紅林健志

た︑矢口家の蔵書を伝えるものである︒現在は︑八幡八幡宮の参道添い︑

本九三三点のうち︑およそ四九九点が奥書を有する︒未詳のものも多いが︑

くに筆写の日時と筆写者を明記した奥書が付されていることであろう︒写

られてきたものもいくつか存在する︵注４︶︒また特記すべきは︑写本の多

﹃新著聞集﹂︑また１１０９﹃四シ谷雑談集﹄など︑先行研究に取り上げ

の取り合わせ本含む︶︒写本の中には︑１０２﹃鷹百首和歌﹄や︑１４４

高崎矢口家における筆写活動ｌ写本の奥書を中心にＩ

はじめに

やわたはちまん

矢口家の敷地内にある︒矢口家の先代︑米三氏のときに蔵書を整理され︑

三七○点は矢口家の人間に拠るものであり︑その他も概ね︑同家や周辺の

矢口丹波記念文庫は高崎市八幡町の群馬八幡八幡宮の神職を代々務め

新たに建てた離れに移管し現在に至っている︒なお︑矢口家は現在は神職

人物の手になるものであろう︒本稿では︑この写本の奥書をもとに矢口家

﹃︹矢口家系図こ︵矢口米三家文書２１７︑以下﹁文書﹂︶に拠れば︵注

一︑筆写の時期

の筆写活動の概要を略述する︒

を離れている︒

群馬八幡八幡宮︑または上野国一社八幡宮は︑かっては八幡村八幡宮︑

または上野国惣司八幡宮と呼称されていた︒天徳元年︵九五七︶に村上天
皇の勅命により︑山城国石清水八幡宮を勧請︒源頼義が安倍氏討伐の際に
祈願し︑また源頼朝も木曾義仲討伐の折に参詣したという︒近世に入って
も︑徳川家康以下三代が祈願している︒特に家光の尊崇は厚く︑慶安年中

永禄十一年辰年︑松枝小屋城主越前守春継︑武田信玄ノ為二落城︒後

５︶︑矢口氏初代茂尊︵天正八年︿一五八○﹀段︶はもと三浦氏︑

矢口家には︑古典籍の他︑書画や文書も数多く残るが︑本稿で対象とす

二君二不仕︑浪人ス︒下板鼻八幡宮二大願アリテ一七日参籠︑壹神主

には神領百石が寄進されている︵注１︶︒

るのは本号掲載の﹁矢口丹波記念文庫蔵書目録﹂収載の古典籍のみである︒

ノス︑メニ因テニノ神主ノ養子トナル︒此時ョリ当家ノ姓ヲ名乗︑矢
ロト改︒

以下﹁蔵書﹂というのは特に断らない限り︑この古典籍を指す︵注２︶︒

蔵書の点数は︑およそ一六三五点︵注３︶︑うち写本は九三三点︵刊本と
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とあり︑一の祢宜の薦めにより︑二の祢宜の養子となったという︒また︑
二代敬重︵慶長十一年︿一六○六﹀残︶のときに︑﹁居宅焼失旧書成灰﹂

とあり︑蔵書はこれ以後のものとなるが︑本格的な収集といいうるのはも

安永三九点慶応四点

天明六三点明治一六点

寛政一一九点

となり︑他に年次不明︑署名のみの奥書をもつものが十点ほどある︒元号

の性質上︑単純な比較はできないが︑やはり安永から文化までの点数が群

う少し 後 で あ ろ う ︒

現存する写本に名前が出るのは七代並保︵文化五年︿一八○八﹀残︶

を抜いて多い︒これは正喜の存生期間と一致する︒そこで︑正喜の収集に

ともやす

から︒ただし︑１５７７﹁︹御手本︺﹄一点のみ︒﹁上州群馬郡下小鳥村

ついて︑以下で詳述する︒

複して取り上げたが︑年次のみのものについては▼印以下に注記するにと

なお︑筆写が複数年にまたがるものについては︑奥書に署名があれば︑重

る︒︵︶内は署名︒考証等を要するものについては▼印をつけて補った︒

は宝暦九年︒奥書から年齢が一致するものを挙げ︑以下に年表風に整理す

とあり︑文政二年に六十一歳で段したとの記事が載る︒これに拠れば生年

ム︒是其徳ナルカナ︒干時文政二己卯年六月中八日卒ス︒

浮世ノ人ニコビ不遊コト仙如シ︒六拾壹歳ニテ卒去︒隣郷ノ人迄ヲシ

トスルヲ知ラズ・諸門弟子五拾余人︒医書ヲ好︑難病ヲ助ルコト多シ・

書︑占書︑軍談︑歌書︑誹書︑其外雑書写本︑読書二向テ夜ノ明ナン

矢口丹波正並保嫡子雑学好︑写本数万巻︑求本︑神書︑算法︑秘

を称した︒前掲系図︵文書２１７︶に︑

之助︒号は花鳥︵花蝶︶か︒八幡村八幡宮の神職として主殿または丹波正

矢口正喜︒名は正喜ほか︑重斯︑重友︵友重︶︑重栄を用いた︒通称林

二︑正喜の筆写活動

並保﹂﹁延享四歳卯十一月二十五日﹂と表紙にあり︑厳密には奥書とはい
いがたい︒また︑並保は﹃︹矢口家系図︺﹄︵文書６０４︶に拠れば︑親類

方青木氏出身の婿養子であり︑婿に入ったのは宝暦八年︵一七五八︶︒延
享四年︵一七四七︶の同書は実家から持参したものであろう︒なお︑実父
は青木丑太郎といい︵注６︶︑１３８６﹃︹見一算他︺﹄の奥書に名前も出る︒

