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2015 年 12 月 6 日：第二十二回懐徳堂研究会 
蘭洲遺稿は自筆か？ 

湯城吉信 
 
【対象資料】大阪府立中之島図書館蔵『非伊編』（186/346）、『蘭洲遺稿』（041/420）* 
＊「尚経閣図書記」印あり。受入印「大阪図書館／157671／昭和廿一年十二月六日」。 
＊どこから受け入れたか中之島図書館の司書に聞いたところ、「杉本」の名前が見える。購

入先か受入担当者か定かではないが、購入先だとすると古書店「杉本梁江堂」かもしれな

いとのこと。 
 
【従来の認識】…抄者未詳の抄本 
中之島図書館（多治比郁夫氏）による整理 
・〔五井蘭洲講義筆記〕という名称 
・「筆者不明ながらすべて同筆」（平野翠・多治比郁夫「若干の懐徳堂関係資料」（『大阪府

立図書館紀要』第二七号、平成三年）） 
・題箋には「五井蘭洲先生」とあることから、題箋が自筆でないことは明らか。（蘭洲筆の

場合はそう書いている場合がある→『中庸首章解』） 
 
【蘭洲自筆説】（寺門日出男氏） 
１，書き入れ（推敲の跡）がある（「大阪府立中之島図書館蔵蘭洲遺稿について」（『懐徳堂

研究』六、二〇一五年）p.10） 
２，用紙…自ら印刷した用紙（枠の欠けている用紙を使っている→途中で用紙は変わるが

いずれも欠けている） 
×３，筆跡…中風発症によるもの 
 
〔補足〕 
２について 「畏説」（『石庵蘭洲先生張交』）も同様の用紙を使う。 
３について 『蘭洲遺稿』の特徴のある字（「有」「講」など）は蘭洲自筆（と思われるも

の）の中に確認することができる。 
・『紀第一』 「有」2al.2「幾」「焉」（上がス、竹里も）「足」「麗」「此」 
・『中庸首章解』 17a l.3「作」「幾」「焉」15b l.2「性」、 
・『石庵蘭洲先生張交』「畏説」 「有」 
・『懐徳堂先哲反古帖』（大） l.9「有」、l.7「講」l.17「雖」 
 
 
【特徴のある字体】 
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「作」（右の縦棒が左に流れる） 
「有」（「月」が「日」のよう） 
「承」（義の上に下が水…大阪市立本『承聖篇』序文←ここだけか？） 
「義」（下が「象」の下） 
「悪」（上部が「亜」ではなく「西」） 
その他、「形」（さんづくりが「久」の様）「同」（中が点）、「段」「事」「処」「此」「然」「辞」

（右下の十に横棒が多い）「達」（右下が十（横棒が少ない））「謂」（「有」の特徴と同様、「月」

が「日」のよう）「意」（「心」が三点のよう）「得」（さんずい）、刪（左中の横棒が一本多

い）、講（右下中の縦棒がない）、輩（上が「北」）、則（崩し字風、右は点のみ）、恭（下が

「録」の右下と同じ） 
＊稚拙な印象を与える字ではあるが整っている。 
＊上記の字の特徴が手稿に見られる→蘭洲の自筆である可能性が高まる。 
 
【蘭洲自筆説に対する疑問】 
１，貼り紙の問題 
『非伊編』「恃」のりっしんべんが五箇所貼り紙で直されている。 
一方、いわゆる見せ消ちも多い。左に傍点を付けて訂正する箇所は少なくとも二箇所（7al.3
「取」→「所」…どちらも可の場合） 
→囲みや見せ消ちなど蘭洲による修正箇所はそのまま残し、抄者の写し間違い（だと思っ

た箇所）についてはその痕跡を消すように貼り紙で直したのではないか。 
＊反証になりそうなこと 
『反古帖（大）』の手稿でも貼り紙による訂正はある（l.6「殫慮」、倒 l.3「詩則」）。  
 
