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毛綸、毛宗崗批評『四大奇書三國志演義』版本目録（稿） 
 

                                                 上田 望編 
  
 
 毛宗崗本と通称される『四大奇書』はあまりにも多くの刊本が日本國内や世界の各地に所蔵
されており、今まで書目や解題は作られていない。大塚秀高『増補中國通俗小説書目』でも『三
國演義』の著録は省略されており、同氏は凡例一で「こうした大小説の書誌學は、単に毎半葉
○行、毎行△字、圖×葉と記録してすむレベルにすでになく、これらを著録することは、晩清
小説同様一個人の手には余る作業であり、かつ本書の体例を崩しかねないと判断した。切に専
門研究者による書目の完成を祈る次第である。」と述べておられる。その後、『三國演義』の
明刊本については國内外の研究者がこの分野に精力を注ぎかなり研究が進んだものの、『四大
奇書』に関しては大塚教授の祈りも空しくなんら進展がみられなかった。遅々として進まぬ「専
門研究者」の書目編纂にしびれをきらされたのか、その大塚教授より、「『増補中國通俗小説
書目』を編纂するときに入手した三國関係の資料や情報を提供するから『四大奇書』の書目を
作ってみないか」と言っていただいたのは 1991 年だったと記憶している。爾来、大塚教授から
提供していただいた資料をもとに簡目を作成し、目に留まった『四大奇書』は片っ端からカー
ドに取るなりパソコンに入力するなりして増補に努めてきたが、実際に閲覧したものはこの拙
稿所載の十分の一にも満たず、書誌學的情報はまだまだ不正確で、本来ならとても公刊に値し
ない不完全なものである。にも関わらず敢えて発表に踏み切ったのは、外國の研究者からなる
べく早く公刊するよう要請されたこともあるが、最大の理由は、このような仕事は「一個人の
手には余る作業」であり、完璧を期して発表を遅らせれば、その間基礎資料として書目の閲覧
を希望される方々に不便を強いることになるのではないか、それならば恥を忍んでたたき台を
提供し、大方の批正を仰いだほうが小説研究の進展にも何かしら寄与するものがあるのではな
いか、と半ば諦めにも似た気持ちを懐いたからである。『四大奇書』には個人蔵にかかるもの
も多い筈であり、この「破綻百出」の拙稿にご叱正とご指教をいただければ幸いである。 
 最後になったが、編纂に当たって多くの有益なご教示と貴重な資料を賜り、終始督励を続け
ていただいた大塚教授、そして編者の面倒な照会にいちいち丁寧に回答くださった日中両國の
大學・研究所・圖書館の教職員の方々に衷心より感謝の意を表する次第である。 
  

  

凡例 
○収録の範囲 本目録は清代に刊行された毛綸、毛宗崗批評『四大奇書三國志演義』の諸版本
 を著録するものである。 
○配列の原則 60 巻本・24 巻本・19 巻本・漢宋奇書本・51 巻本・未整理本の 6系統に分類し、

各系統内での配列は大塚秀高『増補中國通俗小説書目』の体例にならう。 
○参考資料 基本的には大塚目録の参考文献を参照し、1988 年以降に新たに刊行された蔵書目
 録も適宜参照した。中國の圖書館に所蔵される『四大奇書』はおそらく膨大な数に上ると推
 測されるが、現時点では漢籍目録もあまり編纂されていないため、文書によって各地の圖書
 館に照会し、向こうから回答があったものだけを整理著録している。 
 
 
 

【参考文献】 
 
 中文・英文 
Ⅰ．目録（所蔵機関別） 
北京師範大學 
 北京師範大學圖書館中文古籍書目 1983 
北京圖書館 
 北京圖書館古籍善本書目 1989 
 西諦書目 北京圖書館編著 文物出版社 1963 
成都市圖書館 
 成都市古籍聯合目録 成都市圖書館出版 1992 
大英博物館 
 大英博物館所蔵漢籍目録 Robert K.Douglas 編 科學書院 1987 
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美國國会圖書館 
 美國國会圖書館蔵中國善本書目 王重民輯録 袁同禮重校 文海出版社 1972 
山西大學 
 山西大學圖書館古籍目録 1981 
山西省圖書館 
 山西省古籍善本書目 山西省圖書館編 1981 
湖南省 
 湖南省古籍善本書目 常書智、李龍如主編 岳麓書社 1998 
四川大學 
 四川大學圖書館古籍善本書目 陳力編 四川大學出版社 1992 
香港中山圖書館 
 香港中山圖書館圖書総目録 1984 
台湾中央圖書館 
 國立中央圖書館善本書目増訂本 1967 
 國立中央圖書館台湾分館線装書目録 1991 
蔵書閣 
 蔵書閣圖書韓國版総目録 文化財管理局蔵書閣編 韓國精神文化研究院 1984 
梨花女子大學校 
 梨花女子大學校圖書館古書目録 
中國人民大學 
 中國人民大學圖書館古籍善本書目 中國人民大學出版社 1991 
中國社会科學院文學研究所 
 中國社会科學院文學研究所蔵古籍善本書目 中國社会科學院文學研究所圖書館編 
 
 
Ⅱ．論文・著述（民國以降・執筆者別） 
趙聡 
 三國演義 友聯出版社有限公司 1986 〔重印三國演義序〕 
陳曦鍾、魯玉川、宋祥瑞 
 三國演義会評本 北京大學出版社 1990 〔例言〕 
陳翔華 
 諸葛亮形象史研究 浙江古籍出版社 1990 
Cynthia J.Brokaw 
  Commercial publishing in Late Imperial China : The Zou and Ma Family Businesses  
  Late Imperial China Volume 17,No.1 1996 
杜信孚 
 明代版刻綜録 江蘇広陵古籍刻印社 1983 
韓錫鐸、王清原 
 小説書坊録 春風文芸出版社 1987    （以下、『書坊録』と略） 
介子平 
 晋版古籍話輝煌 出版史研究第 4輯 1996 
朴在淵 
 韓國所見通俗小説書目 中國小説繪模本所収 江原大學校出版部 1993 
人民文學出版社編輯部 
 三國演義 人民文學出版社 1985 〔関于本書的整理情況〕 
阮廷綽 
 毛宗崗評三國志演義初刻本考 大陸雑誌第 77 巻第 3期 1988 
孫楷第 
 中國通俗小説書目 人民文學出版社 1982    （以下、『孫目』と略） 
楊縄信 
 中國版刻綜録 陝西人民出版社 1987    （以下、『綜録』と略）  
王麗娜 
 中國古典小説戯曲名著在國外 學林出版社 1988 
張秀民 
 中國印刷史 上海人民出版社 1989 
張振鐸 
 古籍刻工名録 上海書店出版社 1996    （以下、『名録』と略） 
呉世灯 
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 福建歴代刻書述略 出版史研究第 5輯 1997 
謝水順・李珽 
 福建古代刻書 福建人民出版社 1997        （以下、『福建書』と略） 
 
 和文 
Ⅰ．目録（所蔵機関別） 
愛知學芸大學 
 愛知學芸大學附属圖書館名古屋分館漢籍目録 1965 
青山文庫 
 青山文庫所蔵青山伯旧蔵漢籍分類目録 未刊諸文庫古書分類目録第 1 輯 長沢規矩也等編 汲

古書院 1977 
大阪府立圖書館 
 大阪府立圖書館蔵漢籍目録 四部之部 1964 
大谷大學 
 大谷大學漢籍目録 集部下 1952 
岡山大學 
 岡山大學所蔵池田家文庫総目録 1970 
小浜市立圖書館 
 小浜市立圖書館蔵漢籍分類目録  未刊諸文庫古書分類目録第 2輯 長沢規矩也等編 汲古書
 院 1977 
 酒井家文庫綜合目録 1987 
鹿児島大學 
 玉里文庫漢籍分類目録 高津孝編 1994 
學習院大學 
 學習院圖書館和漢圖書目録 1929 
関西大學 
 関西大學所蔵増田渉文庫目録 1983 
北九州市立中央圖書館 
 北九州市立中央圖書館所蔵國書・漢籍目録 1983 
九州大學 
 九州大學附属圖書館教養部分館漢籍目録 1971 
 九州大學附属圖書館漢籍目録 1994 
京都大學 
 京都大學文學部所蔵漢籍目録 彙文堂 1959 
京都大學人文科學研究所 
 京都大學人文科學研究所漢籍分類目録 1963 
 京都大學人文科學研究所漢籍目録 1979 
宮内庁書陵部 
 圖書寮典籍解題 漢籍篇 國立書院 1948 
 和漢圖書分類目録 1951 
神戸市立中央圖書館 
 吉川文庫漢籍目録 古書の部 1985 
神戸大學 
 神戸大學附属圖書館漢籍分類目録 1975 
國会圖書館 
 國立國会圖書館漢籍目録 1987 
佐賀大學 
 小城鍋島文庫目録 1962 
 小城鍋島文庫目録続 1964 
 小城鍋島文庫目録 1976 
 佐賀大學附属圖書館漢籍目録 別置之部 1987 
酒田市立圖書館 
 酒田市立光丘文庫所蔵漢籍分類目録 1986 
静嘉堂文庫 
 静嘉堂文庫漢籍分類目録 静嘉堂文庫 1930 
天満宮御文庫 
 大阪天満宮御文庫漢籍分類目録 長沢規矩也等編 1977 
天理圖書館 
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 天理圖書館蔵中國通俗小説書目 田淵正雄編 ビブリア 73 号 1979 
東京大學 
 東京大學文學部中國哲學中國文學研究室蔵書目録 1965 
 東京大學総合圖書館漢籍目録 東京堂出版 1995 
東京大學東洋文化研究所 
 東京大學東洋文化研究所漢籍分類目録 1973 
東京都立中央圖書館 
 東京都立日比谷圖書館蔵加賀文庫目録 1961 
 東京都立日比谷圖書館蔵市村文庫目録 1963 
 東京都立中央圖書館蔵特別買上文庫目録諸家漢籍 1974 
東京外國語大學 
 諸岡文庫目録 1978 
東北大學 
 東北大學所蔵和漢書古典分類目録 漢籍 1979-80 
内閣文庫 
 内閣文庫漢籍分類目録 改訂版 1971 
長野県立長野圖書館 
 県立長野圖書館蔵書目録 第 4巻:芸術・語學・文學 1974 
名古屋大學 
 名古屋大學所蔵中國通俗小説書目 村上公一編 名古屋大學中國語學文學論集 5 1992 
奈良県立奈良圖書館 
 奈良県立奈良圖書館蔵書目録 第 3巻:語學・文學 1978 
新潟県立圖書館 
 新潟県立新潟圖書館所蔵漢籍目録 1980 
新潟大學 
 新潟大學所蔵漢籍目録 1987 
日光輪王寺慈眼堂 
 日光山「天海蔵」主要古書解題 長沢規矩也編 1966 
八戸市立圖書館 
 八戸市立圖書館漢籍分類目録  1977 
広島大學 
 広島文理科大學和漢圖書目録 1933 
 広島大學文學部中國哲學中國文學研究室書籍目録 1953 
福井県立圖書館 
 和漢古書分類目録 1979 
福井大學 
 福井大學蔵書目録；第 3編 産業・美術・語學・文學 1973 
北京大學 
 北京大學圖書館蔵書目録稿（未公刊） 大塚秀高編 
 不登大雅文庫劇目小説目 大塚秀高整理 中國古典小説研究第 3号 1997 
宮城県圖書館 
 宮城県圖書館漢籍分類目録 1985 
山形県立圖書館 
 山形県立圖書館蔵書目録 語學・文學 1969 
米沢市立圖書館 
 興譲館旧蔵和漢書目録 1958 
和歌山大學 
 和歌山大學附属圖書館真砂町分館蔵紀州藩文庫目録 1971 
早稲田大學 
 早稲田大學圖書館所蔵漢籍分類目録 1991 
 