矢口家の蔵書には並保の実家より受け継いだものもあると見てよい︒

しかし︑重要なのはやはり八代正喜であろう︒奥書に拠って元号ごとに
写本の点数を書き出せば︑

延宝一点享和三二点
元禄五点文化一四○点
宝永二点文政一八点

享保四点天保八点
元文一点弘化四点
寛保一点嘉永六点
延享二点安政八点
宝暦五点万延一点

明和一一点文久二点
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どめた︒

明和八年︵一七七一︶｜三歳
三月二二日︑１５２２﹃古手本集﹄︵矢口氏︶書写︒

七七三︶

五歳

▼﹁矢口氏﹂とのみ︒時期的に正喜のものか︒

安永二年︵

安永五年︵

七七六︶

八歳

二月吉日︑１０１４﹃神路の事ふれ﹄︵矢口林之祐︶︑同上旬︑８４４﹃新

板／三界一心記﹂︵矢口林之助重斯︶︑同下旬︑１５５５﹃手本重宝記﹂︵矢

七七七︶

九歳

口林之助︶︑二月二二日︑７５６﹃唐詩三物﹂︵重斯︶書写︒

安永六年︵

二月一二日︑７８４﹃小夜時雨﹄︵矢口林之助︶書写︒

五月一九日︑１６２７﹃中臣祓松風紗﹄︵四五愚竜︶︑閏七月廿六日︑１

七七八︶二○歳

口氏︶︑初秋︑７０４﹃通夜幽言録﹄︵矢口林之助︶︑八月︑１０９４﹃殺

３２９﹃参河後風土記﹄巻四十四・四十五︵矢口林之助︶︑他︑５７０﹃北

安永七年︵

法転輪﹄︵矢口林之助︶︑末秋︑６８９﹃天草軍談﹄︵矢口林之祐重斯︶︑一

条盛衰記﹄︵矢口主殿︶書写︒

三月上旬︑１５２４﹃古手本集﹄︵矢口林之助︶︑１５２１﹃用文章﹄︵矢

一月二四日︑１０９７﹃慶安太平記﹄︵矢口林之助︶︑他︑７７６﹃落穂集﹄

之祐／重斯︵花押︶﹂とある︒年齢が同じところから︑この﹁林之助︵祐︶

▼６８９﹃天草軍談﹄に﹁三五愚童写之﹂﹁上野国碓氷郡八幡村／矢口林

的に写されているが︑本稿では署名のある奥書のみ採録している︒なお︑

▼１３２９﹃参河後風土記﹄の書写は一部のみ︒同書は安永四年から断続

用いる︒

▼﹃中臣祓松風紗﹄は年齢により正喜とした︒この年より﹁主殿﹂の称を

重斯﹂は正喜と考えられる︒﹃殺法転輪﹄﹃天草軍談﹄﹃慶安太平記﹄など︑

同書は﹃難波戦記﹄との合綴︒これについては天明元年の項参照︒

︵重斯︶書写︒

実録が多いのがこの時期の特徴である︒ただし︑実録の筆写については生

みやものがたり﹄︵矢口重斯︶︑他︑１３２７﹃通俗呉越軍談﹄︵矢口林之

正月六日︑１５０２﹃山水秘伝抄﹄︵矢口氏︶︑二月一日︑１２６４﹃た

七七九︶二一歳

安永八年︵
六歳

涯にわたって行っている︒

安永三年︵一七七四︶

六月下旬︑１６３２﹃箕輪軍記﹄書写︵矢口林之助藤原之重斯︶︒

助︶書写︒

安永九年︵

七八○︶二二歳

め︑こちらに採録︒

十一歳﹂とある︒己亥は安永四年ではなく︑安永八年︒年齢も合致するた

▼ここから︑矢口家の本姓が藤原氏と知られる︒

七歳

▼﹃たみやものがたり﹄奥書には︑﹁安永四己亥歳二月朔日﹂﹁矢口重斯二

七七五︶

▼また﹃箕輪軍記﹄は寛政三年に再度書写されている︒同年の項参照︒

安永四年︵

七月四日︑５６６﹃日向半切﹄︵重斯︶︑一二月下旬︑１０８８﹃加賀国
敵討﹄ ︵ 矢 口 林 之 助 ︶ 書 写 ︒
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１２６６﹃忠臣規矩順従録﹄︵矢口氏︶︑同一五日︑７００﹃厳秘／藤竹武

三月〜七月︑７０９﹃通俗漢楚軍談﹄︵矢口林之助重斯・花蝶︶︑九月九日︑

︵花鳥︶︑九月二日︑６３１﹃鼈頭助語辞﹄︵矢口主殿︶︑同一二日︑６１

蔵鐙﹄︵矢口主殿重友︶︑同二○・二二・二五日︑１３２８﹃通俗三国志﹄

六月上旬〜七月二九日︑２２８﹃新鎮纂集諸家全書大成断易天機下﹄

３﹃紫薇字様﹄︵花鳥︶︒一○月二○日︑１２７９﹃神皇正統記﹄︵矢口主

の８６９﹃讐討岩井実記﹄にも廿三歳︑十五年後の寛政七年写の６８４﹃上

▼﹁花鳥︵花蝶︶﹂号は︑２２８の奥書に廿二歳とある他︑翌天明元年写

▼この年の九月から︑それまでの﹁重斯﹂に換え︑﹁重友﹂の名を使うよ

の項参照︒

▼１３２８﹃通俗三国志﹄は天明四・五年にも残りを書写している︒同年

︵矢口氏・花蝶︶︑二月一三日︑８６９﹃讐討岩井実記﹄︵花鳥︶書写︒

瑠璃秘曲集﹄︵こちらは﹁花蝶﹂︶にも三十七歳とあり︑正喜と年齢が一致

うになる︒重友の年齢は基本的に正喜と一致する︒改名したものと判断し

殿︶書写︒

する︒さらに︑７０９﹃通俗漢楚軍談﹄︵安永十年写︶の奥書では︑巻を

た︒

つ写本を以下に列挙すれば︑７０１﹃近代公実厳秘録﹄︵矢口林之助︶︑８

換えて︑﹁矢口林之助﹂と﹁花蝶﹂の二つの名で写している︒花鳥︵花蝶︶

またこの﹁花鳥﹂号を俳号に持つ人物が︑矢口家の俳書中に散見される︒

７４﹃油井根元記﹄︵重斯︶︑９３１﹃日光郡鄭枕﹄︵矢口林之助重斯︶︑１

▼右に挙げたものの他に︑年次未詳ながら﹁林之助﹂﹁重斯﹂の奥書をも

文化四年序の２０﹁花供養﹄に入集するほか︑５８﹃︹発句集︺点取﹄に

０１８﹃天照皇大神宮・弘法大師諸国抜参夢物語﹄︵矢口林之助︶︑１２７

と正喜を別人とは考え に く い ︒

二首︑６２﹃︹精義点発句集︺﹂に六首︑７９﹃︹咄雪斎点発句集︺﹄に二首︑

８﹃神代巻﹄︵重斯︶となる︒これらもこの年までに筆写したものである
︾﹃ノＯ

天明二年︵

七八二︶二四歳

１６３７﹃︹点取俳譜︺﹄に五首の句を見出せる︒６２と１６３７では﹁天

・花鳥﹂とあり︑最高位を獲得している︒俳譜にもなかなかの才覚を顕し
たと思しい︒所書きはヤハタ︒あるいはこれも正喜のことか︒

２５﹃信長記﹄︵矢口友重︶書写︒

五月二七日︑１４５﹃曾我物語﹄巻一〜五︵矢口主殿友重︶︑他︑１３

▼また︑１４８５﹃五色墨﹄の書写奥書に﹁安永九年庚子五月十二日写之

▼１４５﹃曾我物語﹄巻六〜十二は安永五年の書写︵署名を未確認のため︑

なお︑７９と１６３７には︑正喜の子︑一多も初号の涼風で出る︒

／雄︵花押︶二拾二歳﹂とあり︑年齢が一致するので︑これも正喜の筆写

七八三︶二五歳

二月二○日︑６９９﹃通俗武王軍談﹂︵矢口主殿重友︶︑四月五〜七日︑

天明三年︵

﹁廿四歳﹂と一致するので︑正喜とした︒

同年の項には未載︶︒なお︑﹁重友﹂ではなく︑﹁友重﹂とあるが︑年齢が

七八一︶二三歳

と考えるべきか︒未詳︒

天明元年︵

正月一○日︑９９８﹃敵討魚名劔﹄︵矢口主殿重斯︶︑同一二日︑１５２
５﹃古手本集﹄︵廿三歳︶︑三月︑１３２９﹃難波戦記﹄巻五︵矢口重斯︶︑
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５８０﹃薩琉軍談﹄︵矢口重友︶︑九月二一〜二二日︑９５８﹃普世俗談﹄

