
HOSA No.43 

名古屋市蓬左文庫

Nagoyashi Hδsabunko 

1990. 9 

たかJ・(o,
~·：；｝；j~之 lχ｜ 今村11JM1 ノ，，：1リJ4{f. (1784) 7川り 274.0×181.6cm 

,:':j}'j ~ ( ,:':j i剤IW ・ たかみくら）は、大・•； i， のWl位など、’m延の •T（~ な i義パの｜流のノ－.：：； i＿の｛前11+ 0

この｜ス｜は、ノ1'1；’君主・が1iJl"11資していた｜χlを'.J.／したもの0 jilij l；今村ii！制 （随・下 ・～1793）は、tJ:1 fの

;-.1：型f、；さ｛.＇＼ のl"J人で、 lリJ.fll4 （ド (1767）からJe; •J長t裕 iil'llJJJ絵（：iii を勤めた。
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一展示室－
出張？帯主の政，1;:2 

1990. 9 29～ 12. 2 
～八代宗JJ券から卜一代斉ilii.まで～

むむかつ むねらか ＆りとも 会りはる

iii鋭部八代務 i二京ifo(ifi lltl 739～61）九代；；司法（J1i]l761～99) 卜 IU'T•:ilJ (J,;J1soo～27) 卜イu守ilu'c(J1i]l827～ 
39）、 ・Jll:k:L.'.にわたる彼らの治Ill：は、j[Ji仰（.f2601ドのlぱ、折り返しJ也.＇.＇.i.からの ー・jll-紀 でもあります。、1¥)(:Jij(
の！日j身であるil1J長部の簡1.xwの雌，！？の収集を制介してきた「1.tU1 I~世 ji'1：のh注 目 1 ；. と 抗：l£」 ( 560) 「ll1J長潟 iーの雌，1;.
～ 二｛~光／J. から Ill! 代1·f ）且まで～」 ( S61) につづいて、今＇＂＇ は 、 この 11 .'d~の Ii波， I ~：を御利介します。

この11.¥.,Hllのi割l文・11i’

｛｜句なkl1tの1JxI)；では7J:く、i制撲の品lni築物の納本、 i年牛；、 珍本の新’＇j：、議 l：のh定，1；.のl献納、7恥誌のi'till，！？の新’＇fな
どによる1Jx!tカ，.，，，心となっています。

八代将・.p：，.！.｛計三 (1684～1751）の ・訂以のt'.ll•W I ニ逆 'riーする l吹泌をとって日l,1 ； を 命ぜられた じ ｛ ~1j三点 (1696～ 1764 )
に代わって漏れとなった示IHY(1705～61) Iよ 、 t液財政の ，，~辿のため弘若手lii政策を：J；・ 1 .：京存の｝／l. i弘政 ifi .新に努め
ました。 ・)j、このころには、 ll1J鉛滞にも全JiiJ的に長IIられたγ.｛！・が多数イ1'Ul'1し、il1J長利！！’！の’下川が’l：まれつつあ

りました 示II存の政策も倹約 ー辺倒ではなく、後に務校の1ifi身となった盟炎蔚（米 r・・;::-11・1104～1778）の..;:: i::J1iJI・ 
を浦上教fi'の場として補助したり 、h注目1；.’若どとしても主11られた十，，，道家占弘、；＇！tll(1673～1761）の邸内に泌＇！＇（ をも っ
て，1::wをたてるなど文教政策にも ）Jを入れています。 とくに 、 山II努の 11.'i' 代は、 i滞l攻のJ.~本となる文献の制諒が十｜｜
ついで行われ、部の必 ， 1 ；. となりました。 JiifJJの滞撲J也必 「•JLU+IJ(.f,i'.,；」、仰111,i!.1'.l＇以｜： のi/ti_I：の系，i/'i・f)S「IJ・＇-l¥iJl:iJ111」、
必附に ·ViUI ＇， した ，：j'(物品ID: 「倒l似分，，，花物ド中I｝ ~」などです。 これらの制第を i ＇.持した、1111.'i'：の..；：：会の，，，心人物絵、｜仁川

