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はじめに 
「武蔵の後半生は、いわば緩慢な悲劇であった」 
そう斬り捨てたのは司馬遼太郎でした（『宮本武蔵』（昭和 43 年）より）。 

これは、宮本武蔵の前半生が、自らの剣を追い求めて「無我夢中だったその自己
試練期」だったのに対して、三十歳を過ぎてからは己の名声を高めることと、そ
の名声にふさわしい地位を得るための「猟官運動」に終始したことを、司馬史観
では「緩慢な悲劇」と表現したのです。 
この悲劇の原因を端的に言えば、宮本武蔵に時代への適応能力がなかったことに
尽きます。戦国の世も終わり、もはや一介の兵法者が高禄で仕官されることなど 
望めない時代に生きながら、ミスマッチな就職活動を続けたあげくに時代の要請
から取り残されてしまいました。 
ところが、武蔵よりもさらに時代錯誤な剣豪がいました。 
その人物こそ、無外流の創始者・辻月丹（つじげったん）です。辻月丹が生まれ

たのは、武蔵が亡くなって三年後の慶安二年（1649）ですから、時代は三代将軍徳川家光の治世の末
期、幕藩体制も盤石になった頃です。そんな天下泰平の時代に生まれながら、自らの剣を求道して諸
国を廻り、まるで宮本武蔵とそっくりな人生を歩みます。時代錯誤も甚だしいと言わざるを得ません。 
しかし、辻月丹の創始した無外流は流行りました。 
門弟の数においては、江戸時代を通して辻月丹の右に出る武芸者は存在しなかったはずです。それが
辻月丹自身の望んだ結果だったのかはわかりませんが、少なくとも彼の後半生が「緩慢な悲劇」でな
かったことは間違いありません。剣豪の一生とは、悲劇で終わることも珍しくはありませんが、辻月
丹は間違いなく幸福な後半生を過ごせた人です。 
無外流といえば、池波正太郎の小説「剣客商売」や映画「雨あがる」などで時代
劇ファンにはお馴染みの剣の流派です。しかし、辻月丹を知っている人は少ない
と思います。ですから、まずは辻月丹と無外流について、多くの人に知ってもら
いたいのです。とは言うものの、じつは、辻月丹の生涯は武蔵以上に謎に包まれ
ています。エピソードも眉唾物が多く、まずは彼の生涯の謎を解き明かす必要が
あります。ただし、歴史の検証が目的ではありません。幸福な生涯を送った剣豪
の中に、我々が人生を良く生きるためのヒントを見つけることが辻月丹の研究に
取り組んだ究極の狙いなのです。 
 

我々の歴史研究の基本スタンスは「歴史は活用してこそ意味を持つ」です。 
現代は、難しい時代と言われています。戦後六十年もすると、社会のシステム
や構造上のさまざまな歪みが露呈しており、だから大きな改革が必要だなどと
よく耳にします。じつは、辻月丹が生きた時代も、豊臣家の滅亡で戦国時代の
事実上の終焉を迎えてから六十年もたち、社会の大改革が行われた時代でした。 
 
我々は、この難しい現代をより良く生きるために、現代とよく似た時代を生き
抜いた辻月丹と、彼が生きた時代そのものを見つめ直したいと考えます。単な
る歴史物語に終わらせず、武道、宗教、食、芸能、あらゆる文化にまつわる話
題も取り上げていく予定です。さまざまな分野の専門家にお話を伺い、実際の
現場を取材 してフィールドワークの成果としての話題を提供していきたいと

考えております。 
                             「十剣秘訣」（山内神社宝物館所蔵） 
最後に、このサイトを立ち上げるまでに、現在まで多くの方々
のお世話になりました。とくに、貴重なご意見をいただきまし
た普光山吸江寺の水谷昌史様、論文を引用させていただいた東
京都立大学の福田千鶴様、お茶の水女子大学の福留真紀様には
厚くお礼を申し上げます。 
また、東京大学史料編纂所、土佐山内家宝物資料館（山内公紀
マイクロフィルム）、前橋市立図書館（酒井家史料マイクロフ
ィルム）、国立国会図書館、姫路市立城郭研究室の皆様には、
史料検索でたいへんお世話になりました。この場を借りてお礼
申し上げます。 
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辻 月丹はここにいる 
無外流祖・辻月丹物語 

