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近世後期江戸における知識人社会と考証研究

小林　幸夫

　今回の御茶ノ水大学と本学日文系の合同学術検討会

にあたりまして、政治大学側での基調講演を担当する

ことになりました小林幸夫です。高島先生の基調講演

のタイトルが「日本儒教の特徴」という大変大きな

テーマでしたが、私の基調講演はこじんまりとした

テーマですので、いささか恐縮する次第です。

　さて、私のテーマですが「近世後期」、すなわち、

18世紀末から幕末までの時期、具体的には、寛政改革

の始まった1789年から1868年の明治維新までの約70

年間という時間、そして、江戸という地域＝空間に限

定したものです。なぜ、この時間的限定と空間的限定

をしたのかということからお話したいと思います。

１．寛政異学の禁―近世後期・江戸を規定する要素と

して

　まず、時間的・空間的限定の点から述べたいと思い

ます。近世社会は儒教が大いに発達・展開した時代だ

といわれますが、たしかに、日本のほかの時代に比べ

るとそれはいえることだと思いますが、社会全体が儒

学的な考え方で動かされていたかというと、かならず

しも、そうはいえないと思います。昨年、古文書の授

業でわたしは学生たちと幕府の奥祐筆の日記を読んだ

のですが、そのときにもつくづく感じたことは、仏教

に対する幕府の手厚い、丁重な対応です。すなわち仏

教的な（より細かく言えば、天台宗と山王権現信仰＝

山王唯一神道という神仏習合の）考え方が幕藩体制の

体制イデオロギーとして大きな役割を果たしていたの

ではないかということです。このイデオロギーの運用

的側面で儒教の徳目が重要視されて、儒学者が幕府や

諸藩のスタッフとして登用され、儒学の社会的進出が

促されたのではないかと思っています。

さて、江戸時代全体の俯瞰についてはこのくらいに

して、なぜ、18世紀徂徠学が全盛であった享保～天明

期ではなくて、近世後期の知識人社会なのかという点

について述べたいと思います。

　寛政２年（1790）５月24日に老中筆頭の松平定信か

ら幕府儒官筆頭の林大学頭信敬に「仰渡」が示されて、

いわゆる寛政異学の禁が始まったのですが、これが日

本全体にどのような影響を与えたかという点について

は議論のあるところですが、少なくとも江戸という地

域、特に旗本を中心とした武家社会には大きな影響が

ありました。松平定信の「仰渡」の趣旨は「世上種々

新規之説を為し、異学流行風俗を破」る者が多いから、

今後は正学＝朱子学に励み、「門人共取立て」「人材取

立候様」にせよというものでした。（資料１参照）す

なわち、田沼期に弛緩した士風（「風俗」）を建て直し、

幕府の吏僚として役立つ「人材」育成を図れ、そのた

めに朱子学の教育を徹底しろ、というものでした。寛

政４年（1792）に始められた学問吟味とあいまって、

朱子学による教育が旗本・御家人に強力に推し進めら

れることになりました。当時の江戸の世情を松平定信

に報告した水野為長は旗本たちがあたふたと朱子学に

転向する姿を報告している。（資料２参照）旗本・御

家人たちが「御番入」を目指して「立身の為之御学問」

としての朱子学の「勉強」に奔走する姿を描いている。

教育史の江森一郎氏はこの18世紀末からの教育の様

子を「勉強」時代と表現しているが、言い得て妙であ

る。ⅰ現在、日本人は studyを一般的に「勉強する」と
表現し、「学問する」とは表現しませんが、「勉強」と

は「しいてつとめる」＝「自分の意思に関係なく強制

される、または、努力して行おうとする」ということ

であって、『論語』「学而」篇冒頭の節に由来する「学習」

とは懸隔した語です。「学習」とは「学びて時にこれ

を習う、亦た説ばしからずや」とあるように、「悦び」

の行為であったはずですが。余談になりますが、中国

語では「念書」です。「書物を読むこと」の意でして、

これまた「悦び」とは縁のない表現です。現在の日本

における大学入試がどうなっているか詳らかにしませ

んが、昨年本学に客員教授としてきておられたＡ先生

はフランス文学がご専門でしたが、東京大学文化Ⅲ類

に一度不合格になった経験を、「何でフランス文学を

学びたいと思っていた私が予備校で数学や理科の科目

に汲々としなければならなかったのか、いまだに納得

ができない。」とおっしゃっていました。ここにいる

日本の学生さんも台湾の学生さんも文系ですから、同

じ思いをしたのではないでしょうか。すなわち、自分

の意思に関係なく、むしろ不本意でも学ぶことが「勉

強」です。18世紀末から幕府は強力に旗本・御家人に

「勉強」することを求めるようになりました。幕末に

昌平坂学問所書生寮に留学した経験を持つ重野成斎は

旗本・御家人の「勉強」の様子を「暗誦をしたり又書

取などをする」丸覚え型の受験勉強をもっぱらとして
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いたと述べています。（資料３参照）

