では︑父祖や縁者という﹁大名家﹂を構成する諸人格が︑言及される文脈︑日

は︑﹁通行本﹂・﹁異本﹂という差異しか考慮しておらず︑質疑でも指摘されたよ

︻各論︼

うに不十分な分析だった︒ただし︑この作業の主眼が他﹁大名評判記﹂との比

的に注日する︒その際︑本文での言及の有無に留意する︒また︑先述した﹃武
家諫忍記﹄諸本の系統も考慮に入れる必要がある︒本稿の基となった個別報告

一加筆行為への注目から一

真裕

﹃武家藁履記﹄評の成立過程

小田

る︒厳密な諸本の差異を踏まえた考察は︑今後の課題としたい︒

較を通じて﹃武家諫忍記﹄原本評者像に迫る点にあること︑評の内容に関して
は聖藩本の異質性が特に強調されていることから︑本稿は講義の成果を踏襲す

ある︒諸本の系統については︑筆者と同じ班に所属する黒須︑綱川の成果に依

検討課題の二点目は︑﹃武家諌忍記﹄諸本の書写主体を明らかにすることで

過去二期の﹁大名評判記﹂研究では︑﹃土芥憲離心﹄および﹃諌懲後正﹄の

はじめに
評者像の解明が目指されてきた一︒この成果をまとめた報告書所収の論考は︑大

拠し︑﹇聖霊本・池田本・刈谷本ほか﹈という区分を採用する︒現段階では︑諸
本の異同の質を考えることが重要な課題として挙げられる︒本稿では︑諸本で
言及する対象の異同がみられる事例に注目し︑新規の﹁愚評﹂が作成される過
程を考察する︒そして︑その起因する理由︑思想的背景に迫ることが日的であ

本節では第一回個別報告の内容をもとに︑﹃武家諌言記﹄評者の﹁大名家﹂

1﹃武家諌忍記﹄と﹁大名家﹂

瑠

卜

る︒

名評判記﹂の記述が編者の個性を反映したものか︑他書の影響によるものかと
いう点に関して留保が必要なのである︒特に︑諸本の存在が明らかでない段階
で行われた﹃土芥冠離記﹄に関する検討は︑現時点から考えると史料批判が不

名の評価基準に注目するもの︑引用書物の分析を通じて学問的北墨田を探るもの
が多くを占めている︒しかし︑これらの考察は︑﹁大名評判記﹂諸本の参照関係
への配慮が不十分なため︑各階独自の記載が明らかでない︒つまり︑その﹁大

十分だったと言わざるを得ない︒

観について検討する︒︻表1︼は︑同書における縁戚大名への言及をまとめたも
のである︒他の﹁大名評判記﹂全てについて同様の検討を行っておらず︑比較

では︑何故﹃武家諌忍記﹄は縁戚大名への言及少ないのだろうか︒理由の一

としては不十分だが︑﹃武家勧懲記﹄と比して﹃武家諌国記﹄は縁戚大名への言

及が少ない︒推測に留まってしまうが︑﹃土芥骨離記﹄や﹃諌懲後事﹄との比較

また︑今年度の講義では︑考察の多くが﹃武家諌筆記﹄を対象とするものだ
った︒それらを通じて︑同じ﹃武家諌忍記﹄という表題を掲げた諸本にも異同
が見られること︑と同時に数種の系統に分類が可能なことが明らかになった︒
しかし︑語句単位での精緻な分析が為されたものの︑誤記︑意図的改変などの

でも同様と考えられる︒

つ日として︑①言及しうる対象が少ない点が挙げられる︒﹁大名評判記﹂では︑
新規の評を作成する時に︑先行する類書に記された先代当主の記載が参考にさ

ことと同様に︑各﹃武家諫忍記﹄独自の記載を判断することの困難さに起因す

異同の質は十分に検討されていない︒この点は︑﹁大名評判記﹂に関して述べた

そこで本稿は︑異同の質を問う日的から︑﹃武家諌争記﹄評を素材に以下の

る︒今後は︑﹃武家諌豊前﹄諸本の系統に関する研究成果を踏まえ︑編者︑写本
作成主体それぞれの個性を検討することが課題といえよう︒
一点目は︑新たに起こった出来事への注目である︵︒﹁大名評