天明五年︵

七八五︶二七歳

▼６９９﹃通俗武王軍談﹄の奥書は複数あり︑署名のある巻の日付をとっ

殿︶︑同一六日︑１１１４﹃阿淡夢物語／後篇鳴戸の曙﹄︵矢口主殿︶︑九

重友・矢口主殿︶︑八月一四日︑１１１３﹃阿淡夢物語／後篇全﹄︵矢口主

三月二一〜二四︵巻二︶・二七日︵巻四︶︑﹃通俗三国志﹂︵矢口主殿藤原

た︒その他︑正月︑二月︑十月︑十一月に書写している︒なお︑署名のあ

月五日︑１３４﹃徳和歌後万載集﹄︵矢口主殿︶書写︒

︵矢口主殿藤原重友︶書写︒

る巻二十四の奥には﹁天明二年﹂﹁行年廿五歳﹂とあるが︑天明二年に正

天明六年︵

とあることを考慮し︑天明三年の誤記と判断した︒なお︑﹃矢口丹波正日

明三年正月十八日の条に︑﹁十八朝より天気善︑風吹︒武王十四巻書始﹂

語実録﹄︵矢口主殿︶︑八月一四〜一五日︑７０２﹃仇討今様東鑑﹄︵矢口

２﹃牡丹畑敵討﹄︵矢口主殿︶︑四月二二〜二五日︑１１０８﹃加州金沢物

二月三〜五日︑７１１﹃婦女武勇集﹄︵矢口主殿︶︑同六〜七日︑１２６

七八六︶二八歳

喜は二十四歳のため棚鵬する︒同じく同文庫所蔵の﹃矢口丹波正日記﹄天

記﹄は正喜と一多二代の手になる日記だが︑本の筆写については︑ほとん

︵重友︶︑同二五日︑７１２﹃神武権衡録﹄︵矢口氏︶︑一○月二日︑１

主殿重友︶︑九月二一日︵天巻︶︑同二三日︵人巻︶︑７７８﹃神武権衡録﹄

七八四︶二六歳

ど記事がなく︑この箇所は非常に珍しい︒

天明四年︵

０９９﹃悪念刃の錆﹄︵矢口主殿︶書写︒

▼﹃神武権衝録﹄７７８は天・人巻︑７１２は地巻︒

正月八〜九日︑１１２１﹃奥平家士敵討細顕記﹄︵矢口主殿藤原重友︶︑
閨正月一七〜一八日︑１６７﹃見聞独歩行﹄︵矢口主殿︶︑同二五〜二七日︑

天明七年︵

１２９２﹃身躰柱立﹄︵矢口主殿︶書写︒

二月三〜七日︑６０９﹃勢州二宮御祓銘論記﹄︵矢口主殿︶︑同二一日︑

七八七︶二九歳

１１１６﹃秋田杉直物語﹂︵矢口主殿藤原重友︶︑三月一五〜一七日︑１１
１５﹃和州小泉／敵討親子塚﹄︵矢口主殿︶︑同二四日︑１５９﹃紅毛談﹄
︵矢口主殿︶・１２６０﹃番町皿屋敷実録﹄︵矢口主殿︶︑四月三日︑６９

本水土考﹄︵矢口主殿重友︶︑一○月︑１０８４﹃護国女太平記﹄︵矢口主

︵矢口主殿︶︑八月︑９６７﹃花秘書﹄︵主殿︶︑九月二八日︑１２１５﹃日

﹃古今武家盛衰記按書﹄︵矢口主殿︶︑六月一五日︑１１１０﹃石井明道志﹄

石川五右ヱ門﹄︵矢口主殿藤原重友︶︑五月二四日〜七月一日︑１２５８

将棊啓蒙﹄︵矢口主殿︶書写︒

他︑９２３﹃家内続集／用心警瞼草﹄︵矢口主殿︶︑９８６﹃仙翁選駒組／

︵矢口主殿︶︑七月二八日〜八月一日︑１３９３﹃開承算法﹄︵矢口主殿︶︑

１２４９﹃火車乗行録﹄︵矢口主殿︶︑六月一二日︑９２９﹃家内用心集﹄

正月二一日︑８７３﹃敵討四士談話﹄︵矢口主殿重栄︶︑三月七〜九日︑

天明八年︵一七八八︶三○歳

殿︶一○月二六〜一二月七日︑１３２８﹃通俗三国志﹄巻三十五〜五十︵矢

▼８７３﹃敵討四士談話﹄の奥書に﹁上州碓氷郡八幡村矢口主殿行年

６﹃伊藤一刀斎剣術物語﹄︵矢口主殿︶︑同二二日︑１２５６﹃賊禁秘誠談

口主殿︶書写︒
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二七日︑１０４９﹃活要算法﹄︵矢口主殿︶︑三月二日︑５７９﹃雑豆鼻糞