　さて、その「勉強」の内容ですが、吏僚として役立

つ「人材」育成を目的としたならば、今日で言う「行

政学」「財政学」にあたるような内容にするのが妥当

だと、今日の私たちは考えますが、このときに採用さ

れたものは「朱子学」でした。18世紀後半には徂徠

学の流れを汲む人々によって、「実用の学」が唱えら

れていましたが、寛政異学の言い出しっぺの松平定信

は「朱子学」を選びました。ちなみに松平定信の儒学

の先生の大塚慥斎は徂徠学者でして、そのまた先生は

荻生北渓（徂徠の弟、幕府儒官）です。大塚慥斎は寛

政４年７月18日に74歳で没しますから寛政異学の禁

が始まったときはまだ存命です。また、幕府は朱子学

者以外を幕府の儒官から排除したかといいますと、そ

うではありません。成島家は「徂徠学」を奉じて幕末

にいたるまで錦江、龍洲、東岳、稼堂、柳北と代々奥

儒者、すなわち、将軍側近の儒学者として幕府に仕え

ています。さらに、定信自身が朱子学を信奉していた

かというと、むしろ、「程朱の説にをいてもうたがふ

べきこと少なからず」として、学問的問題としては、

むしろ「古今に通じて聖の旨をもて折衷するにはしか

じ」というように、折衷学派の立場を肯定的にとらえ

ています。（資料４参照）それにもかかわらず、「朱子

学」を選んだ理由を、松平定信は「おほやけの学」と

して「一定すべき」であり、そのためには神君家康に

よって「代々の学のめあてしるし」とされたという権

威に支えられている「朱子学」がふさわしい、と主張

する。

このことは、何を意味するでしょうか。寛政改革全

体の目的として、風俗統制、すなわち、田沼時代に弛

緩した社会全体の風俗、特に武士、なかんずく旗本・

御家人の道徳的退廃への対策ということが掲げらてい

ました。田沼時代に勘定奉行所の勘定吟味役として田

沼の経済政策、特に蝦夷地開発計画の中心人物として

活躍していた土山孝之は寛政改革の中で切腹を命じら

れたのですが、その理由は遊女を身請けし妻にしたと

いうものでした。旗本が身分違いの、まして元遊女を

妻にしたことが切腹に値する「犯罪」として処断され

たのです。幕藩体制の立て直し、近世封建制の再編強

化を目指す幕府にとって、「士」としての自覚、為政

者意識を内在原理（「本然の性」）に基づく倫理によっ

て説明する朱子学は「おほやけの学」として好都合な

ものであったのでしょう。つまり、朱子学による道徳

教育が何よりも優先された結果、寛政異学の禁が行わ

れたと言えましょう。しかし、ここには、論理的な矛

盾を孕んでいます。すなわち、内在的な道徳原理であ

るはずのものを「勉強」＝外からの強制で学ばせると

いうこと、また、朱子学では連続的に捉えられていた

内面道徳＝為政を「おおやけの学」として「わたくし

の学」とは別の次元におけるものとして、外在道徳化

している点です。

　このような寛政異学の禁を経た19世紀前半の江戸に

おいて、儒学者が道徳論に関して考究し議論すること

はあまり生産的なものではなかったのではないでしょ

うか。実際、われわれは19世紀以降の儒学者の議論の

主たる議題として道徳論の議論を見出すことが困難で

す。（あるとしても「陳腐な」感を持たざるを得ない

議論が多い。）朱子学の言葉で言うならば、「所当然之

理」にかんしては、幕府によって権威主義的に解釈が

固定化されており、道徳徳目である忠孝の実践を武士

たちに「強制」することで体制の維持・強化を図って

いたわけで、しかもそれを「立身出世」に絡めること

で利益誘導によって実現しようとしていたわけです。

したがって、教育者としての儒学者としては朱子学的

道徳論を教えることが求められたのですが、学問＝研

究は「わたくしの学」として存在する余地があり、必

ずしも否定されたわけではありませんでした。実際

に、寛政異学の禁の最中に林家で学び、林述斎（熊

蔵）・佐藤一斎（捨蔵）とともに三蔵といわれた松崎

慊堂（退蔵）は、松平定信の老中辞任以降寛政改革を

推進した老中大田資愛の掛川藩の儒官となって朱子学

による藩士教育を行うのですが、文政年間になると考

証学に傾斜し、もっぱら『唐開成石経』の校訂に没頭

するようになります。しかし、考証学に傾斜して後も、

教育の場では朱子学の道徳論を教えています。彼の

弟子の安井息軒も考証学を専らにするのですが、やは

り、教育の場では朱子学の道徳論を教えています。教

育と研究の分離、ないしは分断という現象が近世後期

の江戸において顕著に現れていたことを指摘すること

ができると思います。

寛政異学の禁以降幕府の直轄学校化された昌平坂学

問所には、全国から専門儒者になることを目指してく

る留学生のための寮、書生寮が旗本・御家人の教育の

場とは別に設けられていました。先述した重野成斎は

この書生寮での学習について、「朱子学でも宜し、又

古学でも宜し、折衷学でも宜し、何でも宜しい。我

随意に読むものは読んでも宜しい。」と述べています。

（資料５参照）学者としての儒者に対しては昌平坂学

問所内でも「学問の自由」が認められていたといえる

と思います。なぜ、このような現象が生まれたかとい

う問題は興味あるテーマなのですが、論証がなかなか

困難で、今のところ成稿をみていません。ただ、すで
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に「徂徠学」があり、中国では「考証学」が発達して

