高橋赤水と六人の漢学者
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える人々と赤水との交流の軌跡を追い︑資料に乏しい赤水の実像

そして︑特に本稿では︑赤水の受講期・著述期・指導期のそれ

の大田錦城と篠崎小竹︑指導期の鈴本子敬と藤沢東咳の六人を取

ぞれに於ける交流者︑即ち受講期の皆川浪園と猪飼敬所︑著述期

り上げ︑赤水の足跡や思考の経緯を検証する︒

まず第 1章では︑高橋赤水が実際に師として学んだ二人の漢学

第1章 皆 川 浜 国 と 猪 飼 敬 所

町医者高橋赤水(一七六九l 一八四八︑韓は祐︑字は子信︑称は

敬所(一七六一!一八四五︑名は彦博︑字は文卿・希文)につい

﹁(父の)遺命を受け︑(京都に)重遊して(医学の)業を修む︒

者︑皆川洪園(一七三四 l 一八O七︑名は慮︑字は伯恭)と猪飼

龍期)は︑荻生祖棟に私淑する古学者でもあった︒現存する彼の
著作﹃赤水文抄﹄﹃古今学部)﹄をひもとけば︑当時の主流派であっ

て言及する︒赤水が二人に学んだことは墓碑銘の

江戸時代後期︑阿波藩平島の庄(現徳島県那賀郡那賀川町)に
あった平島公方(阿波公方)の学問所栖龍閤)に出入りしていた

はじめに

高橋赤水略年譜

を明らかにしてみたい︒

そこで今回は﹃赤水文抄﹄﹃古今学話﹄及び墓碑銘に名前の見

とは浮かび上がってこない︒

ている︒しかしながら︑赤水本人については︑この二つの著作と
墓碑銘)が主な手がかりとなるばかりで︑その生き様がはっきり

卓

おわりに

第2章 大 田 錦 城 と 篠 崎 小 竹

第 1章 皆 川 浪 固 と 猪 飼 敬 所

馬

た朱子学の諸説に反駁を加え︑孔子本来の教えに立ち戻って経典
解釈を行うべきであるという古学者としての堂々の論が展開され
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有

兼ねて皆川浪園に従ひ︑﹃左氏春秋﹄を受け︑作文を学び︑弱

れば︑京都に出る一五歳までの聞に阿波の藩校或いは私塾などで

赤水が宋学を誰から学んだかは不明であるが︑当時の状況を考え

の朱注を否定する立場は︑何らかの示唆を赤水に与えたと考えて

阿波藩那賀川町へ戻ってからのことである︒しかしながら︑棋園

から︑赤水が本格的に古学を信奉し始めたのは︑京都から郷里の

そして﹃古今学話﹄に﹁弱冠の比︑やや疑を生じ﹂とあること

学んだと考えるのが一般的であろう︒

冠(天明八年︑一七八八)にして帰る﹂(墓碑銘)
﹁壬戊の秋(事和二年︑一八O 二)︑又京に遊び︑猪飼敬所に

及び︑
ただママ

従ひて︑天文律暦・上下古今を質し︑経典を商確す﹂(墓碑銘)
という記述から知ることができる

は︑その詳細を知る手がかりがなく︑これ以上の論及はできない︒

大過あるまい︒しかし残念なことに︑浜固と赤水の関係について

ただし︑赤水は後に洪園の弟子大田錦城︑及ぴ錦城の弟子鈴本子

赤水の交流者として︑まず第一に挙げるべきは皆川浪闘であろ
るが︑ひと月後に父の病で帰郷する︒そして︑その父の死後の再

言及する︒

敬と交流することになる︒この両者については︑ 2章及び 3章で

う︒赤水は一五歳の時に医学を修めるために初めて京都に遊学す

一六!二Oぐらいの三四年の問︑医学を修めるかたわら︑棋園の

遊学の時に︑洪聞の門をたたいているわけであるから︑おそらく
もとで学んだと推定される︒

一
一年期の師を洪園とすれば︑壮年期の師が猪飼敬所である︒敬
青

に師事して経書を修め︑古注に基づいて諸家を折衷するという立

所は棋固にも学んだことのある巌垣龍渓(一七四一 l 一八O八)

さて︑皆川棋固と言えば︑主著﹃名鴫﹄で知られるように︑但
俸の﹃弁名﹄や仁斎の﹃語孟字義﹄と同様︑朱注の誤りを指摘し︑

とあり︑書簡の往復があった︒その一部が﹃赤水文抄﹄及び﹃猪
飼敬所害東艇に収められている︒ただし︑後者に収められた敬

銘にも
﹁郵筒往来し︑論難相手げり﹂(墓碑銘)

いている︒時に敬所四二歳︒赤水と敬所の交流については︑墓碑

享和二年(赤水三四歳)︑彼は京都へと赴き︑敬所の門をたた

場を取った人物であった︒

文献学における考証学的合理性を追求した人物である︒
﹁余︑漢宋二家を学び︑寛に漢に左祖す:::﹂(﹁古今学論﹂)

赤水は後に自らの学問を述懐して

ころ

﹁祐は業己に漢宋二家を学ぶ︒道の大体を以て之を論ずれば︑
漢︑正を得﹂(﹁復敬所翁﹂)
しこうして

﹁余︑幼にして程朱学を学べり︒弱冠の比︑やや疑を生じ︑因
て和漢諸古学家の書を渉猟し︑而目を六経に瀞ぱしむるこ

所の赤水宛害簡には敬所の日常事が記されるのみで︑思想的な論

と四十年﹂(﹃古今学話﹄)
と言っており︑宋学から漢学(古学)へと移行した経緯をもっ︒

争については述べられていない︒本稿では﹃赤水文抄﹄所収の﹁敬

みずか

墓碑銘には﹁翁(赤水の父)親ら句読を授け:::﹂とあるのみで︑
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まず︑赤水が敬所に書簡を宛てた理由は︑先に敬所から次のよ

所翁に復す﹂をかいつまんで検証してみたい︒

一世を蔑視し︑宋儒を悪むこと己に甚だしく︑或いは其の

是を明斥す︒②経を解するに一へに古文辞に徴し︑戒いは牽強

を泰ず︒他人の以て但僚の奴隷と為すを恐る﹂(﹁復敬所翁﹂)

﹁今少しく才学ある者は︑皆但僚を厭ふ︒而るに足下は独り之

所と相ひ合はざれば則ち又た之を悪み︑平心もて其の書を読ま

せんと欲するも足らず︑妬心もて以て之を悪み︑己の主張する

合せざる者あり︒此の四者は但俸の失なり︒①世儒︑才学に抗

人の情に協せざる者あり︒④之を以て名称を立つるに︑礼義に

に属し︑江都を重んじ京師を軽んず︒③之を以て政を談ずるに︑

ここで敬所は但徳学を信奉する赤水が﹁但保の奴隷﹂とのそし

ず︒②是を以て徒に其の短を責めて其の長を観ず︒③巧みに

うに言及されたことによる︒

りを受け排斥されるのではないかと危倶している︒この敬所宛書
﹁先生︑以て祐の担保に於けるや︑猶ほ暗斎の朱子を奉ずるが

但僚の罪に非ず﹂(﹁復敬所翁﹂・文中の番号は筆者による)

