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1986: 95）としている。
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が部ち、明末の言者霊安料に見える、芸界卓吾が封｛ぽ占を入札、 －哀無涯らが刊行に関わっ

た版本であるという前提で刊年の推定を行っており、総務flの意見の分jl皮は、それらの資料

のいずれを重視するか、それらの資料を（或し、は資料開の不整合却し、かに角隅するかに

ついての分岐に由来している（注4）。

前抱注3に翠げた『水制離の版本・；tr評に関する論考のほか、｛むの小設の臨本や出瓶

史に関聯する研究・誉回（注 5）でも取踏42年（または夜謂宋）章特渡原刊（または裳無

綾子IJ)J の情報をぢ持した論考は多く、また、この r~吉J雷、 42 年（または高謄末） J が、関係

する文人・番続的活搬出兄や、他の小説！坂本の刊行年代を検討する場合の根捜・参考情報

の一つになってしも黙も出註される。

1-2. 「高密表無涯原干むとは異なる見解

しかし、 f高暦42年（または高経末）哀無波涼干IJJ とは異なる見解も古くからある。

この）坂本を「哀鮒盟関：lむとした孫階第は、「抑留内所見A<l訴事，手干主主然続flJ之百十ニ回

読息切克之刻本然疑っJ（孫沿第 1932a:13, 1932b: 197）とも述べており、天敢・嶺禎年

している。ここで と

ているので、ニの

f有李玄イ白藤

1932a・13,1932b: 197) （注6）と述べられ

二！間本jとすべきところであると

見

白木 (1973,1974）、 (1981）、 i耕公年（1981）、 (1986）、 (2002) 

崇禎干忙し、 「トじl!J:,-j;己中葉（明求）j としている 1954 : 2）。｛朝食華の

議:S&を以下；こ与＊；ずるa

（（水激全｛紛不分念，共－sニ十四，元，｛－lt~i年史ノiがt緑色！？籍。 5r:h量的怒嬬，号月楊定見重

編李謝出主明祭主制（一六コト一六四二）哀1rr~混線i見容首冠鶴主義面方式

劉活格3骸t({!fi昔菜 1981:764) 

上に翠げた諸論考では、白木（1973,1974）を捨き染被flJとする根強を明示していなし、

白木（1973)I対話菌剤工名の検討から崇禎年開刊と推定しており（白木 1973:129）、また、

この版本が f裳無渡刊本jであるとの見去に疑義を呈してしも（白木 1973:133, 1974）。

筆者も以前、この版本の掲靖二十周部分の遂翠象（f由j→「録J）から、この版本が最終

的に出世されたのは天数以降であること、従って明代の諸記銀の述べる裳無涯子IJ本そのま

まとは受け取れないことを指摘したが（笠井 1992:93, 1996: 101-102）、詳しい展開を？？
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わなかったこともあり、あまり

している服

して、；i必見を

2. 

’SPA 

nノ
】

（以下、ヰt::f三本と辞す）を

(1933: 268）が

のマイクロ

、る（白木 1957：‘ 12,1966: 27）。

f~tjて本J ）、 f郁

1933: 267 268）、

iと

えるので、明 ものである。

である。

fノi、ヲIJ、
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、 比ilff/il;高ξ－a八人出身J、「訴訟1＜治全傍白紙、 f縮長李氏般本定義利許全簿

あり。

各店

末議t~手、眉t比、ダミH七あり。

H 所引の馬蹄淡（1986）のデータと (f封

J L馬蹄疾 1986：・ 95))