なり︑﹃武家勧懲記﹄は戦国期の祖先にも言及している︒①には留意しなければ

用されている︑︒﹃武家諫追記﹄は初期の﹁大名評判記﹂であるが故に︑参考に
することの出来る先例が少なかったはずである︒とはいえ︑後発の﹁大名評判
記﹂も︑先行する類書の記述を単に祖述していた訳ではない︒それぞれの評者
は︑自身の思想に引き付けて読みかえを行っている︒また﹃武家諫忍野﹄と異

れることが多い︒例えば︑﹃武家勧懲記﹄における土屋但馬守数直に関する記述
は︑子の土屋相模守源正直の評として︑﹃土芥憲雌記﹄および﹃諌懲後患﹄に転

．一点を検討する︒

判記﹂作成と近い時期に起こった出来事の描かれ方に当日し︑評者の同時代認
識を探ることを目指す︒具体的には︑父祖や縁者の記載に注日する︒
近年︑大名・藩を扱った研究において︑﹁大名家﹂という視角の有効性が提
示されている︒また︑本稿と直接繋がるものではないが︑近世後期から幕末期︑
過去の藩主や先祖が藩政の中で注目される動向が明らかになりつつある︒本稿

ならないが︑やはり②評者の個性によるところは大きいと考える︒﹃武家諌忍記﹄

※括弧内は︑聖受込の記述
治道における孝の重視︑大名としての孝を論じている点は土ハ通している︒つ
まり︑この二点は﹃武家諫忍記﹄の思想として諸本に敷衛することが可能な要

る基準の一つとして﹁若将﹂が明示されている︒評も︑その記述を受けて論を展開

特徴である︒

評の︑父子関係の言及が主で︑祖父以前への言及が皆無という点は注目すべき
﹃武家諌忍記﹄を冠した諸本でも異同がみられる︒この点に関しても︑現時
点では網羅的な比較を行っていないが︑聖心本は縁戚大名への言及が少ないと
いう特徴は確認できる︒聖製本は︑今年度講義を通じて︑その異質性が強調さ
れており︑時期的にも他の諸本に先行するとみられている︒今後は︑作成時期︑
評者の個性︑写本作成者の個性といった点を考慮に入れて︑諸本の差異を検討

しているが︑本文とは明確に態度が異なっている︒

﹃武家諌忍言﹄の思想の二つ目として指摘したい︒その際に根拠となっている
のは︑主に江戸で得た︑独自の情報である︒自身の見聞に基づいて︑思想的相

の重要性から本文を訂正している点は共通している︒この諫言重視という点を︑

聖藩本のみ︑家司の責務が明示されているという違いはあるが︑共に︑諌言

若立諌トイヘトモ不用ハ︑愚将ト云ヘシ︑此人ニカキルヘカラス

ノ二二シキニアラス︑家ノ司タラン人︑必是週刊ヨロシキニモトツクヘシ︑

評者は︑行跡を改めることによって善悪になるという可能性を強調している︒
そして︑若君の評価を保留する本文へ批判を加えている︒
︻史料五︼15酒井忠朝
・ 本文︻刈︼ 文武ヲ不好︑血気之勇也︑法義ヲ不詳︑若将タルニ依□行跡
失認シ︑民ヲ貧ル
︻加︼n文武ヲ不学︑血気ノ勇︑未若年タレ軍略ス
・ 評︻刈︼一若将タリトモユルスヘキニ非ス︑三歳五才ノ人ナラントモ︑豊
将トシテハ其マ︑スツルヘキヤ︑教訓ヲナス人モナクテ︑長シユクナラバ︑
礼義モ不守ホトノ人ナラン︑大ヒニ可禁
︻加︼⁝司タラン人︑血気ノ勇ヲイマシムル者ナリ︑若タレ山導ニヲハス
ラメ︑血気ニモヲハスラメ︑是等ヲ家司ノ過トセン︑コトニ民ヲ食仕置等