正月二八〜二九日︑１２８４﹃天満宮御伝記﹄︵矢口重栄︶︑二月一二〜

正喜のことと考えて間違いない︒前年まで用いていた﹁重友﹂はこの年を

軍談﹄︵矢口主殿︶︑同九〜一六日︑１４０６﹃拾磯算法﹄︵矢口主殿︶︑四

三十歳重栄︵花押︶﹂とある︒年齢や﹁主殿﹂の称を用いるところなど︑

境にしばらく使われなくなる︒改称したということか︒ただし文化三年の

月一四日︑１３６２﹃蝕算活法暦率﹄︵矢口主殿︶︑五月七︵下︶・一○日

︵上中︶︑１４０８﹃精要算法﹄︵矢口主殿︶︑六月一日︑１３４０﹃換号

１１６２﹃神代医書大同類聚方﹄などに使用例がある︒後述︒

▼また︑この年は一点だけだが︑和算の本︵１３９３﹃開承算法﹄︶があ

矢口家が神主を務めた群馬八幡八幡宮には︑三点の算額が現存する︒そ

同二日︑５０﹃ぱせを翁十六篇﹄︵矢口重栄︶︑一○月三日︑１２１０﹃植

０﹃闘微算法﹄︵矢口主殿︶︑七月二日︑８５９﹃雨やどり﹄︵矢口氏︶︑

之訣﹄︵矢口主殿︶︑同一九〜二二日︑７６４﹃諸州巡覧記﹄︵矢口主殿︶︑

の最古のものは文化七年の小野良佐栄重とその門人の奉納になるもの︒栄

崎九八郎存念書写﹄︵矢口氏︶︑同四日︑１０８９﹃農家功夫伝﹄︵矢口主

ることも注目される︒和算の本はこれ以前には見られないが︑翌年からか

重ははじめ天明七年に算額を奉納︑それが摩滅したため︑文化七年に再度

殿︶︑二月一日︑１２００﹃地方相伝洗撰集﹄︵矢口重栄︶書写︒

同二一〜二三日︑１０８５﹃森鏡邪正録﹄︵矢口主殿︶︑同二九日︑１４１

奉納したという︒矢口家にある三種の系図のうち︑一種︵文書６０３︶は︑

▼１４０６﹃拾磯算法﹄は︑巻二〜五は三月の書写だが︑巻一のみ八月︒

なり精力的に筆写するようになり︑蔵書全体でも大きな位置を占める︒

正喜について︑﹁算術ヲ好︑板鼻小野良佐友人タリ﹂と述べる︒天明七年

寛政二年︵

七九○︶三二歳

の栄重の算額奉納を契機として︑栄重との交誼および正喜の和算への傾倒

小野栄重は︑宝暦十三年生︒寛政元年に江戸に出て藤田貞資に学ぶ︒伊

口主殿︶︑同八日︑１４１２﹃非改精算法﹂︵矢口主殿︶︑同二○日︑６４

３﹃信州仙人床﹄︵矢口重栄︶︑同六日︑１１８３﹁屋畑山吹猫物語﹄︵矢

正月四〜五日︑１０９５﹃安明間記﹄︵矢口重栄︶︑同五〜六日︑１２５

能忠敬について東海と北陸の海岸の測量に従事︒享和三年に郷里の上野板

３Ａ﹃娯息斎詩文集﹄︵矢口主殿︶︑四月一九〜二○日︑１９５﹃等則蒙求

がはじまったものと考 え た い ︒

鼻に帰り︑剣持章行らの門弟を育てた︒天保二年死去︒六九歳︒本姓は須

八日︑１３７４﹃関流算術﹂︵矢口主殿︶︑同二六日︑１３５３﹃算梯拾

百題﹄︵矢口重栄︶︑五月二日︑１３６９﹃精要算法解義﹄︵矢口主殿︶︑

なお︑八幡宮に奉納されている算額のうち一点は︑栄重門人の岩井重遠

巻﹄︵矢口主殿︶︑八月一二日︑１３９６﹃竿頭算法中学算法答術﹄︵矢

藤︒通称は捨五郎︑良佐︒号は子巌︒著作に﹁弧背真術弁解﹂﹁星測量地

の手になるもの︒奉納は︑子の一多の代になされている︒二代に渡り︑栄

口主殿︶︑九月一○日︑１０９８﹃女敵討豫譲衣﹄︵矢口主殿︶︑同一二日︑

六月一〜六日︑１０５０﹃神壁算法／上下／解惑弁誤﹄︵矢口主殿︶︑同一

重一門との交流があったことが窺える︵注８︶︒

１２６５﹃冨永伝記﹂︵矢口主殿︶︑同二六日︑１４０３﹃算法学海﹄︵矢

録﹂な ど ︵ 注 ７ ︶ ︒

七八九︶三一歳

寛政元年︵
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口主殿︶書写︒

寛政三年︵

七九一︶三三歳

同一九〜二○日︑１１９８﹃御定法聞書﹄︵矢口主殿︶︑同二五・二七日︑

９７５﹃経済録﹄︵矢口主殿︶︑二月四日︑１４５３﹃閨の秋風﹄︵矢口

６﹃浜嶋正兵衛一代記﹄︵矢口主殿︶︑六月一二〜一三日︑１０８７﹃濃州

侠太平策﹄︑後の寛政九年の﹃政談﹄と併せて︑当時の正喜の関心が窺え

▼﹃諜文筌蹄﹄︑﹃南留別志﹄など︑祖棟の著作が数点見られる︒前年の﹃祖

主殿重栄︶︑同二六〜二七日︑７６５﹃南留別志﹄︵矢口主殿︶書写︒

稚敵討﹄︵矢口主殿︶︑同一三日︑９５０﹃絵本雨やどり﹄︵矢口主殿︶︑一

るところか︒

正月一○日︑１５１６﹁箕輪軍記実録﹄︵矢口氏重栄︶︑二月三日︑８７

一月四日︑１４０７﹃小学算法﹄︵矢口主殿︶書写︒

寛政六年︵

寛政七年︵

七九五︶三七歳

瘡禁厭秘伝集﹄︵矢口主殿︶書写︒

一二月一六日︑１０７﹃三十六寄仙書法伝﹄︵矢口氏︶︑他︑１０７３﹃庖

七九四︶三六歳

▼１５１６だが︑﹃箕輪軍記﹄は安永三年にすでに書写している︵１６３
２︶︒ただし︑１６３２の奥書には悪筆ゆえ︑誤字落字が多い旨を断って

七九二︶三四歳

いる︒正確な本文を期して再度書写したものか︒

寛政四年︵

五月一七〜一九日︑１０９６﹃阿淡夢物語﹄︵矢口主殿︶︑同二三日〜六月

金録﹄︵矢口重栄︶︑四月一三〜二四日︑７８３﹃国朝旧章録﹄︵矢口主殿︶︑

九月一○〜一三日︑１１８４﹃御神君御遺訓﹄︵矢口正喜︶書写︒

秘曲集﹄︵花蝶︶︑二月七〜九日︑１０９１﹃敵討松浦衣笠﹄︵矢口主殿︶︑

六〜一八日︑７８７﹃滑川談﹄︵矢口主殿︶︑七月一四日︑６８４﹃上瑠璃

三月一五〜一六日︑２８﹃俳譜七部捜／棚さかし﹄︵矢口主殿︶︑四月一

一日︑１２５７﹃鯵躯秀英／敵討狩場野雪﹄︵矢口主殿︶︑七月二五〜二七

▼本年から系図の﹁正喜﹂を用いる︒ただこの﹁正喜﹂も享和二年から文

正月九日︑８５８﹃眠の策﹄︵矢口氏︶︑閨二月五日〜七日︑１０９３﹃甲

日︑１３５２﹃載積之伝﹄︵矢口重栄︶︑八月一日︑１３３０﹃一周零約術

化四年の間︑使用が確認できず︑文化三年に再び﹁重友﹂を使用している

寛政九年︵

七九六︶三八歳

七九七︶三九歳

二月一六〜二○日︑１３１３﹃柳営年中行事﹄︵矢口主殿︶書写︒

寛政八年︵

例があるなど錯綜しており︑留意が必要︒なお﹁重栄﹂は以降使われない︒

／自約術壕積﹄︵矢口主殿︶︑一二月二三〜二四日︑９１５﹃祖侠太平策﹄
︵矢口主殿︶書写︒

寛政五年︵一七九三︶三五歳
正月一日︑６２５﹃執筆溌鐙法式﹄︵矢口主殿︶︑同日〜五日︑８６６﹃小
長家騒記﹄︵矢口主殿︶︑二月一二日︑１９４﹃陰陽数元録﹄︵矢口主殿︶︑

四月一〜六日︑７７７﹃政談﹄︵矢口主殿︶︑八月六日︑９４９﹃売ト先
生安楽伝授﹄︵矢口主殿︶書写︒

三月二一日︑１２４０﹃課文筌蹄﹄︵矢口主殿︶︑四月一九日︑１１９３﹃地
方要法記﹄︵矢口主殿︶︑七月二六日︑５１﹃俳譜七部集﹄︵矢口重栄︶︑八

寛政一○年︵

七九八︶四○歳

月二・二七日︑３１９﹃︹俳譜三玉抄・俳譜六体・四季百題︺﹄︵矢口主殿︶︑
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歳﹂とある︒誤記か︒