読辞を弁じ︑務めて其の学を悪む︒此の三者は世儒の失なり︒

いたづらみ

簡はそれに対する反駁である︒まず赤水は次のように述べる︒
如しと為すか︒爾らずんば則ち何ぞ此の言あるか︒祐︑嘗て﹃論

列挙し︑祖棟のみに非があるのではないことを敬所に述べている︒

いたづらもって

﹁昔時︑但保が宋儒を非議し︑程朱諸老のいふ所を庇斥するは︑

ここで赤水は︑﹁但僚の失(四条)﹂及び﹁世儒の失(三条)﹂を

語徴﹄の謬を糾し︑芳ら﹃学庸二弁﹄に及ぶ︒又た﹃文家正
りぞ
おいを草して︑其の名を乱すを斥しく
︒奴か奴ならざるかは︑

これに関しては︑﹃古今学話﹄にも次のような同旨の文が見える︒

ただ

見る者既に之を知る﹂(﹁復敬所翁﹂)
決して自分は但棟に拘泥する者(祖保の奴隷)ではないことを︑

徒に之を悪むにあらず︒先王孔子の道に害あるを以なり︒

﹁世人︑動すれば但僚が徳︑その才を掩はざるを見て︑その

ややもおお

観的を欠くものであるとし︑次のように但保の長所を評している︒

ども論駁する所は公正と云べし﹂(﹃古今学話﹄)

ただいふこれこの

但その言ところ温厚従容の気象をかく︒是此翁の癖なり︒然れ
いふ

自分が但棟の主著である﹃論語徴﹄﹃大学弁﹄﹃中庸弁﹄の誤りを
﹃論徴二弁孜)﹄に於て正し︑また﹃文家正名﹄に於て正名論を

両文を合わせ考えれば︑但俸はあくまで宋学者の誤解を正す立

(
7
)

論じたことで証としている︒さらに自らの学問的立場については︑
﹁子日く﹁衆の之を悪む︑必ず察十日一と︒祐︑回より其の説

場を取る者であり︑宋学者の但棟批判は学説よりも祖棟の人格的

これ

を察す︒慎んで諸を経に考へ︑市る後に其の合ふものを取り︑

問題に終始しているとのことであろう︒そして一般の但保評は客

す

やや

其の合はざるものを舎つ︒偏することなく党することなく:::﹂
(﹁復敬所翁﹂)
と述べ︑自らの学問は経書に基づくものであり︑その立場が﹁梢

に服するのみ﹂(﹃古今学話﹄)

学を賎む︒余は之に異り︑其見識卓絶︑道をみることの明なる

また赤水は自分が古学に拘泥する者でもないことを次のように

世儒の見と異なる﹂(﹁復敬所翁﹂)のだとしている︒そして︑改
﹁蓋し世儒の但徳を悪むに︑祐︑其の七を知る︒①才気に負侍

めて世に厭われる祖僚について次のように説明する︒
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し

(﹁復敬所翁﹂)

本書簡では敬所の赤水に対する真意のほどがわからず︑これ以

と但徳の折衷者としての在り方を評価している︒

二家を出でず︒市るに漢学必ずしも是ならず︑宋学必ずしも非

の傾倒ではあったようである︒

上は語れないが︑少なくとも敬所が危倶するほどの赤水の祖棟へ

﹁蓋し古今の学は︑少しく異同ありと雛も︑之を要するに漢宋

記している︒

ならず︒是に於てか彼を摘み此を取り︑間又た附するに己の見

そうしママ

﹁文化紀元(一人O四)の春︑﹁物子雪菟﹂を草て江都の太田

とができる︒

赤水と両者のつながりは︑﹃古今学話﹄にその関わりを見るこ

七八一 l 一八五一︑名は弼︑字は承弼)を取り上げる︒

城(一七六五 l 一八二五︑名は元貞︑字は公幹)と篠崎小竹(一

本章では︑古学者として著述を為し始めた頃の交流者︑大田錦

第2章 大 田 錦 城 と 篠 崎 小 竹

を以てす︒是れ勢の自然なるのみ﹂(﹁復敬所翁﹂)
つまり︑漢代の学にも︑宋代の学にも︑長所短所はそれぞれあ
この考えは﹃古今学話﹄でより詳しく次のように述べられている︒

るのであり︑自分は宋学を全否定する者ではないとの主張である︒
﹁漢儒に真儒の徳すくなしと難も︑その訓ずる所は七十子の遺
ねねが

訓を奉ずる者にして︑先王孔子の道に戻ることすくなし︒宋の
怠即凶り

諸老の如き︑修身を以て本とし︑言行つ子に違はざることを希
うす・

ふ︒真儒の風有と謂べし︒然どもその学は心性窮理を貴で︑聖
を遵奉するの意薄に似たり︒故にその末弊聖を以て自処し︑
ありおもへら

せんし

錦城に示し︑物を非するの妄を弁じ︑その答を募る︒錦城その

ねが

夫子の言といへども︑時乎従はざるもの有︒余ひそかに謂く︑

世を終まで一宇の答なし︒又﹁古今学論﹂を撰て浪華の筏小

立ちびに

竹におくる︒今に至て答論をみず︒蓋し錦城・小竹並英俊の

牢︿

と無して︑其弊なからん﹂(﹃古今学話﹄)

宋の諸老の志を希ひ︑周漢の学に従事せば︑聖旨に違戻するこ

士︑余をその人にあらずとして答をなさざるのみ︒余恒なきこ

両者ともに︑提出した原稿を無視した者として赤水は批判的で

と能はず﹂(﹃古今学話﹄)

ここで赤水は︑漢学者が暗記暗諦や訓詰に終始して自己の修養
て心性の学に拘泥しているという点とを踏まえた上で︑漢学と宋

をないがしろにしている点と︑宋学者が孔子本来の教えを無視し

ある︒さて︑赤水がその際︑両者に提示した草稿である﹁物子雪

租が

学との折衷を説いている︒すなわち﹁宋の諸老の志を希ひ︑周漢

菟﹂及び﹁古今学論﹂は︑ともに﹃赤水文抄﹄に収録されている︒

かりであることは疑いようもない︒

﹃赤水文抄﹄に収められた両文が錦城・小竹両者に提示されたそ

の学に従事﹂するという立場である︒そして︑改めて但棟こそは
﹃孟子﹄尽心上に言う所の﹁豪傑の士一(﹁復敬所翁乙であると

のままのものであるかどうかは知る由もないが︑最も重要な手が

﹁平に其の学を考ふるに︑祖棟は古に近し︒週ち従りて以て

す主わ

した上で︑
漢の依漏を補ひ︑又た以て宋の善説を拾ふは︑其れ是れのみ﹂
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の兄弟子にあたる︒錦城は師棋園の学問を考証学という点で完成