︵キモノナリ←シ︶

名将ハ若年ノ時︵ノ時︑脱︶ヨリ老心及マ︵マ︑脱︶テ違︵事︶ナキモノナリ

︻史料四︼7松平信綱

必ス若老ノ違アリ﹂といったような︑大名の年齢である︒本文でも︑評価を判定す

諸条件を加味した上で︑大名評価が加えられる︒その諸条件の一つが﹁評二日︑人

次に︑評者の﹁若潮﹂観に注目する︒﹁大名評判記﹂では︑その大名がおかれた

素といえるのではないか︒

していく必要がある︒

次に︑三口及の仕方の類型化を図る︒︻表1︼の事例は︑以下の四種類に分類
することが可能である︒すなわち︑①比較対象︵京極︑脇坂︶②日標︑理想像
︵紀伊光貞︑上杉︶③諌言︑父の悪行を改める必要性への言及︵松平清良︑加

︼︻刈︼4松平清良

藤︑金森︶④政事の後見を行っている点への言及︵西尾︶である︒③で︑諌言
や悪行の改めがいずれも﹁孝﹂の具体例として挙がっている点は注目すべき点
である︒そこで︑評者の﹁孝﹂観を考察する︒
︻史料

凡︑父之行跡ヲ改ルニ︑是非ノ分別可有也︑父善行ヲナスヲ改テハ悪行ト
可成外ナシ︑父之悪行ヲアラタムル時ハ︑則善行ト可成︑尤父ノ善行アラ
バ其侭用テ弥孝也︑又悪ヲ改ルモ孝也︑悪ヲ其侭用野寄不孝ナラスヤ︑是
孝ノ大道也
これは刈谷本の記述である︒本文では聖藩本︑刈谷本ともに父に言及してい
るが︑聖前記の評は父に関して触れていない︒
︻史料．二︻聖︼1徳川光義︵尾張︶

其父ノナストコロヲ用行ヘシ︑タトへ又不義不行有学ハ善ニヨツテ可諌︑
若又商会ルトキハ三年ハ事ヲ改ムル事不可在︑善ナル七一是ヲ用ヒテ親ノ
コトクニ可行ハ可ナリ
これは父に直接言及している箇所ではないが︑聖旨本の評のみにみられる記
の方が大名の主体性を認めていることがわかる︒しかし︑両者には共通してい

述である︒父の行跡について述べた刈谷本︵︻史料一︼︶と比較すると︑刈谷本
る側面もある︒

歳︶︑﹁学制メ﹂の時期︵十歳︶といった年齢階梯が想定されている︒それは︑﹁人

﹃武家諌忍記﹄では︑﹁気質ノ善悪﹂の分明化︵二︑三歳︶︑﹁教アル事﹂︵八

違から本文に批判を加えている点を確認したい︒

︻史料三︼9安藤重貞
孝ハ天下国家ヲ治ルノ本藍︑重貞若年タリトイヘトモ︑道ヲ知ル︵ル脱︶

故孝︵ヲ︶専ニスルト見ヘタリ

餅

13

行跡少モ不違様二語リ可聞﹂というように︑家臣の役割を規定した年齢階梯で
ある︒家臣による諌言が強調されている点と合わせて︑読者像を窺うことの出

生レテ十歳ヨリ以後ニハ文学ノ道有事ヲ古人二恩ヒ︑徳有人ヲ近習ニヲカシメ︑

聖藩本と異なり︑池田本と刈谷本の本文はほぼ一致している︒この二者の本

改めて確認したい︒

沼

餅

良将三略ノ心二順テ︑節義ノ侍︑賢者ヲ能見立テ︑禄ヲ与ルニ︑時二喩シテ
時二与フレハ︑士卒ヲ励シ︑北面削ラルナリ

︻史料六︼︻聖︼松浦鎮真

れていない︒

刈谷本評の作成者の思想的特徴を抽出したい︒
まず︑﹃三略﹄について検討する︒聖藩本では︑刈谷本の引用箇所は引用さ

②引用書物
次に︑書物の引用を検討する︒本稿では︑刈谷本の新規評作成において重要
な位置を占めていた書物を取り上げ︑それらの聖二本における引用を検討し︑

的に池田本が先行し︑二大名の代替わりが池田本作成以後に反映されているこ
と︑刈谷本で追加された﹁或人日﹂以下の記述は池田本にはみられないことを

︻表2︼からは︑全般的に池田本の方が︑刈谷本より情報量が多いことがわ
かる︒そして︑刈谷本←池田本という影響関係は想定出来ない︒
また︑先にみた代替わりの事例は︑池田本と刈谷本の問も同様である︒時期