 
青雲の章   第一回 
 
～ 無外流兵法とは ～ 
 
 
水戸徳川家の家老・山野辺義堅（やまのべよしかた）は、二代藩主・徳川光圀の幼年
時代から光圀に小姓として仕え、後に家老としても仕えた人物です。テレビ時代劇「水
戸黄門」で、頑固一徹の国家老「山野辺兵庫」として登場するのは、この山野辺義堅
のことです。山野辺義堅から二代後の山野辺義達（よしたつ）は、宝永元年(1704)
に24歳で水戸徳川家の家老職を継いだ頃から、無外流兵法の辻月丹に入門しました。 
 
「水戸黄門」で大友柳太朗が 
演じた初代・山野辺兵庫 

そして、この山野辺義達に無外流の激しい剣風の話を聞か
されたのが、水戸徳川一族でも兵法数奇者として知られた、
陸奥守山藩（現在の福島県郡山市）二万石の藩主・松平頼
貞（大学頭）です。松平頼貞は、水戸藩初代・徳川頼房の
四男松平頼元の嫡男で、徳川光圀にとっては甥にあたる人
物です。無外流に興味を持った松平頼定が、小石川にある
守山藩の江戸屋敷（現在の「教育の森公園」付近）に辻月
丹を呼び出したのは、宝永年間はじめのことです。辻月丹
は還暦も近く、松平頼貞は四十路を越えたばかりの壮年大
名でした。 

 
松平頼貞は辻月丹に尋ねます。 
「その方の流儀は、最初から試合を仕（つかまつ）ると承り及ぶが、それに相違ない
か？」 
 
松平頼定の定紋「守山葵」 
辻月丹が、「仰せの通りにございます。」と答えると、腕自慢
の頼貞は即座に勝負を挑みました。辻月丹は、同伴をさせて
いた内弟子の杉田庄左右衛門に、頼貞との三本勝負の相手を
命じます。最初はかしこまっていた杉田でしたが、勝負が始
まると頼貞から立て続けに二本をとってしまったのです。日
頃から兵法には自信があった松平頼貞も、さすがに頭に血が
上ったのでしょう。三本目は力任せに杉田へ捨て身の体当た
りを試みます。しかし、杉田が身体を軽くかわすと、頼貞は
縁側から転げ落ちてしまいました。 
 
面目を失った松平頼貞は、そのまま奥へ引きこもってしまい、二度と辻月丹たちの前
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には姿を見せませんでした。 
 
後日、辻月丹と弟子の杉田庄左右衛門は、別の大名を訪れたときに思いがけない噂を
耳にします。松平頼貞が、若い大名たちに、盛んに無外流を吹聴しているというので
す。 
 
「剣を学ぶならば、辻月丹がよろしかろう。ただし、あの流儀は初めから強く打つ流
なれば、とても永くはお続けなさるまじ。」 
 
やがて、松平頼貞自身も、辻月丹に入門することとなります。 

 
徳川家康から松平頼貞までの系図 
これは、無外流の特徴をよく表現している逸
話として知られています。 
大名が相手の立ち合い稽古であれば、三本に
一本は相手に勝たせながら、多少の幇間稽古
が当たり前の時勢にあって、無外流の辻月丹
は、そんな風潮には背を向けた「求道（ぐど
う）の剣」を実践していたのです。 
 
この逸話と似た
話をご存じでし
ょうか？ 
これは、映画「雨
あがる」で、主人

公の無外流剣士・三沢伊兵衛に、藩主の永井和泉守が立
ち向かって、池に落とされてしまうシーンのモデルとな
った話なのです。山本周五郎の原作小説では、永井和泉
守が三沢伊兵衛と立ち合う場面はありません。原作では
小野派一刀流の三沢伊兵衛を、映画で無外流に設定を変
更したのは、原作にはない藩主との立ち合い稽古の逸話
を挿入したかったからだけでなく、質実剛健で外連味（け
れんみ）のない無外流のイメージが、三沢伊兵衛のキャ
ラクター造形に不可欠だったからなのでしょう。 
 
 
 
 
青雲の章   第二回 
 
～ 日本史の一級史料 ～ 
 
 
 「無外流祖・辻月丹物語」では、辻月丹の生涯と、彼の創始した無外流兵法がどの
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ような運命を辿って現在に至ったかに焦点を当てます。「青雲の章」「噴火の章」「不
死鳥の章」という三つの章に分け、それぞれ「辻月丹の誕生から東下りまで」「江戸
での無外流創始」「辻月丹の死後から現代まで」を採り上げます。  
 