大田錦城は︑第1章の一でも言及した棋園の弟子であり︑赤水
雪菟﹂)

子︑以て程朱に執泥すと為す︒請ふ︑其の詳を聞かん﹂(﹁物子

﹁大田錦城は︑漢宋の学を折衷し︑偏党する所なきに似たるに︑

まず﹁客﹂が次のように言う︒

させた人物と言えよう︒そして清朝の考証学の実証性と朱子学の

標梼していた︒したがって︑﹁客﹂にとっては︑錦城は赤水と同

先に示した﹃古今学話﹄に於て︑赤水自身︑漢宋折衷の立場を

質の存在に見えたに相違ない︒それに対する赤水の答えである︒

道義的実践性の両面を追求し︑﹃九経談﹄﹃大学原解﹄﹃中庸原解﹄
きて︑﹁物子雪菟﹂は︑錦城の﹃九経談﹄巻一総論の中から但

﹃疑問録﹄などの著書を遺した︒

いただ曾

に高蹄す︒先に古人なく︑後に来者なし︒孔孟以後︑実に二先

﹁程朱二先生は︑立志の遠︑識見の高︑漢唐明清の諸儒の掘

赤水は︑まず﹃九経談﹄の巻一総論第七条の

とっている︒錦城は周年にこの﹃九経談﹄を上梓しているから︑

の経解は︑多く北宋諸家の普説を取りて︑之を折衷す︒以て其

生あるのみ︒晦庵は則ち駕に加ふるに︑博識多通を以てす︒其

ル(全九条︑うち巻一第三O条から七条︑第二八条から二条)を

棟を批判する文を取り上げて反駁を加えるという︑札記のスタイ

赤水はいち早く﹃九経談﹄を入手し︑反駁の草稿をしたためて錦
赤水の祖棟に対する視座について論ずる際に︑﹃九経談﹄ととも
に改めて論じむ)こととし︑本論ではその冒頭と末尾に見える赤

遠きこと︑今に至るまで廃せられず︒之を攻むる者ありと難も︑

の家学は︑集めて大成する者に近似す︒故に其の伝はることの

これ

城に提示したことになる︒﹁物子雪菟﹂の細かな内容については︑

水の錦城評を見ていくことにすれ﹁まず冒頭部の錦城評である︒

其の中に実に近聖の意の遠く諸儒の上に出づるものあるが故な

愈いよ攻むれば則ち愈いよ織なりて︑撲滅するあたはざるは︑

り︒聖経を講じ︑道義を明らかにするに︑量に之に由らざるべ

さかん

﹁今︑お戊寅の春(文政元年・一八一八)︑江都に瀞ぴ︑大田

けんや﹂(﹁物子雪菟﹂)

という程伊川や朱子に代表される宋学を錦城が評価している文を

一偉人と調ふべし︒一日︑其の﹃九経談﹄を取りて之を読む︒

示した上で︑

錦城に見ゆ︒博覧俊才にして︑古今を洞視し︑別に赤臓を立つ︒

の学は猶ほ程朱に執泥するがごとし︒是を以て物子を視ること

尊信すべき者なきには非ず︒然れども余を以て之を観れば︑其

そしり

﹁其の程朱を尊信すること此の如し︒而れども先儒の数しば程

の勢︑回護するあたはず﹂(﹁物子雪菟﹂)

朱を論駁するを見るに︑仏老と帰を同じくするの識あり︒其

仇讐の如し︒其の論駁する所︑一一一枇穆せり︒亦た惜しからず
や﹂(﹁物子雪菟﹂)

宋学が﹁仏老と帰を同じくする﹂ということについては︑﹃九経談﹄

と言い︑錦城を﹁程朱に執泥す﹂る者と論断する︒続いて見える

即ち錦城は宋学の立場を取る者であり︑不当に但俸を批判する
者に他ならないという評価である︒
また︑末尾部には赤水と﹁客﹂との錦城評が掲載されている︒
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﹁程朱の説は︑仏老に浸淫する者なり︒是れ其の学の短なる所

び始めたのが一九歳(一八OO) の時であり︑しかも赤水は大阪

として認識されている︒小竹が江戸に出て尾藤二洲に朱子学を学

とあって︑赤水にとっては︑この小竹もこの時には既に程朱学者

敢て其の正を請ふ﹂(﹁古今学論﹂)

なり︒其の短なる所を去りて︑其の長なる所を取れば︑則ち未

第一総記第八条に見える

だ必ずしも粋然たらずんばあらざるなり﹂(﹁物子雪寛﹂)

に移り住んだ後の小竹に﹁古今学論﹂を提示していることを考え

降の︑そう遠くない頃と推定される︒

合わせれば︑赤水が大田に﹁物子雪菟﹂を提示した一八O四年以

ここに見える宋学の短(仏老に浸淫している点)を棄てて︑宋
﹁然らず︒蓋し程朱の礼楽を離れて性理を説くは︑固より先王

学の長を選び取っていけばよいとする錦城の見解に対して︑

問題の﹁古今学論﹂であるが︑その要旨は︑中国の古典が孔子

の思想を伝えることに﹁純なる者﹂と﹁雑なる者﹂とがあること

より説き輿し︑漢宋二学の大きな相違点は﹃孟子﹄を﹁雑﹂とす

を説き智を説く者と何ぞ択ぼんや﹂(﹁物子雪菟﹂)

孔子の道に異なる︒夫れ心性を主とし道徳を談ずるは︑夫の空
と答える︒つまり宋学がその基本的な部分で孔子の道に抵触して

粋なる者なり︒而して﹃札記﹄﹃家語﹄﹃説苑﹄﹃孟﹄﹃萄﹄﹃楊﹄

秋﹄﹃儀礼﹄﹃論語﹄﹃孝経﹄﹃大学﹄﹃中庸﹄は︑道を載せて純

は則ち漢宋の二家に出でざるのみ︒:::﹃詩﹄﹃書﹄﹃易﹄﹃春

﹁古今の問︑経を説く者は︑無慮数百家︒而るに其の要を言ふ

おおよそ

るか﹁純﹂とするかに起因すると述べる︒以下の知くである︒

いただき

いることを説き︑錦城の見解に疑義を唱えているのである︒そし
て錦城の宋学を﹁漢唐諸儒の蹟に蹄す﹂と位置づける姿勢を︑﹁阿
党の甚だしきなり﹂(﹁物子雪菟﹂)と論断するに至る︒
赤水の立場からすれば︑錦城も﹁亦た之(宋学)に惑ふことの
甚だしき者なり﹂(﹁物子雪菟乙であった︒

