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一、問題意識 

周知の通り、中井竹山（1730-1804）は懐徳堂四代目の学主

である。懐徳堂は、竹山が学主として学校の経営に努めたもと

で、さらなる成長と発展を遂げていった。学問においても、懐

徳堂は儒学の基礎的な学習から高度な経学研究へと発展し、ま

た史学などの領域への展開をもみた。特に、経学の研究におい

ては、中井竹山・履軒（1732-1817）兄弟が果たした学術的な

貢献は計り知れないものだったのである。 

 中井竹山は学問を修めるに謹厳な姿勢を取っており、数多く

の著述を残している。また、竹山は「人情世態に通じて政治の

才」1があったので、武士や文人など多くの知識人たちと交流を

深めていた。その気運もあって、懐徳堂には全国各地から学生

が集まり、桃李門に満つというほどの盛況を見せた。そして、

当時の知識人たちは大坂に立ち寄れば、必ずと言っていいほど

懐徳堂を訪れ、ここは知識人たちが切磋琢磨をし文化交流を行

う、いわば「知的ネットワークの拠点」2となっていたのである。 

                                                      
1 西村時彦『懐徳堂考』（大阪：財団法人懐徳堂記念会、1925 年）、57 頁。 
2 湯浅邦弘編著『懐徳堂事典』（大阪：大阪大学出版会、2001 年）、74 頁。 



2 詩に興り礼に立つ 

竹山は三宅春楼（1712-1782）に継いで懐徳堂第四代の学主

に就任してから、懐徳堂の経営と発展のために心を尽くしてい

った。一人の学校の経営者としてその活躍ぶちが突出していた

からか、あるいはそのイメージが強かったからか、彼が朱子学

者であり思想家だったことが忘れ去られ、そしてその学問に関

する研究も低調となっているのである。近代以降、懐徳堂に関

わる論著は汗牛充棟というほど数多あり、富永仲基（1715-1746）

や山片蟠桃（1748-1821）など懐徳堂の傑出した門人たちに関

する研究も少なくなかった。しかし、中井竹山とその思想に関

する研究は意外に手薄である。とりわけ、中井履軒の研究と比

較したら、質量ともにその差は歴然である。 

以下、まず中井竹山に関する研究を振り返りながら、先行研

究の偏向を指摘する。次に、中井竹山の著述を紹介し、現在そ

の学問が広く研究されていない理由を考える。そして、本書の

研究主題と目指すところを述べる。 

 

 

二、先行研究 

 これまでに、中井竹山が懐徳堂の経営者としてその官立化の

ために尽力し、懐徳堂の黄金期を築き、そして教育の面におい

て華やかな業績を上げたことについての研究や紹介の蓄積が

多かった。また、竹山と他の文人・儒者との交流に関する研究

においても、少なからざる成果が上がっていた。例えば、「懐
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徳堂研究の最も基本的な文献としての価値を持つ」3として評

される西村天囚（名は時彦、字は子駿。1865-1924）の『懐徳

堂考』は、懐徳堂の学問背景を詳しく述べるほか、懐徳堂に関

わりがあった人たちについても幅広く紹介している。中井竹山

については、西村は、竹山が 29 歳の時に懐徳堂の「預り人」

に就任してから学校の経営に力を注いでいたことを紹介した

とともに、竹山の「学行」「交游」「風采性格」などにわたって、

かなりの紙幅を費やして論述している。それらはみな後の懐徳

堂研究ないし中井竹山研究の基礎となった。 

 竹山の学問については、西村は「竹山履軒並に文章に長ぜし

が、分けて文章は竹山の長技たり、竹山の文章に長じ、履軒の

経学に長」4じたとして、竹山と履軒はそれぞれ文章と経学と

に長けていると述べている。しかし、西村も書中に引いたもの

であるが、竹山が懐徳堂の講堂南面の両柱に掲げた聯には「経

術心之準縄、文章道之羽翼（経 術
けいじゅつ

は心の 準 縄
じゅんじょう

、文章は道の

羽翼
う よ く

）」とある。その附説によれば、竹山は「蚤歳」すなわち

若い頃から「学問修行の主意は経術文章の二つにあり。此二つ

の到底を究めざるは、小成に安ずるの器にして、大成の業に非

ず」と、経術と文章の両者の重要性を認めていた5。そして、

結論において、「故に経術文章迭に修めて相待ざることを得ず、

                                                      
3 前掲湯浅邦弘編著『懐徳堂事典』、209 頁。 
4 前掲西村時彦『懐徳堂考』、56 頁。 
5 中井竹山「応宮川賢侯尊命、大書呈上懐徳堂諸聯附説」、西村時彦編