これまでにも、辻月丹が時代小説などに登場したことはありますが、そこで語られる
生涯はどれも紋切り型のエピソードばかりです。こうした内容は、江戸後期に書かれ
た「武芸流祖録」「撃剣叢談」（げきけんそうだん）や大正期の「日本剣道史」、それ
から昭和初期の「無外全書」「土佐史談」など、種本が同じなのです。 
 
我々は、二つの理由から辻月丹の生涯を再検証しようと思いました。 
 
ひとつは、紋切り型エピソードのなかには信じ難いものも
数多くあるため、歴史学の考え方に沿って一次史料を重視
しながら検証し直そうと考えたことです。  
断っておきますが、我々は、「摩利支天の化身から奥義を授
かった」というタイプの話に目くじらを立てているのでは
ありません。それよりも、当時の政治や風習などを少しで
も理解していれば、辻月丹のエピソードには有り得ない話
が多すぎることに大きな違和感を感じました。例えば、「宝
永六年に将軍綱吉に謁見しようと願書を提出した」という
話なら、綱吉が宝永 6 年１月 10 日に死去したことを知っ
ていれば、即座に疑問を抱くのが普通です。  
 
こうした疑問を文献でさかのぼっていくと、誰かが創作し
たのではないかと頭を抱えてしまうものも出てきます。つ
まり、これまでの辻月丹伝は、信憑性の高いものから疑わ
しいものまで、すべて混合（と言うより「混乱」）して伝わ
っている可能性が大きいのです。 
 
ここで、唐突ですが宮本武蔵について考えてみましょう。  
吉川英治が単行本で 6～8冊にも及ぶ長編小説を書き、大河ドラマでは１年間に渡っ
て放送するくらいですから、さぞ豊富な史料にあふれていると思うかも知れません。  
 

東京大学史料編纂所教授の山本博文著「日本史の一級史料」に
よれば、宮本武蔵にかんする史料として信頼できるのは、晩年
に召し抱えられた小笠原家や細川家の「奉書」だけだそうです。
この奉書には、宮本武蔵が低い石高で召し抱えられた事実のみ
が記載されています。 何万通にも及ぶ当時の藩主の手紙にも、
他の武芸者の記述はあるにもかかわらず、武蔵については触れ
られていないことから、藩主にとっての武蔵は重要な存在では
なかったと結論づけています。 
ちなみに、山本博文は「五輪書」も武蔵の弟子による捏造本だ
と斬り捨てています。  
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では、吉川英治は何を基にしてあのような長編小説を書いたのでしょう？  
それは、武蔵の死後九年後に建てられた顕彰碑（小倉碑文）、百数十年後に書かれた
「二天記」、さらにそれらを基に書かれた講談本などです。つまり、武蔵の生涯を記
述したもので、ほぼ同時代のものは、小倉碑文以外にはほとんど見つかっていないの
が実情です。 
 
新免武蔵顕彰碑 

 
通称「小倉碑文」と呼ばれるこの碑に刻まれている宮本武蔵の生
涯は、貴重な史料であるが、その内容については疑わしい部分も
ある。 
それまでの文献には、佐々木小次郎が鞘を投げ捨てた記述など無
いのに、百年以上も後になって、 
「小次郎、破れたり！」（二天記） 
と目撃談のような提示をされても、それは作り話だと一蹴されて
しまいます。  
 
それでは、辻月丹についてはどうでしょうか？  
前述した、「武芸流祖録」「撃剣叢談」といった剣豪の生涯をまと
めた書物は、江戸後期のものなのでリアルタイムの記録ではあり

ません。 
辻月丹の生涯をはじめて記述したものとしては、享保年間に神田白龍子が書いた「雑
話筆記」や南海月渓の「月渓随筆」などが考えられます。辻月丹が亡くなったのは享
保 12年ですから、ほぼ同時代の史料と考えて良いでしょう。  
では、これらが一級史料と呼べるかと言えば、やはり疑問が残ります。  
 