が無かったこと、

から36/l/}となっていること

と 、
ぐ、

いは酷｛訪している。

、ること、加数が3211号

(1996: 101 102）でも筒窓に述べたが、対日部経の

り、問販と推定される葉が多し、非常に近い関係にある版

(1933: 268）に とあるせいか、この本を

、ようなので、以下、 少し詳しく述

加とは上述したが、

また、まえ部には の朱

（或

板擢の樹員箆所が一致してし、る、或いは、一致してし

し＼とし “二十六

lla”と略記する。以下街j樹 、三トA 旬、五十二la、五十七lOb、七十六lb、七十七lla、

七ト九2a、八十六Sb、九十二 la、一百一 la、 吾郎弘、－s H二llb、守。また、版部

の紛邸、箇所が一致している菜として、例えばIm，－五5b、九十八 llb、一百十14b、一百十二

5b、等が翠げられ、正文につし可、北大本では綬損してしなしが宮内腿ヌドで鋭損している

部分として、四 17b第4～5行第l～2字、一百八 llb第 6～10行上部、一百十八 15a第 l

1T上部、等が暴げられる0
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14呂、十ヅし 二日号

して、二弘、践 3b、民 Hl、ハ

、る。以→r、開設立；二ぷすっ、 十五2むミ号、 +-t; 

iヘ二十九ゐ、三ト二店、三i九

19a、！翌十芦5丘、盟十 1旬、額十三 1品、四十三 回十七 1必、昭一J・:JL 15丘、五＋－二5！〕、

13b、Jijヅミ8b、＿fLIーAlla、三とf-Allb、…Ji…ト九4b、六一iヅミ11説、 2b、六十

;, 9b、 6b, t二十五浅丘、 14討、／γl・llb、八日1--

一百[Jl:)lb、戸－j§－八 5b、ー々 sA6岳、

間として、

；土、

ノP

＼、

ってし しては、六一i也 13b

ヌド瞬、

し

としており、この2

してしま

フ りちくを；まくふとし、うこ

27) 

0 

八十八 10a,jし←HillIla 

9 

これは孤立

かっ、

ではな

北大

されて

としたのだ、ろ

(1957: 12, 1966: 

をザ,_ 



2-2. 遂話金

F全傍Jの播増二！一回部のに「出→鉱iの避誇が見られることは、笠井（1叩2:15）で

指摘したが、もう少し詳しく見てみよう。

揺士宮二十四の部分で湿器意と患われる併を、以下に挙げる（21で用し叱略記法で語数・

数を記す）。

九十一lb：漢笛是官差不臼鉱

九十三 9a 東…路渡壷閥、取BB徳、鮪蕗拭機i生、慰酪Mt之後、繍U措妥協孫、合兵

合駄

九十三 9a:

閥系、取威勝、

1L I－八5a:

7Ll-l¥ 15b: 

九一i・JLlb : 

九十九め．

4b: 

取j分湯、話介休、 祁将、政抵威勝之間ヒ、合兵

す齢制克、将軍、較長j等感、 a

及金長選臨機、綴着五千陶芸

-s6a：二人対lJL－設、制II関税締金主主蹴f等二千絵入、説的星落割丸

一百三9b：怒；人名五倍後堵タト日読者血汚衣服、給側flち認＼｛判牛都是玉鐙台生

一百三10a：耕現時駄驚、ゾd車溜釈筒毅殺死人数、及行兇人出i支去議。

一否五4b: 汗馬臨馳、

一百五10a：傍令水草長鎖李俊等八員、 鰯話5水釜山南城~11鉛工合集a

一百八3b：統領寂終見潟、離了大奏、蘇平泉鱗M

2a：碗午多｛議拘舎、 f銭際金吾、待言語将軍、較急時項、及各入手下偏牙将位、共数十

以上、地→諒j10幌、「検→簡J2倒、 f校→較J5例のi臨紡1確認、された（注目。もっ

とも、お搾二十臨の部分に「出」字がそのまま残っている部分も、；信平を含めると 10併以

上あり、得議の上一字に躍して出E斡料数底しているとは設えない肝機j「校Jf対話士宮二

十四部分には無いようである）（注12）。 橋治部分以外の100間分は、診尚に御誇
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（注13）。

、ると言え

ミ

と
；

ミ
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打
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w
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い

し

よ

な

諮
、るカユもし，1,なし、が、 と

したと

らnるといったこと

がある

2-1で示したように3

、た認にY乱られており、

正文・ （不均

刻される

42 

ω、

なり

そのものではないこと

つ｝
υつω

してi土、

一否自（内

（；主

15¥ 

乙gp孟秋
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とf全｛離の

になり、

2-4. 