 
Ⅱ．論文・著述（民國以降・執筆者別） 
大塚秀高 
 増補中國通俗小説書目 汲古書院 1987    （以下、『大塚目』と略） 
大庭脩 
 宮内庁書陵部蔵舶載書目附解題 1972 
小川環樹 
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 『三國演義』の毛聲山批評本と李笠翁本 神田博士還暦記念書誌學論集 1957 平凡社 
笹倉一広 
 増補中國通俗小説書目書肆名索引 中國古典小説研究動態創刊号 1987 
中川諭 
 『三國演義』版本の研究－毛宗崗本の成立過程－ 集刊東洋學 61 号 1989 
西野貞治 
 『三國演義』の研究と資料 中國の八大小説 1965 平凡社 
 
 
【四大奇書第一種 60 巻】 
 
◇酔耕堂本 有圖 康煕 18 年（1679）李漁序刊 有孝友堂印          北京圖書館
                                      山本書店 
 ＊残本                                 天理圖書館
                                    小川環樹旧蔵 
 ※酔耕堂：『綜録』『大塚目』に見えない。『書坊録』p21 には順治 8年（1651）刊本を著

録する。 
◇致遠堂啓盛堂刊本 有圖 24 冊 雍正 7年（1729）刊        内蒙古自治区圖書館 
 ※致遠堂：『綜録』p265 に康煕、咸豊、光緒の刊本を著録。『大塚目』は著録せず。 
 ※啓盛堂：『綜録』p242 に啓盛堂刊本を著録。刊行年代は不明。『大塚目』にも啓盛堂刊『平
  山冷燕』を載せる。 
◇姑蘇書業堂懐頴堂刊本 圖 20 葉 24 冊 乾隆 17 年（1752）刊 圖像第一幅左下刻羊城馮雲

龍鐫                                   浙江圖書館 
                                      内閣文庫 
 ※姑蘇書業堂：『綜録』p220 に乾隆 28 年（1761）姑蘇書業堂刊本を著録する。 
 ※懐頴堂：『綜録』『大塚目』に見えず。 
◇刊本 11×23 圖 20 葉（40 幅） 20 冊 乾隆 17 年（1752）刊 
                                                                      山西大學圖書館 
◇〔永安堂蔵板〕 圖 20 葉 20 冊  嘉慶 25 年（1820）重鎸       英國大英博物館 
                              徳國慕尼黒巴維利亜圖書館 
 ※永安堂：『綜録』『大塚目』に見えず。 
◇刊本 24 冊 道光元年（1821）刊                  大阪天満宮御文庫 
◇裕文堂刊本 12×26 有圖 24 冊 道光 4年（1824）刊 朱墨套印       蘇州大學圖書館 
 ※裕文堂：『綜録』『大塚目』に見えず。 
◇常熟顧氏小石山房刊本 10×25 有圖 20 冊 咸豊 3年（1853）句呉清渓居士序刊 
                              台湾友聯出版社有限公司？ 
  ＊24 冊                                                              北京圖書館 
 ＊16 冊                                南京圖書館 
                                                                         浙江圖書館 
 ＊16 冊                                                          雲南大學圖書館 
  ＊24 冊                            東北大學圖書館本館 
 ＊16 冊 『東城書店目録』第 79 号（1997 年 7 月）第 18 頁。16 万円。     東城書店
 ※常熟顧氏小石山房：『綜録』p358 に乾隆 55 年（1790）海虞顧氏小石山房刊本と道光 29 年
   （1849）江蘇顧氏小石山房刊本を著録。『大塚目』には見えず。       
◇〔經元堂蔵板〕 圖 20 葉 20 冊  咸豊 3年（1853）勾呉清渓居士序刊 
                           美國加州大學柏克莱校東亜圖書館 
 ※經元堂：『綜録』p253 に雍正刊本、乾隆 52（1787）年刊本、道光刊本、光緒 27（1901）

年刊本を著録する。『大塚目』には乾隆 43 年（1978）刊本、嘉慶 12 年（1807）刊本、道
光 26 年（1846）重刊本、咸豊 4 年（1854）刊本、光緒 16 年（1890）刊本ほか多数の經元
堂刊本を著録する。 

◇常熟珍芸堂刊本 20 冊 咸豊 3年（1853）重刊              西諦書目著録 
                                                                         浙江圖書館 
  ＊24 冊                                                              山本書店 
 ※常熟珍芸堂：『綜録』p255 に咸豊元年（1851）常熟珍芸堂刊本を著録。『大塚目』には著

録されず。   
 ＊『山本新集書報№56』（1976 年 3 月）。3万円。 
◇重慶善成堂刊本 12×26 圖 40 幅 24 冊 咸豊 3年（1853）刊 朱墨套印 四川大學圖書館 
  ＊20 冊                                                           雲南大學圖書館 
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 ※重慶善成堂：『綜録』p284 に道光間重慶善成堂刊本を著録。『大塚目』に重慶善成堂刊本
を載せる。『書坊録』p25 には康煕から光緒までの善成堂刊本を 11 点著録し、「書坊是幾
家不清」とする。 

◇刊本 18 冊（闕巻第 1至 3） 朱墨套印                 西諦書目著録 
◇刊本 咸豊 3年（1853）刊 朱墨套印 残本存 3巻 2冊                   南京圖書館 
◇善成堂刊本 10×25 圖 40 幅  24 冊 咸豊 3年（1853）呉清渓居士序刊 善成堂版 小本 
  壬子仲冬（1852）〓山袁鶴写圖                                           琳琅閣書店 
 ※善成堂：各地の善成堂が『三國演義』の出版を手がけているが、この善成堂がどこにあっ
  たのか不明。 
 ※袁鶴：『綜録』、『書坊録』、『名録』に著録されていない。 
 ＊『琳琅閣書店古書目録』第 148 号（1999 年 5 月）第 39 頁。18 万円。   
◇〔右文堂蔵板〕 11×25 20 冊 咸豊 7年（1857）刊            文求堂旧蔵 
                                                               新潟大學附属圖書館 
 ※右文堂：『綜録』p224 に右文堂刊本を著録。刊行年代は不明。『大塚目』には乾隆 18 年

（1753）序刊本、道光 12 年（1832）刊本、咸豊 9年（1859）刊本を著録する。 
◇〔丹桂堂蔵板〕 20 冊 咸豊 10 年（1860）重刊          米澤市立米澤圖書館 
 ＊残本存 49 巻闕巻第 1至 4、54 至 60，17 冊                 早稲田大學圖書館 
 ※丹桂堂：『綜録』p215 に咸豊 7年（1857）刊本を著録。『大塚目』も道光 28 年（1848）
序刊本、咸豊 9年（1859）刊本、同治 3年（1864）刊本など多数を著録する。 
◇〔壽経堂發兌金谷園蔵版〕 11×25 圖 20 葉 20 冊 同治 2年（1863）重鐫  
                             東京大學文學部漢籍コーナー 
 ※壽経堂：『綜録』に未収。『大塚目』にも見えない。 
 ※金谷園：『綜録』p372 に同治 6年（1867）刊本を著録する。『大塚目』には嘉慶 10 年（1

805）刊本、道光 27 年（1847）刊本を載せている。「金谷園」というからには、河南省洛
陽と関わりのある書肆なのであろうか。 

◇五雲楼刊本 11×26 圖 40 幅 20 冊 同治 2年（1863）刊 重鐫五雲楼藏板 小本   
                                     琳琅閣書店 
 ※五雲楼：『大塚目』には同治 7年（1868）刊本などを著録する。『綜録』、『書坊録』に

