骨董品市の角筆文献について

一︑ はじめに
角撃文献とは︑従来ほとんど1般には知られていなかっ
た︑角筆 (かくひっ) という先を尖らせた箸のような筆記
具を使って紙面を凹ませ︑文字や記号・図絵などを記した
文献の調いである︒
この角筆文献の調査には︑まずは角筆による音大を発見
し︑これを正確に読解する優秀な調査者が不可欠である︒
この点︑当回語史研究室の学生は︑各丁・頁の一字1旬に
目を凝らし︑角筆スコープや懐中電灯の光を紙面に斜めに
当てつつへ その凹みにできた影の中から有意の文字や記
号・図絵などを︑注意探‑丹念に根気よ‑拾い山すという︑
気の遠‑なるような作業に永年従事し︑その力を十分に発
揮できるように訓練されている︒角筆による書人を発見す
る ﹁目﹂ の養成'人材の確保は角筆研究の前提条件とさえ

る (2)︒

鈴

木

恵

言うことができるT)0
当研究室の学生の1人・菅谷内敦氏は︑一九九八年当
時新潟大学大学院教育学研究科修士課程二年生であった
(現在は新潟市立鎧郷小学校教諭)︒氏は︑1九九四年三
月からスタートした新潟大学附属図書館佐野文庫調査に
一九九五年から参加︑1九九六年1一月にスタートした漢
学の里・諸橋徹次記念館所蔵文献の調査と︑一九九八年
1 1月にスタートした新潟県立文書館所蔵文献の調査に当
初から参加し︑1九九七年九月︑一九九八年九月の新潟県
立佐渡高等学校・八田文庫調査︑一九九八年九月の佐渡市
真野新町の山本半右衛門家・荏川文庫調査'一九九七年
一二月の長岡市立阪之上小学校・ふるさと教室所蔵文献調
査にも従事した︑言わば角筆文献調査のエキスパートであ
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二︑菅谷内敦氏所蔵角筆文献の書誌的概要
一九九八年九月一九日の午後︑この菅谷内敦氏よ‑筆者
の研究室に電話が入った︒現在︑鳥屋野潟辺の新潟市産業
振興センターにて骨董品市が開催中で︑版本類も多‑出品
されておりへ 嫌がられつつも縛ってある紐を解いてもらっ
て︑怪しまれながらも紙面を光にかざして見る (この紙面
を斜めにする所作が角筆調査の特徴である) に︑角筆文字
らしきものがある模様︒やや高値ではあるが︑極力値切っ
て購入してみる︑との連絡であった︒翌EE︑氏は1二冊の
版本を持って研究室に現れた︒そのうち一〇冊から角筆の
沓人が発見された (その後︑当初角筆の番人は存しないと
思われていた別の一冊からも発見されたので︑蒋終的には
全部で1 1冊となった)︒あれから1四年以上の歳月が経
過した︒柳か遅きに失したことではあるが︑ここにその報
告を行いたい︒
各文献についての記事は︑音名 (外題を原則とする) に
続いて'①月数︑②書写または板行年時︑③装丁︑④寸法'
⑤表紙色︑⑥郭の形態︑⑦外題・内題・尾題・版心記︑⑧
刊記㍉奥書'⑨古印記︑⑩伝来の書入︑⑬訓点の内容︑⑳
発見者・調査者と発見・調査年月日t の順に掲げてある︒
当時︑調査はすべて菅谷内氏によって実施されたが︑本報
告に当たっては筆者が改めて全資料の再調査を行った6
(‑) r易経﹂
①全二冊︑②江戸時代後期 (一八〇〇)

頃刊︑③袋綴装冊子本 (明朝綴)'⑥縦二五・九糎×
横一八二一糎'⑤薄茶色表紙︑⑥単郭へ⑦外題‑易経
(原題茶あり)︑内題・尾題‑周易︑版心記‑易へ⑧
なし'⑨﹁浅見/信二(朱印)︑⑳なし'⑪漢文︑

訓点附刻 (片仮名・返点・合符)︑墨 (片仮名・上欄注)︑
朱 (片仮名・傍注・上欄注・反切・旬切点・右傍圏点・
注示符)︑自 (訂正)へ角筆(片仮名・傍線) 三箇所へ
⑩一九九八年九月一九日 菅谷内敦発見へ 二二日
同調査
(2) ﹁論語集註j
①三冊︑全四冊中の三冊(第一冊
欠)︑(ォ) r孟子集注Jと僚巻か︑⑧江戸時代・文政
八年(一八二五) 刊︑③袋綴装冊子本(明朝綴)'④
縦二五・二糎×概1八・二糎︑⑤滞積色'⑥単郭︑⑦
外題‑論語集註再剰 (原題妓あ‑)︑内題・版心配‑
論語︑尾題‑なしへ⑧﹁文政八年乙酉上元三谷偶﹂(r孟
子集註j按文)︑⑨なしへ⑳なし︑⑪漢文'訓点附刻
(片仮名・返点・声点・旬切点)へ 墨 (片仮名・返点・
右傍線・右傍圏点・訂正)'朱(右傍点)︑自(訂正)︑
角筆(片仮名・旬切点・注示符) 約二〇箇所︑⑩
一九九八年九月一九日 菅谷内敦発見'一〇月六・七
日 同調査
(ォ) r孟子集註﹂ ①一冊'全四冊中の一冊 (第四冊)へ
②江戸時代・文政八年(一八二五) 刊'③袋綴装冊
子本 (明朝綴)︑④縦二五二一糎×横1八・二糎︑⑤薄
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同調査

