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１　長沼流兵法の末流と原典主義

1.1　松本藩版「兵要録」の出版意義
ここで紹介する長野県木曽郡王滝村御嶽神

社所蔵の松本藩版「兵要録」完本二種（天保
15年刊、木活字本、22巻５冊）（図１、図
２、図３）については、すでに白井（2015）
でも取り上げ、松本藩版および書肆版「兵要
録」（安政２年刊、整版、22巻７冊）との文
献学的な比較を行い、もっぱら藩校教育を目

的に少部数が作られた活字本から松本藩の整
版を経て、さらに書肆版として販売され流通
したことを紹介した。

活字本で不安定な本文の改訂を行った後に
安定した本文を整版で公開するという、活字
本と整版の性格の違いを巧みに利用した出版
活動が行われたことは注目すべき特徴だと考
えているが、こうした度重なる本文改訂が必
要になった背景に「兵要録」本文の不安定さ
があることは疑いない。

【要旨】
旧松本藩の藩版 1）に兵法書「兵要録」がある。「兵要録」はまず活字本が出て藩校教育

に用いられた後、度重なる本文校訂を経た決定版が整版 2）として大量に印刷され、書肆
が流通を担当することで広く普及した。この「兵要録」活字本二種を、信州大学人文学部
の日本文学・日本史学・日本語学分野が共同で行っている長野県木曽郡王滝村御嶽神社の
文献史料調査の際に発見したが、そこには木曽山村氏の家臣であった大脇自笑による緻密
な本文校訂が豊富な書き込みとして残されており、その内容を読み解くことで、木曽福島
と中津川を中心に活動した兵法家を中心とした専門学術ネットワークの存在が浮かび上
がってきた。

大脇自笑は、江戸時代の兵学として著名な長沼流の兵法家である。長沼流兵法は松本藩
出身の長沼澹齋が創始した合理性を重んずる兵法で、江戸時代には主要な二つの流派を中
心に伝授されていたが、著者による写本や版本は残らず、流派を反映した異なる本文が乱
立する状態にあった。大脇自笑はそうした伝授関係からみれば末流に過ぎないが、数多く
の長沼流兵法家の名前と異文を引用しており、豊富な情報を収集し得たことが見て取れ
る。御嶽神社蔵「兵要録」は、僅かに残存するに過ぎない活字本の完本二種であるという
ことに留まらず、木曽の人、大脇自笑による原典主義を基盤とする考証学的な本文校訂の
姿を伝える貴重な文献である。
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―末流の長沼流兵法家による「兵要録」本文校訂―
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図１　御嶽004　第二冊（巻５-８）表紙 図２　御嶽003　第二冊（巻５-８）表紙

図３　御嶽004　巻五１オ
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松本藩の藩校崇教館助教で出版活動を担っ
た多湖安利が松本藩版（整版）に残した跋文
に（読み下しを付した）、

然而謄寫已廣、脱誤匪尠、我老侯憂之命家翁
安元等校正、因活刷以頒布、今侯継厥志、欲
鏤版以公於天下、臣安利等奉命、再校讎、正
句讀、施訓點

（謄写［写本］已に広まれども、誤脱尠（す
く）なからず、我が老侯これを憂い家翁安元
等に命じて校正せしめ、活刷［活字本］に因
りて以て頒布す、今侯その志を継ぎ、鏤版
［整版］を以て天下に公にせんと欲す、臣安
利等命を奉り、再び校讎［校正］し、句讀を
正し、訓點を施す）

とあり、誤りの多い写本によって継承される
長沼流兵法の現状への否定的な評価と、校訂
を施した正しい本文を訓読付きで読みやすく
して公開することの意義が強調されている。

見返しには「澹齋長沼先生手書本」ともあ
り、「兵要録」の著者で長沼流兵法の創始者
長沼澹齋［1635-1690］の自筆本に由来する
ことを主張している3）。それが本当に長沼澹
齋の原本に近いものなのかは確認できない
が、松本藩版の立場が正確な本文を追究する
原典主義によるものであることは間違いな
い。

松本藩版（活字本）「兵要録」は「日本古
典籍総合目録データベース」によれば完本と
して４機関が所蔵4）するだけの稀少本だが、
松本藩版（整版）は数多くあり、流通数が大
きく異なっていたと想定できる。御嶽神社所
蔵「兵要録」は数少ない松本藩版（活字本）
の完本二種であり、第三冊（巻９～13）は別
版であるなど注目すべき点もある貴重な文献
だが、それが何故、兵法とは無縁と思われる
御嶽神社に所蔵されていたのか、その問題を

解く鍵が御嶽神社所蔵「兵要録」に残された
詳細な本文校訂にある。

1.2　大脇自笑とその系譜
御嶽神社所蔵「兵要録」に書き込まれた本

文校訂5）は、「自笑齋織田騏」こと大脇自笑
［1808-1876］によって行われた。
『木曽福島町史　第一巻（歴史編）』によれ

ば（表記を適宜改めた）、

大脇自笑、諱は肅後重騏と更めた。字は希
魯、栗齋と号し晩年は自笑と称した。大脇家
遠祖は苗木遠山氏に仕えていたが、遠山氏の
女山村家に婚嫁するに当つて、附人として従
つて山村氏に臣事したといわれている。（中
略）自笑は重時の嫡男信就の子として文化五
年七月生れた。父信就学事に参知たるを以つ
て、夙くより秦滄浪の門に学び、更に亦松崎
慊堂に師事した。傍ら武技を講じ射御銃砲皆
其の技に秀いでた。晩年は長沼流の兵法を慵
齋に学んで大に悟るところがあつたという。
天保二年給人格となり天保六年中津川代官を
命ぜられた。天保九年父信就冤を蒙りて改易
せられた。よつて自笑は氏を織田と変じ、濃
尾甲相豆武の間に奔走して怨家を探り、遂に
其の冤を雪いで帰つた。再び召抱えられて軍
事奉行となり、傍ら私塾を開いて句読を授け
た。（中略）慶應二年再び大脇氏に復し同三
年致仕した。その後苗木に寓し、次いで中津
川に塾を設けて教授し名声があつた。（中
略）明治六年小学校が各地に設立せらるる
や、迎えられて福島学校の長となつた。