『竹山国字牘』（大阪：懐徳堂記念会、1911 年）下、1 丁表。 
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これ切要の義なり。等閑に心得べからず。是に因て愚拙の修身

の事業は、この一聯にあり」6と竹山は述べる。そこから、竹

山は文章を軽視する当時の風潮を批判するとともに、「経術」

と「文章」とを同様に重視していることがわかる。 

 『懐徳堂考』の後、中井竹山の思想について全面的に紹介を

行ったのは、加地伸行らが著した『中井竹山・中井履軒』であ

る。例えば、同書は前述の竹山の経術・文章に対する考えを紹

介したほか、門人藤江貞蔵への答書「答藤江生」（『竹山国字牘』

所収）を引いて、竹山の古今の文章家に対する批評に触れてい

る。つまり、竹山は文章家といえば「韓（韓愈）・柳（柳宗元）・

欧（欧陽脩）・蘇（蘇軾）と云より外はなし」と述べ、朱子に

ついては「朱子の文、時文（科挙試験に課した文章詩賦の文体

――引用者注）の大家なり」として評価し、「この詩文を今学

ぶべしと云では非ざれども、学者これを知ざるべからず」と述

べている。 

他方、明代の文章家では方正学（孝孺）と王陽明を「この二

家は、一代を圧倒すべし、必読ざるべからず」と高く評価して

いる。竹山は「予の大に憎む所は陽明の学術なり」としながら、

「陽明の文をよむたびに、撃節して称すれば、これその人愛憎

によりて其文を取捨するに非ること明白なり。これ予深く自か

ら信ずる所なり」と述べている。執筆者の山中浩之は竹山の陽

                                                      
6 中井竹山「応宮川賢侯尊命、大書呈上懐徳堂諸聯附説」、『竹山国字

牘』下、2 丁表。 
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明評価に対して、「その学問思想に対する好悪とは別に、陽明

の文章を賛嘆しているのであるが、たてまえとはちがって、陽

明学に対する好尚は実のところ、かなり深かったのではないか

と思わせる」と考察している7。竹山の陽明学に対する理解に

ついては別に検討する必要があるが、ここでは竹山が文章家と

しての王陽明を高く評価していることが確認できる。 

 なお、『中井竹山・中井履軒』は「中国学との関わり」とい

う章の中で、漢詩文・音韻・経学・史学にわたって竹山と履軒

の学問を紹介している。経学においては、主に荻生徂徠『論語

徴』批判と『中庸錯簡説』に関わるものであり、竹山の経学著

述には触れられていない。 

 これより先、平重道には「懐徳堂の経学思想」という一文が

ある。そこでは、中井履軒の経学思想についてかなりの紙幅を

費やして紹介しているのに対して、竹山の経学については簡略

的な叙述に止まっている。例えば、平は、竹山は師の五井蘭洲

（1697-1762）の「経解修正主義」を堅持したと述べ、竹山の

経典解釈の態度を「経典のあるがまゝの解釈に於いて宋註を回

護しない」と指摘している8。そして、竹山の経学著述につい

て「目録（『大阪名家著述目録』のこと）に四書断、易断、書

断、詩断、礼断、小学断の名が記されてゐるが内容を詳らかに

                                                      
7 加地伸行他『中井竹山・中井履軒』（叢書・日本の思想家 24、東京：

明徳出版社、1980 年）、172 頁。 
8 平重道「懐徳堂の経学思想」（『文化』第 6 巻第 8 号、1939 年）、649 頁。 
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しない」とした上で、「要するに彼は理論の提唱家であつて、