山 （1697～1783）は、。作物本'ri"をも351i'・ll:Jにわたって勤めており 、このほかにも「仰刷、」 （幕府の記録） 「”什家
系｜文｜」 (/.ljl二’ネを合む,¥/'i大名家の系J詩集） 「 (j'.1J1'fi'J~~文京汚ー」など、 i伎が，，，心 となって制集し 、 ii'l!l)(Fj( に納めら
れたmv1がいくつかあります。

Jti~L~i'ifi'I ＇ 卵性の英 i： と 庁I' された九｛~京臨 （ 1733～99）は、京II努の政策を縦ノ何色泌させ、務政改 ·W を !J)(J)J に ，，if. きま
した。 改•＇1’；のHの ーつである漏ーI；教f{ と L込先：教化のため｝（ Iリ131j'. (1783）、漏校ll)j倫立を削I没、さらに1J1J1ilでは

すでに失われていた帝 ！？・jそのテキスト「併川治安」をlリl倫立版としていl行するなど、予術文化のtlk!.11!1ニ強い関心

を持っていました。

ー）j、吋11.'1＇のil娠は、山・l,i!,’.if: （市平II ・市出） 、 iuf ·H ·~主 （ f~W 、 禿似）、やJ1.H家（jf隣 . ，＇，＼：，！’n 、稲葉通手JI吋；：を
小心に 、 .fill辺、イ｛峨 ,Ii！／：夫、 lit令 (i}f')t な どにおいて東証的な内』l~(i)f究が11,'ii.んでした。 i同l文l·if. では、／.ljl ,1；.物奉行とな
ったれ1J村秀知（1718～83）が大＂ll)j2午、初の分似IIi止をお11＼築し、必，1；.も、京i法の命によるiuf村秀fbl、稲Ji);）並）＇II
(1744～1801）校介の初代務 i：災直制 「やJitlt宝典」 「rn訴さI l 本紀」 、｜口l じく 過去II校イ干の大W!'.i;柄、千本 「r11"l~記」、
新：与ー本では 、 J幻’（11：金本のうへ；本；~II分を吉弘 · iuf村両家のhlY_,I｝からり．した「見（［栄liiiメ：」、兵制.＇）＇本 を’＇j・ーした 「矧栄tiJi 
紙イサボ」 「）地主＇l ，＼じ」 、 "f.;~fi が｜献納した兵制.＇j:,jl: 「；l :J'i"J.\c」やtlli.f·t,'J:.、点の見liflH 「 ii'lllllllf立次第四九併」の'.Lf,j;； なと 、
1-it»l~(i}f究の｜免11；容と ff<llJ)のすJ：術文化 lニ対する ｜見l ，じ、の i':t! さがI.X I映 されています。 （兵ぷ＼ ~＇f は：i｛ ~l=.二院ともし、い 111111:以 ;j~俊
れた ·＇~物Jの 1iJi' niii で主II られる 。）

また、この11.＼＇代 には、 ，1；.物にJINらず絵11lf1や絵｜χ｜についても大4'1家や守中｜ーのiリ1・縦1'1111から与をつくらせた例が数多
く見られます。さらに、）（IリI;[:1ド(1781）には、 i変ln司’が＂＊色えた ：H.f町I家のh'*.,1；.約 700「，.. ：失が、~·；£政 J亡 1j'. ( 1789）に
は、千均：tr・仏111泰見1£111(1727～88) σ〉
が、1剤l文}ij(のh'*.,1；.となっています。

プJ 、 京）］努、京｜出の II .＼＇代には、そ の 子!X！ も多 く 、 i皮らのh’企， 1 ；. も ｛剤l文Joi( の ー行II を ，.1， めています。 京II努のリl( で；；~
l佳の弟にあたる）隊長は 、 とくに .fll ：欣を ~fみ 、 .t11 :1x 1見！係のh彼自 1 ；. が多いのに加え 、 そのm11 ；丘i主と ともに泳んだ：Jx !t な
と3か