の如く、大脇自笑は尾張藩の支配下にあって
幕府直属の立場も兼ねた木曽山村氏の家臣で
長沼流兵法を教授する立場にあった。長沼流
兵法家としては三春藩士で桜田問題の変に関
与したとされる小野寺慵齋［？－1861］門下
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であることが知られるが、長沼流兵法は江戸
時代に流行した兵法の一つで、大脇自笑が活
動した時期にはいくつかの流派に分かれてい
た。以下、有馬・石岡（1967）および石岡
（1972）を参考に、長沼流兵法と「兵要録」
について簡単に紹介する。

・長沼流兵法は、松本出身の長沼澹齋によっ
て創始された兵法で、中国兵法を取り入れた
「兵要録」を根本的な著作として多くの注釈
書をもつ学派を形成した。長沼澹齋は父に
従って松江、明石に移り、美濃加納藩で成人
した後、一時浪人を経験しながら江戸、後に
明石で活動をしたが、その過程で井上実下、
田山重好、土岐光晴（以上、明石藩）、仁田
正武（秋田藩）、宮川忍斎（福岡黒田藩）、佐
枝尹重（津藤堂藩）といった門人を育成し
た。
・その後、長沼流兵法は宮川忍斎と佐枝尹重
が二大学統となり、西（福岡）の宮川系、東
（尾張、会津、仙台）の佐枝系として大きく
発達した。小野寺慵齋は村井嘉遯（天山）が
創始した三師合伝系に連なる兵法家で、この
系統は、長沼澹齋ほか、土岐、宮川、佐枝と
いった初期の主要な長沼流兵法家の教えを総
合したという特異な系統であったが、教説を
めぐって佐枝系とは疎遠になった。
・「兵要録」は寛文年間に成立したが、整版
として福山本（嘉永７年）、三春本（嘉永７
年、安政２年）、松本本（安政２年）がある
ものの、著者直筆あるいはそれに近い写本は
現存しない。長沼澹齋は著述にあたって甲州
流、越後流など既存の兵法を参考としつつも
中国の新しい兵法を積極的に取り入れ、整然
とした明晰な兵法を確立した。全22巻。

本稿で紹介する大脇自笑の本文校訂には、
宮川、佐枝、土岐、鵤木といった長沼澹齋の

高弟のほか、尾張藩の佐枝系として近松（茂
矩）と中山（和清）、会津藩の佐枝系として
黒河内松齋（高定）、駿州小島藩の佐枝系と
して清水赤城（正徳）らの名前がみえてお
り、長沼流兵法家たちとの交流が垣間見えて
いる。

大脇自笑との関係からみれば、第一に鵤木
豊孝を挙げるべきだろう。鵤木豊孝は晩年を
松本藩で過ごしており、その松本藩の活字本
を入手できた大脇自笑にとって優先すべき本
文だったのだろうか。石岡（1972：214）に
よれば、

鵤木豊孝は澹斎の妹の子、父は内田氏で松平
（戸田）丹波守の臣、豊孝は同藩鵤木氏の養
子となった人で、貞享五年（元禄元年、
一六八八）頃澹斎に従学したが、のち浪人し
て長沼三左衛門守敬と称し、長沼流の家学を
継いだ。豊孝は始め山城淀、信州松本などに
住し、元禄末には江戸へ転じ、のちに志摩鳥
羽へ移り、晩年には松本に帰り、元文三年
（一七三八）同地に没した。信州松本伝流の
長沼流は、澹斎ばかりでなく、澹斎の血縁二
代に亘る深い縁故があったのである。

とされ、長沼流兵法の主流ではないが直系と
いうべき位置にあった兵法家である。大脇自
笑の本文校訂には、師であった小野寺慵齋の
属する三師合伝系の創始者村井の名前もみえ
ている。大脇自笑は当時有力だった宮川、佐
枝という二大学統とは離れた位置にある本文
を重視した本文校訂を行っている。

松本藩の「兵要録」は先にみたように、直
筆本（の謄写本）によることがうたわれ、世
に広まる「兵要録」本文の乱れを正すことを
出版の意義として挙げているが、大脇自笑が
本文校訂を施す態度にも「先師」長沼澹齋の
教えを奉ずる立場が強く窺える。例えば注記
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には（引用にあたって適宜下線を加える。以
下同じ）、

先師ノ不文ナル処ハ百年前云筆今添削シテハ
先師ノ真意ヲ失フコトニナリ考證ノ体裁ヲ得
ズ可慎ノ至ナリ（御嶽004巻八末尾の書き込
み）

依テ考ルニ、左右中軍ト為スニテハ無キ
カ、中ノ字有ルモ可ナランカ、臆断ハ不宜、
疑ヲ存スルヨリ外ナシ（巻六５ウ）

として、本文を書き換えることを「慎むべき
の至り」「臆断は宜しからず」と避けている
が、それは大脇自笑が言うように考証を優先
させる態度だった。

今のところ、松本藩と大脇自笑の直接の関
係を裏付ける資料は見ていないが、両者には
共通する特徴が認められる。「兵要録」は松
本藩（活字本と整版）、福山藩（整版）、三春
藩（整版）でそれぞれ出版されているが、著
者長沼澹齋のかかわった出版活動がなく、二
大学統の主要な継承者も写本として多くの注
釈書を残してはいるものの出版はしていな
い。長沼流兵法を藩学として採用した大藩で
ある尾張藩、会津藩、福岡黒田藩などにも出
版をみなかった。それが兵法の伝授のあり方
だったということもあるだろう6）。長沼流兵
法にとっては必ずしも主流とはいえない地方
藩から印刷本が相次いで出版され、同じく地
方藩の兵法家が緻密な本文校訂を行ったのは
奇妙なようでもあるが、末流にあっての原典
主義はその活動を正当化する最大の根拠で
あった。