実際の経解に沈潜した註釈家ではなかった」と述べている9。

竹山が宋注を「回護」せず「経典のあるがままの解釈」を求め

るという経書理解の姿勢に関する指摘は重要である。しかし、

竹山の経書理解の内実を見るためには、やはり上記に見える竹

山の一連の経書注釈書を詳しく検討する必要がある。 

 竹山の詩とりわけ近体詩に関わる著述に基づいて、竹山の詩

文観や詩論を詳しく述べたものに、松下忠「中井竹山の詩論」

がある。そこでは、竹山が経学を主としつつも詩文も重んずる

こと、詩人よりも詩論家として自任すること、そして『詩律兆』

という著作があるように詩の声律を詳細に論じたことが述べ

られている。そして、竹山の詩論において、竹山の詩論の「骨

子」として①道徳的政教的詩文観、②反古文辞の主張、③唐詩

を理想とするが宋・明詩をも推重する、といった側面が詳述さ

れている10。松下が、竹山の『詩律兆』をはじめ『奠陰集』の

文集や『竹山国字牘』などの著述によりながら、竹山の詩論を

詳しく述べた点において、今でも学ぶべきところが多い。しか

し、竹山の『詩経』と近体詩を含めた詩論の全体像を知るため

には、松下論文に言及のなかった竹山の『詩断』という『詩経』

注釈書にも目を配らねばならないと思われる。 

                                                      
9 前掲平重道「懐徳堂の経学思想」、650 頁。 
10 松下忠「中井竹山の詩論」、『東洋学論集：内野博士還暦記念』（東

京：漢魏文化研究会、1964 年）、455-469 頁。 
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 なお、山下武「中井竹山の教育観」では、竹山の教育理念や

思想を述べながら、経学と文章をともに重視する竹山の基本的

立場にも触れて、「いわば学問は、経学の考究と文章の修練に

よって初めて、実学への道が保証されるものであった」と指摘

している11。 

 大雑把にいえば、戦後までの竹山研究は、多くはその経済思

想に関する論述に集中されている。例えば、本庄栄治郎「中井

竹山の経済思想」12や、菅野和太郎解題『中井竹山集』13、同

「寛政の改革と中井竹山」14などがある。この方面の研究は、

最近のものには吉川延太郎「中井竹山の経世」15や西岡幹雄「制

度の安定化フレームと社会意識の活性化―中井竹山の「経済」

学と常平・社倉論―」16、同「中井竹山における「義利」と「制

度組立」―制度認識に立脚した政治経済観を中心にして」17な

どの論考がある。 

                                                      
11 山下武「中井竹山の教育観」、『早稲田大学教育学部学術研究、教育・

社会教育・教育心理・体育編』21（東京：早稲田大学教育会、1972 年

12 月）、1-12 頁。 
12 本庄栄治郎「中井竹山の経済思想」、同『日本経済思想史研究』（東

京：日本評論社、1942 年）所収。 
13 菅野和太郎「解題」、同編『近世社会経済学説大系・中井竹山集』

（東京：誠文堂新光社、1935 年）所収。 
14 菅野和太郎「寛政の改革と中井竹山」、同『近世日本の三大改革』

（東京：竜吟社、1944 年）所収。 
15 吉川延太郎「中井竹山の経世」、『商業史研究所紀要』4 号、1996 年。 
16 西岡幹雄「制度の安定化フレームと社会意識の活性化―中井竹山の

「経済」学と常平・社倉論―」、『経済学論叢』57 巻 4 号、2006 年。 
17 西岡幹雄「中井竹山における「義利」と「制度組立」―制度認識に

立脚した政治経済観を中心にして」、『経済学論叢』60 巻 2 号、2008 年。 



8 詩に興り礼に立つ 

 さて、小堀一正は「中井竹山の歴史観―その排仏論を中心と

して―」という一文のなかで、竹山の『逸史』編著の意図から、

排仏論の意義、参勤交代改革論にわたって竹山の歴史観につい

て述べている。小堀は結論において、「竹山にとって、歴史と

は過去に遡及して現在の問題を導き出すものであった。現前す

る問題が彼の歴史観を規定しているといってもいい」と述べ、

「歴史はその経世論を展開するための素材を提供するもの」で

あり、「『逸史』編述は、結果として、『草茅危言』の予備作業」

であると指摘している18。その指摘は、竹山の思想を研究する

ときに留意しておかねばならないものであろう。竹山の史学に

ついての研究は、ほかには藤直幹「懐徳堂の史学――中井竹山

の『逸史』を中心として――」19や、高橋章則「近世後期史学

史と『逸史』」20などがある。 

 また、藤本雅彦はその「中井竹山の公私観」において、主と

して『草茅危言』によって竹山の公私観を考察している。それ

によれば、竹山における公私という言葉の用法には次の３つの

特色があるという。①「それが上下の別と結びついてい」て、 

 