いる19世紀前半においては、それらの知識なしの朱子

学を墨守するだけの「道学先生」では、教育の内容に

対しての学生に対する権威が維持できなくなっていた

のではないかと考えています。すなわち、学問的知識

の高さを背景にして、「それでもなお、朱子学の道徳

論が有効だ」と主張することで教育の内容の有効性を

担保しようとしたのではないかということです。ここ

に江戸において考証研究のブームを生み出す時代的背

景のひとつがあると思います。

２．近世後期の江戸の知識人社会

　さて、寛政異学の禁が始まった当初は、「異学者」

たちによる反発もあり、江戸の知識人社会としての一

体感といったものは失われたといえますが、文化・文

政期（1802～1830）になると江戸の知識人社会も落

ち着きを取り戻し、文化12年（1815）には江戸にお

ける最初の文雅人名録ⅱである『江戸当時諸家人名録』

が出版されました。所載人数は195名で、儒学者（学

者とだけ肩書きがついているものが多い）66名、詩文

家26名、書家42名、画家64名、篆刻家９名、国学者８

名、医学者５名、鑑定家１名、雑学者６名、仏学者１

名、無記載２名と一応の分類ができます。もちろん複

数分野にまたがっているものもいるのですが、一応頭

出の分野で分類しました。たとえば、市川米庵は「学

者書家」と肩書きがついていますが、儒学者の分野に

入れました。今日の常識で言うならば、彼は書家とし

ては高名ですが、儒学者としてはまったく無名です。

しかし、当時の認識からすれば彼は第１に「学者」で

あって、同時に「書家」としても名を馳せていたとい

う事だろうと判断してこのような分類にしました。近

年私はこの『江戸当時諸家人名録』の出版までの経緯

について研究をしておりまして、その書誌学的検討を

続けているのですが、それについては別稿で論じるこ

とにしたいと存じまして、細かいことは省略させてい

ただきますが、次のような点が特徴的だと指摘してお

きたいと思います。

　まず、所載人数ですが、三都での比較で言いますと、

文化10年（1813）に出版された京都の『平安人物志』

第４版が392名、また、すこし時期的には遡りますが

寛政２年（1790）に出版された大坂の『浪華郷友録』

第２版が330名であったのに比べると、やや少ない感

じがします。信州飯山出身の僧雲室が寛政異学の禁の

かなり前の明和４～６年（1767～1769）のこととし

て回顧している記事のなかで「予もいつしか世典を学

たくて自天上人に問しに、儒典の事は江戸に如はあら

じ、今も彼是豪傑多と聞と咄されし」ⅲと述べて、す

でに18世紀後半には江戸の知識人社会の規模が京都

を上回っていると述べていることと考え合わせれば、

この195名という数は少ない。実は３年後の文政元年

（1818）に『江戸当時諸家人名録二編』が刊行されて

おり、この所載人数は138名でⅳ、『江戸当時諸家人名

録』の所載人物とまったく重複がありません。した

がって、この２冊をあわせると333名ということにな

ります。これですと、京都や大坂に引けをとらない数

が掲載されているということになります。文化12年の

『江戸当時諸家人名録』刊行の時点で江戸の知識人社

会を網羅的に把握できなかったということだと思いま

す。

　次に、掲載の形態ですが、京都・大坂のものが分野

別掲載、しかも分野内での序列化をしているのに対し

て、江戸のものはすべての分野のものを「いろは順」

にならべ、しかもすべての記載者の記載スペースが同

一である点が特色だといえます。すなわち、記載され

ている人物に対しての甲乙の評価を一切加えていない

ということです。

　この人名録はその後、天保７年（1836）『当時現在

公益諸家人名録』（記載人数471名）、天保13年（1842）

『当時現在公益諸家人名録二集』（記載人数598名）、文

久元年（1861年）『当時現在公益諸家人名録三集』（記載

人数668名）と引き継がれ、幕末には別系統のものが

出現し、安政七年（1860）『安政文雅人名録』（記載人数

1021名）、文久二年（1862）『文久文雅人録』（記載人数

1155名）、そして明治維新を越えて明治12年（1879）『明

治文雅人録』（記載人数848名）と引き継がれています。

　記載人数に関しては表１に三都の比較を出しておき

ましたが、天保年間になると江戸は京都に匹敵し、大

坂は減少の傾向が顕著となり、近代以降における東

京・京都という２つの学術センターの原型がこのころ

から顕著となります。これは文化・文政期ころから大

坂の地位が低落し、２大センターに集約されたという

ことです。

３．江戸の知識人社会における考証ブーム

　さて、この19世紀前半の江戸の知識人社会の特徴を

どのように捉えたらよいかという点について述べたい

と思います。

　このことを考察するに当たり、好都合な人物がおり

ます。天明狂歌壇の中心人物で、寛政改革期を乗り越

え、化政期にも江戸の知識人社会の中心に居続けた大

田南畝と、寛政改革のさなか、寛政３年（1791）に見

せしめ的に手鎖50日の刑に処せられた洒落本作者とし



230

小林　幸夫：近世後期江戸における知識人社会と考証研究

て有名な山東京伝です。

資料６に大田南畝全集20巻を参考にして作りました

略年表を出しておきましたのでご参照ください。彼の

人生を通観すると、寛政を境に大きく変わっているこ

とが見て取れます。それ以前は天明狂歌・戯作壇の中

心人物として活躍した時代です。明和４年19歳で『寝

惚先生文集』を出版し、若くしてその戯作・諧謔の才

能を発揮し始め、天明３年35歳の『万載狂歌集』は狂

歌界の第１人者としての立場から編集したものです。

版元の蔦屋重三郎らと吉原遊びをしたり、先ほど出て

きました寛政改革の中で切腹させられた土山孝之とも

昵懇の仲で一緒に人形浄瑠璃を見たり、州崎の料亭で

宴会をしたり、吉原遊びをしたりしています。天明７

年には大田南畝自身が吉原の遊女を身請けして妾にし

ています。彼の場合、妻にしたのではないので処罰の

対象にはなりませんでしたが、土山と昵懇であったこ

とで首筋がひやりとしたのではないでしょうか。

　大田南畝が軌道修正といいますか、身持ちを良く

し始めるのは寛政改革が始まった寛政２年ころからで

す。『爾雅』の会読、『左伝』『儀礼鄭注』『論語』『周礼』

の講義など、幕府の風俗取締りの対象となっているこ

とがわかっていたからでしょう、次第に狂歌連中との

交際を控え、いっぱしの儒者のように振舞っていま

す。そして、寛政４年、44歳になっていたにもかかわ

らず、彼は昌平坂学問所での学問吟味に応試していま

す。世情の噂では大田南畝が一番だと言われていまし

たが (資料８参照 )、聖堂付目付の森山孝盛の強い反対
で選に漏れました。（資料９参照）

ちなみに、学問吟味の試験官である岡田寒泉とは内

山賀邸の同門で30年来の交友があり、学問吟味のすこ

し前には瀬名貞雄宅で一緒に漢詩を作っています。

とにかく、かれは天明期の「きのふまで浄瑠璃三味

線に心耳をこらしたる」風俗敗退の元凶としてパージ

されたのでした。

２回目の学問吟味のあった寛政６年には、学問吟味

に先立ってかれは「四方赤良」という天明狂歌壇を

リードしてきた狂歌名、すなわち、狂歌のリーダー

の名跡を弟子の鹿都部真顔（江戸数奇屋河岸に住む町

人、恋川春町・大田南畝の弟子）に譲り引退していま

す。これが幸いしたのか、この度はお目見え以下の部

で首席となり銀10枚を下賜され、そして２年後48歳の

ときに勘定奉行所の支配勘定（下から２番目の役職）

となり、文政６年75歳で没するまで支配勘定として

勤めながら、文人としての生活を送って世を去りまし

た。ちなみに第２回の学問吟味のお目見え以上の首席

は遠山金四郎でした。といいましても、時代劇で有名

な北町奉行の遠山景元ではなく、彼の父の遠山景晋で

した。（資料10参照）知行500石の旗本で、寛政８年

には西丸の将軍世子付となり、目付、長崎奉行、作事

奉行、勘定奉行を歴任し、その間に文化元年 (1804年 )