過信し︑其の書を﹃論語﹄に携す︒而して性情・道徳・仁義・

未だ﹃孟﹄の雑を免れざるを知らざるなり︒:::宋儒は孟子を

の害は︑則ち雑ふ︒:::世︑徒だに﹃萄﹄﹃楊﹄の雑を知るも︑

一
一
篠
崎小竹は︑儒学者篠崎三島(一七三七 l 一八二ニ)に古文辞

子の言に合はす︒間合はざる者あらば︑則ち本然気質種種の説

札智︑一へに諸を﹃孟子﹄に求め︑而る後に牽きて以て先王孔

学を学び︑その養子となった人物で︑後に尾藤二洲・古賀精里に
朱子学を学んでいる︒

を建て︑以て之を粥縫す﹂(﹁古今学論﹂)

さて︑赤水が篠崎小竹に提出した﹁古今学論﹂であるが︑その
提示年代の確定はできない︒ただし︑﹁古今学論﹂の末尾部に︑

﹁余熱ら宋学を考るに︑一に孟子を主とせり︒故に尊信する

つらつひとへ

にも見え︑そこにはより具体的に

を﹁純﹂と認定する宋学を批判する︒同旨の主張は﹃古今学話﹄

赤水は﹃孟子﹄を﹁雑﹂とする立場を取る者であり︑﹃孟子﹄

﹁篠翁三島は古学を唱へて其の世を終ふ︒其の嗣承弼は︑家学

赤水の篠崎評が記載されており︑そこに

ぶ所︑聡明の士と難も︑亦た自ら覚らざるか︒愚見を署害して︑

を変じて程朱に帰す︒蓋し見し所ありて然るか︒将に風習の尚
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こと大過なり︒其言日﹁孟子は未だ聖たらざるなり︒然ども

﹁遂に聖人より塗人に至るまで︑其の性は一にして︑気質を変

という議論が派生していくとして問題視している︒そして︑この

化して︑本性に復す等の説を致す﹂(﹁古今学論﹂)

以て﹃孟子﹄の言に於て︑一言半句も疑を入れず︒而その言の

対し︑﹃論語﹄陽貨の﹁性相ひ近し︑習へば相ひ遠し﹂﹁唯だ上智

宋学の主張から生じる﹁聖人︑学んで至るべし﹂というテ lゼに

学は既に聖所に至れり︒﹂その見解︑すでに此の加し︒ここを

嫡縫し︑始て其学をたっ︒その説は巧なれども︑本然の性︑諸

孔子に合ざるを観て︑卒に本然気質の二性を唱へ︑孔孟の雷を

と下愚とは移らず﹂︑﹃書経﹄仲池之命の﹁惟れ天︑民を生じて欲

す立はニおき

経に徴すべき文なく︑孔門諸子の語に証すべきなし︒実にその

しむ﹂などを典故として︑

あらば︑主なくんば乃ち乱る︒惟ち天︑聡明を生じて時れ父め

世に生み出された存在と位置づけて︑

と言い︑聖人は一般の人々(中人)とは異なる天命をもってこの

立す

作して旧章を乱すことなかれ﹂と︒程朱の如きは︑﹁聡明を作﹂

自見に出で︑古道を乱の大なる者なり︒﹃書﹄に日﹁聡明を

と述べられている︒ただし︑赤水はこの議論の中で宋学のみを非

﹁聖人の別に天命ありて在るを見るべし﹂(﹁古今学論﹂)

として批判してはいない︒﹁程朱は孟子の学を為して謹すること

﹁量に凡民の固より有する所ならんや﹂(﹁古今学論﹂)
と結論づけれ﹁したがって︑もとより﹁道を己に属す﹂(﹁古今

と謂べし﹂(﹃古今学話﹄)

しく継承しているとする︒つまり誤りは﹃孟子﹄の段階で既に生

非ざるなり﹂(﹁古今学論﹂)と言うように︑宋学は﹃孟子﹄を正

学論﹂)小竹とは相容れようもなかったと言えよう︒
第3章 鈴 本 子 敬 と 藤 沢 東 眼

じているとするのである︒
﹁蓋し其(宋学)の違背するは︑孟子に在り﹂(﹁古今学論﹂)
と記す通りである︒もちろん宋学に非がないわけではない︒宋学

本章では︑赤水が老年期に知り合ったと思われる二人の人物︑

鈴本子敬(生卒年不詳)と藤沢東咳(一七九四 l‑一八六回︑名は

は﹃孟子﹄の取捨を誤ったものとして位置づけられている︒

甫︑字は元発)について言及する︒

鈴本子敬については﹃赤水文抄﹄所収の﹁問学﹂に

﹁(孟子の)主意の在る所︑普く之を修むれば︑未だ道を害す
崇奉すベし︒唯だ宋儒は則ち其の暇を収めて以て道の本原と為

(﹁問学﹂)

﹁(鈴本子敬)阿波に捗来す︒七候草史を介して余に見へて:::﹂

るに至らず︒要は之を沙汰し︑其の揮金なるを取れば︑固より
す︒是が故に其の説皆違ふ︒所謂︑竃麓千里なり︒慎まざるべ
告わみ

との交流を知ることができる︒

の巻頭に両者の往復書簡が掲載されていることから︑赤水と両者

と記されていることから︑また藤沢東岐については﹃古今学話﹄

けんや﹂(﹁古今学論﹂)
そして︑宋学の性善の立場によれば︑﹁其の究︑築材も亦た性
ここから新たに

は善なりと言はざるを得ず﹂(﹁古今学論﹂)ということになり︑

一7 ‑

た上での第一の聞いである︒

﹁(但僚は)道を以て先王の作と為す︒是れ孔門の言は︑ざる所︒

の霊﹂と︒又云ふ﹁恒ある性に若ふ﹂と︒﹃詩﹄に日く﹁天︑

天下の学を乱すと調ふべきのみ︒﹃書﹄に云ふ﹁維れ人は万物

鈴本子敬なる人物は︑﹁問学﹂の冒頭に
﹁安房の人︑鈴本子敬︒幼きより宋学を其の郷に学び︑弱にし

や赤水と交流した年代については︑全く手がかりがないのだが︑

とあり︑子敬が錦城の弟子であったことがわかる︒子敬の生卒年

すべきか﹂と﹂(﹁問学﹂)

人の性の有に非ざるか︒﹃詩﹄﹃書﹄及︑ぴ﹃中庸﹄の言は︑皆廃

需民を生ず︒物あれば則あり︒民の乗勢︑此の際徳を好む﹂と︒
﹃中恥 γ に云ふ﹁性に率ふを之を道と謂ふ﹂と︒道は果して

したが(問}

て江都に出で︑大田錦城を師とす︒居ること歳余にして其の郷

子敬が二O歳の時に江戸で錦城に学んでいること︑赤水と大田が

﹁蓋し夫子の道の先王より出づるを言はざるは︑時に未だ異言

この間いに対し︑赤水は

に帰る﹂(﹁間学﹂)

四つ違いであることから考えあわせれば︑子敬は赤水よりもかな

と言い︑孔子が道は先王から出たものであることを敢えて言わな

あらざるを以てなり﹂(﹁問学﹂)