                                                      
18 小堀一正『近世大坂と知識人社会』（大阪：清文堂出版、1996 年）

第二章「近世後期における「知」の特質」、第一節「中井竹山の歴史

観――その排仏論を中心として――」、103 頁。 
19 藤直幹「懐徳堂の史学――中井竹山の『逸史』を中心として――」、

『懐徳』28 号、1957 年。後、「中井竹山の日本史研究について」と解

題し、同『武家時代の社会と精神』（大阪：創元社、1967 年）に所収。 
20 高橋章則「近世後期史学史と『逸史』」、『日本思想史学』19 号、1987 年。 
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「竹山にとって、公私の別とは官民の別と同義であった」ので

ある。②「公私について語られる際には、常に利害得失が問題

とされる」。③「公私をともに利するものである場合には、そ

の意見は、利のみを目指しているのではなく、義の和なるもの

という正当性の主張の根拠をもつ」という。なぜなら、竹山に

おいては「公＝官も私＝民もともに利する道こそが義の和なる

ものとして説かれる」からである21。そして最後に、藤本は竹

山の思想の性格に触れ、このように述べている。「私の充実を

通してしか公私をともに利するような全体の発展はないとす

る竹山の主張が、公から私へと向う徂徠の方法を逆転させたも

のであり、したがって、そこには思想の奥深いところでの徂徠

学からの影響があるために、却って激しい反撥を生み出してい

るように私には思われるのである」という22。 

 陶徳民は『懐徳堂朱子学の研究』第三章「経世策の考案」に

おいて、竹山『社倉私議』著述の背景から、竹山の「朱子社倉

法」理解の特徴、社倉構想と「上下合体」の論理、『社倉私議』

の影響、そして竹山の「刻聖諭広訓序」および和刻本『聖諭広

訓』の影響にわたって、竹山の経世思想について考察している

23。陶はその後、「東アジアの救済私説としての社倉―中井竹山 

 

                                                      
21 藤本雅彦「中井竹山の公私観」（『懐徳』56 号、1987 年）、36 頁。 
22 前掲藤本雅彦「中井竹山の公私観」、43 頁。 
23 陶徳民『懐徳堂朱子学の研究』（大阪：大阪大学出版会、1994 年）

第三章「経世策の考案」、131-184 頁。 



10 詩に興り礼に立つ 

『社倉私議』考―」24という一文を著して、竹山の『社倉私議』

の意義を詳しく論述している。 

 なお、最近佐野大介は「懐徳堂無鬼論における中井竹山「ム

クリコクリノ説答千秋」」25という一文において、『竹山先生国

字牘』所収の「ムクリコクリノ説答千秋」を逐条読み解いて、

懐徳堂無鬼論との比較を通して、竹山の怪異に対する態度につ

いて考察している。 

また、藤居岳人は「中井竹山の儒者意識―その経学研究を手

がかりとして―」の中で、『四書断』という『四書』注釈書を

取り上げて、その書きいれの特徴、中でも『論語断』の特徴を

詳しく述べている。そして、『竹山先生国字牘』の書簡に基づ

いて、竹山の学問についてこのように述べている。つまり、竹

山は「細かい経説について程朱と多少は距離があったとしても、

彼自身が基本的に朱子学を奉じる立場だと意識していた」26と

いうことである。その指摘は、竹山の経学思想を捉えるうえで

大きな前提として首肯できるものである。 

一人の思想家の思想内容を分析するのに止まらず、広くそれ

を取り巻く知的空間に置いて動態的な思想史として捉える点

                                                      
24 陶徳民「東アジアの救済施設としての社倉―中井竹山『社倉私議』

考―」、同編著『東アジアにおける公益思想の変容――近世から近代

へ』（東京：日本経済評論社、2009 年）所収。 
25 佐野大介「懐徳堂無鬼論における中井竹山「ムクリコクリノ説答千

秋」、『中国研究集刊』53 号、2011 年。 
26 藤居岳人「中井竹山の儒者意識―その経学研究を手がかりとして―」

（『懐徳堂研究』3 号、2012 年）、37 頁。 
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において、宮川康子の仕事が重要である。宮川は『富永仲基と