享和元年は四十三歳のはずだが︑１１７３﹃上池秘録続編﹄には﹁四十四

１４４﹃秘法腹候伝﹂︵矢口主殿︶書写︒

▼５６５﹃豊臣鎮西軍記﹄は第四冊のみ文化三年写︒

八月二七日︑１３９０﹃新編地方算法集﹄︵矢口正喜︶︑九月一二日︑１

寛政一二年︵一八○○︶四二歳

八○二︶四四歳

正月七日︑９９９﹃厳密秘談集﹄︵矢口主殿︶︑四月八日︑４５６﹃漫遊

享和二年︵

衣︵前編こ︵四十二才︶︑同一五〜一九日︑７７９﹃都鄙問答﹄︵矢口主殿︶︑

雑記﹂︵矢口氏︶︑七月二日︑１０８１﹃田沼物語﹄︵矢口主殿︶︑九月九

正月六日︑１２１９﹃道二翁道話﹄︵四十二才︶︑三月一二日︑５２﹃鶉

四月四日︑１０７４﹃献立合戦﹄︵四十弐才︶︑七月一五〜一六日︑１６８

日︑１６２６﹃山脇家法﹄︵矢口主殿︶︑同一六日︑１４５２﹃文藻行療﹄

写︒

︵矢口主殿︶︑一○月一三日︑１１２８﹃療治茶談／四編﹄︵矢口主殿︶書

﹃本朝国語﹄︵矢口氏︶︑八月二日︑３４８﹃梅毒千斤方﹄︵矢口主殿︶︑同

七日︑１５１３﹃浅間焼大変記﹄︵矢口主殿︶︑同一二〜一三日︑１１７９
﹃病因考﹄︵矢口主殿︶︑同一三〜一六日︑１１４８﹃類聚方﹄︵矢口主殿︶︑

▼この年︑﹃梅毒千斤方﹄︑﹃病因考﹄︑﹃類聚方﹄︑﹃刻傷寒論﹄の四点の医

５４﹃算法﹄︵矢口主殿︶︑二月一九日︑９１０﹃我津衛﹂︵矢口︶︑同二五

正月五〜一○日︑１９２﹃相学辨蒙﹄︵矢口主殿︶︑閨正月一五日︑１３

八○三︶四五歳

書を書写している︒前掲の系図に﹁医書ヲ好︑難病ヲ助ルコト多シ﹂とあ

日︑１０７２﹃五体和合／膳隠居﹄︵矢口主殿︶︑三月七日︑１１５８﹃竪

享和三年︵

る︒医書の筆写が目立つようになるのは︑この時期からである︒

断﹄︵矢口主殿︶︑六月二六日︑５６０﹃小夜中山霊鐘記︵巻四こ︵矢口主

九月四日︑１１４３﹃刻傷寒論﹄︵矢口氏︶書写︒

享和元年︵ 八○｜︶四三歳

殿︶︑一○月二八日︑１２９３﹃諸祓祝詞集﹄︵矢口主殿︶︑一二月二日︑

４３５﹃本草或間﹄︵矢口主殿︶︑同一三︵巻二︶・二九日︵巻二︑７８６

正月六日︑４４﹃鶉衣︵後編こ︵矢口主殿︶︑同一二日︑１４１１﹃撲
乱算法﹄︵矢口主殿︶︑七月一四日︑１１８０﹃医事或問﹄︵矢口主殿︶︑八

▼９１０﹁我津衛﹄は心学の本︒同書の奥書は﹁矢口﹂以下が鼠害により

﹃本草綱目纂疏﹄︵矢口主殿︶︑同二○日︑１２５５﹃残編大久保武蔵鐙﹄

記﹄︵四十三才︶︑同一六〜二○日︑１１５７﹃古方便覧﹄︵矢口氏︶︑同二

欠けているため︑厳密には同定できないが︑同時期に﹃五体和合／膳隠居﹄

月八日︑１４６１﹃薬徴﹄︵矢口正喜︶︑一○月二九日︑１０８６﹁敵討飯

七日︑１１７３﹃上池秘録続編﹄︵矢口主殿︶書写︒

というこれも心学の本を書写していることを考慮し︑正喜とした︒なお︑

︵矢口主殿︶書写︒

▼１０８６﹃敵討飯沼始末録﹄には年齢がない︑このころ子の一多︵牧太

心学は正喜がこの後︑精力的に書写してゆくジャンルとなる︒

沼始末録﹄︵矢口氏︶︑二月二五日〜一二月一二日︑５６５﹃豊臣鎮西軍

郎︶もさかんに実録を書写しており︑厳密に言えばどちらとも決めがたい︒

文化元年︵

八○四︶四六歳
﹁矢口氏﹂を使う頻度が正喜の方がやや多いため︑仮に正喜とした︒また︑
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四月一九日︑１５１﹃田園類説︵坤巻こ︵矢口氏︶︑同二六日︑９２２

海道中膝栗毛︵五編こ︵矢口主殿︶︑九月二○日〜一○月六日︑１１３２

二月二四日︑４６３﹃契情買虎之巻﹄︵矢口主殿︶︑六月七日︑１４０﹃東

﹃増補愚案口訣﹄︵矢口重□︶︑一○月五〜一七日︑１１５９﹃金置要略﹄

﹃田園類説︵乾巻こ︵矢口氏︶︑九月一四日︑８６２﹃中山記﹄︵矢口主殿︶
書写︒

︵矢口主殿︶︑同六日︑１１６２﹃神代医書大同類聚方﹄︵矢口重友︶︑同

二二日︑９０７﹃一心棚卸﹄︵矢口氏︶︑一二月二日︑１１５４﹃医事約説﹄

文化二年︵ 八○五︶四七歳
正月七日︑１１６４﹃疹科治法綱﹄︵矢口主殿︶︑三月九日︑７８１﹃和

▼１４０﹃東海道中膝栗毛﹄はこの後︑文化九年まで断続的に書写︒なお︑

︵矢口主殿︶書写︒

書﹄︵矢口主殿︶・１３４３﹁裁積伝円濤之解﹂︵矢口主殿︶︑五月三日︑１

奥書に名前が出ている編次のみ採録の対象とした︒

漢雑談夜話抜書﹄︵矢口主殿︶︑四月一七日︑１３３５①﹃貸金年賦算同聞

６０９﹃和解／元亨釈書﹄︵矢口主殿︶︑八月三日︑１１１２﹃憲王外記﹄

書写︒

▼その他︑前出︵享和元年︶の５６５﹃豊臣鎮西軍記﹄第四冊もこの年の

七日︑１１７６﹃幼斎治疫要訳﹄︵矢口主殿︶︑一二月一四日︑１５４﹃上

▼１１６２﹃神代医書大同類聚方﹄の奥書には︑﹁文化三丙寅年十月六日

︵矢口主殿︶︑同一七〜一八日︑１４４﹃新著聞集﹄︵矢口主殿︶︑九月一

野志略﹄︵矢口主殿︶︑同二三日︑９５２﹃戯場粋幕の外﹄︵矢口主殿︶書

学士院蔵︑目録番号五九七四︶を書写︒どちらも署名は﹁矢口主殿﹂︒東

▼他︑﹃加減開整術﹄︵東北大学附属図書館蔵︶︑﹃中興和算家系図﹄︵日本

当該年参照︒

▼１３４３は三点を合綴︒残り二点は︑文化七年と九年に書写している︒

▼１１５４﹃医事約説﹄奥書に﹁矢口主殿四十七歳写﹂とある︒﹁四十八﹂

と︑これも﹁重友﹂か︒

者は鼠害により︑末尾の一宇が読み取れないが︑１１６２のことを考える

あり︑再度︑正喜から重友に戻した可能性もある︒また︑１１３２の書写

正喜のことであろう︒享和二年から﹁正喜﹂の使用を確認できないことも

写畢上州碓氷郡八幡村矢口重友四十八歳書﹂とあり︑年齢からしても

北大学附属図書館所蔵本については同館の和算資料データベースに︑日本

とあるべきところだが︑誤記か︒

写︒

学士院所蔵本については﹃日本学士院所蔵和算資料目録﹄︵岩波書店︑二

文化四年︵

二月二六日︑１４０﹃東海道中膝栗毛︵六編こ︵矢口主殿︶︑三月九日︑

八○七︶四九歳

○○二︶にそれぞれ拠った︒なお︑正喜の書写した和算書については︑東
北大学附属図書館に五点︑日本学士院に三点所蔵されていることが確認で

︵矢口主殿︶︑同二七日︑２７﹁はせを発句評林﹄︵矢口主殿︶︑四月六日︑

１３６４﹃新撰綴術︵上巻こ︵矢口主殿︶︑１０７１﹁新撰綴術︵下巻︶﹄︑

な経緯で市場に出たのかは不明︒

１４１﹃鹿島紀行﹄︵矢口主殿︶︑七月一六日︑１３５７﹃算法雑記﹄︵矢

きた︒後者は目録に拠れば︑日本学士院が購入したものという︒どのよう

文化三年︵ 八○六︶四八歳
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口正喜︶︑二月二日︑７８０﹃中天竺巴旦嶋記﹄︵矢口氏︶書写︒

