」は漢名と和名の対応という観点については相違

するものが多いことを明らかにした。

次に『訓蒙図彙』「花草」と「本草綱目品目」を比較した。「本草綱目品目」を比較対象とし

た理由は二つある。一つは『訓蒙図彙』と同じ寛文年間の書物であることである。もう一つは

先行研究により『新刊多識編』同様『本草綱目』に和名を付した書であるが、『新刊多識編』と

は異なる漢名と和名の対応が多い書物と分かっていることである。よって、「本草綱目品目」は

⑮ 中田・小林（1977ｂ）17 ページ。
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比較の目的に適う。「本草綱目品目」については影響関係の考察ではなく、『訓蒙図彙』の刊行

と同時期（寛文年間）における漢名と和名の対応の様相を明らかにすることを目的にした。そ

のため両書に漢名と和名の対応が示されているものを検討することとした。該当するものは 91

例存在した。

3．3．1 節において 91 例の漢名と和名の対応を検討した結果、『訓蒙図彙』「花草」と「本草

綱目品目」についても漢名と和名の対応の多くは相違していた。分類 A は 34 例（37.4％）で

あり、分類 C は 23 例（25.3％）であった。また、分類 B は 34 例（37.4％）で、分類 B のうち

「本草綱目品目」が過分な対応を見せるものは一四例あった。よって、「本草綱目品目」が『訓

蒙図彙』「花草」に載らない和名を対応させているものは 37 例（40.7％）であった。「本草綱目

品目」も『新刊多識編』同様『訓蒙図彙』との強い関係が無いと見られる。

以上から、『訓蒙図彙』との年代差が『新刊多識編』よりも小さい文献であっても『訓蒙図彙』

と漢名と和名の対応が近いわけではないことが分かった。そのため、『新刊多識編』と『訓蒙図

彙』の相違は年代差によるものではないとみられる。

また、3．4 節の検討から今回用いた三書全てで漢名と和名の対応が一致するものは 例、

全ての書で全く一致しないものは 7 例あることが分かった。これらはこの期に安定している対

応と書物によってまちまちなものを示している。他の書物と比較する際に注目したい。

本稿で行ってきた検討によって、『訓蒙図彙』「花草」と『新刊多識編』、『訓蒙図彙』「花草」

と「本草綱目品目」それぞれの漢名と和名の対応についてはそれぞれに強い関係性は見て取れ

ないことが分かった。『新刊多識編』と「本草綱目品目」における漢名と和名の対応に関して多

くが一致しないという磯野（2008）における指摘を併せて考えると、この三書がそれぞれで示

す漢名と和名の対応には相違するものが少なくないということになる。このことからこれらの

三書を用いたことが想定される書物が存在した場合、どの文献に近いかといった比較もできよ

う。また、少ない数ではあるが三書とも漢名と和名の対応が同じもの、異なるものが確認でき

た。こうした例は本草書、辞書に反映された学知を考えるうえで重要となる。

漢名と和名の対応に関する今後の課題としては以下の三点がある。

①『訓蒙図彙』と『新刊多識編』、「本草綱目品目」それぞれの関係は「花草」以外の門におい

ても今回比較したものと類似した様相を示すのか。

②『訓蒙図彙』「花草」の漢名と和名の対応はどのような書を参考にしているのか。

③今回比較に用いた三書の漢名と和名の対応はこののちどのように受け継がれるのか。これま

で調査したところでは「本草綱目品目」に見える漢名と和名の対応は貝原好古『和爾雅』と

多くが一致していた。このように一致するものが多い場合、大きく影響を受けたものと考え

られる。

以上の課題について検討することで近世初期の本草書、辞書相互の影響関係を明らかにする

とともに後世の辞書についてもその影響関係を考察することができよう。
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