懐徳堂―思想史の前哨』という労作の中で、富永仲基の思想に

脚光を浴びせながら、その思想を「孤立した天才の頭脳の所産

としてではなく、十八世紀の懐徳堂周辺の知的ネットワークと、

そこに成立した言説空間のなかで捉えなおすこと、なかでも＜

反徂徠＞の言説との連関から問いなお」27している。 

同じく懐徳堂の思想家である中井竹山の思想を主題とする

本書においても、その視角を継承したいところである。同時代

の学友たちと「知識を分け合い、質疑をたたかわせ、そのよう

な自由な討論を通じて、著作をつくりあげてい」28った仲基は、

徂徠の『論語徴』をその特権的な知による「私徴」として、『論

語徴』の文献実証の不備や偽証性を暴いた。そして、後に懐徳

堂の中井竹山らによって展開された激しい徂徠批判は、「その

根底には、いままでみてきたような徂徠学の構造の閉鎖性と特

権性への批判がある」、と宮川は指摘する29。 

竹山が、富永仲基とほぼ同世代で上記の知的ネットワーク

にいた五井蘭洲について勉学したという事実を勘案すると、

竹山は若い頃から反徂徠の知的活動が盛んに行われた環境の

下で学び、そしてその思想的営みに多分に親しんでいたと考

えられる。 

                                                      
27 宮川康子『富永仲基と懐徳堂―思想史の前哨』（東京：ぺりかん社、

1998 年）第一章「反徂徠としての富永仲基」、22 頁。 
28 前掲宮川康子『富永仲基と懐徳堂―思想史の前哨』、40-41 頁。 
29 宮川康子『富永仲基と懐徳堂―思想史の前哨』、69-70 頁。 
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本書は、懐徳堂周辺の知的ネットワークのいわば中心にいた

竹山が、朱子学を学び門人への教育に励み、そして学友たちと

の切磋琢磨を通じて展開させたその思想内容について、詳しく

見ていきたい。 

 

 

三、中井竹山の著作 

ここで、まず中井竹山の主要の著作をその内容によって、便

宜的に次のように分類して羅列しておく。 

 

【経学】 

『易断』（5 巻 5 冊） 

『尚書管見』（1 巻 1 冊） 

『詩断』（8 巻 4 冊） 

『礼断』（10 巻 5 冊） 

『春秋左伝比事蹄』（3 巻 3 冊） 

『四書断』（蘭洲自筆書入、竹山手稿。全 4 冊、内『論語断』

上欠） 

『四書句辨』（不分巻 1 冊） 

『中庸懐徳堂定本（附中庸錯簡説）』（1 巻 1 冊） 

『中庸錯簡説』（1 巻 1 軸） 
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【朱子学】 

『竹山先生首書近思録』（14 巻 4 冊） 

 

【史著】 

『逸史』（13 巻 13 冊）：懐徳堂蔵版、『近世社会経済学説大系』

第九巻等叢書所収 

 

【論著】 

『非徴』（7 巻 8 冊）：懐徳堂文庫復刻叢書一 

『蒙養編』（2 帖、草稿は「奠陰消息」という）：懐徳堂記念会 

『懐徳堂五種』活字翻刻 

『詩律兆』（11 巻 3 冊）：懐徳堂蔵版 

『社倉私議』（1 巻 1 冊）：拙修斎叢書刊本『社倉私議并附録』 

『草茅危言』（5 巻 5 冊）：懐徳堂記念会刊本、『日本経済大典・

第 23 巻』等叢書所収 

『公田説』（1 巻 1 冊）：『日本経済大典・第 23 巻』等叢書所収 

『経済要語』（1 巻 1 冊）：『日本経済大典・第 23 巻』等叢書所収 

 

【詩文集】 

『竹山先生国字牘』（本編 8 冊・続編 1 冊・附巻 1 冊）：本編の

中の 30 篇は懐徳堂記念会『懐徳堂遺書』に『竹山国字牘』（上

下巻）として収録 

 



14 詩に興り礼に立つ 

『奠陰集』（20 巻 20 冊：詩集 8 巻 8 冊、文集 12 巻 12 冊）：懐

徳堂記念会『懐徳堂遺書』活字翻刻 

『西岡集』（1 巻 1 冊）：1911（明治 44）年刊縮刷影印本 

 

