
（1）

はじめに

はじめに

書籍や摺物が文化的所産であることを否定する人間はいないであろ
う。それらはそのまま時代の文化的様相を生々しく語りかけてくる。
そして、それらが、どのように制作され、流通し、また享受されたか、
書籍・摺物をめぐるあらゆる局面を捉え、当時の社会の中に正確に位
置づけることによって、書籍・摺物は、時代を立体的に浮かび上がら
せ、時代の流れとその展開のメカニズムをも垣間見せてくれる可能性
をもっている。
これらは、「史料」としては頼りないちっぽけなものである。しかし、
小さなものほど、時代の人々の日常、深部に入り込んでいたものであ
る。これら個別的かつ断片的な「史料」は、これまでの歴史研究が苦手
としていたところにわれわれを導いてくれたりもしよう。
というわけで、書籍・摺物を対象とした研究、また書籍・摺物を資

料として活用した研究は、近年ますます盛んである。書誌学は言わず
もがな、国文学や日本史学、また思想史学や教育史学をはじめ、さま
ざまな学問領域において、その資料的有効性についての認識が高まっ
たがゆえである。それぞれの領域が蓄積してきた成果は、広く共有さ
れるべき財産であろう。
そのような思いで始めたのが、本書の基となる作業であった。始め
た作業はきりがなく、継続もなかなかしんどいが、かといってやめて
しまうふんぎりを発動するのも、けっこうなエネルギーを要しそうで
あった。1997年9月に『近世書籍研究文献目録』をぺりかん社から刊行
し、それに増補訂正を加えたものを、2007年3月に『増補改訂近世書籍研究
文献目録』と題して同社から刊行した。増補改訂版は、前版にあった
著者索引を廃したにも関わらず798ページの厚冊となった。

それから7年ほどの間、増補改訂版刊行以後に知り得た文献を、自
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刊の年刊雑誌『書籍文化史』第9集（2008年1月）から第15集（2014年1
月）に、補遺として公表してきた。この補遺のデータ量も相当なもの
になってきた。それは、すなわち増補改訂版に依るのみでは心許無い
状況になってきたと同時に、『書籍文化史』掲載の補遺情報をいちいち
ひっくり返して検するのもはなはだ億劫なこととなってきたというこ
とも意味しよう。

そこで、増補改訂版刊行以後収集のデータを一冊にまとめ、『近 世　　
近代初期

書籍研究文献目録』として編むこととした。すなわち増補改訂版と本
書との二冊があれば、しばらくはそこそこの用には足りるかと愚考す
る。惰性の産物ではあるが、諸分野での活用、研究の今後の深化を楽
しみにしている。

＊　　　　　　　　　　　　　＊

さて、ここで改めて利用に際してあらかじめ御承知いただいておき
たいことを、くどいようであるが再度申し述べる。

それは、この文献目録は、かならずしも検索の便を目指して編んだ
ものではないということである。目指す特定の文献に至りつくためで
あれば、あるいは、特定の著者の論文を把握したいのであれば、こ
のようなアナログなイライラ目録など不要なのである。昨今の世の
中の急速な進歩は、目的的な検索を容易にした。CiNii（NII学術情報ナ
ビゲータ）や国文学研究資料館の電子資料室の「国文学論文目録データ
ベース」、また国立国会図書館の電子図書館などで検索するのが手っ
取り早い。リポジトリを充実させている機関もかなり増加してきてお
り、論文そのものが瞬時に入手可能であることも多い。

この文献目録は、それらに比べると面倒くさい代物である。利便性
や速さを提供するよりも、逡巡、迷子に付き合わせるものである。検
索の頼りは、目次しかない。目次をあっちこっちうろうろしながら本
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文をひっくり返すことが要求される。しかも、罠にも似て、似たよう
な項目があっちこっちに立項してあり、じっさい、一つの文献があっ
ちこっちに振り分けられているのである。あちこち目配りして用心し
ながら慎重に拾い出す必要があろう。ねらいは、あっちこっちとさま
ようことによって、他の文献、また近接する研究の文献が、眼の端に
自然と飛び込んでくることにある。目的的な検索からはこぼれそうな
ものにも気付いてほしいという余計な御世話を焼いてみたわけである。
この大きな御世話、編者がこのようにこの文献を見なしたというにす
ぎない分類であるということも、油断できないところかもしれない。
信用してはいけない。ちょっとでもかすりそうなところは、漏らさず
あたってくさいものを拾い集めるのがよいであろう。

検索システムを備えたデータベースとして、ウェブ上に公開するこ
とを勧めてくださった方も数多い。しかし、上記の目論みが優先、意
地でも紙から離れてやらないのである。

2014年7月吉祥日、鈴木俊幸記
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