神田白龍子（1680～1760）は、軍学者で当時は日本を代表する刀剣鑑定の大家でも
ありました。本名は神田勝久と言います。 軍学者としての代表著作は、『太閤記大全』
全 40 巻、『豊臣勲功記』全 40 巻、『浪速戦記大全』35 巻、『豊臣実録』全 30 巻、
などで、軍学書好きの徳川吉宗にも拝謁を許されています。 
『新刃銘尽』など刀剣鑑定に関する著作も多く、刀剣に関しても吉宗のアドバイザー
的な働きをしています。 
軍学者として大名や旗本にも招かれて講釈することが多く、こうした機会に大名の江

戸屋敷で見聞きしたことを編纂したものが「雑話筆記」です。
無外流は、50家以上の大名の江戸屋敷で稽古されたと言われま
すから、神田白龍子も辻月丹の豊富なエピソードを耳にしたの
でしょう。  
 
 神田紺屋町（歌川広重「名所江戸 
 百景」より） 
 神田紺屋町は、落語の「紺屋高尾」 
 に登場する花魁の高尾太夫でも有 名な町である。 
 
なお、神田白龍子を講釈師と紹介している文献がありますが、
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正しくありません。神田というのは、彼の住まいが神田紺屋町にあったからで、後の
講談の神田派とは無関係です。神田白龍子は寄席で芸能としての講談を披露するよう
な人物ではなく、むしろ豪商から軍学の講義を頼まれても応じなかったくらいプライ
ドの高い人物でした。由井正雪のようなイメージで考えると良いでしょう。  
宝暦 10年(1760)7 月 23 日、81歳で亡くなり、麻布の光専寺に葬られました。  
 
「雑話筆記」に登場する辻月丹は、「月渓随筆」とは異なる部分も多く、また笑い話
なども含まれているため、史料として盲信することはできません。 いっぽうの「月
渓随筆」は、辻月丹の弟子の土佐藩士による口伝が中心で、土佐藩中心の記述になり
ますし、他の土佐藩士の書き残したものとも一致しない記述もあり、こちらも過信は
禁物です。  
 
辻月丹の検証が必要と考えたもう一つの理由は、彼が生きた時代の再評価にあります。  
明治維新後、江戸時代とは封建的な暗黒時代というイメージで語られることが多く、
とくに元禄時代は、庶民が犬公方と柳沢吉保に苦しめられた時代だとされてきました。
しかし近年では、徳川綱吉や柳沢吉保の再評価も進みつつあり、元禄時代についても
以前とは異なる見方が構築されつつあります。 時代の評価が変われば、当然そこに
生きた人間の生涯も再検証する必要があります。  
 
とは言うものの、辻月丹について書かれた一次史料は非常に少ないのも真実です。一
次史料を優先しつつ、二次史料、三次史料で補完していかなければならないでしょう。 
前置きが長くなりましたが、早速、無外流祖・辻月丹の生涯を見ていきましょう。 
 
 
 
 
青雲の章   第三回 
 
 ～辻月丹は源氏にあらず！？～ 

 
 
無外流の創始者・辻月丹資茂（つじげったん
すけもち）は、慶安 2 年(1649)に、近江国
甲賀郡馬杉村の郷士・辻弥太夫の次男として
生まれました。幼名は兵内と言われています。
文献によっては、月旦、白丹や資持などの記
述もありますが、正しくありません。 
 

現在の甲賀市上馬杉町付近 
後に辻月丹が大名に提出した系図によれば、辻家は近江源氏の佐々木四郎高綱の流れ
を汲むそうですが、この系図は残っておらず真偽のほうは確かではありません。  
現在確認できる辻家の家系図は、山内家宝物史料館が所有しているもので、これは幕
末に都治家の最後の当主だった都治啓作が藩主に提出したものです。 
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都治氏系図より抜粋 
（山内家宝物史料館蔵） 

都治家の系図では、先祖は都治伊賀守で「実名不伴」とあるので、
「伊賀守」は実名（じつみょう）ではなく仮名（けみょう）である
ことがわかります。都治伊賀守には「佐々木四郎源高綱末葉」と記
述があることから、佐々木高綱末裔説はこの系図がネタ元のようで
す。 
都治伊賀守から数えて七代目が、辻月丹になります。たしかに「都
治月丹源資茂」の名前があり、系図では源氏を名乗っています。 
ただし、辻月丹自身が源氏を名乗ったかは、少々疑問が残ります。  
 