にはロシアの使節レザノフとの外交交渉や蝦夷地防備

の指揮をとるため北海道に赴任したり、江戸湾周辺の

海防対策の立案を行ったりして、有能な幕府官僚とし

て活躍しました。遠山が次々に顕職を駆け上っている

のに対して、大田南畝は終生支配勘定に留められまし

た。勘定奉行所は固定化された身分制の中では例外的

に人材抜擢がなされ、下から昇進し、勘定奉行にまで

なることのできる組織でしたがⅴ、大田南畝は『孝義

録』編纂、大阪銅座詰、長崎奉行所詰と重要な役目は

命ぜられますが、ついに昇進することはありませんで

した。天明期の悪名が災いしたのではないかとも言わ

れています。

このように、職業上は「万年係長」として、うだつ

の上がらない南畝ですが、文人としての名はますます

上がっています。文化12年の年末に文人の番付（図１

参照）をめぐって騒動が起きました。番付には長老と

して「行司」とされています。また騒動の手打ちの周

旋をしています。

それでは、寛政以降の彼の文人としての名を高めて

いるのは何によっているのでしょうか。漢詩は終生作

り続けていますし、狂歌も終生作り続けていますが、

どうも、これらによって名が上がったようではありま

せん。どうも考証研究が彼の名を上げているようなの

です。文化12年の『江戸当時諸家人名録』には、大田

南畝は「博識」と肩書きがついて掲載されています。

先ほどの分類では「雑学者」に分類しました。また天

保７年（1836）の『当時現在公益諸家人名録』には滝

沢馬琴も「雑学博識」と肩書きがついて掲載されてい

ます。同人名録には特に高名な82名の物故者も○印を

つけて記載されており、文化十三年九月七日の没年月

日をつけて「岩瀬伝蔵」すなわち山東京伝も記載され

ています。ⅵ

山東京伝は天明２年（1782）に『御存商売物』とい

う黄表紙を出版し、大田南畝が評判記『岡目八目』（天

明２年）で「総巻軸極上々吉」の折り紙をつけて激賞

したことで戯作者としての地位を確立したという経験

を持ち、南畝が京伝の美人画集『新吉原美人合』に序

文を書いているなどの交友関係があります。

さて、山東京伝と滝沢馬琴の関係ですが、寛政２

年（1790）に24歳の馬琴が当時戯作者界の第一人者

になっていた京伝に弟子入りする形で交際が始まり、

京伝の名を借りて処女作『廿日余四十両尽用而二分狂
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言』を寛政３年に出版（もちろん版元の斡旋は京伝）