〔参考〕修正の方法 

―跡を残す（←見せておきたい理由あり）か、残さない（←恥ずかしい誤り）か 
（１）痕跡を残す方法…見せ消ち（墨塗りの方法は、ヴァリエーション*あり） 
 ①左に圏点をつける（字を完全に残す）←校勘の迷いがある場合が多いのでは？ 
 ②字を傍線で消す（字が認識可） 
 ③字を完全に塗りつぶす（ex.『紀第一』） 
＊挿入の場合は痕跡が残らざるを得ない。多くは、○で挿入箇所を明記した上、行間、ま

たは欄外に挿入したい文言を書き入れる。ただ、文言が多い場合は、別に貼り紙をする場

合あり。 
（２）痕跡を残さない（複写では見えない）方法 
 ①胡粉で消してその上に書き入れる。 
 ②消したい箇所を切り取って、別の紙に書いた文言を貼り替える。 
＊①より②の方が痕跡がわかりにくい。①は色でわかるが②は巧みに行えば、肉眼では見
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逃すほどの精度に仕上がることがある。 
 
２，書き入れをそのまま筆写する場合があること―原本の尊重 
（例）『竹里先生手抄本』中の『西岡集』 
＊解題作成時には、竹山の草稿が紛れ込んだものと思った（『西岡集』しか見ていなかった

ので）。だが、①他の抄本と装幀が同じである点、②筆跡が竹山のものとは思われない点を

考えると、竹山の草稿の書き入れを竹里がそのまま筆写したものと考えるべきであろう。 
一般論として、原本を尊重すればするほど、（筆跡まで）そのまま筆写しようとする。 
→複数の抄本がある場合、原本を忠実に筆写しているものの価値が高くなる。 
（例）三村崑山による履軒の雕題の筆写（『史記雕題』…字体も似せている） 
 
＊本当の（自然な）書き入れは『紀第一』のようなものでは？ 
 
３，同一筆跡による他資料は調べる必要あり。  

 
１の詳細…『非伊編』における「恃」字の問題 
 
① 1a 
余少時聞洛有伊仁斎者唱復古之学以誘学者、四方従遊之士衆、然未嘗閲其所著書。今也、

余以病屏居多暇、借『童子問』『語孟字義』等於友人、読之、而後知仁斎之学恃*拠孟子仁

義拡充之一端以立言、遂遺寡欲之訓也。乃喜陳熟緩慢略無攖払之説。孔子嘗称公綽之不欲、

戒申悵之慾、又戒康子以不欲。孟子又曰、「養心莫善於寡欲。」仁斎尊孔孟、恃*違其訓、

是以直内方外之説在所不取。人情大抵好放肆悪検束律己、故従之者多。可謂曲学阿世哉。

蓋其学不必為修己治 
＊前者の「恃」は「古学論」では「特」に作る。 
②5b 
…蓋仁斎常以老仏為高遠之道也。以余見之、仏老之道視吾道則卑近万々、豈嫌之。夫道者

人倫之所由行、天地之所由立、欲不高遠、得乎。設以老仏為高遠、悪吾道之似是、恃*為卑

近之説欲以異之、譬諸、削足適履、不亦倒乎。 
＊「古学論」では「特」に作る。 
③8a 
…仲者不然。徒責以昭王不帰、包茅不貢、是仲恐楚之倔強未易服、恃*択彼易措答辞者、問

之也。 
④14a 
斉桓管仲九合天下、生民受其賜、然子路子貢以為未仁矣者、以其心不存也。孔子恃*調停之

為仁、是聖人善善長之意以功予之已記曰、与仁同功、其仁未可知也。今以仁斎之説議之、
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則顔子居陋巷慈愛惻怛之心未嘗及家国天下、則未可謂之仁、顔子之賢而未仁、予不敢信之