じつは、辻月丹がみずから名乗ったのは、源氏ではなく大伴氏だっ
たと考えられます。  
近江の大伴氏とは、鎌倉時代の初めに三河から流れてきた伴資乗
（すけのり）を祖とする一族で、伴資乗の兄弟の名前が「資時」「資
隆」「資成」「資満」「資朝」「資俊」であることからわかるように、
諱（いなみ）の通字に「資」（すけ）を使うことが多い一族です。  
また、近江の伴一族は、後に甲賀五十三家と呼ばれる一族を多く輩
出したことでも知られています。 
織田信長の家臣だった滝川一益も、近江伴氏の末裔です。さらに、
本能寺で信長に従って死亡した伴資家（太郎左衛門）もよく知られ
ています。  

 
では、辻月丹が大伴氏を名乗った記録はあるのでしょうか？  
それは、辻月丹の頂相（ちんそう）に書かれた讃のなかに、「大伴資茂」（おおともの
すけもち）という文字で確認できます。頂相とは、禅僧の肖像画のことで、禅僧が後
継者に授けるためのものです。死の直前に書かれることが多いようです。  
この讃には、次のように書かれています。  
 
  大伴資茂者近江国 
  甲賀郡産而辻氏也 
  号無外子一号月丹 
  従成童深好剣術経 
  歴諸国習練諸流而 
  極其精巧遂興一流 
  命曰無外流門人衆 
      
     （以下省略） 
 
この讃には、ほかにも「石譚禅師」から禅の印可を授かったことや、「嫡子」の「辻
資英」（都治記摩多資英のこと）を後継者として、この頂相が贈られたことを記述し
ています。  
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辻月丹の頂相は、享保 12 年(1695)6 月 23 日に亡くなる三ヶ月ほど前に描かれてお
り、絵師は木挽狩野派の新井寒竹( ? ～1731)です。 
新井寒竹は、弘前藩のお抱え絵師で、金 30 両 15 人扶持で江戸定府として雇われま
した。幕府の奥絵師だった狩野常信に学び、常信の弟子の中では四天王と呼ばれた人
物です。「常償寒竹」「北向寒竹」とも呼ばれました。  
 
辻月丹資茂の頂相 
絵は新井寒竹、讃は一柳頼邦が担当した。 

 
頂相に書かれた讃は、辻月丹から無外流を学んだ
大名の一人でもある伊予小松藩主・一柳頼邦（ひ
とつやなぎよりくに、1696～1744）によるもの
です。先代藩主である一柳頼徳（ひとつやなぎよ
りのり、1666～1724）も辻月丹の弟子で、諸侯
随一の書道家としても知られていましたから、そ
の後継者である一柳頼邦に依頼されたと考えられ
ます。 

鎌倉期以降の頂相は、何ら理想化や想像性を加えることが排除され、ありのままの姿
を描くことを重視しているのが特徴で、一柳頼邦にとっても捏造するメリットは考え
られませんから、「大伴資茂」という記述自体は、辻月丹が生前に名乗っていた姓名
と考えて良いでしょう。  
 
これらからわかるように、辻月丹の本名は、 
辻月丹大伴資茂 になります。  
ただし、都治氏は都治資英から以降の全員が源氏を名乗っており、大伴氏を名乗った
人物は一人もいません。  
 
家系図では源氏で、頂相では大伴氏と名乗るのは、どのような理由があったのでしょ
うか？ 
頂相が捏造でないとすれば、家系図が間違いなのでしょうか？ 
 
我々は、この家系図は幕末に書かれたものではありま
すが、辻月丹の頃の家系図も源氏と記載されていた可
能性があると考えています。大伴氏を名乗ったのは辻
月丹一代限りで、それも晩年に限定されるのだろうと
推測しています。 
 