することで、馬琴は戯作者としてデビューすることが

できました。ⅶところが、そののち、馬琴は考証随筆

を書くようになり、いっぱしの学者気取りを始め、や

がて、洒落本しか書かない京伝を馬鹿にするように

なったという。これに発奮した京伝は考証随筆を書

き始めます。（資料11参照）文化11・12年に刊行され

た『骨董集』上編４冊は近世の風俗考証として大変レ

ベルの高いものです。ところが無理がたたったのか、

56歳で急死します。真偽のほどは確かではないのです

が、『しりうごと』ⅷの中に小山田与清の悪口を述べて

いるのですが、いつもは温厚な山東京伝が『骨董集』

の説を小山田が盗んだとして詰り、小山田が居丈高に

「証拠があるか」と居直ったのに逆上して、持病の喘

息が悪化し痰血を吐き、自宅に帰って憤死したという

説を述べています。山東京伝がいかに考証研究に打ち

込んでいたかを伝えるエピソードといえましょう。

４．おわりに

　今回の基調講演では、あえて儒学・国学における考

証学については触れませんでしたが、もちろん、19世

紀前半の江戸における儒学（あるいは「漢学」という

べきかもしれません）においても国学（とくに江戸派

とよばれる国学者たち）においても、考証研究が大き

な位置を占めているといえます。しかし、それは、単

に儒学、国学といった学問の分野内での研究動向とい

うことはできないと思います。儒学の考証学者の大田

錦城は「清人考証の学……学問は考証を要とすること

なり。されども今は考証の学、北野屋鞠塢・山東京伝

に下り及べり」ⅸと述べて考証研究が戯作者にまで浸

透していると述べていますが、はたしてこの見方が正

鵠を得ているのでしょうか。時代の「知」のあり方

が、客観的な根拠に基づいているか否かが問われる時

代の反映でもあるのではないかと考えています。です

から、大田南畝も、山東京伝も、滝沢馬琴も考証研究

に熱中したのではないかと思います。今日、近世随筆

として膨大な資料が出版されていますが、その随筆の

多くが考証をしたものです。そして、その大部分は19

世紀に入る前後から以降に書かれていることを指摘し

ておきたいと思います。

　最後に、余談になりますが、安政元年（1854）３

月27日、下田に停泊中のアメリカ軍艦に密航の目的で

乗り込もうとして逮捕された男がいます。彼は吉田松

陰といいます。彼の密航目的は日本が嫌になり亡命を

希望したわけではありません。通訳のウィリアムスと

のやり取りで「学問をする」目的で密航を企てたと述

べています。吉田松陰は３年前の東北歴遊で水戸を訪

れ、『新論』の著者相沢安に会い、大感激した人物で、

攘夷思想の持ち主です。ですから、松蔭は攘夷をする

ために「五大洲（＝世界）を周遊」し、世界を知りた

いと考えたのです。日本人の我々はこれを不思議と考

えず、松蔭の情熱を賛美しますが、この松蔭の行動は

実は奇妙なものなのです。同じように攘夷を国是とし

ていた朝鮮においてこのような行動を取ろうとした者

を知りません。かれの行動は近世後期の「知」のあり

方を前提にして初めて了解できるのではないでしょう

か。すなわち、より確かな「知」を得ることが知識人

に求められているからこそ彼は自分の目で「夷狄の

国」を確かめようとしたのではないでしょうか。自分

自身の外にある「事実」の客観的認識と、自分の心の

中の「誠意」に忠実に行動しようとする主観的行動と

いうアンビバレントな要素が幕末という時期にこのよ

うな行動を採らせたのではないでしょうか。

資料１．「仰渡」の全文は次のとおりである。（『日本儒林叢

書』第３巻には「異学禁諭達書」として所収）

朱学之儀、慶長以来御代々御信用之事にて既に其方

家、右学風維持之事被仰付置儀に候得者、無油断正学相

励み、門人共取立て可申儀候。然所近き頃世上種々新規

之説を為し、異学流行風俗を破候類有之、全く正学衰微

の故に候哉。其不相済事にて、其方門人共の内にも、右

體学純正ならざるもの折節は有之儀に相聞え如何に候。

此度聖堂御取締厳重に被仰付、柴野彦助（＝栗山） 、岡
田清助（＝寒泉）儀も、右御用被仰付候得ば、態々此旨

申談急度門人共異学相禁之、不限自門他門申合、正学講

究致し、人材取立候様、相心得可申候。（カッコ内引用

者補足  以下同）
資料２．水野為長『よしのそうし』

此間或もの途中ニて懇意の者に逢、貴様が書物がすきで

近年出精するが、どこへ通ふと聞候故、何某へ参候と申

候ヘバ、（馬）鹿ナ男だ。某へ行よりは清助（＝岡田寒泉・

昌平黌儒官）所へぼらの五本も持て弟子入をしやれ。弟

子入計で御番入をする。何もよまずとよいと申わかれ候

よし。『随筆百花苑』第八巻p.249

此節儒者ハとかく朱子学がよいとさた仕候由。追々流を

かへ朱子学ニ相成候もの御座候由。山本喜六も最早朱子

学ニ相成候由。青雲を心懸候儒者ハ、追々朱子学ニ流を

かへ可申さた。併上にも伊豆侯、和泉侯などハ徂徠学、

其上佐久間甚八ハソライ学なれ共御見出しニ相成、久保

田十郎右衛門ハ朱子学なれ共、何ニも成不申事故、一体

の人物ニより候事、急ニ朱子学に変じ候ものハ、余り持

操無御座候事故、却て越中様の思召ニ叶ふまいとさた仕

候よし。『同上』第九巻p.50
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此の節闇斎学御旗本之内ニ行れ候て、四書の素読さへ間