り年下と考えて大過あるまい︒
さて︑赤水と子敬との問答を筆記したものが﹁問学﹂である︒
その﹁間学﹂の末尾部には

これ

かったのは︑当時それとは異なる意見がなかったからだとし︑以

下︑﹁然れども諸を文辞の聞に徴すべき者は則ちあり﹂(﹁問学﹂)

﹁子敬再拝して日く﹁請ふ︑留まりて教を受けん﹂と︒居るこ
と七関月︒適たま親の招くことありて即ち帰る﹂(﹁問学﹂)

と述べた上で︑﹃孝経﹄﹃論語﹄﹃孟子﹄﹃礼記﹄﹃漢書﹄﹃新書﹄﹃新
語﹄など多数の典籍を引用凶﹁改めて﹁明らかに道の聖作なる

そして︑子敬がかくの知く誤解するに至ったのは︑﹁子が諦す

道が先王の作であることを証明する︒

を言ふ︒子何ぞ物子の肪むる所と為すか﹂(﹁問学﹂)と言って︑

とあることから︑子敬はこの問答の後赤水を信奉し︑その後七ヶ
月間︑彼の下で古学を学んだようである︒
﹁問学﹂の具体的内容については︑中ほどに﹁子︑宋儒の説に
あるように︑組徳学に疑問を抱く子敬に対し︑赤水がその誤りを

ことに基づいているとし︑宋学の古典解釈に問題があるとする︒

る所の﹃詩﹄﹃害﹄及び﹃礼記﹄の語は︑後世多く誤る﹂(﹁問学﹂)

固執して之を読む︒是が故に(担保を)疑ふのみ﹂(﹁問学﹂)と
正すというものである︒﹁問学﹂に示される子敬の発言の主旨は︑

﹁﹃孟子 γ 日く﹁仁義礼智は︑心に根ざす﹂と︒之を証す︒今

それを受けての子敬の第二の問いである︒

但棟は道を先王が作ったものと主張しているが︑道はもともと人
の性に存するものではないのか︒そして︑それは﹃孟子﹄に明言

れば︑道の人の性より発すること︑多辞を仮らざるなり﹂(﹁問

日︑人皆側隠・差悪・辞譲・是非の心あり︒此に由りて之を観

されているのではないのか︑というこ点である︒以下その流れを
簡単に追ってみたい︒
まず子敬の﹁物子に釈然たらざること年あり﹂(﹁問学﹂)と一盲つ
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学﹂)

人の学に就くも︑亦た唯だ其の才を尽くし︑其の徳を達するの

の如し︒小木の之を得れば小成し︑大木の之を得れば大成す︒

に観ることありて︑言を立てて以て輸ふるのみ︒其の実は道化

﹁慣習自然︑仁義札智︑心に根ざす︒亦宜ならずや︒孟子︑此

の差異が生じるのは︑生まれながらの﹁命﹂によるものであると

とりわけ末尾部に於て︑才には大小があり︑人々に大成・小成

ふは︑量に謹に非ずや﹂(﹁問学﹂)

の大成する者は僅かに七十余人︒今︑人は聖人と為るべしと言

み︒小成・大成は︑自ら命あるのみ︒故に孔門の弟子三千︑其

この間いに対する赤水の答えは以下の如くである︒まず︑性の

の人心に入りて︑識らず知らず︑帝の則に従ふ者なり︒.

本質に関して︑

古今の人性の異あるに非ざるなり︒道の行・不行を以てなり︒

で長崎に遊学した後︑三O歳の時に大坂に出て泊園書院を設立し

一
一
藤沢東咳は讃岐生まれの儒学者で︑中山城山に学んだ︒二五歳

な解答であったと言えよう︒

子敬の古学に対する蒙を啓かせ︑以降師事せしむるに足る明断

して︑その論の確かさを主張している︒

L)

故に道は聖人の制する所にして︑人の固有に非︑さること審らか
なり﹂(﹁間学
と一言い︑孟子の真意は仁義礼知が心に基づくことの主張にあるの
と言うのである︒したがって︑人の性そのものに差異があるので

た︒﹃原聖志﹄﹃思問録﹄などの著作があり︑天下に名を知られた

ではないとする︒人々の心の内に道が入り込んで教化されたのだ
はなく︑道を行︑っか行わないかに問題があるとする︒しかし︑宋

す﹂と︒又日く﹁君子は道を謀りて︑食を謀らず﹂と︒我何ぞ

﹁赤水先生は︑古学に従事し︑恒に宋学に反す︒嘗て云ふ﹁孔
お)日く﹁信じて古を好む﹂と︒又日く﹁古の学者は己の為に

になった経緯については︑往復書簡の後に記されている赤水の
門人岡元お)の一文から知ることができる︒

赤水と東咳の往復害簡が﹃古今学話﹄の巻頭に据えられること

存在であったと言う︒

学者たちは︑
﹁夫れ宋儒は道を己に取りて︑心性窮理を以て学の至りと為す︒
象山日く﹁我の六経に注するに非ず︒六経︑来りて我に注す﹂
と︒是れ聖を以て自処するなり﹂(﹁問学﹂)
であるとし︑ここに大きな誤解が生じてしまったのだと言う︒子
らが信奉する古学については︑自ら聖人であると自認するのでは

性理を唱へて︑時好に合せんや﹂と︒独り物子の﹁経を以て経

敬の誤解もここに起因するということであろう︒そして︑赤水自
なく︑あくまで先王孔子ら過去の聖人の教えに基づき︑自らの才・

東咳先生の﹃清版二弁記﹄を読む︒嘆じて日く﹁図らず︑世に

ざる者あれば︑諸を古言に考へて之を易ふるのみ︒適たま浪華

これ

を証す﹂の言を普しとし︑奉じて以て六経を治む︒間其の合せ

徳の達成を期するのだと言う︒
﹁夫れ古学の発するは︑一へに聖人を奉りて疑はず︑礼を以て
心を制し︑義を以て事を制凶﹁仁に依り︑徳に拠り︑芸に瀞
ぬ﹁瀞ぴ息み︑其の成るを期す︒蓋し君子の教は︑和風甘雨
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よしみ

若人の古学の衰ふるを興す者あり︒斯の人に非ずんば其れ誰か﹂

前に没す﹂(﹁東咳先生復赤水先生書﹂)とあり︑東岐が自らの師

さて︑この書簡の往復は東咳の赤水宛書簡の中に﹁城山︑五年

簡は︑いわば赤水古学の継承と捉えることも可能であろう︒

るに︑二先生の書二篇を巻首に載せて以て序に代ふ︒衰を興す

天保二二年(一八四二)に交わされたものであることがわかる︒

中山城山の天保八年(一八三七)の死に言及していることから︑

と︒是に於て書を寄せて好を結ぶ︒今﹃古今学話﹄を梓行す
の一助とならんことを庶ひて云ふのみ﹂(﹃古今学話﹄岡元蹴)

