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[NC 入力への試みと無刊記本の刊年推定] 

 

 

【時代区分】 
 

＜国書の場合＞ 

 (国文研『日本古典籍書誌記述要領』） 

＊時代の区分方法は何通りもあり、研究者により様々に定義されている。 

（参考）『日本書誌学用語辞典』長澤規矩也編、『書誌学入門』堀川貴司著 

 

 

＜唐本の場合＞ 

＊上記のように大きく 3 つに区切る場合もあるが、明版の字様などから刊年を推定した場

合、その時代の特徴となる字様により「明初刻本」「明嘉靖中刻本」「明萬暦暦中刻本」「明

天啓崇禎間刻本」などと表記することもある。 

 

清代 年代 年号 

清初 1644～1661 順治元年～順治 18 年 

清中葉前期 1662～1722 康煕年間 

清中葉後期 1723～1820 雍正～嘉慶 

清季 1821～1911 道光～宣統 

＊字様や諱名などから「清康煕中刻本」「清乾隆中刻本」「清道光中刻本」などと表記し、

時代を区切ることもある。上記の時代区分はいずれも無刊記本の時代を推定した際の目安

として表記する。 

 

 

 

 

江戸時代 年代 年号 

江戸初期 1596～1643 慶長～寛永 

江戸前期 1644～1715 正保～正徳 

江戸中期 1716～1780 享保～安永 

江戸後期 1781～1829 天明～文政 

江戸末期 1830～1867 天保～慶應 

明代 年代 年号 

明初 1368～1425 洪武～洪煕年間までに生まれた明人 

明中葉 1426～1526 宣徳～嘉靖 5 年までにうまれた明人 

明季 1527～ 嘉靖 6 年以降に生まれた明人 
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【清朝歴代皇帝諱名一覧】 

代 清朝歴代皇帝 年号 諱名 代字 

1 代 太祖 1616-1626 天命(1616～)   

2 代 太宗 1626-1643 天聰(1627～)   

3 代 世祖 1643-1661 順治(1644～)   

4 代 聖祖 1661-1722 康煕(1662～) 玄燁 玄 元 曄 煜 

5 代 世宗 1723-1735 雍正(1723～) 胤愼 胤 允 

6 代 高宗 1735-1796 乾隆(1736～) 弘曆 弘 宏 歴 暦 厤 歷  

7 代 仁宗 1796-1820.7 嘉慶(1796～) 顒琰 顒 琰 儉 談 淡 

8 代 宣宗 1820-1850.5 道光(1821～) 旻寧 寧 瑛 甯 

9 代 文宗 1850-1861 咸豊(1851～) 奕詝 詝 

10 代 穆宗 1861-1874 同治(1862～) 載淳 湻 

11 代 徳宗 1874-1908 光緒(1875～) 載湉 恬 

12 代 宣統帝 1908-1911 宣統 1909～) 溥儀  

 

【用語説明】 

項目 意味 

見返し 前表紙の裏。写本の場合は通常白紙であり、版本も早い時期にはそうであ

ったが、江戸中期以降は見返しに書名・著者・版元などを印刷してタイト

ルページとする習慣が定着する。 

奥付 版本の刊記部分を巻末に別丁に仕立てたもの。本屋名の奥付が見られるの

は元和・寛永(1615-44)ごろよりいう。 

跋 編著の次第などを巻末に付記する文章。跋語・跋文・後跋・書後・後序・

後書きなどともいう。 

刊記 刊本に付した、刊行年月・刊行者とその居住地等の表示。その一部を欠く

場合がある。通常巻末にあるが、巻首、目録末、複数巻の中間の巻の巻末、

分売予定の本はそれぞれの単位の巻の巻末におくなどの場合がある。 

無刊記本 刊記を欠いている本のこと。本に刊記を欠く場合は、(1)当初より刊記を入

れない、(2)既に入れられている刊記を削る、の二つ。 

蔵書印 所蔵者がその所有を表す目的で収蔵典籍書画類に押捺した印影。蔵書印や

蔵書票の機能的特質はまず当該品目の所蔵事実の明示にあり、押捺品の伝

来に関する基礎的情報を提供する。 

後印本 漢籍の書誌的用語。以前使用した修訂のない版木を用いて、後に印刷した

本。後刷り。重印本。 

改刻 版本の版木が、摩滅あるいは焼失などの理由によって使用不能になったり、

禁忌に触れて出版不能となった場合に、全体あるいは一部の版木を再刻す

ることをいう。 

 『日本古典籍書誌学辞典』井上宗雄[ほか]編著 岩波書店 1999 年 

 



2011/12/15 
   2011 年度研究分科会報告大会資料 

私立大学図書館協会和漢古典籍研究分科会 

【参考書一覧】 

  書名 編著者名 出版社 出版年 

書店を調べる 近世書林版元総覧 井上 隆明 青裳堂書店 1998 

叢書を調べる 
中国叢書総録 上海図書館 上海古籍出版社 1982～1983

中国叢書廣録 陽海清；陳彰璜 湖北人民出版社 1999 

人名を調べる 

国書人名辞典 市古貞次 他 岩波書店 1993～1999

中国歴代人名大辞典 劉徳重 他 上海古籍出版社 1999 

歴代人物年里碑伝綜表 姜亮夫 香港中華書局 1976 

室名別号索引 贈訂本 陳乃乾 中華書局 1982 

清人室名別称字号索引 増補本 楊廷福；楊同甫 上海古籍出版社 2001 

避諱を調べる 歴代避諱字彙典 王彦坤 中華書局 2009 

蔵書印を調べ

る 

新編蔵書印譜 渡辺 守邦 他 青裳堂書店 2001 

蔵書名印譜 朝倉 治彦 臨川書店 1977 

人と蔵書と蔵書印 国立国会図書館 雄松堂出版 2002 

蔵書目録を  

調べる 

国書総目録   岩波書店 1989～1991

古典籍総合目録 国文学研究資料館 岩波書店 1990 

国立国会図書館漢籍目録 国立国会図書館図書部 国立国会図書館 1987 

京都大学人文科学研究所漢籍分類目録 京都大学人文科学研究所 人文科学研究所 1963～1965

東京大学東洋文化研究所漢籍分類目録 東京大学東洋文化研究所 汲古書院 1981 

東京大学総合図書館漢籍目録 
東京大学総合図書

館 
東京大学出版 1995 

図録を調べる 

古活字版之研究 増補版 川瀬 一馬 日本古典籍商協会 1967 

五山版の研究 川瀬 一馬 日本古典籍商協会 1970 

静嘉堂文庫宋元版図録 静嘉堂文庫   1992 

国立国会図書館蔵古活字版図録 
国立国会図書館    

図書部 
  1989 

近世活字版図録 後藤 憲二 青裳堂書店 1990 

中国版刻図録 北京図書館     

宋元版刻図録 陳堅；馬文大 学苑出版社 2000 

清代版刻図録 周心慧 学苑出版社 1998 

刻工名を調べ

る 

刻工と出版社の関係         

(長澤規矩也著作集 3 巻) 
長澤規矩也 汲古書院 1983 

古籍刻工名録 張振 上海古籍出版社 1996 

紙を調べる 
日本の紙：毎日新聞社版 荒川 浩義 毎日新聞社 1977 

和紙文化辞典 久米 康生 わがみ堂 1995 

 