也。凡孔門論仁、皆以心而不以事。故曽子告陽膚曰、「若得其情、哀矜而勿喜」。不論其情

之得与不得、恃*問其心之所設也、非耶。由是観之、則仁斎之解仁字、不亦浅乎。 
【注】○曽子告陽膚 『論語』子張篇に「曽子曰、上失其道、民散久矣。如得其情、則哀

矜而勿喜」とある。 
⑤24b 
…又曰、「謂之志、則皆以志於善言。若於不善、則不可謂之志」、非也。夫六経所謂心・

志・意・知等字、皆就其本而言、不以末言。然如仁斎之論志字、不為当。何則乱臣賊子之

弑虐君父、恃*非心之所存主乎。或言立志尚志、或志于学、固皆以善言。単言志、則不必為

善。但以在心解之、可也。 
⑥30a 
…「問『然則性貴於教歟』。曰『不然。人皆有性、性皆善。然学以充之、則為君子矣。不

充之、則衆人而已。性之不可恃也、如此』。」按此問答可謂囈語矣。雖有聖人之教、無善

性則何以義当之。是以大牢饗犬馬也。 

＊ここは『童子問』巻上十七章の引用なので「恃」であることに間違いはない。 
 
【推測】 
「恃」は「特」でいい場合が多いのでは？（「古学論」も傍証になる）30a の「恃」を書い

た後にその前の「特」はすべて「恃」であると勘違いして改めたのではないか？ 
 
【その原因】 
蘭洲（に限らないが）のりっしんべんは牛へんの上部と見分けがつかない。 
『紀第一』紀第一 4b 末行「与天皇同日而生故特寵異焉」（『日本書紀』「初天皇與武內宿禰

同日生之、故有異寵焉。」）…牛へんの上が（蘭洲の）「りっしんべん」と同様。 
『紀第一』1b l.2 の「恃」…りっしんべんが「特」の牛へんの上だけのよう。 
（りっしんべんは 1a 末行にもあり「愕」、他 4a l.1「悍」） 
『反古帖（大）』l.8 の「悌」…りっしんべんが「特」の牛へんの上だけのよう。 
＊『蘭洲遺稿』の「性」字のりっしんべんも同様。 
＊発表後の補足（12 月 13 日） 
これは蘭洲の筆跡による検証ではないが、圓道祐之『草書の字典』六五三頁の末行一番上

の「忭」の立心偏を見ればわかるように立心偏も続けて書けば下部が出現し、後から二行

目の下から二つ目の「特」の牛偏とそっくりになっていることがわかる。牛偏を立心偏に

間違うことは一般的に極めて起こりえる話だと言える。 
＊発表後の補足（12 月 22 日）： 
『神道遺書』の両テキストを見ると、写本が原本の特徴をそのまま反映したために、書き

誤ったり誤解を生むような字体になっていることが確認できる。 
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＊発表後の補足：蘭洲の著作における「特」「恃」の字の用例 
「世人不是信、特（＊ただ）求神道於萺？昧不測之地」（「十厄論」の厄十の部分、『鶏肋篇』

巻一） 
「恃」字…『蘭洲先生遺稿』? 
 
〔参考〕 

『蘭洲遺稿』85al.7 下から二字目の「恃」（「特」にも近い）が他のテキストでどうなっているか見ると参

考になるはず。（「近世学者工夫受用、大率虚論空談、不実践、好貨好色、遺義先利、未免為俗人譏刺、不

知恥之甚也」段。『小学』を称えた後に、「学者喜虚談、乃視以為兔園冊子、無緊要、舎而不講、向人恃言

読魯斉心法、以欺世耳。」）…いやここは「恃」でよいか？ 

他、『蘭洲遺稿』46a「原夫孔孟道一…」段 l.6「乃特言養気而已」が他のテキストでどうなっているか？ 

→両者とも違いはなし。 

 

＊下巻 6b 倒 l.3「…吾将孰恃吾三年前臥…」、17b 倒 l.3「無特…」に「恃」「特」字が見える。 

 
その他、『非伊編』には貼り紙による訂正箇所が十箇所ある。 
6a「耳夫子」、7b「喢」、8b「学」、9a 倒 l.2「易知易聞」の「知」…写し間違いによる訂正、

15a「蹈」（四箇所）の右部、「従」、16b「是」 
 
【寺門氏の２、３をどう考えるか】…推測の域を出ない。 
２，用紙（罫紙）について 
張交の「畏説」と『蘭洲遺稿』は、サイズが違う（「畏説」柱縦 20.7 ㎝≠『遺稿』縦 20