【その他】 

『代萱』（1 冊） 

『詩漁』（1 冊） 

『子華孝状』（1 冊） 

『走馬看灯』（1 冊） 

『災後蕘言』（1 冊） 

『奠陰自言』（1 冊） 

『鶏肋篇疑文』（1 冊） 

『万年先生遺稿』（1 冊） 

『竜野貞婦記録』（1 冊） 

『竹山先生語録』（1 冊） 

『稲垣浅之丞純孝記録』（1 冊） 

 

以上は、大阪大学附属図書館懐徳堂文庫に所蔵されている手

稿本、抄本や刊本（首書）の主要なものを挙げている。そのほ

か、『逸史』関係の資料や、懐徳堂関係の記載、そして竹山と履

軒が補正校訂を施した父甃庵の遺著『喪祭私説』などがある30。

                                                      
30 より詳細な竹山著述目録については、前掲『中井竹山・中井履軒』

巻末附録の著述目録や「新建懐徳堂」の「懐徳堂文庫」（http://kaitokudo. 
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以上の簡単な一覧からも分かるように、竹山の著述の中では、

よく知られている史著、論著そして詩文集はいずれも刊本とし

て現存するか活字翻刻されている。それに対して、竹山の経学

と朱子学に関する重要な著作は手稿本や抄本にのみ確認するこ

とができる。 

また、よく竹山の研究に使用されている懐徳堂遺書『竹山国

字牘』は、上記のように手稿『竹山先生国字牘』本編中の 30

篇のみを収録している。両者の対照は【附表】に示しておく。

【附表】によれば、懐徳堂遺書『竹山国字牘』に収録されてい

る文章は、手稿『竹山先生国字牘』にかえって「闕」としてそ

の内容を欠くことがある、ということがわかる。例えば、懐徳

堂遺書『竹山国字牘』上巻に収録されている「答福島寿庵」や

「与萱野氏」は、手稿『竹山先生国字牘』にそのタイトルを持

つものは確認できない。 

なお、両者に文章の収録順序が一致しないところがある。例

えば、【附表】に網をかけたところの「上中納言菅公公建学私

議」は、懐徳堂遺書『竹山国字牘』では下巻の最後のところに

収録されているが、手稿『竹山先生国字牘』では 6 冊目に収録

され、しかもその内容も「不全」として全文が収録されていな

い。なお、『竹山先生国字牘』所収の文章には、製本の時によ

                                                                                                      
jp/kaitokudo1/Html_jam/bunko/index.html）を参照。なお、大阪大学附属

図書館のほかに、たつの市立龍野歴史文化資料館や大阪府立図書館に

も竹山の著述が所蔵されている。 
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るものだろうと思われるが、一部錯簡のあることが確認できる。 

それ以上に重要なことは、懐徳堂遺書『竹山国字牘』に収録

されていない、手稿『竹山先生国字牘』にのみ現存する竹山の

書簡や文章に、さらに脚光を浴びせて研究していく必要がある、

ということである。 

中井竹山研究の低調については、前述のように、竹山の学校

の経営者としてのイメージが強かったせいもあって、その思想

内容はあまり重視されず、それに関する研究も手薄である。ま

た、竹山の経学関係の著述は皆手稿本や抄本の形で懐徳堂文庫

に眠っており、未だ活字翻刻して公開されていないことも、竹

山が広く研究されないということの一因であるといえる。ゆえ

に、中井竹山研究を促進するために、まずその著述を整理して

一日も早くそれを翻刻公開することがその焦眉の急であろう。 
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【附表】 