もそれぞれ五雲楼刊本を載せるが刊行年、刊行地点などは不明。 
 ＊『琳琅閣書店古書目録』第 148 号（1999 年 5 月）第 39 頁。8万円。         
◇禅山翰宝楼刊本 20 冊 同治 5年（1866）刊                    福井市立圖書館
 ※禅山翰宝楼：「禅」は沸山市の簡名。『綜録』p337 に同治 9年（1870）刊本を著録。『大
    塚目』には同治 5年（1866）沸山翰宝楼刊本、同治 9年（1870）禅山翰宝楼刊本等 7 種の 
    翰宝楼刊本を載せる。『中國印刷史』p557 でも翰宝楼を広東南海県沸山鎮の書肆としてお
    り、この書が広東の沸山で刊刻されたのはほぼ間違いないであろう。『福建書』では清代 
    から民國初年にかけて福建省西部（長汀県）の四堡という村で活動していた書坊の一つと 
    して「鄒子肇翰宝楼」の名前を挙げるが、禅山翰宝楼と関わりがあるのかどうか不明。 
◇刊本 20 冊 同治 5年（1866）刊           九州大學附属圖書館旧教養部分館 
◇梓潼会刊本 24 冊 光緒 8 年（1882）刊                北京大學圖書館
                                    遼寧省圖書館 
 ※梓潼会：『綜録』『大塚目』に見えず。『書坊録』p93 には光緒 20 年（1894）刊本を載せ

る。この刊本はおそらく四川省梓潼県で刊刻されたものであろう。 
◇善美堂刊本 20 冊                        早稲田大學圖書館 
 ※善美堂：『綜録』『大塚目』に見えず。 
◇刊本 有圖 24 冊 芥子園                    大阪天満宮御文庫 

※芥子園：『綜録』p370 には雍正刊本、乾隆 5年（1740）刊本を著録。『大塚目』には乾隆
49 年（1784）刊本、嘉慶元年（1796）刊本、咸豊 7 年（1857）刊本など多数を著録し、『書
坊録』p29 には雍正 3年（1725）から同治 8年（1869）までの刊本を含む 13 点を著録する。 

◇大文堂刊本 有圖                                                      山西省圖書館 
※大文堂：『綜録』p209 には康煕 32 年（1693）大文堂刊本、乾隆 53 年（1788）刊本、道光

28 年（1848）刊本、同治 9年（1870）広東大文堂刊本、光緒 22 年（1896）湖南長沙周氏
大文堂刊本を著録する。『大塚目』や『書坊録』にも多数が著録されている。 

◇六合堂刊本 11×23 残本存 57 巻闕巻第 1至 3，21 冊          八戸市立圖書館 
 ※六合堂：『綜録』『大塚目』に見えず。 
◇刊本 11×23 圖 20 葉 23 冊 圖像第一幅刻羊城馮雲龍鐫         静嘉堂文庫 
 ※馮雲龍：『綜録』『大塚目』に見えず。 
◇文光甡刊本 残本存 10 冊                      北京大學圖書館 
 ※文光甡：『綜録』『大塚目』に見えず。 
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◇麟玉楼刊本 20 冊                           國会圖書館 
 ※麟玉楼：『綜録』『大塚目』に見えず。 
◇金陵致和堂刊本 12×26 有圖 20 冊                河南大學圖書館 
 ※金陵致和堂：金陵に在る致和堂は『綜録』『大塚目』に見えず。 
◇致和堂刊本 有圖 残本存 23 巻闕巻第 11 至 13、20 至 60，21 冊     北九州市立中央圖書館 

※致和堂：『綜録』p265 には致和堂の康煕 41 年（1702）刊本、乾隆 11 年（1746）刊本、嘉
慶 3 年（1798）刊本や嘉慶 8 年（1803）江西致和堂刊本、道光 10 年（1830）書林致和堂
刊本、古呉致和堂刊本を載せる。『大塚目』や『書坊録』p25 にも多数の致和堂刊本を著
録する。 

◇致和堂刊本 8×14 有圖 残本存 57 巻闕巻第 7至 9，24 冊       小浜市立圖書館 
 ※致和堂：同上。 
◇嵩山書屋刊本                             浙江圖書館 
 ※嵩山書屋：『綜録』『大塚目』に見えず。  
◇緯文堂刊本 20 冊                                             京都大學附属圖書館
  ※緯文堂：『綜録』p243 に同治 3年（1864）緯文堂刊本、同治 4年広東緯文堂刊本を著録す
    る。また『書坊録』p30 には雍正 12 年（1734）刊本が著録されている。 
◇芥子園刊本 24 冊                      京都大學文學部圖書館 
 ＊闕第 1回至 17 回                                  北京大學圖書館 
 ※芥子園 
◇〔芥子園蔵板〕 24 冊                        大阪府立圖書館 
 ※芥子園：前出。 
◇芥子園刊本 10×23 有圖 40 冊                                       南京圖書館 
 ※芥子園：前出。 
◇〔萃文堂蔵板〕 10×23 圖 40 葉（40 幅） 20 冊 板心題芥子園      山西大學圖書館 
 ※萃文堂：『綜録』p270 に同治 4年（1869）萃文堂刊本、光緒間湖南萃文堂刊本を著録する。
  また『大塚目』には龍渓萃文堂刊本を著録する。龍渓は湖南省東部を流れる湘水の一支流
  の名であるから、萃文堂は湖南に在った書肆であろう。 
◇〔天平街維経堂蔵板〕 11×25 圖 20 葉 20 冊 
                           美國加州大學柏克莱校東亜圖書館 
                                 九州大學附属圖書館
                                 東京大學総合圖書館 
                         東京大學東洋文化研究所夕嵐草堂文庫 
                             東北大學附属圖書館狩野文庫 
                                  早稲田大學圖書館 
                                                                  大阪府立圖書館 
                                      青山文庫 
 ＊残本存 57 巻闕巻第 20 至 22，31 尾，51 前半，18 冊 
                             岡山大學附属圖書館池田家文庫 
 ※天平街維経堂：『綜録』『大塚目』ともに「天平街維経堂」はない。『綜録』p276 には維

経堂咸豊 10 年（1860）刊本と同治 7年（1868）刊本を載せる。『大塚目』では、乾隆 47
（1782）から光緒 11 年（1885）までの刊本 10 点を著録する。刊行地がわかるものとして
は唯一『説唐』があり、これを上梓した維経堂は広東に在ったらしい。広州市内には「天
平架」という地名があり、この天平街維経堂は広州にあったのかもしれない。このほか、
福建四堡村にも維経堂があったことがわかっている。 

◇維経堂刊本  20 冊                       長野県立長野圖書館 
  ※維経堂：前出。これが上述の天平街維経堂蔵板本と同じものなのかどうか未確認。 
◇宝翰楼刊本 有圖 12 冊                       西諦書目著録 

※宝翰楼：『綜録』p332 には康煕から咸豊までの宝翰楼刊本を多数著録する。また康煕 49
年（1710）尤雲鶚宝翰楼刊本、呉郡宝翰楼刊本も載せる。また『大塚目』から禅山宝翰楼
刊本、呉郡宝翰楼刊本、北京宝翰楼刊本があったことがわかる。 

◇濰県成文信刊本 残本存 15 冊闕第 14 冊              米澤市立米澤圖書館 
※濰県成文信：『綜録』に「成文信」刊本は見えず。『大塚目』には光緒 15 年（1889）刊

本、光緒 18 年刊本、光緒 20 年刊本、光緒 21 年刊本、光緒 23 年刊本を著録する。おそら
くこれも光緒間刊本であろう。刊行地については、光緒 18 年刊『龍圖公案』に「濰陽成
文信記」とあり、光緒 21 年刊『今古奇観』、光緒 23 年刊『拍案驚奇』には「烟台成文信」
とある。濰県は山東省にあった県の名。 

 ＊『興譲館旧蔵和漢書目録』に拠れば 60 巻本となっているが、濰県成文信の刊行した『四大
  奇書』には 51 巻という珍しいスタイルの刊本も存在する（後出）。 
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◇同志堂刊本 有圖 残本存 4 冊                                        北京大學圖書館 
 ※同志堂：『綜録』『大塚目』に見えず。 
◇刊本 12 冊                          台湾國立中央圖書館 
◇刊本 残本存 56 巻闕巻第 1至 4，19 冊                      國会圖書館 
◇刊本 11×25 残本存 31 巻闕巻第 1至 7、17 至 25、48 至 60，10 冊  
                                    宮城県立圖書館 
◇刊本 20 冊                         愛知學芸大學附属圖書館 
◇刊本 8×24 24 冊                            北京圖書館 
◇刊本 11×25 圖20葉 25冊                       東京大學総合圖書館 
◇刊本 10×25 圖 20 葉 残本存 27 巻闕巻第 28 至 60，12 冊  
                                   東京大學総合圖書館 
◇刊本 20 冊                             早稲田大學圖書館 
◇刊本 10×25 有圖 16 冊                          南京圖書館 
◇刊本 30 冊                                                    揚州師範學院圖書館 
◇刊本 有圖 8 冊                         韓國全南大學圖書館 
 
 
 