漂色表紙︑⑥単郭︑⑦外題‑孟子集註再刻 (原題茶
あり)︑内題・版心記‑孟子︑尾題‑なし︑⑧﹁文政
八年乙酉上元三谷個﹂ (按文)へ⑨なし︑⑩なし︑⑬
漢文へ 訓点附刻 (片仮名・返点・声点・旬切点)へ 塁
(片仮名)︑鉛筆 (漢字・アルファベット?・返点・
鈎点・上欄圏点・訂正)︑角筆(片仮名・旬切点・返点)
一九箇所︑⑩一九九八年九月一九日 菅谷内敦発見︑
10月七日

(4) ﹁中庸章句﹂ ①一冊︑(ォo r大挙章句Jと僚巻か'
②江戸時代刊か'③袋綴装冊子本(明朝綴)︑④縦
二五・九糎×横一八・一糎︑⑤茶色表紙︑⑥双郭︑⑦
外題・内題・尾題‑中庸章句 (原題答あ‑)︑版心記
‑倭板四書 中庸章句︑⑧なし'⑨﹁浅見/信二 (栄
印)'⑩﹁伊藤﹂ (書背・墨書)︑⑪洪文︑訓点附刻
(片仮名・返点・旬切点・合符)︑坦 (片仮名・漢字・
上欄注・傍注)'角筆 (片仮名・ヲコト点棟符号) 約
10箇所'⑩1九九八年九月二〇日 菅谷内敦発見︑
二二日 同調査
(ォ) r大挙章句﹂
①一冊︑②江戸時代刊か︑③袋綴装
冊子本(明朝綴)︑⑥縦二五・九糎×横一八・六糎'⑤
茶色表紙︑⑥双郭へ⑦外題・内題・尾題‑大挙章句(原
題宥あ‑)︑版心記‑倭板四書 大挙章句︑⑧なし︑
⑨﹁浅見/信二 (朱印)︑⑳﹁伊藤﹂ (書背・墨書)︑
⑳漢文'訓点附刻 (片仮名・返点・旬切点・合符)︑

墨 (片仮名・漢字・傍注・上欄注・右傍線)︑角筆
(片仮名・漢字・訂正・注示符・ヲコト点棟符号)約
四五箇所︑⑩二九九八年九月二〇日 菅谷内敦発見︑
二三日 同調査
(ォ) r近思録j
①全二冊︑②江戸時代・寛文10年
(一六七〇) 刊へ ③袋綴装冊子本(明朝綴)︑⑥縦
二五・八糎×横一八・二糎へ⑤茶色表紙︑⑥単郭︑⑦
外蓮・内題・尾窺・版心記‑近思録(原題茶あり)へ
⑧﹁寛文十年夏五月九日/山崎轟敬義序﹂ (序文)'
⑨﹁浅見/信二 (朱印)︑⑩﹁浅見長就﹂ (表紙見返・
墨書)︑﹁浅見﹂ (書背・墨書)︑﹁明治四辛未七月廿
1日於君前所講井東速水雨翁出仕宜敷トノ挨拶アリ
(云々)﹂ (紙片・墨書)︑⑪漢文︑訓点附刻 (片仮名・
返点・合符)︑墨 (片仮名・漢字・書入・上欄注・傍注)'
自(訂正・抹消)︑角筆(淡字・片仮名・右傍線・符号)
約四箇所︑⑳一九九八年九月二〇日 菅谷内政発見'
二三日 同調査
m r孟子集註j
①一冊︑全四冊中の1冊 (第1冊)︑
(・*) r中庸章句J.(ォ) ﹁大挙章句﹂ と僚巻か'②
江戸時代刊か'③袋綴装冊子本(明朝綴)︑⑥縦
二五・九糎×横一八・三糎︑⑤茶色表紙'⑥双郭へ⑦
外題‑孟子集註 (原題妓あり)'内題・尾窺‑孟子︑
版心記‑俵板四書 孟子集註'⑧なし︑⑨﹁浅見/
信二 (朱印)︑⑩﹁コノ番人星野兄所蔵等﹂ (表紙見
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返・朱音)へ⑪漢文︑訓点附刻 (片仮名・返点・句切
点・合符)︑墨 (片仮名・洗字・傍注・上欄注)'朱 (片
仮名・漢字・傍注・旬切点・右傍圏点・訂正)︑角筆
(片仮名・合点・注示符・ヲコト点様符号) 約二八箇
所︑鉛筆(片仮名・漢字・長音符号・上欄注・欄外注・
傍注・訂正)︑⑩二〇一二年三月一日 鈴木恵発見︑
1九九八年九月二〇日 菅谷内政調査︑二〇一二年
三月一日 鈴木恵再調査
なお︑角筆点が見つからなかった1冊は︑次掲の r論語
集註j である︒
(サ) r論語集註J
①一冊'全四冊中の一冊(第二冊)︑
(*o r中庸章句﹂ (ォ) r大挙章句﹂ (‑) ﹁孟子集証し
と僚巻か︑②江戸時代刊か︑③袋綴装冊子本(明朝綴)︑
④綻二五・八糎×横1八・六糎'⑤茶色表紙︑⑥双郭︑
⑦外題‑論語集註 (原題茶あり)︑内題・尾題‑論語︑
版心記‑倭板四書 論語'⑧なし︑⑨﹁浅見/信二(栄
印)︑⑩﹁伊藤﹂ (書背・墨書)︑⑳漢文︑訓点附刻(片
仮名・返点・旬切点・合符)︑墨 (片仮名・漢字・傍
注・上欄注)'鉛筆 (片仮名・漢字・長音符号・訂正)︑
⑳一九九八年九月二〇日 菅谷内敦調査
三︑再刻本r論語集註j の角筆点
本節では︑蕨も多‑の角筆の書人が看取された資料 (2)