『竹山先生国字牘』と『竹山国字牘』対照表 

懐徳堂文庫蔵手稿 

『竹山先生国字牘』 
懐徳堂遺書『竹山国字牘』 

竹山先生国字牘目録一   

総計三十五紙 
  

答尾池左左善 闕   

答福島寿菴 闕 
答福島寿庵（巻上 1 丁、「上 1」

と略す。以下同） 

答宮良佐 闕   

与萱野氏 闕 与萱野氏（上 1） 

与平寿王 闕   

与菱川右門 闕   

答大藤浪江 答大藤浪江（上 2） 

与辛島氏   

答雑喉三 答雑喉三（上 2） 

答僧英信   

答松尾権大夫   

与宮原文進   

答加藤子常 答加藤氏（上 3） 

答丸川千秋   

源語梯辨   

答宮武生問目   

答子厚   

ムクリコクリノ説答千秋 ムクリコクリノ説答千秋（上 5） 

答森島千蔵   

答国枝子謙 答国枝子謙（上 5） 

答貞蔵   

答中川主水   

楓橋詩解   

答嘉善   
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竹山先生国字牘目録二   

総計九十三紙 
  

答貞蔵大学大全問目   

答服部善蔵   

答頼千秋非徴解嘲 非徴解嘲答頼千秋（上 6） 

答丸川千秋問目   

答貞蔵論字学 答貞蔵論字学（上 8） 

扶乗木ノ説   

答松藩谷某 答松藩谷某（上 9） 

答原恥叔逸史問目   

贈平島館主肉色手製之法 肉色手製之法贈平島舘主（上 11） 

答魚石 答魚石（上 13） 

答尾池加仲太   

小田生ニ口授ス   

答脇子善 答脇子善（上 15） 

答加藤子常   

答鹿島文宰 答鹿島文宰書（上 16） 

答小西純達井田説   

竹山先生国字牘目録三   

総計四十八紙 
  

餅菓子干菓子ノ辨答石井文蔵   

答安東多記   

答片山右門論遊記ノ略 答片山右門論遊記ノ略（上 21） 

答小西純達問目   

答服子安   

上執政松平和泉侯論文章   

答頼千秋論平側考序   

竹山先生国字牘目録四   

総計六十一紙 
  

答安東多記問目   

与今村泰行論国事 闕 与今村泰行論国事（上 22） 
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経済要語   

答斎藤高寿 答斎藤高寿（上 26） 

再答斎藤高寿 再答斎藤高寿（上 30） 

伐蛟説ノ辨 闕   

復尾藤志尹 復尾藤志尹（上 33） 

与藤江貞蔵 与藤江貞蔵（上 35） 

答片山右門   

答股野嘉善   

答谷生論主一無適 答谷生論主一無適（上 38） 

竹山先生国字牘目録五   

総計五十一紙 
  

答鹿文宰   

応宮川侯之需懐徳堂諸聯附説 闕 
応宮川賢候尊命大書呈上懐徳堂

諸聯附説（下 1） 

答赤水長窪玄珠平側考ノ辨   

答菱川右門   

再答菱川右門   

竹山先生国字牘目録六   

総計四十七紙 
  

答猪飼修蔵 闕 答猪飼修蔵書（下 3） 

上中納言菅公建学私議 不全 上中納言菅公公建学私議（下 36） 

答脇子善大学章句問目 答脇子善大学章句問目（下 8） 

紫雲并副墨辨答千秋 紫雲并副墨弁答千秋（下 11） 

竹山先生国字牘目録七   

総計七十八紙 
  

答大室渋井氏第一書 答大室第一書（下 19） 

同 第二書   

同 第三書并追啓 追啓（下 23） 

答石原氏 闕   

答宮武生   

答貞蔵論文   

石碑神主ノ辨答人問 闕    
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雑記 闕   

太孺人ノ辨   

竹山先生国字牘目録八   

総計二十七紙 
  

答藤江貞蔵大君称謂ノ辨 答藤江貞蔵書（下 23） 

答藤江貞蔵文章大意 答藤江生（下 30） 

竹山先生国字牘続編  

総計六十一紙 
  

答宮良佐   

答頼千秋   

答丸川一郎   

答岩村生海棠辨   

答松藩谷某   

答尾藤志尹并別副密啓   

答宮武正蔵   

与吉田大津留二君   

附録 社倉ノ事   

竹山先生国字牘附巻   

斎藤高寿与竹山先生書三篇   

答斎藤高寿并再覆   

逸史問答   

菱川宇門与竹山先生第三書   

  折たく柴の記中（下 42） 
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四、詩に興り礼に立つ――中井竹山の『詩経』学と礼学 

 本書のタイトルにもなっているこの言葉は、いうまでもなく

『論語』「泰伯」の次の一章に由来する。 

 

子曰、興於詩、立於礼、成於楽（子曰く、詩に興り、礼に立

ち、楽に成る。） 

 