 
【官板大字繍像批評三國志 24 巻】 
 
◇致遠堂啓盛堂刊本 11×22 圖 20 葉 24 冊 黄叔瑛雍正 12 年（1734）序刊 李笠翁評閲 
                           東京大學東洋文化研究所双紅堂文庫 
                                        叡山文庫 
 ※致遠堂：致遠堂啓盛堂は、雍正 7年（1729）刊『四大奇書』（60 巻）を先に上梓している。 
◇郁郁堂郁文堂刊本 11×22 圖 20 葉 24 冊 黄叔瑛雍正 12 年（1734）序刊 李笠翁評閲 
                                    北京大學圖書館
 ＊10 冊                                 遼寧省圖書館
 ※郁郁堂：『綜録』p244 に康煕 50 年（1771）刊本、雍正刊本を著録する。『大塚目』には 
    著録されず。 
 ※郁文堂：『綜録』p244 に康煕刊本を、『大塚目』に乾隆 32 年（1767）序刊本を著録する。
                                    
 
 
 
【四大奇書第一種 19 巻首 1巻】 
 
◇刊本 20 冊 順治元年（1644）刊本？               中國社会科學院文學研究所 
◇刊本 12×26 有圖 20 冊 康煕間刊                                 人民大學圖書館 
◇刊本 20 冊 乾隆 21 年（1756）刊                       酒田市立光丘文庫 
◇同文堂刊本 20 冊 乾隆 21 年（1756）刊            和歌山大學附属圖書館真砂町分館 

※同文堂：『綜録』p231 に道光刊本、咸豊 7年（1857）刊本を著録する。『大塚目』にも嘉
慶 20 年（1815）から咸豊 9年（1859）までの多くの刊本を著録する。『書坊録』p24 では
(1)同文堂と(2)揚州同文堂とに分類し、道光 6年（1826）刻の揚州同文堂刊本を載せてい
る。『福建書』には馬玉峰同文堂の名前が見えるから福建にも同文堂という書肆があった
らしい。 

◇江南省城聚錦堂刊本 乾隆 21 年（1756）刊                神戸大學附属圖書館 
※聚錦堂：『綜録』p291 には康煕 61 年（1722）、乾隆 26 年（1761）の聚錦堂刊本を載せる。

また乾隆間三多斎聚錦堂刊本を著録する。『大塚目』にも乾隆 17 年（1752）序刊本、乾
隆 40 年（1775）序刊、乾隆 49 年（1784）序刊などの聚錦堂刊本を載せる。 

◇懐徳堂刊本 36 冊 乾隆 31 年（1766）刊                               北京大學圖書館 
※懐徳堂：『綜録』p241 には乾隆 19 年（1754）古呉懐徳堂刊本と乾隆 21 年（1756）・嘉慶

5 年（1800）懐徳堂刊本を著録する。  
◇刊本 12×26 有圖 道光 4 年（1824）刊 残本存 19 巻闕巻第 20 至 60，5 冊       
                                 北九州市立中央圖書館 
◇寿経堂 20 冊 同治 2年（1863）刊                              福井大學附属圖書館 
 ※寿経堂：前出。 
◇掃葉山房刊本 有圖 20 冊 光緒 14 年（1888）刊            北京師範大學圖書館 
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                                                                  徐州師範學院圖書館 
                                                                  韓國國立中央圖書館 
                                                          韓國高麗大學圖書館華山文庫 
 ※掃葉山房：『綜録』p360 に乾隆 60 年（1795）南沙席世臣掃葉山房刊本、嘉慶 4 年（1799）

席面臣掃葉山房刊本、嘉慶 5 年（1800）掃葉山房刊本、同治 8年（1869）掃葉山房刊本、
光緒 間掃葉山房刊『三國志演義』（北京圖書館蔵）を著録する。『大塚目』にも同治 12
年（1873）刊本、光緒 6年（1880）刊本、光緒 9 年（1881）刊本、光緒 14 年（1888）重刊
本など多くの掃葉山房刊本を著録する。『中國印刷史』では「席氏掃葉山房」を蘇州の書
肆とするが、光緒 9年刊『粉粧楼』には上海掃葉山房刊本とあるので刊行地は特定できな
い。 

◇掃葉山房刊本 20 冊                   東京都立中央圖書館市村文庫 
 ※掃葉山房：前出。 
◇〔掃葉山房蔵板〕                                                     遼寧省圖書館 
 ※掃葉山房：前出。 
◇〔掃葉山房蔵板〕 20 冊                                         韓國嶺南大學圖書館 
 ※掃葉山房：前出。                                                        鶴本書店 
 ＊『アジア學関係文献目録』第 80 号（1996 年 11 月）第 16 頁。25 万円。 
◇澹雅書局刊本 有圖 20 冊 光緒 33 年（1907）刊                   華南師範大學圖書館 

※澹雅書局：『綜録』p206 に光緒 25 年（1895）湖南澹雅書局刊本を著録する。『大塚目』
にも光緒 19 年（1889）澹雅書局刊本が見える。おそらくこれは湖南で刊行されたのであ
ろう。 

◇〔愛日堂蔵板〕  12×26                                 中川諭
 ※『綜録』p266 に乾隆 25 年（1760）趙熟典愛日堂刊本、乾隆 22 年（1757）太平趙氏愛日堂
    刊本を著録する。『大塚目』には咸豊 3年（1853）維揚愛日堂刊本、同治 3年（1864）愛 
    日堂刊本を載せる。     
◇貫華堂刊本 12×26 圖 20 葉 20 冊 朝鮮刻本                 復旦大學圖書館 
                                                                      四川大學圖書館 
                                 台湾國立中央圖書館 
                                                                        韓國蔵書閣 
                                                                       宮内庁書陵部 
                                                       京都大學文學部圖書館 
                                    早稲田大學圖書館 
 ＊10×26                                   天理圖書館 
 ＊存首巻 1冊                            東京大學総合圖書館 
 ※貫華堂：『綜録』『大塚目』に見えず。 
◇貫華堂刊本 8×15 有圖 20 冊 朝鮮刻本             韓國漢城大學奎章閣 
 ※貫華堂：前出。 
◇〔貫華堂蔵板〕 20 冊                        香港中山圖書館 

※貫華堂：『香港中山圖書館圖書総目録』p736 では、「緑蔭巽金批第一才子書，又名聖歎外
書〔十九巻，巻首一巻／（清）金聖歎評并序〕；（明）毛聲山，〔（清）毛宗崗評点〕刊
本〔長洲？：貫華堂蔵版？清順治甲申（1644）序〕 25 公分，20 冊」と記す。ただし、
編者がこの書を「貫華堂蔵版」とする根拠は示されておらず、後出の緑蔭堂刊本と同じも
のである可能性も考えられる。 

◇貫華堂刊本 16 冊                         山形県立圖書館 
 ※貫華堂：前出。 
◇三槐堂刊本 12×26 圖20葉 20冊 挿圖板心題芥子園               天理圖書館 
                               東北大學旧教養部附属圖書館 
 ＊残本存 2巻巻第 5、11，2 冊                       東京大學総合圖書館
                                  無窮会圖書館織田文庫 
                                                                  佐賀大學附属圖書館 
 ※三槐堂：『綜録』p208 に三槐堂の雍正 13 年（1735）刊本と嘉慶 9年（1804）刊本、乾隆 8

年（1743）古呉三槐堂刊本、梁渓三槐堂刊本、京都三槐堂刊本を著録する。『大塚目』に
は嘉慶 5年（1800）三槐堂刊本を載せる。 

◇〔三餘堂蔵板〕 12×26 圖 20 葉 20 冊                      天理圖書館 
 ※三餘堂：『綜録』p207～208 に乾隆 18 年（1753）三餘堂刊本、同治間杭州三餘堂刊本、光

緒 4 年（1878）古越三餘堂刊本、光緒 4 年（1878）綉谷三餘堂刊本を著録する。『大塚目』
には乾隆 48 年（1783）刊本、乾隆 50 年刊本、乾隆 53 年刊本、道光 12 年（1832）刊本、
光緒 16 年（1890）刊本ほか多数の三餘堂刊本を著録する。また、乾隆 50 年刊『東周列國
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志』には「武林三餘堂蔵板」とある。 
◇三元堂刊本 12×26 圖 20 葉 20 冊 挿圖板心題芥子園  東京大學文學部漢籍コーナー 
 ※三元堂：『綜録』p207 に咸豊 5年（1855）粤東沸山三元堂刊本を著録する。『大塚目』に

は康煕 34 年（1695）序東粤三元堂刊本、道光元年（1821）三元堂刊本、同治 8年（1869）
沸山三元堂刊本、東粤沸鎮三元堂刊本などを著録する。刊行時期は特定できないが、三元
堂は広東沸山に在ったと考えられる。 

◇緑蔭堂刊本 12×26 圖 20 葉 20 冊 封面題緑蔭巽金批第一才子書／本堂蔵版  
                                                                        遼寧省圖書館 
                                     静嘉堂文庫 
 ＊『琳琅閣書店古書目録 148』（1999 年 5 月）第 39 頁。35 万円。             琳琅閣書店 
 ※緑蔭堂：『綜録』p276 に康煕間緑蔭堂刊本、乾隆間金閶緑蔭堂刊本、同治 4年（1865）緑

蔭堂刊本、蘇州緑蔭堂刊本を載せる。『大塚目』には乾隆 15 年（1750）序金閶緑蔭堂刊本、
道光元年（1821）緑蔭堂重刊本、光緒 14 年（1888）蘇州緑蔭堂覆刊本を著録する。刊行時
期は特定できないが、緑蔭堂の所在地は蘇州であったと推定される。なお、『書坊録』p2
7 では「呉緑蔭堂」とする。 

◇江南省城敦化堂刊本同志堂蔵版 22 冊            中國社会科學院文學研究所 
                               京都大學人文科學研究所 
 ※江南省城敦化堂：『綜録』p282 には康煕 17 年（1678）敦化堂刊本、乾隆 24 年（1759）刊