違ても覚候へば、講尺を習ひ候様ニ相成候由。･･････鵬

斎（＝亀田鵬斎・折衷学者・寛政異学の禁に反対）と申

無頼儒者、扇へ人ニ被頼詩を書候て、異学鵬斎と認候由。

北山（＝山本北山  折衷学者・寛政異学の禁に反対）も
門入仕度と、申込候御旗本抔御坐候へば、御立身の為之

御学問ニ候ハゞ、彦助（＝柴野栗山・昌平黌儒官）、清

助へ御門入被成候が宜く候。若実ニ孔子ノ道を御学び被

成候ハゞ、随分私御指南可申抔と申候由。『同上』第九

巻p.396

資料３．重野成斎『重野博士史学論文集』上巻pp.385～386
昭和14年

　学問の仕様は外寮（＝書生寮）と内寮（＝寄宿寮）とは

余程違ふ。内寮の方は其前回に申したる御番入をする為

の試験で、則ち今の文官試験といふものになつて行く訳

であるからして、立身出世の為で畢竟奨励したものであ

るから、其学問が皆及第を目当てにしてするので、それ

故に随分暗誦をしたり又書取などをするやうなことに

は、熱心に小さい時からやつたものである。･･････内寮

は先づ四書・五経・小学・近思録並に詩文、斯う云ふも

のをば主に修める。尤も学科が其方であつて、試験もそ

れで及第をした。

資料４．松平定信『花月草紙』巻二、「学問のこと」

あるひとのとふ、「朱学とやらんいひて、程朱のとける

事をのみたうとびて用ひ給へど、程朱の説にをいてもう

たがふべきこと少なからず。たヾ学は聖のみちなり、古

今に通じて聖の旨をもて折衷するにはしかじ。など牛の

しりへになり給ふや。」翁（＝松平定信）の答しに、「と

ひ給ふむねは聞えたれど、……（宋・元・明・清の）大

儒のいひ給ひしことをさへ、あとよりみればうたがふべ

きこともあるならひなるを、君がほどなる書生は、升に

はかり車につむ斗なるを、たがひにこれぞ聖のむねなり

といふとも、たれか一定すべき。さあれば、甲の説を乙

はそしり、東の論をば西にてやぶりて、かの升にはかり

車につむべきやから、さまざまの説をいひのゝしり、湯

の沸くがごとく、いとの乱れたるごとくになりたらば、

たれかこの学を維持すべき。それが故に、みだれたる世

のいまだおさまらざるうちに、はや御神（＝家康）のか

かる事をはからせ給ひければ、道春（＝林羅山）といふ

人をあげ給ひて、代々の学のめあてしるしをたて置給ひ

にければ、藤樹・蕃山（＝中江藤樹・熊沢蕃山……陽明

学）・伊物（＝伊藤仁斎・荻生徂徠……古学）の徒出た

れども、おほやけの学の道はかはる事なし。もしひとの

心のまにまに、をのがさまざま論説を経文に加へなば、

代々の大君の御説よりして、諸侯・大夫をはじめ、お

もひよることいひたらば、何をもて後のよを救ひなん。

かゝることだにいまだとり給はぬ人が、おのがちからを

もはからで何くれといふはいかなる心にかあらん」

資料５．重野成斎『前掲書』上巻p.386　
此の外寮（＝書生寮）の方は試験といふものがない。及

第をすることもない。ないに依つて随意勝手にやつたも

のである。そこで内寮は御制度に従ふて朱子学を守つて

やつたものであるが、外寮の方となると朱子学でも宜

し、又古学でも宜し、折衷学でも宜し、何でも宜しい。

我随意に読むものは読んでも宜しい。元より始から随意

に読んで宜いといふ制度はない。矢張り其朱子学を日本

国中の教育の本としたから、外寮といふてもそれをやる

が当り前である。当り前であるけれども、外寮の方には

是非せずばならぬといふ義務もない。又強いてそれをや

れといふて御儒者あたりから諭す訳にも往かないに依つ

て、自から其学派が闊大になつて来て、それに又天保以

降になつて来ては段々此外国の事が起つて来、殊に又其

時分には水戸の学問といふものが、即ち尊王攘夷といふ

ものを余程鼓舞したものだからして、それを先づ第一に

此外寮の方では受けたものである。

資料６．大田南畝略年譜

　　　寛延２年（1749）江戸牛込中御徒町に生まれる。父
は幕府御徒、七十表五人扶持。

８歳　宝暦６年（1756）多賀谷常安（栗原猶賢）に就き学
問を始める。

15歳　宝暦13年（1763）内山賀邸（41歳）に入門した。
17歳　明和２年（1765）御徒頭京極左門組配下の御徒とし

て御抱入。

この頃、南畝・岡部四溟・菊池衡

岳・大森華山の４名で牛門四友の

盟を結び、盛んに詩文を作る。（明

和４年『牛門四友集』成る）

この頃、狂詩二十首程を平秩東作

に示す。
18歳　明和３年（1766）春、『明詩擢材』刊か。

冬、神田白壁町にて、川名林助を

介して、平賀源内（39歳）と始め
て会う。

この頃、菊池衡岳を介して、松崎

観海（42歳）に入門する。
19歳　明和４年（1767）９月、『寝惚先生文集』刊（序文は

平賀源内）

20歳　明和５年（1768）９月、平賀源内著『根無草』後篇
の序を草す。

21歳　明和６年（1769）この年、唐衣橘洲宅にて、初めて
狂歌会あり。南畝、平秩東作、大

根太木、元杢網ら参会。狂歌会の

初めという。

24歳　明和９年
　　＝安永元年（1772）

この頃、『論語町』刊か。

25歳　安永２年（1773）８月２日、将軍家治遊泳上覧。南
畝も参加し、時服（帷子）拝領。

33歳　天明元年（1781）夏日、芙蓉館にて井上金峨と賦詩。

12月17日、春町・菅江らと蔦重に
参会、吉原大文字屋に遊ぶ。
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35歳　天明３年（1783）１月、『万載狂歌集』刊。
春、蔦重板の吉原細見『五葉松』

に序を寄せる。

36歳　天明４年（1784）初春、山東京伝画『新吉原美人合』
に序を寄せる。

37歳　天明５年（1785）８月７日、蔦屋にて菅江・橘洲と
共に『俳優風』の位付を定める。

38歳　天明６年（1786）７月15日、吉原松葉屋の遊女（新
造）三穂崎を身請、名をお賤と改

めさせる。

12月、増築中の離屋完成か。巴人
亭と名付く。

39歳　天明７年（1787）３月２日、山道高彦（馬蘭亭）・窪
田徳左衛門（巻藁射久）・榊原士

立（日陰 ）と染井山荘の柳沢米

翁を訪れ、六義園を見る。

随筆『松楼私語』

10月30日、５世市川団十郎が立ち
寄り、暫の大字と狂歌を書付る。

40歳　天明８年（1788）１月15日、酒井抱一の館に宴す。

１月、この頃『四方のあか』刊行

か。

９月27日、塙保己一蔵の『日本紀
略』を借抄。随筆『俗耳鼓吹』

41歳　天明９年
＝寛政元年（1789）

３月８日、平秩東作没、64歳。

７月７日、恋川春町没、46歳。
42歳　寛政２年（1790）１月、石川雅望著『通俗醒世恒言』

に序を寄す。

春日、鈴木徳卿の芙蓉館にて初め

て大田錦城に会い、贈詩。

４月15日、井上子瓊宅に『十八史
略』を講じ、竟宴。

５月４日夕、滕是徳宅に『爾雅』

を会読。

６月１6日、『左伝』を講じてのち
詩宴。

７月４日、『儀礼鄭注』第一冊「士

礼」の講習を終わる。

43歳　寛政３年（1791）秋日、酒井抱一を訪問。

12月３日、『儀礼鄭注』講習を終わ
る。

44歳　寛政４年（1792）閏２月18日、早朝、『論語』を講じ
終る。

夏日、瀬名貞雄宅に岡田寒泉と詩

を賦す。

９月28日、学問吟味に応じ、「記事」
一条及び「呉子胥論」の答案を書

く。

45歳　寛政５年（1793）３月、蔦屋重三郎の母の墓碑銘を
撰す。

７月頃、浅草浪華屋の美人図に題

詩を作る。両国、高島お久の図に

題詩を作る。

９月頃、山東京伝の新たに煙草袋

屋を開くと聞き、贈詩。

46歳　寛政６年（1794）年初、鹿都部真顔に四方の号を譲
る。

２月３日～３月14日、学問吟味
47歳　寛政７年（1795）１月29日、『周礼』第三冊講習を終

わる。

48年　寛政８年（1796）６月27日、『周礼』第四冊講習を終
わる。

11月２日、躑躅之間にて支配勘定
を仰せ付けられる。（足高を含めて

禄が100俵５人扶持となる。）この
ため、『周礼』の講習を廃す。

51歳　寛政11年（1799）１月16日、大阪銅座詰を命ぜられ
る。

１月27日、銅座詰を変更、孝行奇
特者取調御用を命ぜられ、湯島聖

堂の中で『孝義録』編纂に従事。

52歳　寛政12年（1800）１月21日、御勘定所諸帳面取調御
用を命ぜられる。

この年１月９日～翌年２月随筆

『石楠堂随筆』

53歳　享和元年（1801）１月11日、大阪銅座詰を命ぜられ
る。（２月27日出発―３月11日着。
翌享和２年３月21日大阪出発―４
月７日江戸着）

この年７月～翌年５月随筆『蜀山

余録』

54歳　享和２年（1802）６月～翌年６月随筆『杏園間筆』
56歳　文化元年（1804）６月18日、長崎奉行所詰を命ぜら

れる。（７月25日出発―９月10日長
崎着、翌文化２年10月10日長崎出
発―11月19日江戸着。）

60歳　文化５年（1808）12月16日、官命により玉川巡視の
旅（翌文化６年４月３日江戸帰着）

61歳　文化６年（1809）５月～翌年８月随筆『金曽木』
63歳　文化８年（1811）４月随筆『瑣々千巻』
64歳　文化９年（1812）２月３日息定吉（33歳）勘定見習