停Jとの照に、

似や共通婆系こがあれば、 フ。

（内閣文庫

: 13141））マある（法］ら）コこれら；まし

が；刻されており、

米に詩形式の干IJ記がある。

の形孟むま共通で

刊言己及び

ri灸最！船日立場訂／1＇守）ぷ叔度然器開克／呉｛上完封8如手書J、

f鹿沼ヨ

とある（j主17）。

花重言葉〆無漉氏校十字Jとあるつ

頻繁に登場しており、干lj年もわかりやすく

f門人哀，l災度無接投梓／！込土話相知手書j、

には「高！替壬宵揚／月勾呉裳氏

：こま摘があり、明石/_t_,,_Vj出苓／瓶

－校言T主主ーとして裳然濃の名が

家1！憾のあ墜を反映し

てか、序致、校訂、参：th¥J、書お者など、様々な1%吉ljで多くの文人・哀宏道の同人の::tiが見

える。括躍は無く、『災紋ネ~ifJ （高！営四十民年j引を刻した刻字工・章舗の名が見える。

ゆったりとした行款、機会者潟憾の美しし、下i澗の版本である。

総じて、『全｛離との頴｛院執よりも怖ささ誌の方が目立つ。『全｛事』；土、 2…lで述べたように、

刊記・特記の類は無く、川、引Jにも撰述年代ば記されておらず、書護堂の名も見えず、

無援の名i討蕩定見の署名のあるじj弓IJ中で刊行を約したと詩境的に出てくるのみである。

番種堂内陥糖堂制等で哀鮪庄の名・書津名や子IJ年があちこちに見えるのとは封照的で
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ある（注 字

だけで「

J., 

そのもので、

と

可

はないこ

一…おーこ

、。

C) 

J. 

られ

b 、－ l 
イ／
に工、一」

、ること、

したし

3-I. ／読本511と‘

ぴ〉；：之、

正文が大

きく

木（1968a)

ス 、る。 り、
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は(I);;長iJ：が関普段を姿る話が、第ニ十到に移されているむ浴系では第五十、五十一回；こ

分かれている、王建虎と露三娘との結婚の話が、第五十四の最後にまとめて述べられてい

る、という大きな共通した特徴のほか、＠入回詩を始め、詩認がかなり腿去・改饗されて

いる、＠±也の文も、まず大きくは分巻系と不分念系に分けられる、ことが矢口られており、

全韓に不分念系の方が分念系より「読み物j としての性格が強く打ち出されたテキストで

ある。

文繁ヨド分令系の中で；士、 芥子間本（控21））、 （『全

傍，H全割し、ずれも）は、品、；こ？数日の関係でつながってし、る、が減問土のようなーグル

ープをなしている。これらの｝坂本の…A～九＋－間前半、第百十間後半～百三 Hill（百罷本の

九←i一部～百四に封路）は、｝をかL行試、正文、弘首平等を含め、五し、；こ密封！以しており、任

怠の！el（百二十部本第百十－！：el以降においてはその封膝する西）の任意の葉の任意の行に

し、る（訂i

こぴ〉

閉じ文字があり、ごく盛かな併灼ちな特違があるのみである（ただし、

吉田本とは、二十回分の掻入にともなう総連がかなり見

ない無期合本（及びその系統の本）は、上言己迂渇

とほぼ共通するが、モむ（疋文の細部の分

とのr:j，閥的なA対兄を示すことが知られて

の5種

の！訳本間で｛nJら均約十員連1J，／／｛；認された 152箔所を検添付ると、百回本と百二←1－宿本とに大

きく分カれる慨が79f：籾？に上り、やはります百岡本・百二十四本に大別されることがわか

る。この相違箇所について、存輿堂本・無窮合本の；i対兄をおべると、 79筒所のうち70箆所

が、容輿堂本・無窮合本共に苔宿本の方に一設する。つまり、これらの部は、系統として

は、不分巻系「親戚グ、ループjの版本のうち、 s間本のカーが、百二十回本より分巻系との

関係がi祭いことを示している。すなわち、…部の論者が主張する、「不分念宮l百本が百二十

関本から作られたj としづ可能性は低いということになるにこで論じているのは系統と

してどのような関係にあるかという問題であり、現存続本の先後とは別である）。

分念夜間本に二十回分を描士脅し正文さと改獲して百ニ十四本ができ、さらに百二十回ええか

らニ十回分合抜し、て不分巻s回本を作った扮令s!ill本→百二十四本→不分巻百四本）と

10 



70 

dすてみ、、、 くなり、これ

二本） 、
コ

示したのを承けて、

としている。しかし、

は、京弁（1996:59-82) 