で、は、、1111.'d滞..；その ti定となった山崎!Hlt.:i.. ；~派の.IK v；：：の，！？物が多くを ，11めています。

京｜出のリj(, ~ （－が中IIついで亡くなり 、 卜代斤中iJJ(1793～1850）は、 ・総本ーから、 卜・代斤ilu'c(1819～39）は
将軍家斉の ｜ゾL引から j出長滞 i： となりました。 i政ら もまた、緊縮政誌をとりましたが、 すでに端財政の ，，~悠はHI!
日できませんでした。文化 81ド（1825）、米川）（ill世 （1745～1832）がlリ｜倫立の行＇；そ（乍長）となると 、米；：主の..；：：，況
を亙悦する米 r.. ；そが退けられて，.，，... ；：：が1J1心となり 、｛司l文：Joi(の成，1；：にもぷ川火山幸の誌による泌jそのテキストが数

多く加｜えられました。さらに、このH抑制には、家1;1t1u月後の金沢文仰木や災直のj緩，1；.な どの新しい与が作成されて

to"り、i'.t.ill.1i-の保作を1lfi'・Jとしたものかと汚えられます。

プ〈｛栄1011'-(1841）、 卜 ・ ｛~ f'i ilu'cは、 ーJiも：｝＇， 1-ltlゼのJ也をniむこ となく れ：ji でj支しまし たが、 γ：川への｜見トじ‘は •l!l!
〈 、 iti5L~oy；と芸の，，』!.M！を Hlli.干 して 、｜日I 3 1ド京｜出の先によ っ て ，，，絶していた「必川11(.f志」の1111.1r·J~~ を ！！？！日l 、 f'iilu'c 
の死後「Jti•J長志」として完成、 ii'l!I文wのh夜， 1 ；：となっています。

御文l ·i f. における Ii波 ， 1 ；.の~x. ；集は、！ぶ：fi'lillfl に わたる大l1kの必，1 ；. を的極的に収集 した初代災直、 ；代光)XのII.＼＇代に は
じまり 、基本文献の充夫．とともに滞J：を 1J1心とした収 I)毛布のfl~WI：や志向がI.XII央される ようになりました。 そして 、
京II持か ら斉ilu'c にいた るこの11.\"'Hil は 、 iii~長部｜人l の..；竹村文化の1~11.Ji を 7r)i（に、部の政誌と’jと術文化の 1iJJ 向 が御）（Joi( の
11'*. ,1 ；：に •l!l！ く反映されるようになった ：.＇.i. にそのれ‘微を見ることができます。
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「1－~張部j＿：の政 』 1 ;: 2～八代主主)j券から ，..代斉討niまで～」山品li録

一宗勝一

1.清涼－系l:xl

絵、！とれ山縦

1cx・5If.ti~：与．

2. 判H水
島I＼ ！~ ,:·;j 松 ‘ l~ ，／ tLI I制

i正予3（ド’＇j'..文化13（ド 9I! IJIPj: 

3. ~~済総H fHt-縦

i教；j叫改編 ;c ・ 1、氏院~T；』芸

({f縦 ・111的克明撲）

'f／..政10（ド：Lj'.

4 Iり！'.t

一宗睦

リJ~延 j:_".1;-;j巽

i,'i(l¥l:Jj 

5. i 1'mlil~物.lit

ィ1:1 ;•l• HIJ lj'. 

6. WJヶIJ;i/刑判；J之lス｜
＇£~政 7 （ド1;:

7. k lリ J ~ 々 ，ic

16111} 

131111} 

208111} 

112111} 

1 ill} 

1 枚

1 ill} 

j uJ村タ~ Jfi

i[J ;•l1 JYJlj: 

8 k l リi」~々記HH l lllr 

; 1件、tf.J~fi

ィ1:1; 1 I• HIP;: 

9. I向ll!ilf1／；次第四作flit. 2 ：｛会｜文112会3ill} 

·M＇村忠！＇~.r,：・；1付・t禿｛変Ml

iL1 ; ,l •JYil五

10 . 将 l "J.iじ （大；f[_1.'.U,~＼寺本） 1 lllr 

ii：’J ;, l•JWJ: 

11. 対ilff<.t111欲本ilf,!（大須兵相王子本） 15／.＇.主15111}

l会家ii'

( [J ; , , , HJJ'.'.j. 