㎝、上枠から魚尾までは 3.8 ㎝で同じ。よく見ると「巻之」という字の形も違う 
→一般に普通に販売されていた用紙（罫紙）なのではないか？ 

郭内 上巻 縦 20.4×版心を除く半葉（罫線部分）の幅 14.1 
   下巻 縦 19.8×版心を除く半葉（罫線部分）の幅 13.9 
＊上巻の罫紙は版心の「巻之」の字が違うものが混じるが、匡郭は欠けも一致するので同

じ版木で印刷されたものらしい（寺門氏は「巻之」だけ埋め直したと言う）。 
＊蘭洲自身（専用）の用紙だとすると上下の違いはどう説明する。欠けだけで自家用とい

うのは無理があるのではないか。ちなみに、題箋に「蘭洲自筆」と書かれている『質疑篇』

は上巻の罫紙（「巻之」が小さい（よりはっきりした字の）方）。『質疑篇』にある「船曳氏

蔵書」は寺門氏の言う船曳氏（医者）の可能性は高い（『国書人名辞典』に幕末明治の頃の

人で船曳修（卓堂）がいる。父は子錦。医者として代々続いていたことがわかる）。『国語・

国文』47 巻 1～6 号に「船曳蔵書」が出てくる？ただ、『質疑篇』の筆跡は『蘭洲遺稿』と

同じか疑問。 
＊発表後の補足（12 月 22 日）：懐徳堂資料を見ていると実に様々な用紙に書かれている。
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版心に「懐徳書院蔵」「懐徳堂」とある懐徳堂用箋（他に「逸史」用箋あり）以外は、ほと

んどが市販されている用紙なのでは？（ただ、用紙の違いでだいたいの筆記年代がわかる

のではという発見があった） 
＊発表後の補足（12 月 28 日）：『蘭洲先生遺稿』上と『蘭洲先生遺稿』下とは微妙に用紙の

大きさが違うが、その下の用紙と『雑纂』下の用紙は同じである（書物全体のサイズは違

うが、匡郭の大きさが一致するという意味）（『雑纂』上は装幀、字体は同じだが全く別の

用紙）。両書は筆跡、装幀も同じ。『雑纂』下は題箋に「雑纂 五井蘭洲先生口語」とあり、

44b には「先生天人事物一貫之図」とある。→蘭洲自身の筆でない可能性が高い。 
 
３，筆跡 
 ①筆跡の稚拙さや不一致は中風の発症とその経過の変化による。 
←→不自由になったのは左半身のはずなので右手は自由に使えたのでは？（右半身は動

いたので字が書けたので、著作を残したはず。） 
 ②字の特徴が蘭洲の自筆と一致する。 
 →抄者が蘭洲の特徴をまねた可能性もある（A）が、特徴のある字としてピックアップし

たものは実は、行書では一般的なものがほとんどであるため、蘭洲に特徴的な字体でも誤

字でもない。A だとすると、行書の特徴を真似て楷書で書いたため、一見、誤字のような印

象を与える字になったか：「作」（中庸首章解 17a）・「詐」（紀第一）→「作」（非伊編）。 
「有」…「月」部は、自筆は「日」ではないが、写本は完全に「日」になっているものが

ある（『蘭洲遺稿』1a）。＊刊本『儒仏合論』でも「謂」の右下が「日」のような字体有。 
「恭」も自筆（「畏説」）は完全に「録」の右下になっているわけではないようだ。 
「輩」の上が北になっているのも、上部の「非」と「北」の崩し字がほぼ同じことによる

か？ 
「得」のぎょうにんべんも、自筆ではさんずいっぽいのが遺稿では完全にさんずいへんに

なっているものがある（単に縦棒のようなものもある）。←→『五体字類』にもさんずい有。 
ただ、楷書に行書字（を楷書化したもの）が混じっているのは、行書を標準書体としてい