﹁論語集証し を取‑上げ'その訓点の内容について少々詳
しく述べてみたい︒なお︑資料 (N) (00) は何れも﹁論
語集註﹂ であるため'便宜的に前者を ﹁再刻本﹂︑後者を
﹁倭板四書本﹂と称することとした︒同様に'資料(ォ)M
の r孟子集註j も︑前者を﹁再刻本﹂︑後者を ﹁倭板四書本﹂
として区別した(ォ)'
さて︑再刻本r論語集註J の角筆加点箇所は全部で約
一一〇箇所であるが︑以下の記述では訓点の種類ごとに細
分したためへ 合計一一九例としてある︒
I︑文字によるもの (片仮名)‑九七例
A︑和訓・正用‑‑四六例 (うち助詞・助動詞‑四例)
B︑和訓・誤用‑‑1 1例
C︑字音・正用‑‑二六例
D︑字音・誤用‑‑一二例
E︑未詳‑‑‑‑‑‑二例
Ⅱ︑記号によるもの‑‑‑‑‑‑二二例
A︑注示符‑‑‑‑一二例
B︑句切線‑‑‑‑‑八例
C︑傍線‑‑‑‑‑‑二例
便宜的にAに含めた助詞・助動詞は︑主として読漆であ
る︒Eは字音と推測されるが︑未詳として処理した︒
I︑文字によるもの (片仮名) 九七例の内訳は︑未詳
二例を除外すると︑和訓五七例 (六〇・〇%)︑字音三八
例 (四〇・〇%) であって︑和訓が六割である︒また︑正

7

用・誤用の比率は︑全体では正用七四例(七七・九%)︑誤
用二二例 (二二・一%) であるが︑それぞれに限定すると︑
和訓では正用四八例 (八四二一%)︑誤用九例(一五・八%)︑
字音では正用二六例(六八・四%)へ誤用1二例(三1・六%)
となり︑誤用は和訓よりも字音に約1六ポイントも多‑看
取されることがわかる︒なお︑和訓・字音ともにその多‑
は上欄注である︒
最も多‑看取されるのは︑和訓・正用である︒
① ﹁タ︑イテ﹂(第二冊︑巻五︑3オ1右欄外︑被注字﹁叩﹂︑
釣括弧は角筆点︑以下同)
② ﹁ウスウ﹂ (第二冊︑巻四︑17ウ2上欄︑被注字﹁非﹂)
③ ﹁オモンハカル﹂ (第三冊︑巻六︑5ウ7上欄︑被注字
﹁
億
﹂
)
右の如‑︑イ音便・ウ音便・擬音便も看取される︒また︑
1例だけ片仮名中に平仮名を交用したもの (用例①) が認
められた︒平仮名使用はこれのみである︒
④ ﹁ス引ナ﹂(第三冊︑巻七︑1 4ウ9上欄︑被注字﹁微﹂)

(写真は用例④﹁スくナ﹂)

字音・正用は︑次の如‑である︒用例⑥の ﹁エン﹂は正
用で︑母音 [e] と [i] の混用は看取されない︒
⑤ ﹁ルイセツ﹂(第二冊︑巻三︑1オ4上欄︑被注字﹁練観﹂)
⑥ ﹁エン﹂ (第二冊へ巻三︑1 5オ9上欄︑被注字﹁侶﹂)

﹁
シ
﹂
⑦ 子日.師剰之始︒(第二冊︑巻四︑15ウ8)