ていきたい︒

大名を対象に君主論を学ぶ為の書物として読まれた可能性も考えられる︒今後
は︑このような語句単位の違いに注目し︑諸本の差異と読者層の広がりを考え

して家臣を想定している可能性を指摘した︒しかし︑池田本の記述を見る限り︑

現するだろうか︒前節では︑聖藩本︑刈谷本を検討し︑﹃武家諫首記﹄が読者と

推測の域を出ないが︑藩士を対象に記した書物で︑彼らのことを﹁下民﹂と表

の﹁下民﹂が︑刈谷本では﹁家臣﹂となっている︒厳密な検討を行っておらず

文はともに﹁云﹂︑﹁云云﹂といった伝聞の形式で記している場合が多く︑両者
より時期的に遡る﹃武家諌忍記﹄の本文に依拠していると考えられる︒
一方︑評には池田本と刈谷本の問でも文言が相違している︒例えば︑池田本

来る記述といえるだろう︒

2 ﹃ 武 家 諌 聖 上﹄と書写行為
︵1︶刈谷本
本節では第二回個別報告の内容をもとに︑﹃武家諫忍記﹄諸本の新規評作成
について検討する︒︻表2︼は︑聖藩本・池田本・刈谷本で大名名表記に異同が
みられる事例の一覧である︒﹁大名評判記﹂では︑①冒頭②本文③評④目録など
で大名名が記される︒︻表2︼からは︑これらの諸本における大名名の異同に︑
法則性を見出すことが出来ない︒冒頭のみ︑評の途中から︑本文と評に差異が
みられる場合というように︑個々の事例によって異なっている︒今後︑代替わ
りや受領名︑官職の変更があった時期との関係を検討し︑諸本の作成年代を措
定したい︒

次に︑こうした差異が生じた理由を考える︒代替わりでない場合では︑書物
から得たと考えられる司馬温公の事績への言及︑大名評価の為の素材の差異が
要因となっている︒後者は本文自体も異なっているが︑評も参照する素材が異
なっている点を確認してほしい︒

代替わりによるものは︑二例である︒aは新規に本文が作成されており︑そ
の本文を踏まえた新規の評が作成されている︒ただし︑刈谷薬歴では﹁前両人﹂

の記述とともに論じられている︒新規評が作成されてはいるが︑内容は独立し
たものではなく︑﹃武家諌忍記﹄全体の中に位置付いているのである︒一方︑f
では先行する﹃武家諌忍記﹄に記されていた忠照の本文が転用されている︒そ
して︑評も添景の評が踏襲されている︒しかし︑単に評が転用されているので
はなく︑評の後半には﹁或人日﹂以下の文が加えられている︒刈谷本が取り上
げた忠成からみた伯父を﹁伯父主水﹂と記しているように︑記述を転用しては

引用箇所は異なるが︑聖藩士でも﹃三略﹄は高い位置づけを与えられている︒

つまり︑刈谷本が﹃三略﹄の記述を新たに引用したことは︑先行する﹃武家諫
忍記﹄の内容と齪齢するものではない︒﹃武家諌忍記﹄の思想を踏まえた︑書物

いるが︑当該大名の評として適切な表現になるように修正が施されている︒

の引用と評価することが出来る︒

︵2︶情報源

それでは︑刈谷本で新規に評が作成される際の情報源はどのようなものだっ

言及が確認できない︒これは︑刈谷本評の作成者が独自に導き出した事例と考

次に︑司馬温温の例示を考える︒﹃三略﹄と異なり︑聖藩主には司馬亡命への

①池田本
たのだろうか︒まず︑﹃武家諫忍記﹄諸本のなかで︑作成時期の中間性が指摘さ
れている池田本との比較を試みる︒

えられる︒

重︼︶︑﹁心有人是等之上柳諌ノ黒田モナランヤ﹂︵︻共⁝9加藤泰真︼︶といった

最後に︑読者像について言及する︒﹁コノ書ヲ見人智へ給﹂︵︻加一6松平定

窺うことが出来るのではないだろうか︒

が弱い点を指摘できる︒﹁大名家﹂の捉え方から︑﹁大名評判記﹂の質の差異を

記述にあるように︑﹃武家諌忍泣﹄は﹁心サシ有人﹂が﹁考へ﹂る為の書物とし

る性格の違いを指摘した︒本稿では︑黒須︑綱川が指摘した時期的差異に加え︑

て作成されている︒大名を教育し︑﹁徳有人ヲ近習ニヲカシメ行跡少モ不違様二

聖藩本で明示された引用書物を一覧にした︻表3︼からは︑巻による引用書
物の変化が確認できる︒班別報告において︑筆者の所属する第一班は︑巻によ
内容面の違いという点を強調する︒また︑﹁師伝﹂︵松平康信︶︑﹁師﹂︵水谷勝隆︶