た庶民による抄だからかもしれない。 
＊字によっては当時、一般的な俗字体であったことも考えられる。 
以下、『五体字類』による確認 
＊行書で一般的なもの 講、悪（『儒仏合論』に有）、謂、俗、得、承、義、多、夢、雖、

焉、能、此、命、幾、是、定、凡、意（下心が三点） 
＊異体字で一般的なもの 「僕」（下が「木」）、「達」「辞」「器」「刪」（左の横棒が二本）、

「所」「処」「段」 
＊また、衣偏を示偏にしたり、『蘭洲遺稿』5a-16b の別筆跡部分の字の誤りなどを見ると、

中風にかかっていたにしても蘭洲がこのような間違いを犯すのか疑問である。 
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最後に 
上記 A の推測が正しいとすると、寺門氏が蘭洲自筆と判断された『非伊編』は蘭洲の自

筆稿本を書写した抄本である可能性が高いことになる（ほぼ同筆による『蘭洲遺稿』

（041/420）も同様…そもそも「遺稿」とは死後、本人以外の誰かが編輯したものではない

のか？）*。そうすれば、抄本だからと言って資料としての価値が損じるわけではないが「特」

を「恃」と誤る程度のミスはあるだろう。 
＊ただし、その他の写本でも上記の特徴字は見られる。（『鶏肋篇』、国会本『承聖篇』（命、

悪、答、輩）など） 
 
【参考】『蘭洲先生遺稿』下と同じ用紙（筆跡、装幀も同じ）を使っている『雑纂』（041/422）
は門人の聞き書きらしいこと 

＊『雑纂』の題箋「雑纂 五井蘭洲先生口語 上／下」＊「口語」は言ったことば（2-718）。 

＊実際、『雑纂』の中には「先生」という呼称が見える。 

①『雑纂』上 16a 

程子仏氏ノ性ヲイハザル事ヲイヘリ。先生コレヲ解シテ云、仏氏性ハイハレズ。性ヲイヘ

バ天ヨリイハネバナラズ、仏氏三世ヲタテテ天ハナキモノトスルユエ性ハイハレヌ也。 

②『雑纂』上 40b 

天ノ好善悪悪（「々」としたが「ル」か？）ニ麟鳳ハ稀ニシテ鶏犬多キハウラハラノヤウ

也ト或人先生ニ問トキノ答ニ、禽獣ハ人ノ用ヲナスモノナレバ鳳ノアランヨリ鶏ノ多キガ

ヨシ。麟ノアランヨリ狗ノ多キガヨシ。金ハ寡ク鉄ハ多シ。金アリ鉄ナケレバ耒耜鍋釜ニ

ハ金ハナリニクキ也。然レバ麟鳳ヨリ鶏狗アリ、金ヨリ鉄多ケレバ用ヲカカト也。 

③『雑纂』上 64b 
或仏者人死シテ魂消シ不去、一壺ノ水ヲ大河ヘ写（ママ）ス如キモノ也。一壺ノ水散ズレ

ドモ悉ク大河ノ中ニ存シアリテ不消ト云。先生コノ説ニ答ヘテ云、儒者性ヲ云。一壺ノ水

ヲ大河ヘ写スノ譬ハユルスベシ。仏者ハ三世ヲ立ル。一壺ノ水大河ヘ写シ散ズレドモ存シ

アリ、其散シタル水モトノ如ク聚リテ別ノ一壺ノ中ヘヲサメネバ三世ノ説不立。一度一壺

ノ水大河ヘ写ストキハ、散ジテアリトイヘドモ本ノ一壺ノ水ヲ聚ル事ハアタハズ。然レバ

三世ノ説ハ不立也。 

④『雑纂』下 19b 

子祥先生コレヲキキテ云、聖人ノ仁ハ仁ト云ニ義アリ。… 

⑤『雑纂』下 28b-29a 

…トイヘリ。子祥先生、理一分殊ヲ性ノ上ニテ云トキ、一陰一陽之謂道ハ勿論、継之者善

マデハ分殊ハイハレズ。成之者性ト云ヨリ分殊アル也。 

⑥『雑纂』下 44a-44b 

故ニ先生天人事物一貫之図ニ仁ノ筋ノ処ニ愛孝温和慈恵之属ト云、義ノ筋ノ処ニ敬忠廉潔

果敢之属ト云テ、仁義ノ下ニバカリカヤウノ辞ヲ加ヘルハ繋辞ノ意ヲ含テノ意也。愛孝ハ