時に赤水七四歳︑前年に﹃赤水文抄﹄を刊行している︒また︑東

ねが

もともと﹃古今学話﹄は︑﹁塾生の問ひに答へて︑﹃古今学話﹄

咳は四九歳︒親子ほどに歳の離れた両者である︒

では︑以下両者の書簡を簡単に見ていくこととしたい︒ただし︑

を草し︑附するに一二の管見を以てす﹂(﹁赤水先生寄東咳先生書﹂)
あった︒そして門人たちの中でも︑とりわけ山田該介は赤水の継

の賞賛︑そして古学の現状について語るという内容になっている︒

両書簡は思想的応答を記すものではなく︑互いの自己紹介と相手

とあるように︑赤水の門人たちとの問答の中で生まれたもので
承者として目されていた感がある︒たとえば︑﹃赤水文抄﹄の末

まず赤水から東岐に宛てた書簡であるが︑ここには赤水が東岐

尾に添えられた赤水の弟子井阪祐一の文には
﹁向者︑山田好文︑赤水先生に就きて古今の学を間ひ︑退きで
わか︿

筆記す︒業未だ成らざるに︑嬰して病死す︒天保乙未(天保

を知った経緯が記されている︒
﹁適たま京儒海一節)の害を得︒示すに一小冊を以てす︒之を披ひら

たま

六年︑一八三五)の夏︑先生︑適たま山生の記す所を見て感ず︒

けば則ち足下の﹃訂正清版二弁﹄を紗出し︑因りて以て清人銭

子の学を審らかにして︑西土に行はしむ︒銭氏︑之を梓するの

泳なる者に寄す︒祐︑始めて本邦に足下あるを知る︒而して物

とあって︑赤水は該介の夫折を悼み︑彼のノ lトに加筆して﹃古

状あり︒銭氏︑物子を尊信して日く﹁六万余言︑皆経を以て経

是に於て修補して﹃古今学話﹄一巻・﹃古学字義﹄一一巻を為し︑
以て其の志を成すと一九円(﹃赤水文抄﹄﹁﹃古今学話﹄附録小引﹂)

今学話﹄﹃古学字義﹄を草したとある︒ちなみに︑該介の卒年に

を証す︒孔子に折衷し︑並びに浮辞汎説なし﹂と︒乃ち是れ暗
に我の見し所に符す︒子匙)を後世に望むとは︑即ち是れのみ﹂

いのだが︑仮に同天保六年(赤水六七歳)に死亡していたとす

関しては天保年間に二六歳で死亡ということしかわかっていな

とりわけ︑末尾に見える﹁子雲を後世に望むとは︑即ち是れの

(﹁赤水先生寄東咳先生害﹂)

想像をふくらますならば︑赤水は該介を顔淵とオーバーラップ

み﹂という一文は注目に値する︒というのは﹃古今学話﹄の末尾

れば︑赤水とは四Oほど歳の差があったことになる︒
させていたのではないか︒つまり赤水にとって︑自らの後継者と
者あり︒斯の人に非ずんば其れ誰か﹂と言わしめた東咳の存在は︑

る哉︒天下の広き︑亦楊子雲あって足下を和せん﹂と﹂(﹃古今

﹁翁悔然日﹁われ老たり︒争論を好まず︒足下は今の綜子雲な

目していた該介の死後︑赤水に﹁世に若人の古学の衰ふるを興す
晩年の赤水にとっては一条の光であったに違いない︒この往復書

'EA

n
u

し︒注想して堪へず︒傾倒して以て書せざるを得んや﹂(﹁東咳

﹁高著の論ずる所︑詳確にして痛快なり︒悉く郁衷と吻合す﹂

先生復赤水先生害﹂)

学話﹄)
というくだりがあり︑赤水との論争に敗れた宋学者が︑赤水を揚

﹁平島郷村と隣し︑旧将軍足利氏の商︑寓するありOi‑‑‑土人︑

龍閤関連の人々であろう︒墓碑銘に次のようにある︒

最後に︑その幾人かを紹介しておきたい︒まず提示すべきは栖

もちろん阿波藩に於ける交流の記録も多数存する︒

本稿では赤水と交流した六人の儒学者について論及してきたが︑

おわりにその他の交流者

に難くない︒赤水が晩年にして出会えた知音の一人と言えよう︒

かは定かではないが︑この害簡を受けた時の赤水の喜ぶ様は想像

と言って欄筆している︒実際に東咳が赤水のもとを訪れたかどう

将に尊門を敵きて道範を仰がん﹂(﹁東咳先生復赤水先生害﹂)

﹁改歳の際︑甫︑当に旧固に赴くべし︒若し数日の暇を得ば︑

と記し︑最後に︑

咳先生復赤水先生書﹂)

之に任ず︒則ち過奨の言なり︒敢て当らず︑敢て当らず﹂(﹁東

に古学中興の運に過はざるを知らんや︒而るに先生は甫を以て

﹁凡そ事は因あり時あり︒謹ふべからざるなり︒安くんぞ他日

赤水の多大なる自分への期待に

そして︑赤水を﹁同曙の人﹂(﹁東咳先生復赤水先生書﹂)と認め︑

なからず心酔していたことを予想させる︒

とりわけ︑最初の部分は︑東咳の師中山城山も赤水の著作に少

(﹁東咳先生復赤水先生害﹂)

雄にたとえ︑赤水を理解し賛同してくれるもう一人の揚雄が必ず
どこかにいてくれるだろうと言っている︒赤水にとって東咳はも
そして︑東咳の古学者としての学識を称して

う一人の揚雄であった︒
﹁物子に忠なる者︑優渥濃至にして︑人をして敬服せしむ︒嵯
(﹁赤水先生寄東咳先生害﹂)

乎︑当今の世︑古学の衰を興す者は︑足下に非ずして其れ誰か﹂
と記している︒
それに対する東咳の書簡も同様に自らの経歴及び著作について
述べた後︑但僚に関して
﹁物先生の卓絶の識は︑直ちに関野)の端門を得︒古今の儒林︑
未だ其の比するものを見ざるなり﹂(﹁東咳先生復赤水先生害﹂)
と︑その見識を賞賛し︑現在ではその学流が衰退してしまってい
﹁独り近世の蕗園学を修むる者は︑以て誉を致すべからず︑禄

ることを憂え︑

Bげう

を干むべからず︒復古の衰ふること極まれり︒然れども誉と禄
とを描ちて之を修むる者は︑真に之を暗むものなり︒真に之

mぞ﹂(﹁東骸先生復赤水先生害﹂)
を噌む者︑海内舵m
と記している︒そして赤水が先に贈った著翫)に対して次のよう
一高著を披き︑訪併として記する所あるが如し︒黙して反求す