和訓・・誤用には︑様々な種類が見られる︒
⑧ ﹁サカラ功ズ﹂ (第二冊︑巻五︑8オ3上欄︑被注字﹁不
伎﹂︑本来﹁サカラハズ﹂)
⑨ ﹁到フ﹂ (第二冊︑巻五︑1 4ウ6上欄︑被注字﹁生﹂︑
本来﹁オフ﹂)
⑩ ﹁シタ司利﹂(孝二冊︑巻七︑1 0オ9上欄へ被注字﹁孫﹂'
本来﹁シタガフ﹂)
⑬ ﹁ウ目刺﹂ (第三冊︑巻七︑19ウ7上欄︑ 被注字﹁怒﹂︑
本来﹁ウツタフ﹂)
⑳ ﹁オコカ﹂ (第四冊︑巻九︑7オ6上欄'被注字﹁牌﹂︑
本来﹁オコナフ﹂)
用例⑧はハ行転呼音︑用例⑨は語頭の[wo][○]との混用︑
用例⑳〜⑩は開合の乱れである︒オ列長音[○⁚] の長呼部
分は'そのまま片仮名﹁オ﹂と表記する傾向が見られる︒
用例⑩は︑被注字﹁絡﹂に送り仮名﹁フ﹂が附刻されて
いるので︑本来﹁オコナ(フ)﹂とあるべきところであるが︑
これを﹁オコノ(フ)﹂のように合音としたものと見られる︒
ただ︑次のような用例も看取された︒
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⑩ ﹁オゴナ﹂ (第二冊'巻五tIウ4上欄'被注字﹁従﹂か)

(写真は用例⑬﹁オゴナ﹂)
被注字と目される﹁従﹂字に送り仮名﹁フ﹂が附刻さ
れ'上欄に﹁オゴナ﹂と加点されている例である︒濁点が
付されているので︑当該箇所は﹁オ司ナ (フ)﹂ のように
濁って訓読されていたはずである︒濁音化されてはいるも
のの︑開合の乱れは存しない︒
ちなみに︑このような母音に挟まれた力行・タ行子音が
濁音化する現象は'一般には東北方言の特徴としてよく知
られている︒新潟県においても︑東北方言の影響が色淡い︑
主として阿賀野川以北の地方において︑頻繁に観察・報告
される事象である︒大橋勝男編著r新潟県音譜地図﹂ によ
ればt Map4﹁赤い﹂ における﹁アカイ﹂が﹁アガイ﹂と
なる地点︑Map194﹁かたつむり﹂における﹁カタツム.リ﹂
が﹁カグッムリ﹂となる地点は︑やはり阿賀野川以北の地
域から多く認められるようである Map4﹁赤い﹂の解説

には︑﹁濁音.﹁ガ﹂の分布は'阿賀野川以北に8地点へや
やまとまりをみせるが'その他の地域ではほとんどみとめ
られない︒(中略) 当現象は東北方言的な性格のものであ
‑︑これらの地域がその色合いの濃い地域であることが分
かる﹂と説いている(‑)︒
このことは︑本資料の角草加点者の使用する日常の音譜
が︑おおよそ本県阿賀野川以北の地域の音譜的な特徴を傭
えていることを示唆していると考えられる︒
また︑字音・誤用も多様である︒
⑭ ﹁コ利レン﹂(第二冊︑巻三︑2オ2上欄︑被注字﹁瑚漣﹂︑
本来﹁コレン﹂)
⑮ ﹁ゼTこ﹂ (第二冊︑巻三︑6オ9上欄︑被注字﹁椀﹂'
本来﹁ゼイニ﹂)
⑯ ﹁判﹂(第二冊へ巻四︑10オ8上欄へ被注字﹁諌﹂︑本来﹁ル
イ
﹂
)
⑩ ﹁カ 刊﹂ (第二冊︑巻五︑1 1ウ6上欄︑被注字﹁緬﹂'
本来﹁シユ﹂)
⑱ ﹁功利セキ﹂(第三冊へ巻六︑8オ5上欄︑被注字﹁曾督﹂︑

本来﹁ソウセキ﹂)
⑩ ﹁判dつ﹂ (第三冊︑巻七︑14オ8上欄︑被注字﹁緋﹂︑
本来﹁キウ﹂)
⑳ ﹁HJ 利﹂(第三冊︑巻七︑22オ6上欄︑被注字﹁井﹂︑
本来﹁トタウ﹂)

9

㊨ ﹁鴫野吾. ︼
・7
(第四冊,巻十︑7オ3︑本来﹁イン﹂)

El︑倭板四書本r論語集註﹂の書入
本節では︑唯1角隼の書人が看取されなかった資料
(8)︑すなわち倭板四書本r論語集註﹂を取‑上げる︒

用例⑭は︑本来﹁コレン﹂とあるべきところに︑﹁オ﹂
を介入させて長呼したものである︒オ列長音は'用例⑩に

色等︑版心記の﹁倭板四書(版心題)山崎嘉鮎﹂の文言も

⑳*
子m
丸‑
一j
&巻
I五
l︑
,‑
(ウ‑︑本来﹁キヤウ﹂)
r

(巻四︑23オ6︑本来﹁ーウ﹂)
⑳朝緋.(巻四︑24ウ3︑本来﹁カウタウ﹂)