本、嘉慶 14 年（1809）金陵敦化堂刊本を著録する。『大塚目』には乾隆 17 年（1752）序
敦化堂刊本を載せる。 

 ※同志堂：前出。同志堂には 60 巻本もある。 
◇〔本堂蔵板〕                      神戸市立中央圖書館吉川文庫 
◇〔本堂蔵板〕 20 冊                       内蒙古自治区圖書館 
◇〔維経堂蔵板〕 20 冊                東京外語大學附属圖書館諸岡文庫 
 ※維経堂：前出。 
◇〔本衙蔵板〕 20 冊                       内蒙古自治区圖書館 
◇文英堂刊本 12×26 圖 40 幅                                       遼寧省圖書館 
 ※文英堂：『綜録』p217 に道光 27 年（1847）北平文英堂刊本、光緒 18 年（1892）河北新城

王氏文英堂刊本、咸豊 9 年（1859）邱文英堂書坊刊本、光緒 8 年（1882）金陵文英堂刊本、
光緒 12 年（1886）文英堂刊本を著録する。『大塚目』には嘉慶 22 年（1817）文英堂重刊
本、光緒 12 年（1886）文英堂刊本、光緒 17 年文英堂刊本、古呉文英堂刊『列國志伝』な
どを載せる。 

◇翆筠山房刊本 12×26 圖 40 幅                    遼寧省圖書館 
 ※翆筠山房：『綜録』p367 には光緒 8年（1882）と光緒 10 年（1884）の翆筠山房刊本を著

録する。『大塚目』は道光 16 年（1836）刊本、同治 8年（1869）刊本、光緒 4年（1878）
刊本などを載せる。『書坊録』p21 には順治元年（1644）から光緒 4年までの刊本 6 点を
著録し、「此書坊是一家還是幾家不清」とする。 

◇貴文堂刊本 有圖 20 冊                                         揚州師範學院圖書館 
                          俄羅斯旧列寧格勒大學東方系圖書館 
 ※貴文堂：『綜録』p258 には康煕 29 年（1690）刊本と道光元年（1821）刊本を著録する。

この二つはそれぞれ別の貴文堂から上梓されたものであろう。道光元年刊本は小説の『後
西遊記』であることからすると、『四大奇書』も後者から刊行された可能性が高い。『大
塚目』にも道光元年重刊の『龍圖公案』を著録する。 

◇善成堂刊本 12×26 有圖 20 冊                                  四川大學圖書館 
 ＊残本存 9巻闕巻首、巻 10 至 19 9 冊                                     上田望 
 ※善成堂：前出。 
◇経國堂刊本 12×28 無圖 20 冊                                    祁県圖書館 
 ※経國堂：『綜録』p254 に康煕 6年（1801）刊本と道光 3年（1823）刊本を著録する。『大

塚目』には道光 20 年（1840）刊本、道光 28 年刊本、咸豊 2 年（1852）重刊本、同治 8 年
（1869）刊本など多数の経國堂刊本を載せる。刊行年代、刊行地ともに特定できず。 

◇邵陽書林経綸堂刊本 20 冊                      北京大學圖書館 
                                     湖南圖書館 
 ※邵陽書林経綸堂：『綜録』p254 に康煕間刊と嘉慶元年（1796）刊の経綸堂刊本、嘉慶 9年

刊と道光間刊の宝慶経綸堂刊本を著録する。『大塚目』には乾隆 17 年（1752）序刊本、乾
隆 39 年（1774）序刊本、道光 16 年（1836）重刊本、道光 27 年刊本、道光 28 年刊本、咸
豊 4 年（1854）重刊本、同治 11 年（1872）刊本など多数の経綸堂刊本が見える。宝慶は湖
南宝慶府のことであり、いずれにせよ経綸堂は湖南省邵陽県に在ったと考えられるが、刊
行された年代は特定できない。なお、『福建書』によれば福建にも馬権亨の経綸堂が在っ
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たらしい。 
◇〔英徳堂蔵板〕                                                         浙江圖書館 
 ※英徳堂：『綜録』p244 に康煕 58 年（1719）刊本、乾隆間刊本、嘉慶 20 年（1815）刊本、

道光 15 年（1835）刊本を著録する。『大塚目』には乾隆間刊本、嘉慶 21 年刊本、道光 22
年刊本、道光 23 年刊本を載せるほか、綿竹英徳堂蔵板『平山冷燕』、成都英徳堂重刊『両
晋志伝題評』を著録する。刊行年代は特定できないが、英徳堂はおそらく四川に在った書
肆であろう。 

◇大魁堂刊本 12×26 無圖 20 冊                                  蘇州大學圖書館 
  ＊22 冊                                                   北京師範大學圖書館 
                                                                      人民文學出版社 
 ※大魁堂：『綜録』p210 に大魁堂刊本を著録するが、刊行年代、刊行地ともに未詳。『大塚

目』には見えず。 
 ＊人民文學出版社『三國演義』（1985）はこの大魁堂刊本を底本とし、後出の宝経堂刊本に

拠って校訂を加えている。 
◇積秀堂刊本 有圖 合本 10 冊 積秀堂梓行                 山本書店 
 ※積秀堂：『綜録』p266 に康煕 47 年（1708）、雍正 7 年（1729）、乾隆 6年（1741）の積

秀堂刊本を載せる。また、『大塚目』には道光以前の刊本から光緒 3年（1877）までの刊
本 6 種を載せており、刊行時期を特定するのは難しそうである。 

 ＊『山本書店古書目録 8』（1997 年 1 月）第 21 頁。85 万円。これが徳國漢堡大學所蔵の積
秀堂刊本と同じかどうか不明。 

◇〔集古堂蔵板〕  20 冊                佐賀大學附属圖書館小城鍋島文庫
 ※集古堂：『綜録』p281 には乾隆 46 年（1781）刊本を、『大塚目』には光緒 2年（1876） 
    刊本を著録する。刊行年代・刊行地ともに特定できない。 
◇京都琉璃廠宝経堂刊本                      呼和浩特市圖書館 
 ※京都琉璃廠宝経堂：『綜録』『大塚目』に見えないが、北京で刊行されたのは間違いない。 
◇刊本 12×20 20 冊                    韓國梨花女子大學圖書館 
 ＊『梨花女子大學校圖書館古書目録』p112 では、「三國誌 毛宗崗評 19 巻 20 冊 29.3×1

9 ㎝四周単辺，半匡：21×14.5 ㎝ 無界，12 行×20 字 版心：上黒魚尾 序：順治歳次甲
申嘉平朔月（1644）金人瑞」と記す。従来知られていた 12 行×20 字の刊本は小本の漢宋
奇書しかない。 

◇刊本 20 冊                                                         山西省圖書館 
◇刊本 12×26 有圖 21 冊                   韓國全北大學圖書館 
◇刊本 12×26 有圖 残本存 18 巻闕巻第 1，20 冊         韓國高敞郡玄谷書院 
◇刊本 12×26 20 冊                   韓國延世大學校中央圖書館 
◇刊本 20 冊                          韓國建國大學圖書館 
◇刊本 20 冊                                                     韓國國立中央圖書館 
◇刊本 20 冊                          韓國全北大學圖書館 
◇刊本 20 冊                          韓國國民大學圖書館 
◇刊本 20 冊                                                            首都圖書館 
 
 
 
 
【漢宋奇書】 
 
◇〔英徳堂蔵板〕（60 巻） 12×20 圖 20 葉 24 冊 水滸伝内題次行為金陵興賢堂梓行   
                                東京都立中央圖書館 
                                                      鹿児島大學附属圖書館玉里文庫 
 ※英徳堂：前出。英徳堂は 19 巻本も上梓している。 
 ※金陵興賢堂：『綜録』『大塚目』に見えず。 
◇英徳堂刊本（60 巻） 有圖 20 冊                                   北京大學圖書館 
 ※英徳堂：前出。英徳堂は 19 巻本も上梓している。 
 ＊これが前出の英徳堂蔵板本と同じものかどうか未確認。 
◇〔省城福文堂蔵板〕（60 巻） 12×20 圖 20 葉 20 冊 水滸伝内題次行為金陵興賢堂梓行
                                   北京大學圖書館
                                                                          上田望 
 ※福文堂：『綜録』p288 に福文堂刊本を著録する。『大塚目』には嘉慶 5年（1800）刊本、

嘉慶 6年刊本、嘉慶 12 年刊本、道光 18 年（1838）刊本、咸豊 6年（1852）刊本、咸豊 9
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年刊本、同治 9年（1870）刊本など多数の福文堂刊本を載せる。『書坊録』p40 には乾隆 4
8 年（1783）刊本を著録している。刊行地を知る手がかりとしては、咸豊 9年刊『万花楼
楊包狄演義』に「禅山福文堂蔵板」とあり、『福建書』にも福文堂の名前が見えるが、「省
城」と銘打っているのでこの刊本に関していえば福建の四堡村で刊行されたのではなく、
沸山で刊行された可能性が高い。 

 ※金陵興賢堂：前出。 
◇〔文光堂蔵板〕（60 巻） 16 冊                      國会圖書館 
 ※文光堂：『綜録』p216 に道光 10 年（1830）刊本を著録する。『大塚目』は乾隆 41 年（17