 吉川幸次郎は孔子の上記の言葉を次のように解説する。つま

り、「この条は、人間の教養の順序をいう。道徳的興奮の出発

点となるのは、詩経である。何となればそれは、ただしい感情

の高揚であるから。つぎに教養の骨骼を定立するのは、礼を学

ぶことである。なんとなればそれは、人間の秩序の法則である

から。最後に、教養の完成は、音楽を学ぶことにある。なんと

なればそれは、感情を法則によって整理し、人間性の包括的な

表現であるから」とされる31。なるほど、人間は教養を身につ

ける順序として、まず詩を読むことによって正しい感情を高揚

させ、次に礼を学ぶことによって教養のバックボーンを定立し

て、そして音楽を学習することによって教養の完成を求める、

そのように孔子は教えるのである32。 

                                                      
31 吉川幸次郎『新訂中国古典選第 2 巻・論語上』（東京：朝日新聞社、

1965 年）、246-247 頁。 
32 また、張亨は孔子のこの言葉に対して、「それは一種の道徳生命の

発展歴程であり、そして詩はまさにその歴程の起点に位置する」と述

べている。張亨「《論語》論詩」、『文学評論』第 6 集、1980 年 5 月。

後、同『思文之際論集――儒道思想的現代詮釈』（台北：允晨文化、



22 詩に興り礼に立つ 

 本書の主題は「興於詩、立於礼」に絞るが、実はその言葉は

竹山の思想形成を考える上でも重要な意味を果たしているの

である。 

 竹山は 29 才の時（1758〔宝暦戊寅 8〕年自序）、近体詩の声

律や作法を論じる『詩律兆』という著作を書いた。それによっ

て詩論家としての位置を確立した。同じ年に父甃庵を亡くした

竹山は、先考の遺志を継ぐために、甃庵の遺著『喪祭私説』を

履軒と補正校訂し、2 年後の 1760 年にそれを脱稿した。かくし

て、竹山は而立の年に詩と礼という２つの領域においてそれぞ

れ大きな仕事を完成させ、着実に学問の基盤を築いたのである。 

 竹山は「山崎の諸儒は、程子の説を誤り会して、文章を学者

の大禁とすること甚だ僻事なり」というように、崎門派の文章

軽視を否定し、「実行」を主として「文業」を修めることを学

者の当然であると主張する33。一方、もし「実行を廃し虚文に

のみ馳せる人あらば、それは学者の罪なればずいぶん強く戒め

たるがよし」34とするように、実行を志向しない文章一辺倒の

ことにも警戒を示している。また、第一章で見るように、詩文

をあくまで「余事」とする竹山は、文章の重要性を認めながら

も、学問の本領はやはり「経術」にあると考えている。竹山が

『詩断』や『礼断』という一連の経書注釈を著したのも、その

                                                                                                      
1997 年）、91 頁。 
33 中井竹山「答松藩谷某」、西村時彦編『竹山国字牘』（大阪：松村文

海堂、1911 年）上、10 丁裏-11 丁表。 
34 前掲中井竹山「答松藩谷某」、西村時彦編『竹山国字牘』上、11 丁裏。 
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ことと関わりがあると見やすい。 

 しかし、その経書注釈の仕事は自己目的として完結するので

はなく、「実行」を志向するための学問の基礎としてあるもの

である。つまり、『詩断』における注釈作業は具体的な詩文実

作にもつながるし、『礼断』におけるそれも現実の儀礼実践に

関わって補完関係にあると考えられる。そして、懐徳堂の学主

としての竹山の立場を考えれば、それはさらに書院の経学教育

の実践と不可分の関係にあるのである。 

 本書は竹山の経学著述なかでも『詩断』『礼断』といった稿

本を取り上げて、その『詩経』学と礼学の思想に迫る。また、

竹山の思想的位相を見るために、履軒の所説と比較してその異

同を考える。さらに、崎門派や徂徠学への批判をベースに諸学

を相対化しながら自己の学を創り出していった竹山の思想を、

懐徳堂とその周辺の知的ネットワークに置いて捉える。 

 なお、本書の目的は竹山の経学著述を利用してその思想を明

らかにして、それを思想史的に位置づけてみることにある。筆

者の知識や力量の制約もあって、それを日本経学史や中国経学

史という文脈に置いて捉えることを意図するものではない。特

記して断っておく。 
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