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親ニ愛ヲスレバ孝トナリ、敬忠ハ君ヲ敬スレバ忠トナルヲ云也。〔割注〕此図天人事物一

貫之図不改前ノ図ニツキテ云説也。 
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2016 年 3 月 29 日 懐徳堂研究会での追加説明 

「蘭洲遺稿は自筆か？」（2015 年 12 月発表）の追加検証 

湯城吉信 

 

１，『蘭洲先生遺稿』下と同じ用紙を使っている（筆跡、装幀も同じ）『雑纂』

（041/422）は門人の聞き書き（＊下線部は新たに確認した情報） 
 

〔証拠〕蘭洲のことを「先生」「子祥先生」と呼ぶ箇所がある。（＊以下、太字は湯城） 

（題箋にも「五井蘭洲先生口語」とある。「口語」は「口述」の意。≒蘭洲語録。） 

・「…事ヲイヘリ。先生コレヲ解シテ云、…」（上 16a） 

・「…ト或人先生ニ問トキノ答ニ、…」（上 40b） 

・「…ト云。先生コノ説ニ答ヘテ云、…」（上 64b） 

・「右子祥先生病中之文」（下 6a） 

・「…トイヘリ。子祥先生コレヲキキテ云、…」（下 19b） 

・「子祥先生、理一分殊ヲ性ノ上ニテ云トキ、…」（下 28b） 

・「故ニ先生天人事物一貫之図ニ…」（下 44b） 

 

つまり、用紙を問題にすれば、『蘭洲先生遺稿』は、自筆ではなく、逆に抄本であること

になる。 
＊ちなみに、『周易程伝紀聞』も同様の用紙を使う（中身から特に指摘することは発見できなかった）。 

 

 

２，「恃」字と「特」字は間違えることがある。 
 

2-1. 立心偏と牛偏は見分けがつかない場合がある 
（＊前回は蘭洲の字体採取から上部が類似することを指摘。下部は疑問を残した。） 

 

崩し字で全く同形になる場合がある。←一般的な話。 

（圓道祐之編『草書の字典』653 頁） 

＊立心偏も次に続けると牛偏の下部に当たるものが出現する。 
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2-2. 実際、上記『雑纂』において明らかに間違えている場合がある 
（＊前回は「『非伊編』の用例は「恃」でも通じるのでは」という指摘や「本当に間違う

可能性があるのか」という指摘を受けた。） 

 
（『雑纂』下、左が 6a、右が 9a） 

「凡人憂在貧与疾也。楽道則貧不足憂也、服薬則疾可除也。而今也、医不足特也、即疾不

可除歟。」（「子祥先生病中之文」）＊太字は湯城。 

 

→前回指摘した『非伊編』における「恃」も正しくは「特」である可能性が極めて高い。 

（文脈、字形両面から） 

 
〔参考〕 

・蘭洲の著述における「特（ただ）」の字の用例 

「世人不是信、特求神道於萺昧不測之地」（『鶏肋篇』巻一所収「十厄論」）＊太字は湯城 

・当該資料が中之島図書館に受け入れられた経緯 

＊「尚経閣図書記」印あり。受入印「大阪図書館／157671／昭和廿一年十二月六日」。 

＊どこから受け入れたか中之島図書館の司書に聞いたところ、「文書に「杉本」の名前が見える。購入先か

受入担当者か定かではないが、購入先だとすると古書店「杉本梁江堂」かもしれない」とのこと。 

 

【結論】 

以上、１，２の追加検証からも、『蘭洲先生遺稿』（041/420）が蘭洲自筆であるとは考

えられない。 