76）文光堂重刊本、同治元年（1862）羊城文光堂刊本など多数を載せる。刊行年代、刊行
地ともに特定するのは難しい。 

◇金陵興賢堂本（60 巻）12×20 24 冊 水滸伝内題次行為金陵興賢堂梓行  北京大學圖書館 
                                       天理圖書館 
 ＊残本存 28 巻闕巻第 29 至 60，11 冊                 名古屋大學文學部中國文學研究室 
 ※金陵興賢堂：前出。 
 ＊これが興賢堂原板であるかは不明。 
◇金陵興賢堂刊本（60 巻） 19 冊                                京都大學文學部圖書館 
 ※金陵興賢堂：前出。 
◇興賢堂刊本（60 巻）                                        遼寧省圖書館 
 ※興賢堂：前出。 
◇聖徳堂刊本（20 巻）15×23 10 冊                      佐賀大學附属圖書館 
                                                                        西諦書目著録 
 ※聖徳堂：『綜録』p229 にこの書を載せる。  
◇〔維経堂蔵板〕（60 巻） 20 冊                     関西大學増田渉文庫 
 ※維経堂：前出。 
◇〔老会賢堂蔵板〕（20 巻） 12×20 圖 20 葉 24 冊 東京大學東洋文化研究所双紅堂文庫 
 ※老会賢堂：『綜録』には見えないが、『大塚目』には老会賢蔵板の『玉嬌梨』を著録する。 
◇刊本（20 巻） 12×20 圖 20 葉 24 冊 挿圖板心題興賢堂                 金文京 
◇〔大酉堂蔵板〕（60 巻） 20 冊 封面及び第 1冊板心題大酉堂，目録第 7、8 葉板心題留真
堂                                      英國大英博物館 

 ※大酉堂：『綜録』『大塚目』に見えず。この書が大英博物館に入ったのは道光 5年（1825）
であることから柳存仁氏は嘉慶期に刊行されたものであろうと推測する。 

 ※留真堂：『綜録』p267 に嘉慶 15 年（1810）留真堂刊本を著録する。 
 ＊このテキストは嘉慶年間に大酉堂が留真堂の刻した版木を入手し、自分のところで新たに
  刷り直したものであろう。 
◇〔維経堂蔵板〕（20 巻） 12×20 水滸伝内題次行為金陵興賢堂梓行 挿圖板心題大酉堂 
                                    慶應義塾大學附属圖書館 
 ※維経堂：前出。 
 ※金陵興賢堂：前出。 
 ※大酉堂：前出。 
◇〔右文堂蔵板〕（20 巻） 12×29                                         武漢圖書館 
 ※右文堂：前出。 
 ＊前出の咸豊 7 年右文堂刊本とは版式が異なる。 
◇刊本（20 巻） 圖 20 葉 24 冊                          静嘉堂文庫 
◇刊本                                                                    首都圖書館 
◇刊本 40 冊                                              中國社会科學院文學研究所 
◇刊本  20 冊                                 山本書店 
  ＊『山本書店古書目録 7』（1996 年 6 月）第 19 頁。7万 5 千円。 
 
 
 
 
【四大奇書第一種 51 巻】 
 
◇〔有益堂板〕 51 巻 光緒 30 年（1904）刊                         湖南師範大學圖書館 
 ※有益堂：『綜録』p229 に光緒間刊本を、『大塚目』に光緒 11 年（1885）序刊本を著録す

る。 51 巻本系統で刊行年がはっきりしているのはこれのみ。51 巻本は光緒間刊本が多い
が、これはおそらく最も刊行が晩い 51 巻本の一つであろう。 

◇〔同文堂蔵板〕 51 巻 16 冊 鄒梧岡参訂              内蒙古自治区圖書館 
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 ※同文堂：前出。今まで知られている中で最も晩い同文堂刊本は咸豊 9年（1859）刊。 
◇経綸堂刊本 51 巻 12×28 有圖 20 冊                                  南京圖書館 
                                                                        山西省圖書館 
  ※経綸堂：前出。現在知られている経綸堂刊本中、最も晩いのは同治 11 年（1872）刊である。 
◇文成堂刊本 51 巻 12×28 有圖 20 冊                     南京圖書館
 ※文成堂：『綜録』p216 には前出の京都文成堂のほかに、崇川文成堂同治 3年（1864）刊本、
    京江文成堂同治 9年刊本、天津文成堂光緒 15 年（1889）刊本、鎮江文成堂光緒 19 年刊本 
    を著録する。『大塚目』には光緒 11 年序刊本、光緒 25 年（1899）刊本などを載せる。文 
    成堂に冠せられる地名を見てみると、崇川（待考）、京江（長江が江蘇省鎮江の北を流れ 
    る付近を指す。鎮江文成堂と同じか）、京都（北京）、天津、鎮江（江蘇省）とさまざま 
    であり、この『四大奇書』がどこの文成堂で刊刻されたのか特定するのは難しい。鎮江文 
    成堂が『古詩源』『爾雅直音』などかたい本を出しているのに対し、京都文成堂や天津文 
    成堂は小説・医書・日用類書など通俗的な出版物が多く、全く関係のない書肆だったとも 
    考えられるが、もともと江南の鎮江に在った書肆が光緒年間に北京・天津に進出してきた 
    という可能性も捨てきれない。 
◇〔宏道堂蔵板〕 51 巻 12×28                                            武漢圖書館 
 ※宏道堂：『綜録』p241 には宏道堂の嘉慶間刊本と道光元年（1821）刊本、光緒 32 年（190

6）重慶宏道堂刊本、四川濾州宏道堂刊本を載せる。『大塚目』には順治から光緒までの宏
道堂刊本 8本を載せるが、うち、光緒 22 年宏道堂刊『雲合奇蹤』、光緒 32 年宏道堂刊『有
夏誌伝』『有商誌伝』、光緒間成都宏道堂刊『草木春秋演義』など、光緒年間にたくさん
の小説を刊行しているので、宏道堂蔵板『四大奇書』も光緒年間に四川のどこかで出版さ
れた可能性が高い。『書坊録』p22 では順治から光緒 32 年までの刊本 5点を著録し、「書
坊是幾家不清」とする。 

◇刊本 51 巻 12×28 有圖 16 冊 板心下題芥子園             人民大學圖書館 
◇濰県成文信刊本 51 巻 12×28 圖 40 幅 16 冊 龍霧鄒梧岡参訂 東昌劉鳳藻校対   
                                        南京圖書館 
                                                                        遼寧省圖書館 
                                                                  山東師範大學圖書館 
                                                                          琳琅閣書店 
  ＊『琳琅満目』第 58 号（1999 年 7 月）。30 万円。 
                                                                            徳國吉姆 
 ＊残本存 20 巻巻第 1至 31，9 冊                    韓國成均館大學圖書館 
 ※濰県成文信：前出。 
  ＊51 巻本でも校訂者の鄒梧岡、劉鳳藻の名前が冠せられているものとそうでないものがあ

り、 彼らがどの程度 51 巻本の編纂に関わったのかはっきりしない。二人の経歴も現時点
ではよくわからない。  

 ＊成文信刊本の所蔵先を見てみると、後出の高麗大學圖書館蔵本を成文信刊本と見れば計 3
本が韓國、日本に一本、ドイツに一本、地元山東に残っているのが一本、江蘇に一本、遼
寧に一本と多岐にわたっている。山東は昔から東北や朝鮮半島との交流関係が密接であり、
烟台にも出店があった成文信の刊本はそこから東北や朝鮮半島、そして 19 世紀末、山東を
勢力範囲におさめていたドイツなどへ流出もしくは輸出（というほど大規模ではないかも
しれないが）されていったのだろうか。 

◇刊本 51 巻 16 冊 鄒梧岡参訂                           韓國高麗大學圖書館華山文庫 
◇刊本 51 巻 有圖 16 冊                  韓國高麗大學圖書館景和堂文庫 
◇東昌書業徳刊本 51 巻 12×28 有圖 16 冊 劉鳳藻校             祁県圖書館 
 ※東昌書業徳：『綜録』p428 に道光 27 年（1847）晋祁書業徳記刊本、光緒 30 年（1904）書

業徳刊本を載せる。『大塚目』には嘉慶 10 年（1805）から光緒 13 年（1887）までの「書
業徳」「書業徳記」「書業徳蔵板」本を載せる。また、書業徳のほかに書業成、書業鼎刊
本もあり、書業成には乾隆 58 年（1793）から道光 23 年（1843）までの刊本が 3点、書業
鼎には刊年不明の刊本が 1点ある。『綜録』には「晋祁書業徳」とあり、介子平氏が「祁
県的書業徳是山西歴史上最大的私人書坊」と述べているように、この「晋祁」は書業徳の
所在地「山西省祁県」を指している。祁県で刊行されたテキストゆえに世界で唯一、地元
の祁県圖書館に残ったのであろう。編者は『山西省古籍善本書目』の記述に拠って「東昌
書業徳」としたが、これは他の 51 巻本に見られる「東昌劉鳳藻校対」と「書業徳」とが間
違ってくっつけられてしまった可能性も考えられる。 
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【四大奇書第一種 12 巻】 
 
◇丹霞勵園刊本 11×27  圖 12 葉(24 幅)  乾隆 11 年（1746）陳芳序刊       琳琅閣書店 
 ※丹霞勵園：山之内正彦先生のご教示によれば、丹霞は福建省龍溪県ないし漳州府の雅称で

あり、勵園については『綜録』『福建書』などには見えないが、漳州の書肆の屋号であろ
うということである。陳芳については、東京大學東洋文化研究所夕嵐草堂文庫に蔵される
前野直彬先生旧蔵書の『鼎鐫按鑑演義古本全像三國英雄志伝』にその名前が見える。この
書は封面に「雍正甲寅新刊／書林継志堂」とあり、次いで「潭西陳芳播千書」の三國志序
が置かれ、目録などはなく、巻一内題のあとに「閩書林 陳以潤 男播千 仝訂正」とあ
る。 

  ＊『琳琅満目』第 56 号（1999 年 3 月）。9万 8千円。 
 
 
 