12. l@f<liil'.t 691.i'66lll} 

'i''¥'IJ；（道点

ィ［J’初HI！’＇J:.が利12（ドM’＇j:

13. m~後 l l本紀 1741.£'70111} 

徳川J世11＇！：縦 liTi~j必ill校

－~l l攻fド川稲 Si:f j且Wi下

14. 111・H.h.:（大w点制.＇j：本） 3 ：｛き3ill} 

賓 者云 諸 さ手 圏イ専点え 透乙 縄 土衆

医

;f~ 

-f-
Jう・. 

中ι 

詮

4手、

唇

喜色

4主
てPr 

中

孟

春

両巻末 言ミえ納 揺救 吉本主手 言え

支払肱 ースミ来 'ti;最た政若

｝メ成 大有 説教 え 育 1.V事

格敢 央 官fオ士"1｝】問 必 山 i主

喜敢 ヌミ イ捕手縫稿帰 ）＇I.末

.，主宰 オ、 此 言十代至親詳

去二共 →ら 論 三三 者拍子昔

持率 老人 一十 品 荷主 S’l

一 介 臣 ｝札急今 A主体 E

リ長州J(.fよ 位、I'・.f 1・山＇＼＇；k~，J • irn f 2 ：ド 31）会25111t

i滞撲J也，tl：の：~＼ 1 ~ ;- :_ (¥:':il信L制 減の命で，t1・11!1jされ、制

J成のタヒによって，，，，析し木元となっていた「It必l!P.lI：，；じ」

の泣，ιをついで、 じ代米1mの命により 、＇iOtf2 1ド(1752)

に光Ji)(.した

総J皮下村（（I茄 （～1754）、制UH1:・H¥・111。京地ぷ］ftに

ifL'.＇人をおいたがl作はiEfi'(I（で、後litの規範となった ただ

し 、 ，iclf がj史文でわったことから 、 JL!Ui~ ll~は、稲~；凶

illにそのMl.ifと利｜文改訂を命じた。この「必外11(.f，ι」fill

M ’J ~業は 、 卜ー代ti以によって本給的に託子され、弘化

2 （ド （1845）、 「It張ぶ」として完成 したが、その内存

は「rJ!UI川
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λ；安)j，＇’l桁iill-i泊非IS校 山1l•L~俊

！；.；£政11:1::i稲」止：j凶よll'I下 ィ！：1;,l,JYP1: 

15. 7ヤJ~記述子；· . Jj・: 2 lilt 34. 1,,_=,j(jllj米 ・/i.J!I歳.rn::fj；集 2111)-

稲」止J並｝＇II・｜品｜川挺之 ィ1:1;1 j1JYJ1j'. 

！；＂；£政9if.1I 35.利｜；！？、必：Uk 2司会 2111t

16. l洋，1}ifl'.t- 16巻 6111)- I制約，Ji制

~~徴 ＇.＇.！，＞撲 iL1 ;,l•HIJ1j: 

iL1 ; 111 JYl>i~ll佳'lj'. 一治休一

17. l••I 47illt 36. 伺1；立J!X 1 lilt 

｜口l )(IYI 7 ij'.IリIf命＇.）；tr11 i.0!.川J官II日：

18. 心仰の筒条 1 ill)- ｛色JII ihfA， ~·，比J

Ml川討~II全 37.武l"J·i~鑑妙 7 lilt 

't'：£政；［：if.I’1 'fi iLJ’後HIPデ

19. f.両11-II川JIJlll.'H .J 31(会21折 38. 11抗流JILi券 2 ill)-

！；＇；£政6ii＇・：与． ィ［1；後JYJ":f

20. 、jZ主主主公i何l鉛 8.J:父 39. '.!..'. ;\c~·i<林 131巻25illt
!:"li攻3ij＇.：与． i針filji託縦 ：：｝~光お1 tf'1Ml

21. 大l人］f！創設鉛｜立｜ 13枚 ~主 2 iドI'll

!;";£1攻3ij＇.：与e －／ロf’T一一

22. ,'.':ii 1 枚 40.」；111,:,'l):.f・主 H会3/lit 

)(Iり14iド今村11l*ll主；： 「iJG"l.X121ド蹴）

23. i~fi J'-1是jrfU! 2.J:文2!!Ii 41. 米 f-,iM~i 46111[ 

1・.j：肝炎川 ＇£＇：£政 3ij'.11!1j ＇｛；£文8iドl・1] 

24.隊Hll{.f1 ，·~，~立之｜文｜ ・ 薩ナHJ{.f -l;iii武IJ,l之！χl 2 .f：文 42.小・・；：ー 2 Jiit 
;i:,; 1去j則：Lj'. 111 山市 ）j:\.•.'i.