印のi奈の手抜き）で、

ふい

r
M
が（
 

し (1985）、高山（1988)

正文の分｛ヒ扶

、ことを示し

以上、正文の分制大j兄から、

れる。

く

た

3 2.続本分化：

上j£の、

う少し詳しく るものは同じグノレ

A. Ii全i駐（ヰt::fて本・

11 



を示To5b、52a、56bに f劉君符該む。 （ヰt:}立本は白

内齢｜ζはマイクロフィノレム版に接る。）

6a 

27a、50abtJ場探）。

la f新安英主弘之刻j、 5b f擬舵刻、

、9br宝殿先刊Jo （李立113滋樹立はマイクロフィルム版及ひi諾騨押

（古典文字2出能柱、 1958年） r:frJ汝の fぽぷジ1＜出専揺臨jに披る（注 25）。

遺呑堂樹立問

C.芥子園本・

と認められるJ

恒心に筆書諮で閣の題を示す三 la

f自南軒妥IJJ、5b

イクロブイ／レム！夜、 クロフィルム版に譲る。

4！〕

26）。）

ことは高山（1988）で詳論されている。

、6a (f十~J ）、 12a （「言動） B C 

Cで1ま街路になっていること

り｛高山 1988：側、；劫ヰこも、人物の安佐僚の裁の省語凱可良の描需の

衣服・態i勿・2訟がきi；、細部の；紛が簡略化されてしも部分が多く見

り という一品交すがこ従えば、 CJまBの覆刻

w こで訟lきされるのは、亥lj工：？：，の入っているお、 6aも8と同じ）祝＊ではなく、

である雲I~である。 B、 C を技べて！tfl字、すると、 5b （注 27）ではtiJ工名「員棋士刻j の文

字カ準法少に安んでおり、版街倒見！の棒の；Hi謀、 i坂，CA磁器の f場j字など、明らかに異

なっている部分があることに気づく。また、おも、絞心願惑の「場j字、 tiJ工；？：， i新

安劉初己表l]jの綾幼少な歪み、ノ、物の謝i号・時十告などの描潟のお闘が異なってし、る。

黄説之・劉j敢先が関じ腿肢を改めて彫り直したとはあまり考えにくいので、芥ニ子爵本

では、刻エン名を含めてまるごとコピー｛綬鎚）したと考えざるを得なし、刻工名は、

版本の干百年を推定するよで有力な手がかりと考えられており、私自身もこれまでそう

丞言えてきたが、震刻のj擦にいわば「｛尽約Jされてし亥うことがある、とし、う

てきたわけで、版本学や出版史で刻工ぷ名を手lj沼する潟合は昆主主が必嬰と怠われるO

12 



えと 8は、どちら
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えば17b・3必
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られるC B 

1984：・ 44）ので、 w

ら；こ日免し
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また、

ではなし今こと

ザ、、て付正亡F、、 ば、
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L、、

とし、
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れらは、ヌtefおの毒菌翠を趨える払うし、であるが、