２　本文校訂の方針

2.1　本文校訂の時期
御嶽本「兵要録」には文様表紙の装丁をも

つ一本（以下、御嶽004）と、それがない簡

素な装丁の一本（以下、御嶽003）の二種が
あり、本文校訂は御嶽004に多く、御嶽003に
は少ない。その注記の時期については以下に
ように記録されている。

まず、御嶽004には巻頭、巻末、各冊末に
詳しい注記があり、

巻四末（朱）　嘉永丑春用志水本校了　以客
軒　騏
巻五頭（墨）　安政丁（「嘉永乙」ミセケチ）
巳四月用福山本（右傍「野翁」抹消）比校　
自笑騏
巻六頭（墨）　安政丁（「乙」ミセケチ）巳孟
夏初三用野翁慵齊依鵤本改定福山本比校了　
騏
巻六末（墨）　安政乙巳比校　騏
巻七頭（墨）　安政丁（「乙」ミセケチ）巳首
夏用慵齊子就鵤本改定福山本校了　騏
巻八頭（墨）　安政丁（「乙」ミセケチ）巳用
慵齋翁就鵤本改訂福山本比校　騏
巻八末（朱）　癸丑二月九日校　騏
巻八末（墨）　丁（「乙」ミセケチ）巳四月三
日又校　騏
巻九頭（朱）　就清（「志」ミセケチ）水本
校　騏
巻十頭（朱）　嘉永癸丑之春、用依田述所受
於赤城清（「志」ミセケチ）水翁正本校訂、
織騏
巻十一頭（朱）　癸丑仲春初六校　騏
巻十二末（朱）　癸丑二月八日校了　騏
巻十三末（朱）　丑春校
巻十三末（墨）　丁巳夏用福山本比校
巻十八末（朱）　嘉永六年歳次癸丑二月既望
用弘化丙午小春／依田重述所受於赤城清
（「志」ミセケチ）水翁之手写本比校了／木
曽織騏
巻十八末（墨）　安政丁巳仲夏十一月用福山
本比校施傍点　騏
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巻二十二末（墨）　丁巳仲夏端午比校用福山
本
巻二十二末（朱）　嘉永癸丑二月廿日校了　
以笑軒騏

とある。御嶽003の各分冊末の注記は簡素で
あり、各冊末に墨で「自笑齋」と記入するの
みで、記入の時期は明らかでない。

御嶽004の注記によれば二度にわたって本
文校訂が行われたらしく、第一次本文校訂は
嘉永癸丑（嘉永６年）に、第二次本文校訂は
安政丁巳（安政４年）に全巻にわたって行わ
れている7）。御嶽003の本文校訂の時期は記
録されていないが、後述のように内容から判
断して御嶽004の本文校訂を整理したものと
みられるので、おそらくは安政４年か、それ

より後であろう。
対校の対象となった松本藩の活字本が天保

15年、整版が安政２年に刊行されているの
で、大脇自笑による第二次本文校訂は松本整
版が出てから更に２年後であるが、整版を参
照した痕跡は一切ない。

2.2　本文校訂の方針転換
御嶽003は殆ど墨だけで本文校訂を行って

いるが、御嶽004には朱と墨で本文校訂が重
ねて行われており非常に多くの書き込みがあ
る。御嶽003の本文校訂の箇所はおおむね御
嶽004で何らかの書き込みがある箇所に限ら
れている。

一部に例外はあるようだが、御嶽004の第
一次本文校訂では本文に朱点を記入して頭注

図４　本文校訂の姿　御嶽004巻八５ウから６オ
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に墨書し、安政４年の第二次本文校訂では本
文に墨圏点や墨点で記入し頭注に墨書してお
り、この際に第一次本文校訂の注記に加筆す
ることもある（図４）。

一見複雑なように見えるが、第一次本文校
訂は本文に朱（画像では灰色）で記入したも
の、本文の左に朱点を振って頭注に「准、誤
準」「鎗、作槍、下同」などとしたものであ
る。第二次本文校訂は本文の左に墨圏点を
振って頭注に「登、作赴、鵤本」としたも
の、墨傍点を振って頭注に「福山本、隔上ノ
画一ナシ」などとしたものである。巻八６オ
の頭注「或上無一、清本」は第一次本文校訂
だが「清本」部分は第二次本文校訂で加筆さ
れた部分であって、筆跡からみても「福山本
モ、或上画一無ク、前行ト齋書ス」と記入す
るのと同じ時点で、典拠を明らかにするため
に特に加筆されたと考えられる。

では何故、大脇自笑は二度にわたって大規
模な本文校訂を行ったのだろうか。その理由
を巻八末尾に大脇自笑が自ら詳述している。
墨書されており、安政４年の第二次注記の際
の注記書きだ思われる。

野子慵齋先生三十年前鵤木子ノ校本ニ就キ謄
写スル（「兵」補記）要録郷山ニ置レシヲ昨
年會津留滞中取寄（二字抹消）福山本ト校閲
セラレシニ福本大ニ謬レリ汝其レ閲セヨト示
サレタルニ依リ芝邸ニ還樓上一覧ス福本松藩
活本ト大同小異ナレドモ福本誤脱少ナシ用ル
ニ足レリ鵤本ハ鵤子先師在世ノ日問究シテ校
定スルモノ惜哉其書今亡セリ野翁先年謄写本
モ倉卒間ノ書写ニテ処々讀カタキモノアリシ
ヨシ然レドモ福本ノ誤ヲ正スニ足ル余依テ考
ルニ清水翁モ中山子ノ類ニテ私意ヲ以猥ニ改
竄スルト思ワル先師ノ不文ナル処ハ百年前云
筆今添削シテハ先師ノ真意ヲ失フコトニナリ
考證ノ体裁ヲ得ズ可慎ノ至ナリ余先キニ清水