また、家系図から、都治家の表紋が「山形四ツ目」で
代紋が「隅切角ノ内二ツ引」であることがわかります。
如来寺に残る辻右平太の墓石には表紋が、それ以外の都治家の墓石には代紋が彫られ
ていることから考えれば、辻月丹は「山形四ツ目」を表紋として使用していたと考え
られます。そして、都治家では師家に配慮して、師家の代紋を表紋として使用したの
でしょう。 
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ちなみに、千鹿野茂著「日本家紋総覧」には、苗字に対する家紋の系統の割合が出て
います。例えば、「伴」という苗字に一番多い家紋は、
「木瓜紋」と呼ばれる家紋で、支流も含めれば伴氏の
42.7%が木瓜系の紋になるそうです。そして、二番
目が「引両紋」の系統で、25.3%です。辻家の代紋
である「隅切角ノ内二ツ引」は引両紋ですから、この
紋は伴氏の末裔を表している可能性が高いです。 
さらに、宇田源氏佐々木氏の末裔は、支流も含めて
31.7%が「目結紋」の系統です。辻家の表紋の「山
形四ツ目」も「目結紋」の一種ですから、これは佐々

木氏の末裔を表していると考えられます。 
 
そして、結論としては、  
 
＊辻月丹は、佐々木高綱の末裔を名乗った。 
＊辻氏も都治氏も源氏を名乗った。 
＊ただし、月丹自身は大伴氏を名乗っていた。  
 
と考えられるわけです。  
 
 
 
 
青雲の章   第四回 
 
 ～近江辻一族と少年辻月丹～ 
 
 
今度は、辻という苗字について考えてみましょう。 
 
そもそも辻氏の始まりは、仁明天皇（在位 A.D.833～850）
の時代に甲斐国山梨郡能呂に配流された三枝守貞で、近江の
辻氏は、この辻守貞の子孫が近江に流れた一族と言われてい
ます。辻守正著「辻氏名簿(明治維新前) 付三枝姓辻氏族一千
年史」には、昭和 57年度の全国市町村別の「辻姓」の推定人
数のランキングが記載されています。トップ 10位までを見て
わかるように、やはり現代でも甲斐（山梨県）、近江（滋賀県）
に辻姓は多く、辻月丹の生まれた甲賀は全国第 5 位という、
伝承を裏付ける結果を示しています。 
 
    自治体    人口 10万人当たりの辻姓数 
1 山梨勝沼町    2,769 
2 滋賀五個荘町    2,711 
3 三重明和町    2,495 
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4 福岡小石原村    2,486 
5 滋賀甲賀町    2,305 
6 香川仁尾町    2,222 
7 美濃市        2,028 
8 秋田阿仁町    1,989 
9 山梨早川町    1,843 
10 滋賀甲良町    1,601                   
辻守正著「辻氏名簿」より 
 
 
辻月丹の少年時代については、ほとんど記録がありません。山内家宝物史料館に保管
されている都治家の家系図でも、都治弥太夫の二男とあるだけで、幼少期にかんする
情報は見つかりません。 
 
都治家系図（山内宝物史料館蔵） 

 
後年、辻月丹自身が著したと言われる、「無外流剣法
訣（けつ）」に、 
 
「予、弱年よりもっぱらこの術に志し、楚鉄
斉金（そてつせいきん）の器、常に側を離る
ることなし」 
 
と唯一あるだけで、詳しいことは不明です。「楚鉄斉
金の器」とは、中国の
楚山や斉山が良質な
鉄や金の産地だった

ことから、それらの加工品である刀剣を指します。辻
月丹は、「子供の頃から、剣法の修行をしていました」
と語っているのです。 
 
 
 
辻月丹の生まれ育った甲賀の地は、中世からたびたび
戦乱に巻き込まれたことでも有名で、とくに戦国時代、
六角氏が諜報活動に利用した甲賀五十三家は、現代で
も甲賀忍者として知られています。甲賀五十三家に辻
姓は見あたりませんが、辻月丹が子供の頃から、こう
した尚武（しょうぶ）にあふれた環境で、武芸者に囲まれ、また武将の武勇伝などを
聞かされながら育ったことは疑いないでしょう。 
余談ながら、洋酒メーカーの(株)サントリーの社長だった佐治敬三が継承した佐治家
は、甲賀五十三家の佐治氏の末裔と言われています（長坂益雄著「甲賀武士と甲賀・
知多大野の佐治一族」）。 
この時代の甲賀は、全国各地に傭兵を供給する基地でもあり、多数の甲賀武士が歩兵
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として京都に赴いています。 
 