イ同)
⑳子日︒虹シナ而不レipJ〝嘩而不r*‑¥j*‑蠎

(巻三︑17ウ6︑本来﹁アカウ﹂︑鈎括弧は鉛筆点︑以

にも現れている︒
⑳子Ti.伸Ifir日O畢牛之̲子騎臣も知

時代性は本資料の長音表記︑いわゆる﹁棒引き仮名遭い﹂

る︒

と考えられているので︑この書人はその頃のものと目され

筆が普及し︑1般化するのは明治三〇年(1八九七)以降

また本資料には︑鉛筆による音大が多数認められる︒鉛

となっていた時期があったらしい︒

とから'それらはかつてまとまって浅見氏や伊藤氏の所有

資料(*蝣)("0(‑‑)には﹁伊藤﹂の専管墨書が存するこ

(‑)M(ォ)(サ)M(サ)には﹁浅見/僧この朱印︑

共通することから︑それらの僚巻と目される︒またへ資料

本資料は'資料(‑=*)(">)(7)とは装幌・寸法・表紙

も示されるように︑和訓同様﹁オ﹂と表記されている︒用
例⑳は開合の乱れであろう︒

(写真は用例⑯﹁コオレン﹂)
用例⑮は︑本来﹁ゼイ﹂とあるべきものである [i]と[e]
の混用と見られな‑もないが︑連母音[ei]がエ列長音[e⁚]
に音変化したものと判断した︒用例⑯は連母音Cui]が[i]
に音変化したもの︑用例⑳⑩は物音表記の乱れである︒
また用例⑳は'本来﹁イン﹂とあるべきところを︑﹁免﹂
字と誤認したために﹁エツ﹂と加点したものと見られる(<ォ)'
以上︑本資料に看取された角筆の書人の分析・検肘によ
って︑力行子音の濁音化という︑おおよそ本県阿賀野川以
北の地域の音譜的な特徴を見出すことができた︒また︑特
徴的な長音表記︑特にオ列長音の ﹁オ﹂表記について指摘
した︒
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⑳革装玄壷不二以L琴. #(巻五︑19オ5︑本来は﹁テウ﹂)

シテ

⑳r押種有二容‑也.(巻五︑1 7ウ上本来﹁キヤウ﹂)

こ ハ リ

⑳君享不,以二璽畔.豪13

(巨

rィ)ル

(巻五︑1

⑳ 出降二1‑等To 畢I顔‑色IO恰‑悼‑如也︒

ど通諸姉笠臼避衣曙る︒,rイこ,リ
ノ丁ニレリ

(巻三︑16ウ7︑本来﹁ユキ﹂)

(写真は用例⑳﹁イキ﹂︑用例⑳﹁イン﹂)

⑳未三嘗事於頑之.室‑也(巻三︑21ウ3︑本来﹁エン﹂)
こ

⑳ヱ計︒埜之irt¥ii> 軒L準︒ 7日︒

⑳ 色 斯歩兵︒期而後集 (同巻五'25ウ‑)
また︑本資料には'越後方言との関連をうかがわせる用
例が看取される︒本来﹁エ﹂と書‑べきを﹁イ﹂とする︑
母音 [e] と [i] の混用である︒

6ウ6)

に'本資料に拾われるり音姫は︑用例⑳⑳のようにほとん

なお'前掲の用例⑳﹁アコ‑﹂は︑本来はウ音便にて﹁ア
カウ﹂ となるべきものであるが︑長音表記となっている︒
再刻本 r論語集註j の表記とは全く異なっている︒ちなみ

ニハ薙J* ゥ7︑本来﹁シユ﹂)

⑳畢礼讃素・衣奥義︒
巨 庵五︑18オ6︑本来﹁カウキウ﹂)
⑳ 華甲食草嚢血祭︒(巻五︑2 1ウ4︑本来﹁カウ﹂)

(写真は用例⑳﹁コ‑キュー﹂)
用例⑳⑳⑳⑳⑳⑳⑳はオ列長音︑用例⑳⑳はウ列長音
の例である︒開合の区別な‑︑すべて﹁棒引き仮名遣い﹂
となっている︒この ﹁棒引き仮名適い﹂ は︑明治三三年
(一九〇〇) に文部省令として公布された小学校令施行規
則に定められたものであるが︑これは同四一年 (一九〇八)
に廃止 (文部省令) されているので︑この間に記入された
か'この間に教育を受けた人物によって'その後書き込ま
れたものと推察される(6)︒ただ︑﹁棒引き仮名遣い﹂に
なっていないオ列長音の例も看取される︒用例⑳の'﹁弔﹂
字右傍の ﹁テフ﹂は本来﹁テウ﹂と目されるが︑﹁棒引き
仮名遣い﹂に倣えば﹁チヨ‑﹂となるはずである︒
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ra浩ft^m