０３﹃道二道話三篇﹄︵矢口正喜︶︑七月二日︑１０９﹃知寿路久﹄︵矢

１９９﹃漢書律暦志﹄︵矢口主殿︶︑同六日︑１３５８﹃算法雑記﹄︵矢口

▼この年の筆写の大半は心学の本︒

口主殿︶︑八月二一日︑１４０９﹃続神壁算法﹄︵矢口主殿︶︑九月三日︑

主殿︶︑他︑１２６﹃百人一首解﹄︵矢口主殿︶︑一二月三日︑１１２３﹃腹

文化七年︵

八一○︶五二歳

證奇覧／後篇﹄︵矢口主殿︶

二月二八日︑１４０﹃続膝栗毛︵初編こ︵矢口氏正喜︶︑七月二七日︑

御文写﹄︵矢口正喜︶︑同四日︑４００﹁相宅小鑑﹄︵矢口正喜︶︑二月八

▼１３５８﹃算法雑記﹄は内題に︑﹁小野栄重写本之写／矢口重友蔵書﹂

五月三○日︑１１２２﹃腹證奇覧﹄︵矢口︶︑一○月二七日︑１１９２﹃和

日︑１３８２﹃奉納額写八幡宮算術額﹄︵五十二才︶︑同一二日︑１３３９

１３４３﹁毬閾変形草解﹂︵正喜︶・１３６８﹃精要算法角術解﹄︵正喜︶︑

庵遺稿﹄︵正喜︶︑二月一七日︑１０５２﹃知心弁疑﹄︵矢口︶︑一二月七

﹃角起術﹄︵矢口正喜︶︑同二九日︑１３３５②﹃貸金年賦算同聞書﹄︵正

と記されており︑小野栄重との間に蔵書の貸借があったこと︑また﹁重友﹂

日︑１２０２﹃民家分量記﹄︵矢口氏︶書写︒

喜︶書写︒

九月八日︑１３８１﹃八幡宮奉納算法額面写﹄︵矢口正喜︶︑同二七日︑１

▼この年から再び正喜を使用するようになる︒また︑文化四年まで使用し

▼他︑﹃八幡宮奉納算題解義﹄をこの年著す︵東北大学附属図書館蔵︶︵注

称の使用が窺える︒

てきた﹁主殿﹂の称は以降使用されない︒同年に父並保が段していること

９︶︒なお︑文化七年は小野栄重が八幡宮に算額を奉納した年︒ゆえに算

３６１﹃上方下菱台容球解術﹄︵矢口正喜︶︑一○月一日︑１２１１﹃神君

もあり︑正式に﹁丹波﹂を継いだということか︒ただし︑正喜が奥書に﹁丹

額関連が数点見られる︒

文化五年︵ 八○八︶五○歳

波﹂と記した例はない ︒ 未 詳 ︒

文化八年︵

写している心学の本であることから︑正喜と判断した︒

︵矢口正喜︶︑同二五日︑１２４６﹃風月帖三篇増山井註﹄︵矢口正喜︶︑

二月一二日︑１３６０﹃拾磯算法容術解／精要算法容術解／梯形円径解﹄

八一一︶五三歳

▼１０５２﹃知心弁疑﹄は年齢を記さないが︑正喜がこの時期︑熱心に書

文化六年︵ 八○九︶五一歳

四月二日︑９４２﹃有喜世物真似／旧観帖﹄︵矢口正喜︶︑同一八日︑９

８９﹃民家童蒙解﹄︵矢口氏︶︑同二五日︑８６５﹃鬼は外﹄︵矢口正喜︶︑

七月一二日︑１４０﹃続膝栗毛︵二編こ︵矢口正喜︶︑八月三日︑１３５

敵討﹄︵矢口正喜︶︑六月一三日︑１３５９﹃算法桃李践径術﹄︵矢口正喜︶︑

陽五行論﹂︵矢口正喜︶︑四月二・一二日︑８７７﹃辻語月見夫婦褒既女

閏二月七日︑１３９９﹃研幾算法﹄︵矢口正喜︶︑三月一二日︑１９３﹃陰

０４﹃道二翁四篇﹄︵矢口正喜︶︑同二二日︑９０５﹃道二翁道話五篇﹄

１﹃混沌式﹄︵矢口正喜︶︑同六日︑１３３２﹃演段三率﹄︵矢口正喜︶・１

正月三日︑９１２﹃手嶋先生四書口教﹄︵矢口正喜︶︑二月一三日︑１１

︵矢口正喜︶︑同二三日︑８８２﹃道得問答﹄︵矢口正喜︶︑六月五日︑９
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▼他︑﹃演段例﹄︵正喜︶を書写︵日本学士院蔵︑目録番号五二五︶︒

書写︒

７﹃活要算法剰一術弁解﹄︵矢口正喜︶︑他︑１９０﹃循環暦﹄︵矢口正喜︶

・六日︵下︶︑１４０５﹃算法点窟指南﹄︵矢口氏正喜︶︑同七日︑１３３

口正喜︶︑同二七日︑１４１３﹃和漢算法記﹄︵矢口正喜︶︑一二月一︵上︶

３３３﹃解伏題之法﹄︵矢口正喜︶︑九月一日︑８８１﹃商人夜話艸﹄︵矢

文化一一年︵

附属図書館︶︒

▼他︑﹃綴術弁解﹄︵矢口正喜︶︑﹃精要算法諺解﹄︵同︶を書写︵東北大学

女教訓以呂波歌／眠覚し余音﹄︵矢口正喜︶書写︒

同一三日︑１３４４﹃球内九球術﹄︵矢口正喜︶︑同三○日︑１５８３﹃児

字詩階梯﹄︵正喜︶︑一○月一二日︑１３５６﹃算法解見題﹄︵矢口正喜︶︑

喜︶︑九月︑７９７﹃本朝象渡来事﹂︵五十五才︶︑一○月七日︑１６６﹃国

六月八日︑２０８﹃周易原象﹄︵矢口正喜︶︑同二七日︑９７２﹃菜譜﹄︵矢

三月一二日︑１３３８﹃嘉言先生活要算法熟管術詳解聞書﹄︵矢口正喜︶︑

６５﹃諸宗鉄槌論﹄︵矢口正喜︶︑二月︑１３６３﹃諸法根源﹄︵矢口正喜︶︑

正月一二日︑１３４９﹃古法式地方実秘録﹄︵矢口正喜︶︑同一六日︑８

解﹄︵矢口正喜︶︑他︑７９５﹃福相になるの伝受﹄︵矢口正喜︶書写︒

月二〜三日︑１４００﹃算経﹄︵矢口正喜︶︑同一三日︑１３８３﹃榛名額

月二七日︑１０５﹃和歌／二条家口伝／飛鳥井家口伝﹄︵矢口正喜︶︑一二

６５﹃東都見聞記﹄︵矢口正喜︶・６１８﹃色紙短冊書法﹄︵矢口正喜︶︑九

五月一日︑９７０﹃小笠原喉方産屋の次第﹄︵矢口正喜︶︑八月四日︑１

八一四︶五六歳

文化九年︵ 八一二︶五四歳

口正喜︶︑七月三日︑１３４３﹁毬關変形草中心狂之詳解﹂︵矢口正喜︶︑

文化一二年︵

八一五︶五七歳

同七日︑１３４６﹃鈎股方圓適／等﹄︵矢口正喜︶︑同一五日︑１３８４﹃丁

三月二七日︑２２０﹁家相速成﹄︵矢口正喜︶︑四月二日︑１３１５﹃山

水伝／新造内裏御障子画和歌﹄︵矢口正喜︶︑同一四日︑１１８８﹃日光御

未算法雑記﹄︵矢口正喜︶︑八月一・三日︑１０７９﹃妙術博物筌﹄︵矢口
正喜︶︑一二月二三日︑１４０﹃続膝栗毛︵三編こ︵矢口正喜︶書写︒

法会二付御触書之写﹄︵正喜︶︑同二三日︑２００﹃家相図解﹄︵矢口氏︶︑

五月三日︑４３﹃はせを句解参考﹄︵正喜︶︑六月一○日︑８１９﹃和漢文

▼他︑﹃算法演段品彙﹄︵矢口正喜︶を書写︵東北大学附属図書館蔵︶︒

八一三︶五五歳

藻悪語抜粋﹄︵矢口正喜︶書写︒

文化一○年︵

正月四日︑１３９２﹃算術／開式新法﹄︵矢口正喜︶︑五月二日︑９１８

文化一三年︵

︵矢口正喜︶︑同二三日︑１５９５﹃孝行になるの伝授・銀のなる木の伝

１３４１﹃韓信点兵法﹄︵矢口正喜︶︑同一五日︑１３９４﹃開承点兵算法﹄

︵矢口正喜︶︑六月三日︑１２９７﹃神代講義﹄︵矢口正喜︶︑七月二日︑

喜︶︑閏八月一六日︑１５０１﹃安心成仏宝撤取﹄︵矢口正喜︶︑同一八日︑

百人首解﹄︵矢口正喜︶︑五月八日︑１０６﹃古今和歌集切紙伝﹄︵矢口正

１４３﹃骨董集︵上綿下後︶﹄︵矢口正喜︶︑四月二八日︑１１４﹃小倉山

三月一○日︑４８４﹃骨董集︵上編上中下︶﹄︵矢口正喜︶︑同一七日︑

八一六︶五八歳

﹃心学教諭録二篇﹄︵矢口正喜︶︑同二日︑１３６６﹃精要算法諺解﹄

授﹄︵矢口正喜︶︑八月二○日︑１３７９﹃極数術適尽方級逐乗弁解﹄︵正
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１４８０﹃月次句競﹄︵矢口正喜︶︑一二月七日︑１３６７﹃精要算法下巻
七問解﹄︵矢口正喜︶︑同九日︑１３８５﹃歩術﹄︵矢口正喜︶書写︒