翁ハ正キ本ヲ以テ校定セラレタルカト依田氏
ニ借リ比校セシガ今翁ノ臆断ナルヲ悟リヌ校
了テ記ス安政丁（「巳」抹消訂正）巳首夏初
三自笑齋織田騏
福山本ハ會津傳統本ニテ黒河内松齋福山候エ
傳エ福山文庫上木ナルヨシ（巻八末尾）

ここでいう「野子慵齋先生」は先述した兵
法家の小野寺慵齋である。慵齋は大脇自笑の
師匠として「兵要録」の本文校訂を行うよう
に指示したが、その際に「鵤木子ノ校本ニ就
キ謄写スル兵要録」（鵤木本）8）との相違が大
きいことを理由に「福本」（福山本）には誤
りが多いと指摘している。福山本は嘉永７年
に刊行されているので、それを受けての行動
である。大脇自笑は山村氏の江戸屋敷があっ
た金杉（現、東京都港区芝）に戻り、「松藩
活本」こと松本藩版（活字本）と比較したが
「大同小異ナレドモ福本誤脱少ナシ用ルニ足
レリ」と、福山本が信頼できる本文であると
判断した。先述した鵤木豊孝にゆかりのある
鵤木本との相違については、鵤木本が謄写本
であるため「倉卒間ノ書写ニテ処々讀カタキ
モノアリシヨシ」という理解のうえで、福山
本の誤りを訂正するために用いるとしてい
る9）。
「清水翁」は別の箇所に「赤城清水」とも

あるように長沼流佐枝系兵法家の清水赤城
（駿州小島藩）にゆかりのある「兵要録」写
本だろう。「中山子」は長沼澹齋の伝記「先
師澹齋長沼君行状集成定本」（嘉永６年刊）
を残した中山和清、もしくはその子勝全だろ
う10）。中山氏は尾張藩の長沼流兵法の師範と
して知られるが大脇自笑は否定的な評価をし
ている。

こうした事実を受けて大脇自笑は、清水本
を全面的に信頼して行った第一次本文校訂が
「清水翁モ中山子ノ類ニテ私意ヲ以テ猥ニ改
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竄スルト思ワル」との判断に傾く。これは本
文校訂の大きな方針転換を意味する。「余先
キニ清水翁ハ正キ本ヲ以テ校訂セラレタルカ
ト依田氏ニ借リ比校セシガ今翁ノ臆断ナルヲ
悟リヌ」ということであり、改めて緻密な本
文校訂を行ったうえで、師匠である小野寺慵
齋の指示とは異なる方針で第二次本文校訂を
行ったのだろう。ただし、第二次本文校訂の
態度は正誤を判定するよりは異なる本文の存
在を示す「先師ノ不文ナル処ハ百年前之筆今
添削シテハ先師ノ真意ヲ失フコトニナリ考證
ノ体裁ヲ得ズ可慎ノ至ナリ」という立場に変
化している。

末尾に名前のある「黒河内松齋」は会津藩
士で長沼流兵学者、江戸藩邸で備後福山藩に

長沼流兵法を授けたとされる黒河内高定
［1794-1858］であり、ここで大脇自笑が記
録した内容とも一致する。

３　本文校訂の具体的内容

3.1　第一次本文校訂
本文校訂が豊富な御嶽004にみられる第一

次の本文校訂は清水本を中心とする校訂作業
で、本文左に朱点、頭注に訂正内容を墨書す
るのが基本的形式である。記入にあたって多
い形式は「准、誤準」「鎗、作槍、下同」な
どであり、「准」「鎗」が清水本、「準」「槍」
が活字本の本文に対応しており、対校本文が
清水本であることを一々注記しないが、本文
の「炮」左傍に朱点を振って頭注に「砲誤

図５　御嶽004の本文校訂の注記　巻六１ウ
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炮、清本、下不云何本者、皆清本也」とある
（巻六１ウ）ことからも明らか11）である（図
５）。

清水本を正しい本文として松本藩版（活字
本）が異なる箇所を誤りとみる態度であった
ことは、大脇自笑が第二次注記にあたって残
した注意書きにも一致する。字下げなど文字
の位置にかかわる訂正では本文に直接朱書し
た例もあるが、これにも出典注記がなく、お
そらく清水本を参照したものだろう。

大脇自笑が清水本とならんで信頼できない
とした中山本による本文対校は数が少ない
が、本文の「雖」左傍と「以」上部に朱点を
振ったうえで頭注に「騏案、雖恐錯、当在以
字上、中山本似是」としたもの（巻二10オ）、
「砍」左傍に朱点を振ったうえで頭注に
「砍、中山本作斫」としたもの（巻八10ウ）
などがある。

複雑な例として、「𦩘」に朱点を振って頭

注に「𦩘、清水本作椗、中山本作碇、下同、
福本作椗」と注記したもの（巻十九13ウ）が
ある。松本藩版（活字本）の「𦩘」は舟の舵
をあらわす「たぎし」で、清水本の椗は碇
（いかり）の異体字だが、大脇自笑はここで
は「椗」に疑いを抱いたため「清水本作」と
いう出典注記を付して異文を示すに留めたの
かもしれない。「福本作椗」は第二次本文校
訂で追記したものである。