類例は'新潟大学附属図書館佐野文庫にある︑猿橋村 (現
在は新発田市) 在住の畠山盛貞旧蔵の r古撃二千文﹂ から
も認められた︒同資料には︑明治五年(一八七二) に畠山
盛貞によって書き込まれた墨書も存する(‑)'
次例は ﹁否﹂字の訓点で︑本来は﹁スマジ﹂とあるべき
ものを﹁シーマジ﹂と表記したものと思われる︒だとすればへ
語頭の ﹁ス﹂と﹁シ﹂︑すなわち母音[u] と [i] の混用
である︒あるいは︑東北方言の ﹁ズーズー弁﹂と関係づけ
られるかもしれない︒

(巻三︑2 6ウ3︑本来﹁スマシ﹂)

⑳夫手矢レ之日Oを持戒.を天喝vN‑

(写真は用例⑳﹁シマシ﹂)
以上︑本資料に看取された鉛筆による番人の分析・検肘
によって︑次下の二点が特筆される︒
(‑) オ列長音とウ列長音に︑いわゆる ﹁棒引き仮名遣い﹂
が看取されるので︑明治三三年の小学校令施行規則
以降という時代性を示唆する音譜的な特徴が見出さ

れた︒

(2) 本来﹁エ﹂と書くべきところを﹁イ﹂とするへ 母音
[e] と [i] の混用が看取されるので'越後という地
域性を指し示す言語的な特徴が見出された︒前掲r新
潟県音譜地図J のMap‑﹁いびき﹂によれば︑﹁いび
き﹂ の ﹁い﹂ の発音は︑﹁下越の︑特に北蒲原郡以北
の地域は︑やや広口の︑または︑やや中舌的な発音︑
すなわち﹁イエびき﹂ の地域が見られる﹂とし︑﹁県
北に行‑に従って東北方言的な色合い︑すなわち︑
中音的な発音や鼻音が生起する現象が色濃いことが
分かるのである﹂と解説している︒母音[u] と [i]
の混用もまた︑その中で解釈できる事例であろう(oo)<
ところで︑鉛筆の書人が存する資料は'他にも資料 (3)
(7) の r孟子集証j がある (これらには角輩の書人も存
する)︒特に︑資料 (7) 倭板四書本r孟子集証し の鉛筆
の書人は︑資料 (8) 倭板四書本r論語集証し の鉛筆の書
入と全くの同筆と見られ︑
ス

⑳王在二/霊壷.o朝鮮鵬&‑(巻1︑3ウ8)

富
賢
瓦
李
賢
H
﹂
‑
.'
I
'
l
1
‑
.
i
‑
(
蝣
:
至
I
'
<
‑
.
[
>
i
r
>
)

のような ﹁棒引き仮名遣い﹂ や︑

⑳魂恥暫し等(巻二,1 3オ6,﹁車﹂字﹁ツエ﹂左傍

に ﹁コ︑﹂ (朱) あり)
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ものである(2)1

(写真は用例⑳﹁ツエ﹂)
の如き︑母音[e]と[i]の混用例が看取される︒用例⑳は︑﹁ツ
イ﹂ (﹁ツヒ﹂ のイ音便)と書くべきを﹁ツT﹂としたもの
で'前掲r論語集註jの用例⑳⑳と同類である(9)︒さらに︑
次例の如き半濁音﹁ピン﹂も拾われた︒半濁音符﹁o﹂も
また︑明治三三年の小学校令施行規則によって定められた

⑳昔‑著大圭酎華︒(巻二︑23オ6)

(写真は用例⑳﹁ピン﹂)
なお︑資料 (3) 再刻本 r孟子集註﹂ における鉛筆の番
人からは︑アルファベットの ﹁E﹂と思しき文字が拾われ
ることを始めとして︑片仮名・漢字字体から諸符号に至る
まで︑これまで述べ来たった倭板四書本の資料 M (ォ)
とは大差が看取された︒角筆の書人もまた同様に相違があ
った(3)'したがって︑資料 (3) 再刻本 ﹁孟子集註﹂ と

資料(7) 倭板四書本r孟子集註∵(8) 同r論語集証﹂
とは︑鉛筆・角筆の番人ともに︑それぞれ別人の手による
ものと推定されるのである︒

五︑むすぴにかえてー倭板四書本r大軍章句﹂ の角筆点‑

ヤメンr巨'

ト

本節では'むすびにかえて︑再刻本r論語集注j に次い
で多くの角筆の番人が看取された資料(5)倭板四番本r大
挙章句J (約四五箇所) を取り上げ︑若干の考察を行いた
い︒本資料の来歴は︑前節に述べた倭板四書本r孟子集註j・
同 r論語集註﹂ などと同類で︑かつて浅見氏や伊藤氏の所
有となっていたものである︒
本資料における角筆の音人の種類は︑片仮名・漢字・訂
正・注示符・ヲコト点棟符号であるが︑実は記号類が中心
で片仮名や漢字の書人はさほど多‑ない︒その中に︑次の
ような例が看取された︒