 
【未整理】 
 
◇刊本 有圖 19 冊 雍正 2 年（1724）刊                    琳琅閣書店 
 ＊残本闕 1冊  
  ＊『琳琅満目』（1977 年 5 月）。4万 8千円。 
◇刊本 24 冊 雍正 7年（1729）序刊                   北京師範大學圖書館 
◇刊本 乾隆間刊                        人民大學圖書館（2部）
 ＊残本存三國志像 240 幅。   
◇世徳堂刊本 乾隆 34 年（1769）刊                     南開大學圖書館 
 ※世徳堂：『綜録』p223 には雍正 8年（1730）芥子園世徳堂刊本、乾隆 21 年（1756）陝西

朝邑世徳堂刊本、嘉慶 20 年（1815）世徳堂孫氏刊本、道光 4 年（1824）鹿亢宗世徳堂刊本、
道光 23 年（1843）延川金世徳堂刊本、道光 23 年世徳堂刊本、同治間江蘇世徳堂刊本を載
せ、『大塚目』にも乾隆 33 年自序の世徳堂刊『飛龍全伝』を載せる。明代の唐氏世徳堂は
南京に在ったが、清代以降南京の刻書業は衰退したとされるので、この『四大奇書』を刊
行した世徳堂が南京に在ったかどうかはわからない。 

◇刊本 19 冊 道光 4年（1824）刊                      出所不明 
  ＊残本闕第 1回至 7回，存 113 回 
  ＊道光 4年の刊本としてはこの他に、60 巻本系統の裕文堂刊本（蘇州大學圖書館所蔵）や 1

9 巻本系統の北九州市立中央圖書館所蔵本がある。 
  ＊どこの書店の書目に拠ったのか不明。1万 5千円。 
◇成都大道堂刊本 道光 20 年（1840）刊                 武侯祠博物館 
※成都大道堂：『大塚目』に光緒 17 年（1891）成都大道堂刊本を載せる。また『書坊録』p   
  45 には乾隆間大道堂刊本を載せる。 
◇刊本 道光 26 年（1846）刊                       成都市圖書館 
 ＊拙目で道光 26 年の刊本はこの本のみ。 
◇刊本 道光序刊 鄒梧岡参訂 12 冊                    東城書店 
 ＊「鄒梧岡参訂」と銘打つものはほかにも書業徳刊本、成文信刊本などいくつかあるが、こ
  の本には道光序があるようなので、鄒梧岡参訂本の中で現存最古の刊本かもしれない。 
  ＊『東城書店目録』第 83 号（1998 年 7 月）第 17 頁。35 万円。 
◇巴蜀善成堂刊本 咸豊 3年（1853）刊 朱墨套印                          成都市圖書館 
                                                                        新都県圖書館 
 ※巴蜀善成堂：『綜録』『大塚目』にも「巴蜀善成堂」はない。  
 ＊これが前出の咸豊 3年重慶善成堂朱墨套印本と同じかどうか不明。 
◇巴蜀善成堂刊本 咸豊 3年（1853）刊                                    武侯祠博物館 
 ※巴蜀善成堂：前出。 
◇錦華書局刊本 16×32 咸豊 3年（1853）勾呉清渓居士書重刊三國志演義序刊  
                                 山東師範大學圖書館 
 ※錦華書局：『綜録』『大塚目』に見えない。 
◇刊本 20 冊 同治 4年（1865）刊                          山本書店
 ＊『山本書店古書目録 7』（1996 年 6 月）第 19 頁。20 万円。   
◇〔青雲楼蔵板〕 20 冊 同治 10 年（1871）刊                                 山本書店 

※青雲楼：『綜録』p331 には乾隆間刊本と同治間刊刊本を載せる。『大塚目』には乾隆 52
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年（1787）刊本、同治 7年（1868）刊本、清末刊本などを載せる。『中國印刷史』は広州
の書肆として青雲楼の名を挙げる。 

  ＊『山本書店古書目録 4』（1994 年 12 月）第 20 頁。10 万円。 
◇蓉城同文公会刊本 光緒 5 年（1879）重刊                  郫県圖書館 
 ※蓉城同文公会：民國 28 年（1939）刊本がある（後出）。また『綜録』p430 に四川成都同

文公会宣統元年（1909）刊本を載せる。 
◇群玉山房刊本 光緒 7年（1881）刊 朱墨套印               成都市圖書館 
 ※群玉山房：『綜録』『大塚目』に見えない。 
◇策野書局刊本 光緒 9年（1883）刊                                       郫県圖書館 

※策野書局：『綜録』『大塚目』に見えない。『成都市古籍聯合目録』p897 に拠る。なお、
南開大學圖書館古籍部と内蒙古圖書館の何遠景氏に『四大奇書』の版本について照会した
ところ、いくつかの圖書館には「清光緒 9年筑野書屋刊本」という「策野書局刊本」とよ
く似た名前の書が蔵されていることがわかったが、北京圖書館、首都圖書館、烏蘭察布盟
圖書館に蔵されるものは明らかに鉛印本であり、本目録には収めなかった。もしこの「策
野書局」が「筑野書屋」の誤記であれば拙目に載せるべき対象ではないが、今のところこ
れについては未確認のため著録する。 

◇筑野書屋刊本 光緒 12（1886）年刊 巾箱本                南開大學圖書館 
 ※筑野書屋：前出。 
◇〔上洋掃葉山房蔵板〕 12×26 無圖 20 冊 光緒 14 年（1888）刊       大谷大學圖書館 
 ※上洋掃葉山房：これが前出の 19 巻本と同じものかどうか確かめていない。「上洋」は上海

の別名であるからこの刊本は上海の掃葉山房で刊行されたものらしい。 
◇江左書林刊本 光緒 23 年（1897）刊                               韓國東國大學圖書館 

※江左書林：『綜録』p430 には同治 7年（1868）刊本、光緒 5年（1879）刊本、光緒 23 年
（1897）刊本などを著録する。うち、光緒 23 年刊本には「上洋江左書林」とある。『大
塚目』には嘉慶 3年刊本のほか、光緒 10 年刊本、光緒 12 年刊本を載せる。この二つの光
緒刊本はいずれも上海江左書林となっているので上海に在った書肆と考えてよいであろ
う。また、『平鬼伝』や『白圭志』には「掃葉山房督造」の印記があるらしいので、前出
の上洋掃葉山房と技術提携していたか、あるいはその下請けになっていたのかもしれな
い。 

 ＊朴在淵『韓國所見中國通俗小説書目』では、「四大奇書第一種（三國志演義）［木］江左
書林 1897」となっているが、『神戸大學附属圖書館漢籍分類目録』には「四大奇書第一
種十    九巻 明羅本撰 光緒 23 年江左書林石印本」とある。  

◇益元堂書局刊本 11×33 光緒丙午（32 年，1906）刊 10 冊           河南大學圖書館 
 ※益元堂書局：『大塚目』には光緒 25 年益元局刊本と益元堂刊本を載せる。『綜録』p204

には益元書局光緒 28 年刊本と湖南益元書局光緒 20 年刊本を載せる。「益元堂書局」「益
元局」「益元書局」など呼称は一定しないが、おそらくみな同一の書肆で湖南に在ったの
であろう。 

◇蓉城同文公会刊本 民國 28 年（1939）刊                  成都市圖書館 
 ※蓉城同文公会：前出。 
◇三槐堂蔵本 20 冊                       台湾國立中央圖書館 
 ※三槐堂：前出。これが 19 巻本の三槐堂刊本と同じものであるか不明。   
◇三槐堂本 20 冊                                             奈良県立奈良圖書館 
 ※三槐堂：前出。これが 19 巻本の三槐堂刊本と同じものであるか不明。   
◇文英堂刊本                            内蒙古人民出版社 
 ※文英堂：前出。 
◇金閶大業堂刊本 存圖像不分巻 2 冊                京都大學文學部圖書館 
 ※金閶大業堂：『綜録』p209 に康煕元年（1662）大業堂刊本、康煕 17 年（1678）金陵大業

堂刊本を著録する。『大塚目』には大業堂の明刊本のみを著録する。 
◇〔務本堂蔵板〕 10 冊                                                湖北大學圖書館 

※務本堂：『綜録』p226 には武林務本堂の嘉慶 5年（1800）刊本と同治 9年（1870）刊本、
務本堂の道光 2年（1822）刊本と道光 21 年（1841）刊本、そして武林顧氏務本堂刊本を
著録する。『大塚目』には刊行時期のわかるものでは乾隆 53 年（1788）から光緒 5 年（1
879）までの 10 本を著録し、うち、道光 12 年（1832）刊本と同治 9年（1870）刊本は上
洋務本堂より上梓されたものである。一方、福建四堡村にも馬氏務本堂があり、今のとこ
ろどこの務本堂から 出たものなのか特定できない。 

◇文盛堂刊本 17 巻 20 冊               広島大學文學部中國哲學中國文學研究室 
※文盛堂：『綜録』p218 には文盛堂の康煕 55 年（1716）刊本と乾隆 26 年（1761）刊本、嘉

慶 22 年（1817）維揚文盛堂の刊本を載せる。また、『大塚目』には清初から光緒 17 年（1
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891）刊までの 6本を著録し、その中で光緒 17 年刊本には「京都打磨廠文盛堂蔵板」とあ
るため、刊行時期、刊行地を特定するのは難しそうである。 

 ＊『長崎大學附属圖書館経濟學部分館漢籍分類目録』には、「圖像三國志演義第一才子書 六
    十巻一百二十回 明羅本撰 清毛宗崗評 光緒 14 年序文盛堂石印本 10 冊」を載せるが、
    おそらく広島大學文學部蔵本とは異本であろう。 
◇省城文樂軒刊本 11×24 11 冊                     新潟県立新潟圖書館 
 ※省城文樂軒：『綜録』『大塚目』に見えない。 
◇〔聚瀛堂蔵板〕  有圖 24 冊                                    山本書店 
  ※聚瀛堂：『綜録』p291 には嘉慶 9年（1804）刊本を、『大塚目』にも刊行年不明の聚瀛堂