また、行頭に朱書で「一」を書き込んで頭
注に「騏云、行頭、恐クハ画一ヲ脱スルカ、
清水本モ亦無シ、非ニ似タリ、今中山本ニ依
テ、一ヲ画ス」「福山本モ画一ナシ、然レハ
画一アルモノ、中山本ノ搀入ナリ、敢テ脱ス
ルニ非ス、騏云」とした例（巻十九７オ）で
は、清水本よりも自身の判断と中山本の本文
を優先させて「一」を補ったものの、第二次
本文校訂で福山本に「一」が無いことを確認
し、朱書した「一」の上に墨点を書き込んで

図６　中山本による本文校訂　巻十九７オ
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削除している（図６）。
第一次本文校訂は、多少の例外はあるもの

の、大部分が清水本の内容に依拠して中山本
を参考としつつ松本藩版（活字本）の誤りを
正すものであった。

3.2　御嶽004の第二次本文校訂
御嶽004にみられる第二次本文校訂は典拠

を明らかにしており、清水本に専ら依拠した
第一次本文校訂とは異なる特徴を持つ。その
典拠も福山本と鵤木本を中心として、三師
本、村井本、象水本、十時本、美濃本、など
多彩で、野翁云、老師云、赤城翁、瀧氏、な
ど口伝によると思われる本文校訂もある。

第二次本文校訂では、本文に墨圏点や墨点
を振り、頭注に訂正内容を墨書することが多
い。図７では本文内の朱点と「十下有共字」
が第一次本文校訂で清水本を参照したもの
で、その他が第二次本文校訂である。

その他にも多様な本文を参照しているが、
どれも出典を明らかにしている（図８、図
９）。

第二次本文校訂は本文の誤りを正すのでは
なく、対校本文を提示して考証学的な判断材
料にすることを目的としたようにみえる。こ
のことは、御嶽003にみえる本文校訂によっ
ても裏付けられる。

3.3　御嶽003の本文校訂
御嶽003には本文校訂の書き込みが少なく

朱で統一されているが、御嶽004に記入した
本文校訂を厳選し、最小限の最終的な校正を
示す校正原稿としての性格をもつ。

字ニ点ヲシ頭ニ別書スル者ハ活字板ノ誤ヲ正
スナリ
行間ニ搀入レ且ツ字傍ニ改書スルモノハ鵤本
ニ校スルナリ其他何本アルモノハ此例ニヨラ 図７　福山本と三師本と清水本による本文校訂　巻六９オ



地域ブランド研究第11号　2016. 3

51

図８　十時本と美濃本による本文校訂　巻七１ウ

図９　「野翁云」「瀧氏」による本文校訂　巻六３ウ

図10　御嶽003の注記　巻六１ウ
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ス

巻一冒頭の説明にあるとおり、御嶽004に
ある鵤木本の注は御嶽003では基本的に本文
の傍らに朱書され一々典拠を示していない。
御嶽004の福山本、三師本などは御嶽003で頭
注となり典拠が示されている。

顕著な特徴として、第一次本文校訂で重視
した清水本による本文校訂は大幅に数を減ら
している。採用するものもあるが、これは第
二次本文校訂で重視した鵤木本と一致したた
めとも思われ、清水本のみに基づいて本文校
訂を行ったと断言できる箇所はない。中山本
についても採用していないが、これは第二次
本文校訂にあたって「清水翁モ中山子ノ類ニ
テ私意ヲ以テ猥ニ改竄スルト思ワル」と判断
した結果だろう。以下、図５（御嶽004）と
同一箇所でそのことを示す（図10）。

御嶽004（図５）の注記は御嶽003（図10）
において、「砲誤炮」は頭注に、「銃頭間、有
手字、鵤本」は本文に朱書挿入するという形
式で対応している。鵤木本による本文校訂の
対応については、御嶽004（図11）と御嶽003
（図12）も典型的である。

図13は御嶽003における三師本と福山本に
よる本文校訂の対応である。御嶽004（図
７）でみた三師本の出典注記をもつ部分は本
文内に朱で書き込み、福山本の出典注記をも
つ部分は維持し、出典注記をもたない清水本
による部分は消滅している。参考までに、福
山藩版の該当箇所も示しておく（図14）。

図15と図16は御嶽003にみられる紀州土岐
伝本、象水本、村井本による本文校訂であ
る。

御嶽004では異なる本文があればそれが妥
当かどうかはともかく記録するが、御嶽003
はそれに判断を加えた結果を記録しており、
本文の訂正をしない場合には注を付けない。

御嶽003は版下校正のような性格であり、本
文校訂の結果を一つの本文として示すという
性格が強い。それに対して御嶽004は考証学
的な性格であり、採用するか否かはともかく
情報を多く盛り込んでいる。

その結果、御嶽神社蔵「兵要録」完本二種
は、一人の人物による校訂本としては大きく
性格の異なるものとなった。

図11・図12　鵤木本の対校本文書き込みの対応
巻六４ウ
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図７（再掲）・図13・図14　三師本と福山本と清水本の対校本文書き込みの対応　巻六９オ
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４　長沼流兵法家の専門学術ネットワー
ク

御嶽神社蔵「兵要録」完本二種は、そもそ
もの部数が少なかったであろう松本藩版（活
字本）の希少さからみても異例であることは
言うまでも無い。それに加えて、大脇自笑に
よる豊富な本文校訂と、その周辺にみえる多
くの関係者との交流は、江戸時代末期の兵法
家の交流の実態を示しており興味深い。