として出仕を許される。

69歳　文化14年（1817）随筆『南畝莠言』刊行
70歳　文化15年＝文政
元年（1818）

随筆『奴凧』（文政４年加筆）

74歳　文政５年（1822）随筆『一簾春雨』
75歳　文政６年（1823）４月６日没。
文政８年（1825） 随筆『仮名世説』刊行

資料７．大田南畝の随筆一覧

天明７年（1787） 『松楼私語』吉原松葉屋の一年

の行事についての聞き書き
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天明８年（1788） 耳鼓吹』近松門左衛門・紀海音

の浄瑠璃、河東節、曲舞、長唄

などの聞き書きと評が中心

寛政12～13年（1800～01）『石楠堂随筆』世事の伝聞、『孝
義録』の参考資料など

享和元～２年（1801～02）『蜀山余録』　考証随筆
享和２～３年（1802～03）『杏園間筆』考証随筆
文化６～７年（1809～10）『金曽木』身辺雑記、若年時の

回想、長崎での見聞など

文化８年（1811） 『瑣々千巻』　古書画（仮名物の

草子や浄瑠璃本）の抄録

文化14年（1817） 『南畝莠言』考証随筆（出版さ

れた最初の随筆）

文化15年
＝文政元年（1818）

『奴凧』身辺雑記、狂歌仲間の

回顧など

文政５年（1822） 『一簾春雨』考証随筆

文政８年（1825） 『仮名世説』考証随筆

（出版された２番目の随筆）

この他に明和５年（1768）から文政５年（1822）まで書き
継がれていた『街談録』22巻があったが、現存は５～７巻
のみ。後人によって、一部が『半日閑話』に採録された。