2-3で述べたように、筆者は、 f余博』がi羽末の誇資料に見える裳無佳子日開t瀞｛［到の系

統をくむ版本である可能性はあるが、それはそれで5師登を姿すると考えている。

まず、 2-1で池べたように、北大本を含め、『全｛錯そのものには、干IJ年明二！昨者を明示

する明示的な手がかりは無く、哀•1ll~控〈或いは嘉種堂〉が刊行したことを示す刊記（2-3

で示した訴控干IJのi伎の認こ見えるような）も飾、 f小引に裳無仰1刊行制匂したこと

が述べられているのみであるつ開第（1933）には嚇動ド（本識の 1~1:::)三本J）を f衷無

謹房、刊本j とした絞燦は明示されていなし九或いは、有諮E堂本等との相劉的な関係におい

て

ciーし

v おらが涼亥むという程度の意図だ、ったのかもしれなしも

とを結びつけるのに有利な本羽斗としては、『全｛若手Jが

品『符子支j是主越冬き六「71（滋｛専jの qi位以余所示『襟志i

を指すと忠われる）は

り

は臼言i1;1J、設としてはまず亥ず

（＂陣三一行子二十二字の行款は、

、る許築士JU司密 F奨学事館組

には牧められてし、加、またJ針転

とする研究窓もしもが、

ものの、抜群とまでは

く見られるもので、 r*
－版

しさは容算段本の方がむしろ優れてし喝｛少なくとも凶｛叫が容ffi詮本に上ヒベ寝室

倒的に美しいとは言えなし川、『ltz・務f；部材の質管ぶ引こはあまりそぐわないと考える（も

し、初，1期間が、2-3で紹介した探説本の形孔で刊行されてし、たのであ却ま、 f開榔燃、

心I§やら爽JIT,形谷もおかしくなし、と思う的。

一方、明末の諮3鴎；で；土、 とを示すす己主が

無く、『樗重苦浸銭1では「十階段釣再三、線開訴訟謬Jと、むしろ削っていることが澗変され

ている。（注4樹誌の哀中道民箆居村総i 巻九には「今日｛／l-:1見i七喜子、諸慮輿菅無大異、手~有

増加王roJとあるが、あらすじの鐙更を含む約2'i!fiJの増加をこのように表現するとは考えに

くした総じて設え段、明米の諾記録の｛等える f裳無法F日本j と、現存する版本である『全

闘とをつなく鴻如、現制1られてし、る金四では乏しすぎ、 をと窓無謹カ汁二日行した

u1M'ff剖の系統をくむと推定するには、もう少し有力な誌擦が必要と考える。「3Jで示

した初ぇ制［封諸板木の分化紋況を考え合わせれば、明代の誇野外；こ見える挺制歪刊本は、

百四本であった可能性を含めて検音すFべきで、あると思われるが (I小号IJがやはり徒回虎・
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言及してお ワーワ