ここで、大脇自笑の本文校訂にみえる人物
名、典拠資料名を改めてまとめてみる。

福山本（福本）
現存する備後福山藩の整版「兵要録」（嘉

永７年）のこと。第二次本文校訂にあたって
積極的に参照する。

鵤木本（鵤本）
長沼澹齋の妹の子であり晩年を松本藩で過

ごした鵤木豊孝にゆかりのある本文かと思わ
れる。長沼澹齋直系ということもあってか第
二次本文校訂で積極的に参照する。御嶽003

では更に進んで中心的な本文としての位置を
占める。大脇自笑の注記にも度々紹介される
が、

鵤本ナル者ハ鵤木子先師ニツキ校定セラレシ
手書本アリ先年其本ト比校セシヲ――ト云ト
老師云（巻六冒頭）
野翁云、三十年前、鵤子校本ニ依テ写シ、今
度郷里ヨリ、反故ノ如キ寫本ヲ取寄見ルニ
（巻六５ウ）
野翁先年謄写本（巻六末尾）
野子慵齋先生三十年前鵤木子ノ校本ニ就キ謄
写スル兵要録郷山ニ置レシヲ（巻八末尾）
鵤本ハ鵤子先師在世ノ日問究シテ校定スルモ
ノ惜哉其書今亡セリ（巻八末尾）

のように、直筆本ではなく小野寺慵齋が書き
写した写本だと思われる。また、

鵤木聞書本有口占ノ三字アリ（御嶽003巻
十六１ウ）
右本文註共合十七字古本及ヒ鵤子所持聞書本
ヲ以テ補之（御嶽003巻十六２オ）

図15　御嶽003の紀州土岐伝本による本文校訂
巻十二５オ

図16　御嶽003の象水本・村井本による本文校訂
巻八10オ
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によれば、鵤木豊孝は何らかの聞書本を所持
しており、直接か間接かは分からないが大脇
自笑も閲覧できたと思しい。これと大脇自笑
のいう鵤木本は別本だろう。

三師本
大脇自笑の師である小野寺慵齋がつらなる

三師合伝系の本文と思われるが、詳細は不
明。数は少ないもの第一次・第二次本文校訂
で参照している。

松藩活本（松本）
松本藩版「兵要録」（天保15年刊）のこと

で、大脇自笑が本文校訂の対象とした本文で
ある。第二次本文校訂にあたっての注意書き
によれば「福本松藩活本ト大同小異ナレドモ
福本誤脱少ナシ用ルニ足レリ」ということ
で、基本的には信頼しつつも適宜訂正を加え
るべき本文として扱っている。

騏案随時宜云々ノ字松本ニ在ル廿三巻本ニア
リ廿二巻ニナリテ先師晩年削リ去ルナラン
老師ニ君修質スルニ晩年本ニハ無シト戊年七
月初五聞ク（御嶽004巻十八16オ２）

松本藩の「廿三巻本」を参照した記述だ
が、これに当たる本は見ていない。長沼澹齋
の 初 稿 が 二 十 三 巻 本 だ っ た こ と は 石 岡
（1972：227）に経緯が示されるとおりで、
他書にみる引用注記により明らかになってい
るが、松本藩にその形態の写本が存在したこ
とを窺わせる記述である。

清水本（赤城翁）
佐枝系長沼流兵法家であった駿州小島藩の

清水赤城（正徳）にゆかりのある本文だと思
われる。有馬・石岡（1967）によれば、清水
赤城は尾張藩の佐枝系近松家の影響を受けて

いる。大脇自笑が第一次本文校訂で依拠した
本文で、これに基づいて松本藩版（活字本）
を訂正するという態度だったため、注記の際
に一々清水本と断ることはしていない。第二
次本文校訂では大脇自笑が信頼できない本文
として扱ったために適宜参照する本文の一つ
に後退し、対校にあたっては他と同じ形式で
出典注記を残す。

村林（2001）によれば、清水赤城はとくに
砲術を得意とし、平山行蔵、近藤重蔵、蒲生
君平、曲亭馬琴らと交友関係を持ち、水戸藩
にも強いつながりを持った。門人に渡辺崋
山、吉田松陰、後に福山藩の兵学師範となる
江木鰐水がいるという。

長沼流兵法家として大きな影響力を持って
いたとみて間違いないだろう。

中山本
尾張藩の佐枝系長沼流兵法家、中山和清・

勝全にゆかりのある本文だと思われる。実際
の本文校訂に現れることは少ないが、第二次
本文校訂では「清水翁モ中山子ノ類ニテ私意
ヲ以猥ニ改竄スルト思ワル」のように清水本
と並んで信用できない本文という扱いを受け
ている。中山和清の重要な著作として「先師
澹齋長沼君行状集成」がある。

近松氏
尾張藩の佐枝系長沼流兵法家の創始にかか

わった重鎮、近松茂矩にゆかりのある近松家
かと思われる。本文校訂に現れることは少な
いが、以下には近松彦之進の名前もみえてい
る。

更聴轉声随進ノ六字先師ヨリ佐枝子ヘ傳ル正
文ニハ無シ佐枝子ノ考ニテ六字ヲ搀入スルナ
リ故ニ近松子ニ傳フル本ニハ六字傍ニ書入ニ
ナリタリト今ノ近松彦之進云　戊年六月廿八
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日聞（御嶽003巻十二２ウ）

象水本
伊予松山藩の軍事師範を務めた長沼流兵法

家、野沢象水（弘通）にゆかりのある本文だ
と思われる。本文校訂に現れることは少な
い。

村井本
三師合伝系の創始者とされる村井嘉遯（天

山）にゆかりのある本文だと思われる。三師
合伝系の本文として伝わったものかもしれな
い。数は少ない。

十字本（十時本）
詳細は不明。「十字」「十時」両方の表記が

みえている。数は少ない。

美濃本
詳細は不明。長沼流兵法を採用した美濃加

納藩にゆかりのある本文かもしれない。数は
少ない。

野翁云（翁云、慵翁、先師）
大脇自笑の師であった小野寺慵齋のこと。

「野翁云」という出典注記が多く、師弟関係
として直接知り得た内容を本文校訂に盛り込
んだらしい。積極的に参照し、大脇自笑はそ
の内容を基本的に尊重するか、疑問があって
も批判することはない。小野寺慵齋は有馬・
石岡（1967）によれば清水赤城の影響を受
け、後に三師合伝系に転じたというが、大脇
自笑に清水本を中心とする本文校訂を勧めた
のはこの来歴によるものか。三春藩の「兵要
録」出版には三春藩士だった小野寺慵齋の影
響がある。