ひら

に述べている︒
るに︑往年︑之を先師の案頭に見る︒先師は則ち讃の逸士中山
城山なり︒:::今︑先生の書を諭するに︑先師の言を聞くが知

'EA
唱
EA

に因りて公に謁す︒公見て之を親愛し︑勉めて以て成るあらし

京儒島津華山を聴して︑賓師と為す︒君も亦従遊し︑乃ち華山

之を平島公と謂ふ︒公は文学を好み︑﹃栖龍閤集﹄あり︒嘗て

︑﹁︐︐︒

ている井阪祐一(本稿第3章一一)などが交流者として挙げられよ

羽生﹂)︑石田某(﹁答江戸石田生﹂)︑﹃赤水文抄﹄の蹴文を執筆し

この外︑﹃赤水文抄﹄に書簡が収められている天羽某(﹁再復天

ー高橋赤水略年惜￨

これらの人物の詳細は︑未だたどれていない︒次回を期したい︒

む︒華山及び富済仲の輩と︑毎に公の宴に陪し︑詩を賦し楽を
奏し︑弦諦の声︑闇問に溢る︒又済仲と日夕講騨し︑馴ら経
公の寵滋渥し﹂(墓碑銘)

ますますあっ

義を治め︑衆説を会して漢儒を宗とす:::華山没するに及んで︑

・・・・一一この時期︑京都に再遊学し︑皆川浪固に学ぶ

1 7 8 3一日一京都に遊学して医学を学ぶが︑ひと月にて帰郷

1 7 6 9一
1 一池田家家臣の父の三男として生まれる

一八二六)︑及び島津華山(一七三七 l 一七九四)︑富本済仲(一

ここに名前の見える︑九代目の平島公方平島義根(一七四七l
七六七 l 一八二三)らは︑赤水の阿波に於ける交流者である︒と
りわけ富本済仲については﹃赤水文抄﹄﹁本論﹂の末尾部に

一一・仲道斎(一七二二生)没

1 7 8 8一初一京都より帰郷︑古学を志す

1 7 8 9一幻一・那波魯堂(一七二七生)没

﹁余︑本論を著して以て人に示す︒人の以て奇酔と為さざるは
なし︒唯だ亡友の土井申伯・富本済仲のみ︑謂ひて信に然りと

1 8 0 4一部一﹁物子雪菟﹂を大田錦城に提出

1 8 0 2一目一猪飼敬所に学ぶ

1 7 9 4一部一・島津華山(一七三七生)没

とあって︑土井申伯(不詳)とともに︑赤水が自らの著述をなす

為す﹂(﹁本論﹂)
たびに一読を願う学問上の知音であった︒

1 8 0 7一四一・皆川棋園(一七三四生)没

・・・・一一この時期﹁古今学論﹂を篠崎小竹に提出?

七二二 l 一七八八)も見落としてはなるまい︒奇しくも道斎が没

1 8 1 8一切一大田錦城に江戸で会する

また︑阿波藩に於ける古学のリーダー的存在であった仲道斎(一
した天明八年(一七八八)が︑赤水が古学を志した二O歳の年で

1 8 2 3一日一・富本済仲(一七六七生)没

1 8 2 5一日一国大田錦城(一七六五生)没

1 8 2 6一回一・足利義根(一七四七生)没

加えて︑赤水の門人としてその名が見えるのが山田該介と岡元

ある︒
某である︒両者ともに本稿第3章こでも少しく言及したように︑

1 8 3 5一町一このころ故山田該介の記した所により﹃古今学

1 8 4 1一九一﹃赤水文抄﹄上梓

一一話﹄及び﹃古学字義﹄を草す

該介は﹃古今学話﹄にその発言が二ヶ所見え︑また岡元某は︑﹃赤
水文抄﹄所収の﹁答岡生﹂に発言が見える︒岡元某は﹃古今学話﹄
の蹴文の執筆者でもある︒
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1847一円一﹃古今学話﹄上梓

1842五一藤沢東轄と書簡を往復
1845一行一・猪飼敬所(一七六一生)没

翁による墓碑銘が刻されている︒この墓碑銘については竹治貞夫氏が﹃阿

(3) 現徳島県那賀郡那賀川町赤池の西光寺に存する彼の墓石に︑貫名怒

東洋古典学研究日)に於て論じている︒併せて参照されたい︒

唱

・藤沢東骸(一七九回生)没

圃貫名悲翁(一七七人生)没

‑篠崎小竹(一七八一生)没

(4) 猪飼敬所の﹃猪飼敬所書東集﹄は﹃日本儒林叢書﹄第三巻(鳳出版)

波碑文集﹄(昭和五四年)に訳註を掲載しておられる︒

水の思想については︑拙稿﹁阿波の古学者・高橋赤水の思想﹂(広島大学・

1848一郎一八月一日没
in6poqo

ioOに‑U1i

in6phV44

(
7
) 赤水が但徐の非を正す文は現存する赤水の著作にもいくつか見られ

(6) 註 (2) 既出の未刊行の一つ﹃論徴二弁孜﹄をさす︒

が収められている︒

(5) ﹃文家正名﹄は註 (
2) に既出︒また﹃土亦水文抄﹄に﹁文家正名題一言﹂

に収められている︒

唱

可

ー註l
平島義宜が設けた学問所︒この平島公方の漢学については竹治貞夫氏の

(1) 室町幕府将軍足利氏の末商が阿波国平島庄に移り住んだその八代目

る︒たとえば﹃赤水文抄﹄所収の﹁答岡生﹂は︑﹁五常﹂の解釈に関し

の
一 O篇である︒なお︑今回︑四国大学凌容文庫所蔵のテキストを使用

所翁﹂﹁答岡生﹂﹁物子雪菟﹂﹁文家正名題言﹂寸読斥非﹂﹁再復天羽生﹂

録されているのは︑﹁本論﹂﹁古今学論﹂﹁答江戸石田生﹂﹁問学﹂﹁復敬

たもので︑それまでの赤水の主だった著作や書簡が収録されている︒収

(2) ﹃赤水文抄﹄は天保二一年(一八四こ︑赤水が七三歳の時に刊行し

従しないことを説いたもの︒

必ず察す﹂と﹂とある︒必ず自分の日で真相を見極め]他者の意見に盲

(8) ﹃論語﹄衛霊公に﹁子日く﹁衆之を悪む︑必ず察し︑衆之を好む︑

想﹂第 3章三で詳述している︒

この問題については注 (
2) 既出の拙稿﹁阿波の古学者・高橋赤水の思

判し︑﹁物子の博識をして︑猶ほ疎漏を免れざるかな﹂と述べている︒

て自らの見解を述べた上で︑担保の﹃弁名﹄に見える﹁五常﹂解釈を批

﹃近世阿波漢学史の研究続編﹄(平成九年・風間書房)に詳細な研究

させていただいた︒また﹃古今学話﹄は︑弘化四年(一八四七)︑赤水

(9) ﹃孟子﹄尽心上に﹁孟子日く﹁文王を待ちて而る後に興る者は︑凡

がなされている︒

が七九歳の時に刊行したものである(草稿は天保六年︑一八三五)︒なお︑

る︒すなわちここに言︑つ﹁豪傑の土﹂とは︑人の教化に頼らずともすぐ

民なり︒夫の豪傑の士の若きは︑文王なしと離も︑猶ほ興る﹂と﹂とあ

れた才知を有し︑しかもそれを発簿できる者のこと︒

﹃古今学話﹄については徳島大学総合科学部紀要言語文化7 ・8に翻刻・

弁異﹄﹃三礼考証﹄﹃学庸精要﹄﹃論徴二弁孜﹄﹃古学字義﹄﹃導蒙甜明言﹄﹃対

れたものを参照した︒

(叩)﹃九経談﹄については︑﹃日本儒林叢書﹄第六巻(鳳出版)に収めら

訳註を掲載した︒加えて︑墓碑銘が記す未刊行の﹃周易説﹄﹃詩経伝築

い︒なお︑現存する﹃古今学話﹄および﹃赤水文抄﹄より読み取れる赤

夫子﹄︑﹃赤水文抄﹄に名の見える﹃文家正名﹄などの著作があったらし
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2) 既出の拙稿﹁阿波の古学
(日)九条中の一条と五条については︑註 (