刊本を載せる。 
 ＊『山本書店古書目録№26』（1975 年 6 月）。3万円。 
◇〔経綸堂蔵板〕                         陝西師範大學圖書館 
 ※経綸堂：前出。 
◇掃葉山房刊本 残本存 17 冊                               韓國高麗大學圖書館六堂文庫 
 ※掃葉山房：前出。 
◇京都文成堂刊本 20 冊                                           北京師範大學圖書館 

※京都文成堂：『綜録』p216 に京都文成堂光緒 32 年（1906）刊本、『大塚目』に京都文成
堂光緒 17 年（1891）重刊本を著録する。京都文成堂は光緒年間に北京で活動していた書
肆とみて間違いないであろう。 

◇宝経堂刊本                                首都圖書館？ 
 ※宝経堂：前出。 
 ＊人民文學出版社編集部からのご教示に拠る。 
◇貫華堂刊本  圖像第一幅刻羊城馮雲龍鐫 板心題貫華堂          丹麦皇家圖書館 
 ※貫華堂：前出。 
◇貫華堂刊本 12×26                    韓國高麗大學圖書館新菴文庫 
 ※貫華堂：前出。 
◇貫華堂刊本 鼎峙志 12×26 有圖 残本闕巻第 10，18 冊 高麗刻本     韓國朴在淵 
 ＊残本存 1冊                      韓國漢城大學圖書館想白文庫 
 ※貫華堂：前出。 
◇英徳堂刊本 有圖                        徳國徳國國立圖書館 
 ※英徳堂：前出。 
◇〔福堂蔵板〕                          徳國徳國國立圖書館 
 ※福堂：『綜録』『大塚目』に見えず。 
◇積秀堂本                               徳國漢堡大學 
 ※積秀堂：前出。 
◇金閶芸海堂刊本 圖 240 幅                 俄羅斯莫斯科旧列寧圖書館 
 ※金閶芸海堂：『綜録』p212 に嘉慶間刊本を著録する。『大塚目』には著録されず。 
◇保陽万巻楼刊本                          徳國莱比錫大學 
 ※保陽万巻楼：書肆名としてはいかにもありふれた名前だけに万巻楼と称する店は多い。『綜
    録』p326 には葉永茹万巻楼刊本、康煕間程氏万巻楼刊本、康煕 32 年（1693）万巻楼刊本、
    乾隆間綿州李氏万巻楼刊本、乾隆 15 年（1748）江蘇顧氏万巻楼刊本、光緒 9年（1883）銭
    塘万巻楼刊本を著録する。『大塚目』には乾隆 48 年（1783）刊本と道光 2年（1822）刊本
    を載せている。「保陽」とは保定府の別名であり、河北省保定にあったと考えられるから、
    ほかの綿州（四川省綿陽）李氏万巻楼、江蘇顧氏万巻楼、銭塘万巻楼、そして福建四堡の 
    鄒邦彦万巻楼とは何のゆかりもないのかもしれない。 
◇芥子園刊本 圖 40 葉               俄羅斯旧列寧格勒東方學研究所分院 
                               俄羅斯莫斯科列寧圖書館 
 ※芥子園：前出。 
◇同徳堂刊本 有圖                 俄羅斯旧列寧格勒大學東方系圖書館 

※同徳堂：『綜録』p232 には、康煕間同徳堂刊本、雍正間江蘇同徳堂刊本、道光 25 年（18
45）汲古閣同徳堂刊本を載せる。『大塚目』には 2本の清刊と思われる同徳堂刊本を著録
する。汲古閣は明末、江蘇常熟の蔵書家毛晋の蔵書閣の名。この同徳堂刊本もおそらく江
蘇で刊刻されたのではないか。 

◇金陵致和堂刊本 1×24 有圖 32 冊                         南京圖書館 
 ※金陵致和堂：前出。 
 ＊これが 60 巻の致和堂刊本と同じものであるか不明。 
◇金陵致和堂刊本 11×24 有圖 24 冊                       山本書店 
 ※金陵致和堂：前出。 
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 ＊『山本新集書報№63』（1981 年 2 月）。8万円。 
◇金閶書業堂刊本 11×24 32 冊                                           南京圖書館 

※金閶書業堂：『綜録』p220 に雍正 9年（1731）から乾隆 28 年（1761）までの刊本 5 種を
載せる。『大塚目』には刊行年代のわかっているものでは乾隆 17 年（1752）序刊本から
同治 8年（1869）刊本までの 20 本、刊行年代が不明のもの 5本を載せ、うち、乾隆期の
刊本が 8本と三分の一を占める。 

◇刊本 11×24 圖 32 幅                          遼寧省圖書館 
◇〔善成堂發兌〕 20 冊                                           揚州師範學院圖書館 
 ※善成堂：前出。 
◇善成堂刊本 圖 40 葉 壬子仲冬□□袁鶴写               俄羅斯李福清 
 ※善成堂：前出。 
◇上海善成堂刊本 有圖 残本存 15 巻，12 冊             韓國全南大學圖書館 

※上海善成堂：『大塚目』に多くの善成堂刊本を載せるが「上海善成堂」の出したものはな
い。『綜録』にも上海善成堂刊本は著録されず。 

◇〔蘇州緑啓堂和記蔵板〕 20 冊                  韓國嶺南大學圖書館 
 ※蘇州緑啓堂：『綜録』『大塚目』に見えない。 
◇万巻堂刊本 13×28 有圖 20 冊                                     祁県圖書館 

※万巻堂：「万巻楼」という名の書肆は枚挙に遑がないが、「万巻堂」は『綜録』『大塚目』
に著録されず。 

◇〔芸古堂蔵板〕 20 冊                             東城書店 
※芸古堂：『大塚目』には著録されていないが、『綜録』p212 に揚州芸古堂乾隆 4 年（173

9）刊『玉渓生詩意』と芸古堂嘉慶 21 年（1816）刊『儒林外史』を載せる。嘉慶刊本が小
説であることからすると、この書も嘉慶あたりに上梓されたものかもしれない。 

 ＊『東城書店目録』第 77 号（1997 年 1 月）第 18 頁。98 万円。   
◇〔維経堂蔵板〕 20 冊                             東城書店 
 ※維経堂：前出。 
 ＊『東城書店目録』第 77 号（1997 年 1 月）第 18 頁。16 万円。   
◇刊本 11×25 残本存 24 回第 9至 14、85 至 96、115 至 120 回        新潟大學附属圖書館 
◇刊本 12×26 残本存 2巻巻第 9、18，2 冊                  韓國江陵市船橋荘 
◇刊本 19 巻 12×26 20 冊                        韓國江陵市船橋荘 
◇刊本 12×26 残本存 2巻巻第 15、16，2 冊                 韓國江陵市船橋荘 
◇刊本 20 巻 20 冊                                            韓國國立中央圖書館 
◇刊本 28 巻  10 冊                                       東京都立中央圖書館加賀文庫 
◇刊本 10 冊                                                 慶應義塾大學附属圖書館
◇刊本 24 冊                             北京師範大學圖書館 
◇刊本 20 冊                                                 學習院大學附属圖書館 
◇刊本                                南開大學圖書館 
◇刊本 12×28 無圖 18 冊                                           祁県圖書館 
◇刊本 残本                                                            湖北省圖書館 
◇刊本                                 中央大學圖書館 
◇刊本 正文半葉 12 行，字数不定 残本存 1 巻巻第 10，1冊       韓國洪川郡洪川郷校 
◇刊本 12×26 有圖 残本存 10 巻巻第 1至 4、8、15 至 19，11 冊   韓國全北大學圖書館
◇刊本 存 11 冊                                           韓國高麗大學圖書館六堂文庫 
◇刊本 8 冊、1冊                                          韓國釜山大學圖書館（2 本） 
◇刊本 残本存 3 冊                    韓國高麗大學圖書館六堂文庫 
◇刊本 残本存 11 巻巻第 9至 19，11 冊                     韓國高麗大學圖書館景和堂文庫 
◇刊本 5 冊                          韓國淑明女子大學圖書館 
◇刊本 10 冊                               韓國丁鳳泰 
◇刊本 12 冊                               韓國釣水楼 
◇刊本 21 冊、18 冊                         韓國徽文高圖書館（2本） 
◇刊本 5 冊、4冊                                               韓國韓銀圖書館（2 本） 
◇刊本 20 冊                           韓國慶州市立圖書館 
◇刊本 20 冊                                                韓國忠南大學圖書館 
◇刊本 20 冊                                                     韓國中央大學圖書館 
◇刊本 20 冊                           韓國慶煕大學圖書館 
◇刊本 残本存巻第 3至 4，1 冊                       韓國趙潤済 
◇刊本 残本存巻第 3至 4，1 冊                      韓國誠巌文庫 
◇刊本 7 冊                                                             韓國李廷発 
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◇刊本 16 冊                                                             韓國丁鳳泰 
◇刊本 8 冊                                                              韓國姜周鎮 
◇刊本 存 2 冊                                                    韓國嶺南大學圖書館 
◇刊本 16 冊                                           韓國國立中央圖書館無咎齋文庫 
◇刊本 12×26 残本存巻第 14，1冊                       韓國國立中央圖書館無咎齋文庫 
◇刊本                                                                      東城書店 
 ＊『東城書店目録』第 83 号（1998 年 7 月）17 頁。68 万円。 