騏案（騏云）

大脇自笑自身の考えに基づくもの。数は必
ずしも多くないが内容が多岐にわたる。

瀧氏
木曽王滝村御嶽神社神主の滝家関係者かと

も考えたが、はっきりしない。

野翁云、瀧氏モ、甲長ヲ副使ト云ハズ、副司
ト云ヘリ、鵤瀧両氏ノ筆記ニ可従（巻六３
ウ）

小野寺慵齋が「瀧氏」と何らかの関係を
持ったことを示す注記（図９）だが、神社関
係者が兵学について専門的な言及をするとも
思えないので、別の瀧氏だろうか。

依田
清水本を大脇自笑に貸し出した人物として

記録される。大脇自笑と同じ小野寺慵齋を師
とする依田重太郎か。

一本（本集）
詳細不明。

大脇自笑は木曽山村氏の家臣であり、主に
木曽福島と中津川で活動した人物だが、ここ
に示した関係者は全国に広がっている。どの
ようにして「兵要録」にかかわる情報を収集
できたのかは必ずしも明らかでないが、こう
した幅広い関係を生む下地が江戸時代の参勤
交代制にあったことは考慮しておくべきだろ
う。会津藩から備後福山藩に長沼流兵法が伝
授されたのは江戸においてだとされるが、大
脇自笑が第二次本文校訂を行ったのも「芝
邸」こと江戸屋敷だと思しい。地方藩の藩士
で末流の長沼流兵法家であった大脇自笑が全
国規模での専門学術ネットワークを持ち得た
のは、江戸という情報集積地に接する機会を
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得たからに他ならない。
大脇自笑の本文校訂に対する態度の変化も

重要である。先に述べたとおり、当初は師匠
である小野寺慵齋の指示によって始めた福山
本との対校によって、師匠が誤りの多い本文
とした福山本に対する評価を改め、本文校訂
において重要な本文と位置づけている。師匠
の教説の変化もあってか、尾張藩において勢
力のあった長沼流兵法家の中山家、近松家、
その系統にあって兵法家として大成した清水
赤城による本文を否定的にみているが、木曽
福島の山村氏は幕府直属の立場を持つととも
に尾張藩の代官も勤めており、山村家家臣で
ある大脇自笑が尾張藩士の長沼流兵法家を批
判するのは、相応の自信があってのことだろ
う。

第一次本文校訂においては、「〇誤×」と
いう形式で単純に清水本との関係を記録した
大脇自笑だが、第二次本文校訂に至っては、
典拠を明らかにする緻密な本文校訂に加えて
「騏案」「騏云」という自らの判断を盛り込
んでいることも注目すべきだろう。二度にわ
たる本文校訂によって兵法家としての知識を
深め、自立的な判断力を備えるに至ったと評
価すべきで、その考証学的な態度と共に長沼
流兵法家としての成長が窺える。

５　本文校訂の行方

大脇自笑による度重なる本文校訂は御嶽
003の簡潔な本文校訂に集約されたが、この
成果がどのように使われたのか、そもそもこ
の本文校訂が何を目的として、どのような経
緯で行われたのかを明らかにする資料は見つ
かっていない。

本文校訂の時期としては、松本藩の整版が
出た安永２年より遅れて第二次本文校訂が行
われており、その成果が松本藩版「兵要録」
に還元されることはなかった。大脇自笑が入

手したのは松本藩内部での利用が原則だった
活字本12）だが、部数が多く、一般の書肆を
とおして流通もあった整版を入手できていな
かったのは不思議である。整版を参照してい
れば、本文校訂に際して何らかの言及はあり
そうなものであるが、そうした記述は一切な
い。

松本藩版（整版）には、書肆奥付を持つ版
と持たない版があり、どちらも安政２年の刊
記を持つが、出版を書肆に委託して実際に書
肆版が出たのは安政２年から遅れ、しかも刊
記は初版時のままということは十分考えられ
る。それなら、大脇自笑が松本藩に直接の接
点を持たない限り更新情報に接するのが遅れ
ても無理はない。しかし、内部向けで整版よ
りも部数が少なかっただろう活字本を、藩外
の立場ながら二種も入手したことからすれ
ば、整版を入手できなかったとは考えにくい
のである。

大脇自笑が考証という言葉で表現した本文
校訂の態度は御嶽004によく現れているが、
御嶽003は豊富な情報をそぎ落とし、活字本
の本文を訂正すべき箇所だけに本文校訂を留
めている。この方向は大脇自笑が志向した本
文校訂の最終形態だとは思えず、むしろ印刷
にまわす校正原稿のような雰囲気がある。大
脇自笑は、「兵要録」校訂本文の出版活動を
企画していたのではないだろうか。

しかし、そもそもの発端となった福山藩版
「兵要録」が出たのは当然ながら大脇自笑の
本文校訂よりも早く、大脇自笑による成果を
利用することはない。福島三春藩の整版は嘉
永７年と安政２年刊行であり、これも時期的
に参照できたとは思われない。大脇自笑の緻
密な本文校訂は、結果としてみれば出口のな
い個人的な関心による行為に過ぎず、事業と
して何かの形を残すことはなかった。「兵要
録」出版事業としては、松本藩と三春藩の整
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版が京都、大阪、江戸という三都の書肆に
よって販売され、これらが流布本13）として
広く一般に普及したのだろう。やがて明治維
新を迎え、近代的な軍事制度が確立すること
で、伝統的な兵学とその伝授は役割を終えて
いる。