⑳ 必‑也便レ無レ訟平︒(7ウ7)

(写真は用例⑳﹁ナガ﹂)
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(2)'

この用例⑳の﹁無﹂字には送り仮名﹁ラ﹂が附刻されて
いるが︑そこに角筆でもって﹁ナガ﹂と加点されている(望︒
濁点が付されているので'当該箇所は﹁ナ瑚(ラ)﹂ のよ
うに濁って訓読されていたはずである︒これは'資料(2)
再刻本r論語集註j の用例⑬﹁オ可ナ(フ)﹂と相通じる
言語現象である︒
このことは︑本資料の角筆加点者の使用する日常の言語
が'おおよそ本県阿賀野川以北の地域の音譜的な特徴を備
えていることを示唆していると考えられる︒
以上のように︑菅谷内政氏所蔵角筆文献における角筆の
書入 (1部鉛筆の番人) は︑総じて越後方言t と‑わけ阿
賀野川以北の地域の言語的な特徴を有していることが分か
ったo r新潟県音譜地図j にまとめられた方言調査は'昭
和五五 (1九八〇) 〜六〇 (1九八五)年にかけて実施さ
れたものである︒今から三〇年ほど前の︑新潟県の音譜状
況を映し出したものと言える︒小論において述べた調査結
果は︑ほんの1部の音譜現象に過ぎなかったものの︑それ
と相通じるものであった︒とすれば'大胆な推測ではある
が︑100‑1五〇年前の当地方においては︑基本的には
﹁新潟県音譜地図﹂ に反映されたものとさして変わらぬ趨
後方音が'日常的に使用されていたのではないかと考える

骨董品市の角筆文献から'多‑の新たな知見を得ること
ができたが︑今後は越後地方における当時の学間の実態

ろう(1 4)0

や︑浅見氏や伊藤氏の素性について追究する必要があるだ

[
注
]
(1)拙稿﹁東北日本・日本海沿岸地域の角筆文献管見﹂(こ
とばとくらし二一︑二〇〇九年10月) にも同趣旨の
ことを述べた︒
(2) 新潟大学附属図書館佐野文庫調査についてはも 拙稿
﹁新潟大学附属図書館佐野文庫蔵角筆文献目録‑離籍
之部‑﹂ (新潟大学教育学部紀要三九‑二︑一九九八
年三月)︑﹁新潟大学附属図書館佐野文庫蔵角筆文
献目録‑国書之部‑﹂ (新潟大学教育人間科学部紀
要ニー二︑二〇〇〇年三月)へ ﹁佐野文庫と角筆文献
調査﹂ (新潟大学図書館だより八三︑一九九九年一
月)︑﹁佐野文庫の角筆文献‑﹁古畢二千文﹂ を資
料として (上) (下) ‑﹂ (新潟大学図書館だより
八四'八五︑一九九九年三月へ 七月)'﹁角筆文献発
掘調査研究の指針を求めてI新潟大学附属図書館佐
野文雄悉皆調査‑﹂ (科学研究勢・研究成果報告書︑
二〇〇〇年三月) に︑山本半右衛門家・荏川文庫調
査については︑拙稿﹁山本半右衛門家の角筆文献に
ついて﹂ (佐渡郷土文化九〇︑一九九九年六月) に︑
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長岡市立阪之上小学校・ふるさと教室所蔵文献調査
については︑拙稿﹁長岡市立阪之上小学校所蔵の角
筆文献について﹂(新大国語二九︑二〇〇三年三月)に︑
それぞれ辞述している︒
なお︑山本半右衛門家・荏川文庫調査について
は︑菅谷内敦氏は関与していないが'その後追加
調査を実施した︒そのことは︑拙稿﹁山本半右衛
門家の角筆文献について (二)﹂ (佐渡郷土文化
一二八へ二〇一二年二月) に詳述した︒
(3) 資料 (2) (3) の原題答﹁再刻﹂へ 資料 (‑) (サ)
の版心記﹁倭板四書﹂ による︒
(4) 大橋勝男編著r新潟県音譜地図﹂ (商志音院︑
一九九八年二月)0
(5)用例⑳の﹁允﹂字右傍下部には'もともと片仮名﹁ニ﹂
が附刻されているので'本来は角筆で ﹁マコト﹂と
加点すべきところである︒
(6) 明治三三年八月付け︑文部省令第一四号︑文部省令
施行規則・第一六条の ﹁仮名遭い﹂ の項目において︑
別表・第2号表の中で︑﹁あう﹂ ﹁あふ﹂ ﹁おう﹂ ﹁おふ﹂
﹁わう﹂﹁をう﹂を﹁お‑﹂へ﹁きやう﹂﹁きよう﹂﹁けう﹂
﹁けふ﹂を﹁きょ‑﹂と表記することなどが例示され
ている︒明治四一年九月付け︑文部省訓令第一〇号
ではこれを廃止し︑﹁あう﹂﹁あふ﹂﹁おう﹂﹁わう﹂﹁をつ﹂
は﹁おう﹂'﹁きやう﹂﹁きよう﹂﹁けう﹂﹁けふ﹂は﹁き