で示した

るかもしれなし今、 w したし九

どがそう

jとし、

ないようにという顔し、と

1主

1このmtM士、潟疑応支後の2005烈こ 近代巻40J ；こ影；やがJ~どめられたc

2.或いは、 ？亥子4水政｛専之/)'j;f弓j (W！設よるR報系！fflJ｛詩文祭3第31努、 1941年）が読にそのzさささと

打ち出しているかもしれないが、 f否認玄米えである。

3. i昇jおま、二郎l]r,/%(1979）、経文印（1980）、 f協議子（1982）、 2毒殺（1982）、｛主労務長太郎（1985）、！議｛

兆南（1987）、高111(1988）、さ設計万（1部1）、｛ぎ承泌（1992）、空宇C

4.多くのj殺害込をよヰがあるが、総こ議録されてしも資料二還を験ずるG f関~42年j ；土、寒冷道 rm居椋

3誕祭71. 陶~()1:11 て二年A月の伎の f言霊祭iff夜、以ぷ刻家語版？理体；討さ立見透、予おや家務蕊三とっ記

認fl}壬反~ε夕、特鱗アデ忠武副議、予岱tf.1之、 1E命｛隙芯妙手議問、都議臨・・・（特設...，今R

f隠見此；！:c、議鎖措繁次災 ffj宥土努力躍。 ・・・ゴの可読誠司土議官総出版社、 1989年、 1315民

ただしカン？を説話；こ慾乏し、傍線を：＜i長官各した）の訟Elこ自決し、 f潟~40 ｛問i前J r認雲！＇39年頃；

撃手とざ設定してI;もliii総合、 （茶磁40f手と芥量定される）の自F主：を還する詳忠信 径六の

j・…演さi駒場fr剖潟、？芸家竺，：［比三文 誌記祭之、路間学了7J<i詐i；転者＆＇.選え錦絵惣

舌之線、野斥不綴久丸…ーが前E］人、議至;Ji［中。災三二人友務部忍機能箔iel1誉学氏之弘

J'l；応急乙総雲寺紗お袴：三、郎総際、ドぢ・);k錦部？禁法Hi愛刻、瀦採J側、支’凡不免罪伊都総会、

15 



心tiIL、炎、在llJl:I長I］也メ大E言及ミド公）'y.中、余！夜間持存立、 ifF露払！？与交渉五三ffi'cJ (Lヰじfrl~~ll務店古安~本

敦子ljJ?ft六十五iV庁所j役不；こ務、る）とし、う言i:5述（及び序；二zぶされた• ./J之江t.{J三月）に綴ってし、る。

5. I議佼（1996:25）、支え総二（2004:349）、金ゆ；（2004：・ 306）、阪写；（2006:10）、部議武（2008=389）、

1.'r 
吋Tc

6.なお、李玄約ff'：季初志会については、？恕宇（1996）を参熱波ι、第 ・lsl～第四十四回がや1議翁議忍会館

；こ議される。絞るすこは、この｝訳本と李玄｛白話議本の掠奈良主将汝で；まないが、一えではお阪と見まがう

ほど酷似している。

7。送主義堂本；こ0 し、ては、 1lii1LJ(1988）、笠：j千： (1996）を若手！？な｛ぽ撚多久市多久鐙ぽすSJfrr~総

8.や畷鼠劉蓬]:;1獄、 i議会：i認会尚三設立さ涼気

9.このほか、］必；（）；：［｝＇，文余計；、夜京大与さ東洋文化研究所なお文涼にふ？全｛刻を殺し（笠井 1996:

101-102）、また、白人潔でお約五；こはもう一郎、筏本（第九i玉～官七[ii]紛の了強制治務務支され

ているn ヰザポ均zi:,UtJi(t:;tfi ってし、t~いが、いずれも北大本よりも笈i可能ぶ；こ近く、されJs援体より交；こ

後印と｝.¥1J.：＞；れる。

10.毛ふれ：i以前、沿i1L1(1988: 50ぷ，1）の泌こ従い、これを設立？印としたが、誤りだったのでi立三乏したしも

りi燃樹伽活動；こっしては、三i縞でi耐える子全である。この持率；ま h勝i紅会Jや子今古奇制等

め1J¥c1Jt足以合会め、公式？；こ多くのが初i燃しているが、［lllii'誠弁fしてみると、封部このみ名前がええ

るか／〉ぶ開会l約；こ多く、村登（絞心、 l'r=llli:、各主主j会・各袋三矢怒）ぼiむの控忌玲がええるものも少なく

し々＼.Ithの言；，1;;1，のJ'IJ鈍したj桜子供を入手しょ、，Jt揺さとつげてninする、としりた有去さとかえ凶おおっぴらに

とってし叱~tr-E!tとill泌されるG なお、この別立、間艇場・'i'i:・禁方支事請す！立？肢輿i副二十郎巻保洋文

民翻、 i1之i~，i誌l校百し子家制す念 (I与はj文nr戦中闘関芸部日前線、京大人文；拶閥、関子l地創

iイ会（次冷J之収弱、等のj対立互にも見える。

11. ここでは一々潮流しが、捕れこも述詳の例が見える。例えば~135時 iljl［砂部品9

12.現代では玲設備績、特こ新実情苅；こ磁が絞しくなった市どにつし、て；対！：上（2001）多民 f緩急の

よ一物コみのtl'J合はもともと遊げていなかったものが、総会jl'.;(.::::f'l'し，j!ljeけられるようになったこと、

築総二科火即刑の陸明ゑ膏制では、 f民［後川議fげているが、 lfflJ字の扱いは一定していな

い（木戸？のままを主とするが持として「続；こ作る）ことも指お話されてし旬開辻 2001:243-245）。

ちなみに、事総ト閲年の序を冠し、よりは二人fむ r;-0:潟むをJ節句した、金翠努括和コ焚薬殺:,is:＇＂（：＇；士、

避卒はより徹底しており、筆者の見落としが無ければ、 Ifおjf沼地主三十JL第.＝.-i切回（古都の第三十

1a到の f養EE&Jのみであるc

13. 四十四9a：渓支部併居室忍到、弱諮：さ山安調ム j f七十二8a：宋江起き

16 
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14. 箆

15. （泌さ設： 93.19部 177）は 間ゑiI叉一刻：ζ・

り、刻工会；玄災犠光で、 11f芯添わ名；まええない

守c

16. !1イfltl文芸；三禁法ヰ玄混紡さとお絡混乱 グロブイノレ斗、による路交である。

17. 11議以降Jl,a11識のため、どうなゲてしもか：玄関ら以こでき7乏かった。

18.刊行者約姓氏、 1添え誌のみならずゑヤ字校舎も記すのは明米坊対の鮪議7ごまうり、

える緩/Jtで子ljf予をの総人名はほとんとφえられ刻、）間i悼と；訴訟り り とし、う

0tーと 2郎 4:46吟7)cこの鼠式；こR,1ごはめるならば、 う字詰むと；ごJJJ］えぎf]IJぜ；：誘致を

はそうではない、ということになろJiえているのにさJし、

19“ 卒中山 (1930）、 (1938）、白木（19隠a) これらに基弘、たやペーコ主将政奪三殺を笠タド

(1部6:47・48）；こ述べた

20. (2005）の後誇を踏まえれば、むをタトすべきかちしれな＼，＼

21.これら；立しザれちり娘二議総／必を泣するφ また、前二誤認，t］肢と完結される G刻字 1996:53部｝

裂な

22.無窮？と7本及びそれと雲母採の浅い手口亥！Jヱドについては、 (1号38）、 (1939）、白木

23. 

24. 

(1部＆'l,1968bJ970）、白t議む三長II(1985）、 三支た、 31装絡会本と同系統の幾ヰ之が犬売数多a~察結・

；こ後されることをど急浮行部8・102）で指摘したが、このうわの冷閥

、もては、 淡怒Ji(2002) 

（＊却の、 192-5柄。

([19幼，］1931:151令 152）は、後；こ［者？ヂ三…f・六J.役会玄る三子（これは ；こ予tloCT

引が、容呉堂本ではさ完封一八mi；こまうるグコ；こ訴し、芥J子長特では新し十§Iにあることもを滋げ必ずる

が、俸を後.{IE訴訟；誌の第九・I習にあることお絡まストーロ a二fiきおれら二十四を

；設し、て否侶ヰえを作ったというE室主主；こはならなしζ らなみにこの；？をはさ李総会本さと含めた不分巻系夜間本

官会、ずれも第九一トヨ、モ子二：－同｝本で：玄第一－a…十穏にあり、然総合本以外は fJl:t;jfrf,l鼠色えら誌とし、う

郡上乙ご＇＇P付され、分姿系・初浩子奈の紅lJモタダシーっと凡なずことができる。

25.このy将司］絞の蕊ヰミが学:tz:f白夜f滋本であることについては、おiJJ(19部：46-47）、 (1996:34）を

ゑj慌ただし JJl誌で泌総コ 27a、50設b；こっし叩立銀総監松明言っており、討こ、建設（i訟法役）
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の下キベ唱の主主(1)切れてし、る人物、 20b( f:rJz'1f（：前倒的：1切跡的＇ ±JI枕示滞在・線、 26a(f破

連深紅）のたJ二のtぢ誌も、等方2治されているなどの加工が多少見られるが、まずます浮占良な去王手陣であ

るc

26.筆者十が調資したの：説法大組おじさ:fiP綴ネ；（i::J813.395/0810）で、核況は需品、苦渋（1986：閣の諮企

と一致し、正文；諮問関本（！核心子溺：のワドテ［」！し多数必もそのまま）、対顔に fJj締龍野本j持率苦手

先生評7.K/i許会議／三多委託Jぬとあり、三多方沖，：；；r子顕本の版木をFおいてf:f有子したものと推定される。

なお、これとは異なる情報として、｝討議採19側、！抗選（2002）がある。潟裁は、総］ 31少320 伴

…鈎問機11,iJ月末三斜ff拡大関紙箆..・J 綿主主 1984:75) 