﹁古状揃﹄︵矢口主殿︶︑１２６９﹃敵討膏薬奴記﹄︵矢口主殿︶︑１３１０

﹃伊勢参宮／生年二寄テ善悪之事﹄︵矢口主殿︶が挙げられる︒ただ︑一

以下︑正喜の筆写の特色をまとめれば︑若年から生涯にわたり︑実録の

多が主殿を称した例もあるため︑厳密には正喜の書写と定められない︒

正月一三日︑１０２２﹃釜はらい﹄︵矢口正喜︶︑二月二日︑３３﹃正風

筆写を行っている︒また前述のように︑天明七年の栄重の算額奉納を契機

文化一四︵ 八一七︶五九歳

俳譜奥之捷逵﹄︵矢口正喜︶︑１５６﹃上野国多胡郡／八束羊大夫実録﹄︵矢

として和算書が大きい割合を示すようになる︒他︑寛政十二年ごろからの

また筆写の速度も重要であろう︒速度は書物によってまちまちながら︑

口正喜︶︑他︑７９２﹃東国旅行談﹂︵矢口正喜︶︑９２０﹃本佐録﹄︵矢口

▼１５６﹃上野国多胡郡／八束羊大夫実録﹄は上毛の古碑︑多胡碑に関す

たとえば︑１１１５﹃和州小泉／敵討親子塚﹄の奥書に﹁天明四甲辰歳三

医書の筆者も注目される︒

るもの︒矢口家には多胡碑の拓本用の板木と見られるものも所蔵されてお

月十五日ョリ同十七日朝五時筆止﹂とある︒１１１５は大本一冊四八丁︒

正喜︶書写︒

り︑関心が窺われる︒

ある︒また︑筆写の順序は必ずしも一巻︵初編︶から順を追って︑という

二日から数日が基本か︒ただし早い場合は一冊の本を一日で書写する例も

正月二九日︑１５１４﹃旧聞伝説利根吾妻両郡﹄︵矢口正喜︶︑二月一

形にはなっていない︑興味関心のあるところから筆写をすすめていったと

文政元年︵ 八一八︶六○歳

日︑１５１５﹃高崎御領分町在由緒書﹄︵矢口正喜︶︑五月二三日︑１２７

いうことか︒

三︑正喜と一参

いつさん

２﹃石城明伝﹂︵矢口正喜︶︑一○
○月
月二
二日
日︑
︑１
１３
３４
４７
７﹃
﹃三
三角
角燥
燥術
術／
／解
解術
術﹂︵矢
口氏︶︑一二月二一日︑１３７５﹃側円中容方雑解﹄︵矢口氏︶書写︒

文政二年︵ 八一九︶六一歳
三月二三日︑９１６﹃心学問答﹄︵矢口正喜︶︑四月二日︑８９３﹃冨

筆写についてはすでに金田房子﹁矢口一多年譜稿﹂︵﹃国文学研究資料館紀

正喜に次いで重要なのは︑正喜の嫡男︑一多であろう︒ただし一多の

書写︒

要﹄文学研究篇第三九号︿二○一三・三﹀︶に丁寧に跡付けられているの

士野往来﹄︵矢口正喜︶︑閨四月一六日︑１１６９﹃産方口事﹄︵矢口正喜︶

▼他︑﹃算術解﹂︵矢口正喜︶を書写︵日本学士院蔵︑目録番号三八八二︒

で︑ここでは改めて整理することはしない︒矢口一三︑天明七年生︒名を

涼風︑のち一多︑また生々・生々居・生々庵・生々館とも︒俳譜宗匠・寺

以真︑通称を牧太郎︒八幡八幡宮の神職を務め︑丹波正を称した︒初号は

▼同年 六 月 に 正 喜 残 ︒

年表としてまとめられるのは以上︒他に年次未詳のものとして︑８８９
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子屋宗匠として在村文化を担った︒明治六年︵一八七三︶残︒享年八十七

指導ではなかろうか︒正喜が︑若き牧太郎のはじめて筆写した書物に︑日

ろう︒ただし﹁何月何日﹂という表現が解せない︒思うに︑これは筆写の

むれよし

榛名町下里見の中曽根家にある中曽根宗郁の蔵書約三○○冊の和算

号︑一九八○・二︶は︑

また︑大竹茂雄﹁矢口家蔵の和算書﹂︵﹁群馬県和算研究会会報﹂第一五

たものと解したい︒

付︑年齢︑花押を付すべきと教示する意図で︑﹁何月何日﹂等を書き加え

歳︒

ただし︑本号収載の目録には金田稿以降の調査も反映されているので︑
筆写等については以下を追加できる︒
寛政十二年︑十四歳のときに︑１４６﹃平家物語︵巻九こ︵矢口牧太郎︶︑

１５２﹃安中松井田之城主記﹂︵矢口牧太郎︶を書写︒

嘉永五年二八五二︶︑六十六歳のときに︑１５６０﹃義之十七帖︵他

その大部分は宗祁以外の同一人の筆跡である︒宗郁の孫の慎平翁が生

書の中に︑弘化二年から同四年の間に写した稿本が三○冊ほどある︒

安政二年︵一八五五︶︑六九歳のとき︑６９８﹃明和鍛冶殺報実録﹄︑裏

前に話して呉れたところによると︑これらの写本は八幡八幡宮の神主

二点こ︵生々居一多︶を書写︒

見返しに﹁維時安政二年乙卯七月日︑矢口以真所持也﹂とあり︑同書を入

であった﹁丹波さま﹂に頼んで書いて貰ったのだという︒﹁丹波さま﹂

は字を書くのが早くて︑一冊の和算書を一晩で写したとのことであっ

手したか︒

他︑年次未詳だが︑矢口以真の奥書を持つ︑１１１７﹃丹後国宮津百姓

また金田稿の指摘する一多の初号﹁涼風﹂だが︑６１﹃︹南岡庵点発句

た︒宗祁は矢口家の和算書を借りて勉強し︑自分で写したほかに以真

は正喜の嫡子の以真である︒以真は一多と号した俳句の達人でもあっ

た︒︵中略︶さて初めに述べた中曽根宗郁が写本を頼んだ﹁丹波さま﹂

集︺﹄では︑位づけに﹁天蓼風﹂とあるが︑本文には出てこない︒かわ

にも写本を頼んだのだと思われる︒

弥左衛門娘敵討実録﹄あり︒

りに﹁涼風﹂が頻出︒あるいは﹁蓼風﹂と書くこともあったか︒

と︑一多は筆写が早く︑中曽根宗郁に頼まれ︑三十冊の和算書を書写した

ことを述べる︒中曽根宗郁は文政七年生︑明治三十九年段︒関流の和算家

また︑一多の筆写については︑正喜の指導もあったのではないか︒４６
５﹃田舎荘子外篇﹄は︑一多︵牧太郎︶の奥書のある最も古いものだが︑

で小野栄重の学統に連なる︵注四︒安政七年には八幡八幡宮に算額も奉納

している︒この談話は一多の正喜譲りの筆写の速度を物語るものであろう︒

その奥書に︑

寛政十一未年﹁何月何日﹂

写本の数では正喜に及ばないものの︑正喜の行った筆写活動は確実に一多
に受け継がれたものといえる︒

上埜国碓氷郡八幡邑矢口牧太郎書之﹁拾四歳時﹂
﹁︵花押︶﹂

とある︻図１︼︒﹁﹂内は墨の濃淡が異なり︑後で書き足されたものであ
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四︑その他の写本露︶３３７﹃玄峯集﹄︵大蕗︶︑１１０１﹃禺碑﹄︵岱蕗︶などの奥書に名