よう﹂と表記するようになった︒
(7) 拙稿﹁佐野文庫の角筆文献‑r古撃二千文j を資
料として (上) (下) ‑﹂ (新潟大学図書館だより
八四︑八五︑一九九九年三月︑七月) に詳しい︒
(8)注(4)文献のMap‑O﹁咲ぐ﹂は︑ガ行鼻濁音を調
査した地図であるが︑本図によれば上勉地方・佐渡
地方を除けば︑ガ行鼻濁音の主要分布域は阿賀野川
以北と読み取ることができる︒力行・タ行子音が濁
音化する地域とほぼ重なることが分かる︒
(9)資料(7)表紙見返には﹁コノ番人星野兄所蔵罵﹂(‑
行目・朱書)に続いて墨書書人がある︒この中には'﹁人
柄こハチガ7アレドモ﹂ (2行目)︑﹁気象ハ大イこ連
判ドモ﹂ (4行目) など︑母音[e] と [i] の混用例
が多数看取される︒同資料においては︑鉛筆の書入
ばかりでなくへ 墨書の音人にまで混用が及んでいる
ようである︒
(S) 注 (6) 文献︑別表・第1号表の中に︑平仮名﹁ぱ
ぴぷぺぽ﹂︑片仮名﹁パピプベポ﹂と明示されている︒
(3) 資料 (*0 (") の角筆の客人は片仮名が中心であっ
て︑しかも字体がよ‑似ているように思われる︒し
かし︑前者が上欄を中心にして'まま本行に書き入
れられるのに対して︑後者はほとんど下欄を中心と
する︒資料 (7) の角筆の音人は符号(大半はヲコ
ト点棟の符号) で'資料 (4) (5) と通じているよ
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うである︒
(2) 菅谷内氏は︑この例を清音﹁ナカ﹂と見て取ったよ
うである︒筆者も当初はそのように思っていたが︑
角筆スコープにより子細に調べてみると︑﹁カ﹂ に濁
点が附されていることが明らかとなった︒小躍りし
たことを今で滝覚えている︒
(2) ただし︑小論に述べた如く︑角筆・鉛筆の音入とも
に一棟ではない︒憶測ではあるが︑江戸時代末期か
ら明治時代初期までの間に'浅見氏や伊藤氏を含め
た某人 (複数人) によって︑まず角筆点が書き入れ
られ︑次いで明治三三年以降に別の某人 (複数人)
によって鉛筆点が書き入れられたのではないだろう
か︒
¥r‑4j ﹁浅見/信二 (朱印) なる蔵書印は︑新潟大学附属
図書館佐野文庫調査において何度か見かけた記憶が
ある︒おそら‑新潟県内の好事家 (図書収集家) で
あろうと推測している︒ただ以前︑近牡の督蹄や図
書流通史などに詳しい八鍬友広新潟大学教授 (当時︑
現在は東北大学教授) に照会したところへ ﹁不詳﹂と
のことであった︒また︑新潟県内の古文書・古書籍
の専門家である'前新潟県立文書館副館長・本井晴
信氏にも問い合わせたが︑﹁管見のかぎりでは思い当
た﹂ らないとのことであった︒追究の緒は︑なかな
か見出せそうもない︒

[附記]
新潟大学教育学部鈴木研究室による角隼文献調査は︑
現在もなお進行中である︒年三回︑主として新潟県立文
書館において県内の文献を調査させていただいている︒
思えば︑当研究室の角筆文献調査がスタートしたのは︑
1九九四年三月に新潟大学附属図書館佐野文庫調査を始め
た時からであるから︑再来年の三月には満二〇周年を迎え
ることになる︒菅谷内敦氏に続いてへ 次々と角筆文献調査
のエキスパートたちが生まれ育ちへ 陸続と世に出て行った
わけである︒
ただ'残念なことに︑そのエキスパートたちは卒業・修
了すると'せっかく培ってきた経験と力量を (身につけた
こと自体) 忘れてしまって︑﹁角筆﹂ はいつしか懐かしい
思い出話のタネと化してしまっているようである︒
本稿で述べたように︑角筆文献は︑神社・仏閣や旧家の
土蔵や納戸の中だけでなく︑骨董品市やがらくた市にも密
やかに眠っているのである︒それらすべてを調査すること
は︑もはや私の手には負えないことである︒それらが︑第
二・第三の菅谷内敦氏=角筆文献調査のエキスパートたち
の目に触れるところとなり︑それがスイッチとなって彼ら
の角筆調査者としての本能が目覚めるという健伴を'切に
願っている︒
‑二〇l二年1一月七日成稿‑
(新潟大学教育学部教授)
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