﹁聖人は天に法りて道を立つ︒博愛にして無私︒道の大なること︑原︑

﹁聖人は父子・君臣を作為して︑以て紀綱と為す﹂︑﹃漢書﹄董仲針列伝

以て地之を養ふ︒聖人之を成し︑功徳参合して︑道術生ず﹂︒

天より出づ﹂︑﹃新書﹄俗激﹁夫れ君臣を立て︑上下を等しくし︑父子を

(幻)﹃孟子﹄尽心下に﹁仁義礼智は︑心に根ざす﹂とある︒

者・高橋赤水の思想﹂第 3章二に於て論及した︒

(日)﹁純なる者﹂と﹁雑なる者﹂の問題については︑注 (
2) 既出の拙

(幻)﹃詩経﹄大雅・皇失に﹁識らず知らず︑帝の則に順ふ﹂とある︒

して礼あり︑六親をして紀あらしむ﹂︑﹃新語﹄道基﹁天︑万物を生じ︑

稿﹁阿波の古学者・高橋赤水の思想﹂第 1章二で詳述している︒

ら︑その後に官官き加えられたものということになる︒

(M) ﹃書経﹄察仲之命に﹁聡明を作して旧章を乱すことなかれ﹂とある︒

(幻)﹃陸象山全集﹄巻三四に﹁或ひと先生に問ふ﹁何ぞ害を著はさざる﹂

(ロ)冒頭と末尾の大田評は︑文政元年に錦城に会した記述があることか

(日)﹃史記﹄太史公自序に﹁之を牽鑑に失へば︑差は千里を以てす﹂と

﹁学︑有も本を知れば︑六経は皆我が註脚なり﹂といった文が見える︒

(担)﹃害経﹄仲池之詰に﹁義を以て事を制し︑札を以て心を制す﹂とある︒

と︒対へて臼く﹁六経︑我を註す︒我︑六経を註せんや﹂と︒あるいは

(お)﹃論語﹄述而に﹁道に志し︒徳に拠り︑仁に依り︑芸に遊ぶ﹂とある︒

ある︒初めはわずかな違いでも︑やがては大きな違いとなること︒

既出の拙稿﹁阿波の古学者・高橋赤水の思想﹂第 2章一で詳述している︒

7
) 既出)の岡某と
(部)岡元某は﹃赤水文抄﹄所収の﹁答附生﹂(註 (

(日)﹁聖人︑学んで至るべし﹂に関する赤水の見解については︑注 (2)

とあり︑湯諾に﹁維れ息いなる上帝︑哀を下民に降す︒恒ある性に若ひ︑

(口)﹃害経﹄泰誓に﹁維れ天地は万物の父母︑維れ人は万物の霊なり﹂

は道を謀りて食を謀らず﹂とある︒

の学者は己の為にし︑今の学者は人の為にす﹂とあり︑衛霊公に﹁君子

同一人物であると推定される︒

是の保徳を好む﹂とある︒

(犯)また﹃古今学話﹄の末尾にも﹁山田生︑よろこんで余が口授する所︑

(幻)﹃論語﹄述而に﹁述べて作らず︑信じて古を好む﹂とあり︑憲聞に﹁古

(叩)﹃中庸﹄に﹁性に率ふを之を道と鵡ふ﹂とある︒

及び客と学を論ずるものを精精に筆記せり︒生︑名は好文該介と称す︒

克く阪の猷を緩んぜしむるは后たり﹂とある︒

(加)赤水が引用した文は以下の通り︒﹃孝経﹄開宗明義﹁先王︑至徳要

篤学の士なり︒不幸にして早︿死す︒一日その稿をみて其の志を抽出み︑

(時)﹃詩﹄大雅・蒸民に﹁天︑系民を生ず︒物あれば則あり︒民の乗務︑

道ありて︑以て天下に訓ふ﹂︑﹃論語﹄子牢﹁文王既に没して︑文︑草に

頗る修補し古今学の一端をのべ︑また﹃古学字義﹄を撰し︑その是非を

弁ぜり﹂(﹃古今学話﹄)とあって︑同旨の文が述べられている︒

文に与かるを得ざるなり﹂︑﹃論語﹄薙也﹁誰か能く出づるに戸に由らざ
らん︒何ぞ斯の道に由ることなからん﹂︑﹃孟子﹄尽心上﹁公孫丑云ふ﹁道

中田の共同墓地に墓石があり︑天保年聞に二十六歳で没とある︒

(却)阿波掃苔会編﹃阿波名家墓所目録﹄(昭和四二年)には︑小松島市

在らずや︒天の将に斯の文を費さんとするや︑後れて死する者は︑斯の

は則ち高し︑美し︒宜んど天に登るが若く︑及ぶべからざるに似たるな

(釦)貫名務翁(註 (
3) 既出)のこと︒

り︒何ぞ彼をして幾及すべくして日に撃撃たらしめざるや﹂︑﹃礼記﹄楽
記﹁先王は之を情性に本づけ︑之を度数に稽へ︑之を礼楽に制す﹂及び
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(幻)前漢末の思想家︑揚雄(前五三 l 一八)のこと︒子雲は字︒﹃法一言﹄
﹃太玄経﹄﹃方言﹄などの著作を残した︒揚雄が聖人(孔子)の著作を
模したことなどから︑程朱学では批判の対象となっている︒
(詑)山東省曲阜県内にある孔子の旧里の名︒

没する一八三七年以前には赤水は著書を刊行していないので︑﹁物子雪

(お)赤水が城山に寄贈した著作が何であるのかは判別できない︒城山が

学話﹄の草稿のいずれかであろう︒

2) 既出の未刊行著作︑或いは﹃古今
菟﹂や﹁古今学論﹂︑或いは註 (
(担)ともに門のこと︒

出の著書第 1章)に於て詳細に論じておられる︒

(お)仲道斎については竹治貞夫氏が﹁文章の鬼才仲道斎﹂(註 (1) 既
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