前が出る﹁大露﹂とは︑近郷の俳人︑金井岱路︵寛政四年︿一七九二﹀残︶

たということか︒

その他にも矢口姓の奥書が数点存在する︒系図を参照しつつ言及したい︒か︵注哩︒岱路と矢口家との関係については未詳︒なんらかの交流があっ

矢口松五郎１５６３﹃古手本﹄に﹁天明二年寅正月廿日矢口松五郎﹂

多にも受け継がれた︒しかし︑一参の後の収集はやや散発的でまとまった

本群の中核は正喜の筆写に拠るものである︒そして正喜の筆写は︑子の一

以上︑矢口家の筆写活動について現在判明した限りで概略を述べた︒写

とあり︒系図に拠れば︑並保三男︵長男は正喜︶︑﹁剣崎邑養子︒早世︒廿おわりに
十八︵ママ︶才卒ス﹂とあり︵文書６０４﹃︹矢口家系図こ︶︒

矢口要之祐１５２６﹃仮名手本集﹄に名前が出る︒正喜次男︵一多の
弟︶︑﹁榛名山東坊聟養子トナル﹂︵文書２１７﹃︹矢口家系図こ︶︒

矢口柾太郎明治元年の７４１﹃︹諄法問答集︺﹄に名前が出る︒近代の

正喜の筆写活動と文芸との関わりについていえば︑やはり実録の筆写が

ものとはいえない︒

利泰とする︒それに拠れば︑﹁矢口丹波同村実縁方篠原平左衛門男︒養

注目される︒地方の知識層が実録という文芸とどのように向き合い︑それ

系図に拠れば龍太郎父という︒﹃︹三浦家・矢口家系譜︺﹄︵文書６０３︶は

子ニ来﹂とある︒一多養子︒なお︑｜多の一女︑屋恵については﹁高崎駅

をどう享受してきたかを編年体で跡付けられる矢口家の蔵書は大変貴重な
ものである︒

士族内田五郎兵衛へ嫁ス﹂とある︒

矢口龍太郎弘化三年︵一八四六︶二月の︑１５５８﹃臨池制誼式目﹄

矢口氏︵または牧太郎方︶へ返却するようにとの書き入れが見られる︒こ

また︑２８５﹃播州皿屋鋪﹄︑９４８﹁︹黄表紙集こには︑借りた本を

矢口正治明治一四年の１３８９﹃算法雑記﹄に名前が出る︒一多曾孫

れに拠れば︑本の貸し出しも行っていたようである︒正喜や一多が筆写し

に名前が出る︒柾太郎長男︒

︵龍 太 郎 の 子 ︶ ︒

た本には︑医書や家相︑暦占などが見られるが︑これらは地域の人々の相

この︑地域の文化的な拠点として︑矢口家がどう機能していたかを解き

られる︒

籍も多数所蔵されており︑ひとつの文化的な拠点となっていたものと考え

談に応えることを旨として収集されたものであろう︒また上毛関連の古典

矢口丹司明治二六年の１６１７﹃化学書﹄に名前が出る︒柾太郎五男︒

この他の矢口姓の人物については残念ながら未詳︵注Ｕ◎なお︑所蔵識
語や書入れに出る人物については︑今回はとりあげていない︒
また︑８５﹃風雅辨﹂︵大露︶︑１２８﹃︹東奥多賀古城︺壷碑帖﹄︵金大
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明かすことで︑今回充分に説き及べなかった歌書や俳書︑また板本の収集

一五九一が欠番︒またひとつの整理番号で二点以上の書物を収載する場合︵二

■

三男要之助

二男主殿︵一参をさす︶

一女谷︵文書６０３では︑橘女か︶

から︒

Ｅ︶正喜より後の代の人名について︑判明している限りを挙げる︒まず正喜の子

︵四﹃関流宗統八伝中曽根宗郁ｌ生涯と業績ｌ﹄︵中曽根慎吾︑一九七五︶︒

︵９︶前掲和算資料データベースに︑﹁矢口正喜編﹂とあるのに拠った︒原本未見︒

︵８︶一多と岩井箪遠の交流については金田房子﹁矢口一参年粥稿﹂注５参照︒

︵７︶﹃日本人名恥典﹄および﹃安中市史﹄に拠った︒

︵６︶﹃名謁﹄︵文書６８４︶に拠る．

まる︒記述に細かな差異があるが︑相補的なものと考えられる︒

︵５︶矢口米三家文書には三種の矢口家系図︵文書２１７︐６０３︐６０４︶が収

世文学傭倣﹄︑汲古書院︑一九九七︶︒

名草子集成﹄四十六巻︶︒小二田誠二﹁怪談物実録の位相﹂︵長谷川強編﹃近

学校教育学類紀要﹄二号︑二○一○・二︶︒大久保順子弓続著聞集﹄解題﹂︵﹃仮

︵４︶山本一コやまひめに﹂類臘百首の伝本について﹂︵﹃金沢大学人間社会学域

なる︒

早１

九九︑四二四︑四四七︑六四三︑六五○︶もあり︑盤理すると一六三五点と

専

との関連などは少しづつ明らかになってゆくことであろう︒本稿はその基

ｑ刀

蕊紗
や一糸糸恥仰駕ソ伽

ｊ

ｔ
４ｉ
１１ｄ
合１ｌ
１ｌ
１

礎作業として写本の奥書について述べた次第である︒

︻図１−

電
ご

､

目録にしている︒なお︑﹁矢口丹波記念文庫蔵書目録﹂のうちには︑内容的に

の子については︑

一多妻は﹁まさ﹂︑一女は﹁やゑ﹂という︒他に子はなく︑養子柾太郎︵利泰︶

二男光太郎

一男龍太郎

文書と見なしうるものも数点含まれるが︑本稿では古典籍に准じて扱った︒

四女キサ

g
向

五女不与︵以上︑文書６０４﹃︹矢口家系図︺﹄に拠る︶

〃

︵１︶平凡社日本歴史地名大系﹃群馬県の地名﹄﹁八幡八幡宮﹂の項参照︒

暢蓮

、

蕊
(､リI

R
j
､

︵２︶書画については未整理︒文書は高崎市史編纂室が﹁矢口米三家文書﹂として

注

…需雪=､零下可
苛守且一再一■q▽詞

︵３︶目録番号の上では一六三九点を数えるが︑三四四︑一四一九から一四二五︑
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／−

三女すま
四女ふみ
五男登喜次郎

六男憲司
七 男 丹 司 ︵ 以 上 ︑ 文書６０３﹃︹三浦家・矢口家系譜こに拠る︶
が系図より知られる︒
︵吃︶﹃上州の俳譜﹄︵︵
ああ
︽かぎ出版︑一九九二︶に拠る︒他︑奥書ではないが岱路関

係の書物として︑６
６３﹃吾妻社奉納﹄︑５１２﹃︹大蕗俳文集︺﹄などが挙げら
れる︒

︻附記︼本稿は︑国文学研究資料館基幹研究﹁近世における蔵書形成と文芸享受﹂

︵平成二三年度〜二五年度︶の一環として︑矢口丹波記念文庫担当チームの
調査研究を通じて得た成果をもとに︑紅林がまとめたものである︒
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