もう一つの疑問は、兵法書である「兵要
録」がなぜ御嶽神社所蔵となったのかであ
る。もとより長沼流兵法と接点のない御嶽神
社において大脇自笑が本文校訂を実践したと
は考えられないが、大脇自笑は明治に入って
木曽福島で校長をしており、その頃に御嶽神
社関係者との間に教育をとおした接触があっ
たかもしれない。臆断ではあるが、その際
に、存在意義を失った「兵要録」校訂本を譲
渡したとは考えられないだろうか。

まだ不明な点も残るが、大脇自笑が小野寺
慵齋を師とする長沼流三師合伝系の注目すべ
き兵法家であることは間違いない。先行研究
に名前は挙がっていないが、これに大脇自笑
を加えることに何ら躊躇しないことを強調し
て、本稿の結びとしたい。

謝辞
御嶽神社、滝旅館の方々には文献閲覧の際に
お世話になった。また、早くから御嶽神社文
献史料調査を行ってきた山本英二先生、渡辺
匡一先生の紹介がなければ、筆者と御嶽本
「兵要録」との出会いはなかった。調査時に
大学院生だった佐藤ゆかの氏、山田昇平氏
（現、大阪大学大学院研究員）の調査補助も
あった。記して感謝申し上げたい。

【注】
１）江戸時代に諸藩の藩主や藩校が主体となる出版で、

幕末には整版だけでなく木活字本も出版された。松
本藩では「論語」「中庸」「尚書」「大学」「孝経」な

ど主要な漢籍のほか、藩主松平光行の著作として
「弘裕斎撰語」がある。本論で取り上げる「兵要
録」には木活字本と整版があり、ともに松本藩版の
一部を構成する。詳しくは、高橋（2015）を参照さ
れたい。

２）江戸時代の一般的な印刷技法で、整板、木版ともい
う。一枚の木板に版面を彫り、墨などの塗料を塗っ
たうえに用紙を載せて裏からバレンで擦るという印
刷技法で、同一本文の大量複製が可能になり書物の
販売と流通が確立した。

３）石岡（1972）によれば、長沼澹齋の妹の夫であり、
澹齋の臨終を看取ったという内田孝勝の子孫が松本
藩士であるため、松本藩に澹齋関係の伝書が存在し
ても不自然でないという。松本藩版（活字本）の跋
文に「右兵要録二十有二巻、自元祿中、藏於本藩文
庫、蓋謄冩先師晩年手書本也、又藏於内田氏二種」
とあるのは、それを裏付けるものだろう。

４）同データベースで「刊年不明」となっている上田市
立図書館花月文庫のものは松本藩版（活字本）の零
本であることを確認している。

５）出版者側の本文改訂は一般的に、複数の異なる本文
の対校による本文校訂の結果を受けて、活字本であ
れば解版と組版の繰り返しにより本文を入れ替え、
整版であれば埋木で版木に加工するが、読者側の本
文校訂は傍注や頭注として書き込むことで達成され
る。「兵要録」も例外ではない。

６）「兵要録」に「口伝」「口占」「口訣」のように重要
部分を口授とする記述が多いのは、兵法が軍事にか
かわるものとして秘匿性を必要とするものだったと
いうこともあるだろうが、異なる解釈を生む原因に
もなった。後に「口占書」の類が出て口授の成文化
が進んでいる。

７）大脇自笑は「織騏」「自笑齋」など複数の名前を使っ
ているが、先に示した大脇自笑の略歴によれば「織
田」は一時の変名、「自笑齋」は字である。なお、
「清水」ははじめ「志水」と書かれていたらしく
「清水」に訂正されているが、一部はそのまま残っ
ている。

８）御嶽003巻十五１丁オに「イカルキ」の振り仮名が
ある。

９）しかし後述のように、御嶽003にみられる最終的な
本文校訂では鵤木本を中心とする態度に移行して
いった。

10）尾張藩の兵学師範あった中山家の活動については長
屋（2013）に詳しい。

11）「砲誤炮」と「清本、下不云何本者、皆清本也」で
は明らかに筆跡が異なる。当初は「砲誤炮」だけが
墨書されており、第二次本文校訂で「清本、下不云
何本者、皆清本也」が追記されたのだろう。

12）江戸時代において整版は幕府の出版統制を受けてい
たが、活字本は対象外だったため流通を目的としな
い少部数出版物が活字本により出版されることが
あった。幕末近くなってそうした活字本が増加して
いる。

13）同一の原本に由来する諸本のうち、最も一般に広く
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流通している本のこと。
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OWAKI JISHO, Philological text comparison by the Last NAGANUMA Military Strategist of 
KISO Country

【Abstract】
OWAKI JISHO, a vassal of KISO YAMAMURA family, was not a famous military strategist in 
Edo period. He wrote many explanatory notes in HEIYOROKU (printed in Matsumoto) owned by 
ONTAKE JINJA (The Shinto Shrine of KISO OTAKI VILLAGE). HEIYOROKU was a famous 
military book in the late Edo period written by NAGANUMA TANSAI.
In the late Edo period, HEIYOROKU had many variants because it was not printed. OWAKI 
JISHO, a special philological originalist, did not accept these conditions. He annotated many times. 
His annotations were based on the studies of old documents and prudent decisions. Moreover, 
he quoted many military strategist’s names. These names show the existence of a network of the 
NAGANUMA military strategist.
OWAKI JISHO did not belong the mainstream of NAGANUMA military strategists. However, his 
philological text comparisons were very accurate. I would like to praise him as the last military 
strategist of KISO country.

Key Words　military strategy, NAGANUMA military strategist, HEIYOROKU (a Book of military 
strategy written by NAGANUMA TANSAI), instruction of theory in the Edo period, OWAKI 
JISHO (NAGANUMA military strategist of KISO country)