と述べている一方、これに釣応ずるi滋波なえると、絞心；ま「1.kf.系金｛攻、 J麟｜そのものも f封離 は

大本・2雪村幌五）と同じである偶然 1984:125）。大f察関氏蔵本ぽ在者米見また、｝奇心怒；土問忠

義語借金ド紘一夜二十民活iffiru,Jll義氏関与ゑ；話回総明号鍛判；l(1628命1644）三多郡：lj本

,li以犯：千；ゐ“安tll'主裕t!J"

(19務3:47）カ1；溺淘するよう；こ三多資ヌドが二f柔（以上）干f但｛！：す判ること：こy：主るが、或し、；土、｛ll,¥i音楽（1981:

764）に f愛知総HJ｝（刻家jが見えることや、北京大.l'J.lfi泰三多潟、浜子flヲド子ffifi干iJ本のltifriに f7](j許全会j

ことが絞殺の泌~L ・ ii！線をヨシルでいるのかもしまct立し

27. ,10;,:,l／；＼＇ιi認識被ふ官会iiv!J?e¥•H明泌総縦ii!察本のマイタ仁げイノレム｝協議るc

28，ただし、 jfif号5；ミFIJu三［~Qi,;t;jj 二→iE誌を－Ef二－l・!i:i)（ぬ江主i；討議l .＇；詳しや関図索災I~筑波、アメリカ議

イエール大泉F；守；こ残ネ；が殺される）；之、やはり；1H議長以l]lぷ治主之｛及ひるを子符mの名が見

えるが、之さ1芸－；こ治ijiJc)：：壬ヰヨ（5｛下、 1632）の；務渓i立AF子がある（五三…之，；く（2〔04:307）、上回（2006：・ 36））。

29.おji箆jli:J.；土、 f没烈誌やド文；i封波言語；こかなり校'Jjの長庄が鰐警で、 i!il取の治容さによとして劣る。恐らく

ヰ主主設はi列後斯i悼の！制改｛，＼tJJII,；こ見える泣譲二全土＊7.1,!j伐j与した1ii:iff:llし、新たにお！位指こ霞目立法案iぽ

しめてこれlこド合したものであろうj （向む 1988：・ 48）と述べており、揺図の刻された年代と、五三どが

刻された年代詩現なる可能段も考えおけclまならなしもがi潟注28で怒め,t斗笠宮？笠刊h隣組 i士、五

対波心下部；こ「泣ミ雲監とあるが、 i笠郡削除聞き誌の方；こは然いことは、このJ綻；こ多少続的

材料と恕われる。ただ、 f義者の抑制おそでは、遊会堂ヰ®tsl趨；主主手玄｛白議選~と比べると色JJ9: しく；ま

なし、約それなりにくたびれており、ちi1Jえ；亥：）jiJJ(19ぉ： 48）で指t議されている日駁111の茎（！：ヰ滋（）； (t首

鼠9a）などは、塁手玄｛白磁蕊ヱド；まどクリアではfJ:いc さ問的箆夢路指Ul!Iと透主客室ヰドの正文とをど上とべると

大きな授があるが、 i設呑蛍抑芳郎！とIE；立：とではそこ亥での溜まなく、断定するには擦践を交えるc

IE文とtsl叡が同時こ刻された依拠された）可能性も保安Jしておき、更なる検討を侯ちたし三

30.古室ifの判明？淀はもともとどンポイント；境協同::lJrv濃く、例おお宗こ「×柄とあってもその

18 



マ二りすること；紅会しくな川 うしたズレ；泳三会若乃

上で（そうした含みも込町ひ以均三？も %、ということは？立すも浮掬してしも。ただ、

Flllliこf×ネJ とあれば、その奪三み〉それ以後；こ手併子されたことはかf仰の捻変色認められるのに裂し、

のケースでは、収不在；穫には全く手がかりとなる？瀦お＇完とし、 f然やきミヲミ－J(7)j税評で、これは

子IJrl投与主総こ3約く洋諸国と比べても終段に終夜7)＞廷しミその鴻皮の認さjIゴ射る？？識は全く

閥均えとし唆三芝、 riお診42i'手法たは三尋問ミ）子ILiJ,-J0J;きしてしも都知、ペ＂iまり関紙2あると

：考えるc
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