語﹂︵︻刈

体的な人名を挙げることは出来ないが︑﹁師﹂をとるような人物が聖藩本あるい

層が考えられる︒元来︑彼らこそが﹃武家諌忍記﹄の思想を伝える対象だった
のではないか︒それが︑藩主に君主論を伝える書物として読まれるといったよ

有馬頼利︼︶り聞かせることの出来る立場というと︑家老︑上層藩士

ことで︑聖藩本評者︑原本評者像に接近することが出来るだろう︒ここでは具

といった記述も七日点として指摘する︒今後︑この﹁師﹂なる人物を措定する

は原本の評を作成したのである︒過去の報告書において︑﹁大名評判記﹂作成に

うに︑作者の意図を越えた様々な読み方がなされていったのではないだろうか︒

︻注︼

﹃﹃土芥冠雌記﹄の基礎的研究﹄︵研究代表者若尾政希︑二〇〇四年︶︑﹃﹁大名評判記﹂の

㈹小田﹁﹃土芥憲瞳記﹄﹃諫懲後正﹄の作者・編者像﹂︵﹃﹁大名評判記﹂の基礎的研究﹄所収︶︒

の視角に基づくものである︒

ω筆者の昨年度講義第↓回報告﹁百姓一揆と﹃土芥冠離記﹄・﹃諫知音正﹄の関係﹂も同様

其狙琳凋的研究﹄︵同﹃ 二GObハ年︶︒

ω

化していきたい︒

る︒今後は︑これらの異同を網羅的に調べ︑﹃武家諫忍記﹄の思想の内実を明確

既に指摘されているように︑同じ﹃武家諫仁心﹄においても異質性がみられ

携わった可能性を探られた林家などではなく︑むしろ林家﹁周辺﹂のような存
在が﹃武家諫果物﹄の評者像として浮かび上がる︒
おわりに
本稿は個別報告内容の総括に終始し︑議論の内容を十分に組み込めず︑不十
分なものとなっているが︑以下に内容をまとめる︒
本稿の分析視角は︑加筆主体への曇日という点にある︒加筆︑新たな﹁大名
評判記﹂作成という．一通りの可能性がある中で︑その一方が選択された理由を
考察することが目的だった︒第二節で検討した刈谷本の場合︑書物や見聞など
による独自の記載がみられたが︑それらは先行する﹃武家諫忍記﹄の内容に齪
燃するものではなかった︒諸本の作成者は︑﹃武家嬉嬉記﹄という枠内での読み
替えを行っていたのである︒

一方︑別な表題をもつ﹁大名評判記﹂の記述は明らかに異質である︒﹃武家
勧懲記﹄における縁戚大名への言及を例に挙げると︑﹃武家諫忍記﹄よりも言及

ている︒﹃武家勧懲記﹄では︑①養子の可能性②政事の後見︵奥平平氏︶③合力

箇所が格段に多く︑﹁若将﹂という点から大名評価を留保する本文への批判も少
ないという差異が見られる︒また︑↓門大名への言及のあり方が大きく異なっ
のあて︵立花直茂︶といった観点から言及がなされており︑一門︑﹁主従合体﹂

︵松平綱利︶での﹁家﹂相続が理想視されている︒﹃武家諌忍記﹄東北大附属図
書館本のように︑後年に至っても︑データを加筆した写本が作られている︒思
想的差異が無ければ︑必ずしも新規﹁大名評判記﹂を作成する必要は無いので
ある︒

それでは︑﹃武家諫忍記﹄の思想とはどのようなものだろうか︒本稿では断
片的な検討を行ったに過ぎないが︑徳川家への功という視点︑一門という視点
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