内容は、日々の身辺雑録、考証など様々。

また安永８年前後～文政３年（1779～1820）に書き留めら
れた『一話一言』56巻がある。
内容は見聞筆録、抜書きなど様々な書留。

資料８．寛政４年の学問吟味における世情の評価

聖堂ニて詩文御試御ざ候節、太田直二郎一番と申候ハ、

人々申候ハヾ先は公評ニ御ざ候。……ねぼけ先生、聖堂

ニて講尺其外文章等至てよく出来候よし。右ニ付評判よ

ろしく候間、立身ハ不仕共、聖堂のセ話役ニ可相成よし

のさた。（前掲『よしのそうし』９―P.444）

資料９．森山孝盛の大田南畝への悪評価

聖堂講尺其外弁書文章等の事ニ付、上中下を附候事、大

不同ニて一統相服し不申候由。……太田直二郎ねぼけ先

生啓事（＝聖堂担当目付）下ト付候を余りの事と取沙汰

ニて中に直し候由。……人物、流義ハともかくも書物ニ

て上中下を付候事ニ候へば、其書物の処をこそ撰候て位

をバ付可申処、寝惚ニ下抔を被付候ハ如何成事、…事ニ

太田直二郎抔ハ平常啓事憎居候ニ付爰ぞと存じ下ニ付候

処、余り成致し方とて中にか直し候由。掛り大学頭、清

助良助森山中川啓事見分之節、たとへバ五人中と記候

所、一人下としるし候へバ、下の方へ位定り候由。大学

頭森山抔上中下を付候ハ、大杜撰可有之由。中川も杜撰

可有之候へ共、森山抔にハ増り可申由。啓事両人ハ全く

自分の私意に任せ被成べきか、……惣人数六百五十人な

らバ、以上ハ以上、以下ハ以下ニて実ニ宜き分撰出し、

当日の僥倖ニて被撰出候事ハ無之様に相成候ハヾ、一統

御趣意にも感服可仕由。いづれ当時の姿ニてハ穏(ママ)
か公平にハ参りかね可申由のさた。（前掲『よしのそう

し』９-p.442）

ねぼけハ森山源五郎不承知ニて書出し不申候由。成程両

人人物ニ置ては不宜候へども、一体物をよミ申候は、是

らをのけ候てハ余り多くハ有之まじきよし。学問の御え

らびならバ、是等はいり候ても苦しかるまじきとさた仕

候よし。（『同上』９-p.443）

儒家にては人物人がらはいかにもあれ、其日に当りて講

釈弁書の聖教に的当したるならでは上科とせず。されば

血気放蕩のやからは、不敵なる根情にまかせて、きのふ

まで浄瑠璃三味線に心耳をこらしたる者が、四五十日が

内に、そこら講釈を聞覚えて、試学に出るやから多し。

……翁は毎度世上の人望と学問の御賞美と行違ひては益

なきよしを申て、たとひ試学の掟は、厳重ならずとも、

何某は年来書籍も手馴、心ざまも廉直にして、常に文武

の芸に遊ぶ人なり。あれこそ此度の御選挙にもあづかる

べけれと、衆指のさす人を以て評的はよしや当らざりと

も、其人を賞せられなば、衆人一般に進学の助と成べ

し。……武士の学問、儒家の評、的当せずともありぬべ

し。たとひ其日の試学の席にて、聖賢の胸中を見ぬきた

る様に論談し、儒家の評には最上に被定たりとも、平日

の行ひ宜しからず。人の札を付たるものならば、夫に御

褒詞ありては、第一世の人の望を失ひ、褒貶なきには却

て劣り侍るべし。さらでだに当時の厳令によりて、心よ

りもおこらぬ武芸学文をするやからに、御褒詞のありた

るを見ば、弥々不敵の奴原は、上を謾り学問をかろしめ

て、終に不益のことに至りぬべし。只一体の風姿篤行、

嗜学の力を試みられ、御賞賜を被行様にあり度、（森山

孝盛『蜑の焼藻の記　巻之下』、『日本随筆大成第２期22
巻』p.235）

資料10．寛政期の遠山景晋の評判
遠山久四郎（＝景普）ハ才略ハ無御ざ候へ共、随分律儀

ニて後生大事ニ巡見を相勤め、罷帰候後も立身望抔は御

時節柄決てならぬ事だろふと存居り候処、御徒頭ニ被仰

付一倍の御足高を頂戴致候は、誠ニ難有、前後を忘ずる

程ニてあらふとさた仕候由。……此度遠山を御徒頭へ被

仰付候は、誠ニ明白成御政道難有事とさた仕候由。（前

掲『よしのそうし』寛政２年２月６日の記事８-p.96）
「才略」はないが「律儀」な人物と評価されている。寛

政改革で求められた人材とは、このような「律儀」な封

建官僚となる人物であった。

資料11．山東京伝の考証研究
京伝其性、古書画、古器物を愛し、二百年来の風俗を考

へ究んと欲して、勤て和書雑籍を読て、抄録年を重ね、

其学問頗る進めり、依て、古書画器鑑定を請ふものもあ

りける、文化元甲子の冬に、「近世奇跡考」五巻を著せ

しに、英一蝶が伝の事により、一蜂といふ者障りければ、

其板を毀ける、是争ひを好ざる謹慎なるべし、是より又、

骨董集を著せんと欲して、苦心十余年に及べり、（山東

京山『山東京伝一代記』 p.422）
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扨、文化十一戌年、骨董集上編上中二冊発行、同十二亥

十二月、上編下の前後二冊嗣梓せり、世の好事者、是を

珍愛せり……

　此書、享和年中より苦心して、今十余年を経て、四冊

上梓せし也、又其中編を著さんと欲して、諸書を借抄し

てやまず、然るに、文化十三丙子年九月七日、急病にて

卒す、年五十六才、（『同上』p.424）

資料12．『しりうごと』の京伝憤死の説
また漫筆に、山東京伝がことを論じて、醒（＝京伝）が

学風考据を専らとして、世のなま著述家の類に似ず、そ

のあらはせる骨董集に、孫引の一ふしだになきを見ても

思ふべし。などと誉めておきながら、ひそかに京伝が説

を奪ひしは何事ぞ。……さて京伝ある会席上にて、その

方（＝与清）が盗説を咎めて、かの説は予が発明なるを、

足下自説として唱へらるることはなはだ遺憾なり、とい

ひしとき、その方まざまざしく大音に、予いかでか足下

の説を奪はん、何ぞ証拠ありや。と居丈高になつて説破

したりしかば、京伝はなはだ逆上せて論議するうちに、

持病の喘息大いに発して、痰血を吐し、籃輿にたすけら

れて家に帰りしが、これより病て起つことあたはず。つ

ひに病床に憤死したりき。これ其方が気死令めたるなる

事、人あまた知れることなり。（『日本随筆大成』第３期

11巻p.426）

表１　京都・大阪・江戸の三都における文雅人名録の刊行年と掲載人名数

小林幸夫「近世後期における江戸在住の知識人の動向」、
『地方史研究』216号、1988年12月より転載

図１．文化12年の番付騒動の番付

渥美國泰『亀田鵬斎と江戸化政期の文人達』p.101より引用

注

ⅰ　江森一郎『「勉強」時代の幕あけ』1994年、平凡社
ⅱ　文化12年以前に江戸の文雅人名録が存在した可能性を
まったく否定することはできないが、中野三敏氏が「『諸

家人名江戸方角分』覚え書」（三古会編『近世の学芸』S.51
八木書店）の中で「天保十三年刊の後編『公益諸家人名

録』に附された東條琴台の序には、安永六年に千葉芸閣

が『掌中地名志』を著わして「儒家名号抄」一巻を附載

し、「詳記二逢掖之士姓名字号一旁及二書画雑技之徒一」

と記されており、江戸板人名録としては最も早いものだ

ろうが、未だに現物を見得ない。」（p.222）と述べている
ように、いまだに「江戸在住の現存者」を集めた人名録

はこれ以前のものは見当たらない。

ⅲ　『雲室随筆』、『続日本随筆大成』巻１　p.78
ⅳ　『江戸当時諸家人名録二編』の分野別人数は、儒学者

57名、詩文家３名、書家19名、画家30名、篆刻家１名、
国学者13名、和歌２名、有職故実家１名、医学者（本草
学者）11名、蘭学者２名、雑学者７名、仏学者１名であ
る。

ⅴ　水谷三公『江戸は夢か』1992年、筑摩書房、参照。
ⅵ　『当時現在公益諸家人名録』の凡例には次のように述

べられている。

旧板ハ○ヲ附テ十五年マテニ物故セシ諸家ヲモ載ス其

事蛇足ニ似タリト雖モ蓋シ愛羊ノ意ヲ表スルナリ今按ス

ルニ旧板発販セシヨリ二十年ニ近ク鬼籙ニ上ル人既ニ其

半ヨリモ多ケレハ旧板ノ例ニ倣ハ○印ノ者其多キニ堪ス

故ニ巻尾ニ尤モ高名ナリシ人ノミヲ十中ノ一二ヲ載テ其

梗概ヲ知ラシム

ⅶ　山東京山（京伝の弟）『山東京伝一代記』（『続燕石十種』

第２巻　p.416所収）には次のように述べられている。
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此秋（＝寛政２年）、馬琴初めて京伝に一見して、旧

識の如し、其好む所同じければなり、是より京伝の世話

になり、後、蔦屋重三郎の帳付になりし、

ⅷ　『日本随筆大成』第３期11巻所収。著者は「小説家主
人（こごとのやあるじ）」で、平田篤胤・海野幸典・小

山田与清・石川雅望・岸本由豆流・屋代弘賢の６名の

国学者を非難した匿名の怪文書の類である。天保３年

（1832）刊。資料12参照。
ⅸ　大田錦城『梧窓漫筆拾遺』（小池藤五郎『山東京伝』昭

和36年、吉川弘文館　p.302より引用）

こばやし　ゆきお／台湾・国立政治大学　日本語学科　助教授