斉朝一 経~ii 4 ＇，ドrrJ

25. ー軌｜χ｜、l ｛~ ft,i/li 9 ill)- 43. 近！ιH 2 Jiit 

•l• ·H h存政 ィ1:1; 1j1 JYI rrJ 

jヒi攻9ij'.1j'. 44. ~＊＂＂＇ r1i,；；~ 1 ill)-

26. j/Lj ,I} J・L261.会10111)- .*-: .::'& 

）！；・；沼市｛，J![i七 llJJlrf-2 if. rrJ 

＇｛；£政7ij'. j'lj 45. ,:riu W1..H4111r 

27. T配之’J~ 1 ）出

i色川f'i’；リi ・，主CidH-r1J

）（（ヒ9（ド 3I J 1’l'i干 46. 然1J1Jj：公’朱治法J:i. ,1：：礼よ，r：：物 16111)-

一斉温一 iL1 ;l&JYJ’＇I 

28. 臥： 1.tu~1ix:,iじ 31 ~会31ill)- ーその他一

HC筋匂＂•＇ 47. •J長J+llff;i¥.; 31巻26illt

i Li; ..kHll rrJ 絵・｜ι.／t1JJ'.1';ik;W

29. ｜－ー'.ti以r:mu 3之さ 3ill)- ::iJtt 2 iド：Lj'.

11~ f.;i京縦 ..W~i~ ！且人Ml,lr 48. 1J長州総志 100巻100111)-

ノ〈｛以 6ii二i'IJ ｜人l騰水rli縦

30. JILi ,r;:( I文 6巻4刊｜｝ i[J ;,,,J日出：

＇£＇：£政 llij二rrJ 49. 1r:;1J長志 61巻6lilltl4枚

31. Ii.総（I文 11巻11官｜｝ t奈川』Effll守；縦

＇£.：£政 I2iドrrJ ブd!l'.1511ミ当．

一勝長一 50.ゴ.:1'-lziil:?lnl 125耐

32. 伺11ド消付Jr:; 13illt 伐とド.／t山制

i[J ;1j•JYJ1j'. 大：f!l'.2 1ド

33. q.古ll*if；乱記 92巻92111)-
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~f~説伝説伝：設蓬左アルバム 。，h・・－...c.>O~b•-....to~、，·~ ·恥《e
＂＂＂＇~－＇ヨ軍将宇唱和記ーづ訓

11. ｝ιぃi'，.，のアルノ〈ム -II（｛平1130'il＇・～40il＇・ごろ－

τ2 
主 三三5• ' －← ［~ぺ三三

1・・二一
s 29. 2. 28～ 3 . 7 「 J ：下r~ の／Jj正史｝忌」於 徳川J::.術館（写点提供 ・杉山正義氏）

！日

- 5一

s 30. 3. 31法在文/iiil"J 1)fj （引「｜：の＊＇ス1,1：：館

l11J1lfi) で阿部秋生氏（当時点大助教段）船J;l~

！日 i主左文fiiI事務室（ S30年代末）



整理休館のお知らせ

蓬左文庫では、年末年始の休館に先立ち蔵書点検のため下記のように

休館さてていただきます。

利用者の皆様には、御迷惑をおかけする こととなりますが、 当文庫蔵

書の末長い保存と活用のため、皆械の御理解御協力を！！易りますようお願

い申し上げます。

戸」
エコ
ロ

期間 平成 2年12月20日（木）～27日（木）

（なお、年末W~f；の休館は 12)]2811 （金）～ 1J J 4 11 （令）です。）

手11 用 ご案内

明館時明 午前 911寺30分～午後 5II寺

休 館 日 faJJ 11/i! Iイ・節 3金ll/1；日（fiH 1I、JJ花組！日）
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