また、この時代に近江商人が京都に店を構えた例も少なくなく、甲賀から京都へ商家
奉公に赴くことも多かったようです。例えば、辻姓の呉服問屋や両替商の旧宅は、今
でも残っています。写真は、京都の米問屋の辻家
で、戦後吉田内閣で法務大臣（司法大臣）や防衛
大臣（保安庁長官）を歴任した木村篤太郎の母方
の実家です。江戸時代からの米問屋ですが、先祖
は近江甲賀の油日神社の氏子だったと言う説も
あり、米屋なのに屋号は「油屋」と言います。 
辻月丹は 13 歳になって京都に出ることになりま
すが、京都の商家に奉公へ出されたと考えても、
あながち嘘とも言い切れないでしょう。 
 
 
 
 
青雲の章   第五回 
 
 ～ 山口卜真斎と伊藤将監 ～ 
 
 
兵法家として辻月丹の人生が始まるのは、寛文元年(1661)、十三歳になって京都に
出てからです。 
京都の山口卜真斎に入門するという、「雑話筆記」で紹介された話が、その後のスタ
ンダードになっています。 
 
「幼少より剣術修行に志深く、寤寐（ごび）未だ曾て之を忘る能わす。
僻土良師無きを憂え歳十三京師に出で初めて山口卜真斎に随ふて日夜剣
法を学ぶ事歳有り。」 

 
このように、京都に出たのは近くに良い先生がいなか
ったためという理由ですが、当時の近江地方に著名な
武芸者が存在しなかったとは考えにくく、柳生の里を
はじめ近江、甲賀、伊賀は尚武の盛んな地域ですから、
京都に剣術留学したというイメージは違うような気も
します。 
 
むしろ、塚原卜伝、斎藤伝鬼、宮本武蔵のエピソード

にあるような、十歳前後で剣術修行を開始したという話を真似て、後に創作したと考
えた方がよいでしょう。 
 
ところで、この山口卜真斎説に対してまったく違う説を唱えているのが「月渓随筆」
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です。 
辻月丹は、十三歳で京都に出て山口流剣術の「伊藤将監」（しょうげん）という武芸
者に師事したというものです。 
 
困ったことに、伊藤将監という武芸者については、よくわからないので真偽を判断す
ることは出来ません。 
「月渓随筆」によれば、「中国まで其の名高く」とあるほど有名な武芸者だったよう
ですが、それにしては存在を傍証する史料が無いのが摩訶不思議です。ちなみにこの
頃の中国地方は、現在の中国地方に兵庫県の西側を加えた地域です。 
 
「月溪随筆」には、その内容の信憑性を疑う記述がこれ以外にもあります。 
入門三年後に免許皆伝となった辻月丹が、師の伊藤将監と立ち合い、月丹が勝利しま
した。そして、伊藤将監は弟子である辻月丹の前に平伏して、逆に月丹への弟子入り
を志願したというのです。美談のように語られていますが、現実にこんな師匠がいる
ものでしょうか？ 
 
いずれにせよ、辻月丹の師匠には、山口卜真斎説と伊藤将監説があり、その後に作ら
れた辻月丹伝説は、どちらかを継承することになります。 

 
山口卜真斎説は、「撃剣叢談」「日本剣道史」「無外全書」
が採り上げ、例えば明治はじめに直心影流を継いだ山
田治朗吉（左写真）の「日本剣道史」には、 
 
「京都に出て、山口流祖山口卜真斎の門に入っ
た」 
 
と紹介されています。 
 
いっぽうの伊藤将監説は「武芸流祖録」「筆話日記」「土

佐史談」が支持し、天保十四年の「武芸流祖録」には、 
 
「京都に出て、伊藤将監（豊太閤の師と伝ふ）門に入った」 
 
とあます。年代から考えれば、豊臣秀吉と同時代というのは即座に否定できますが、
伊藤将監そのものを否定することにはなりません。 
 
山口卜真斎説を紹介した、山田治朗吉（1862～1930）の「日本剣道史」（大正十四
年）も、「割り註」として伊藤説を併記紹介しています。  
 
「辻月丹の自記によれば、山口流伊藤大膳（将監）という達人中国まで
も其の名高く、此人に依て印可を得たとしてある。然るに、諸侯への願
書には山口卜真斎に学ぶ由を述べてある。然れば、伊藤は山口の前名か。」  
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この記述にある「辻月丹の自記」とは不明ですが、辻月丹の直弟子だった森下権平は
伊藤将監説ですし、都治記摩多の直弟子だった高田隆介は、 
 
「山口卜真斎後伊藤将監と改められしよし也。」  
 
と記しています。 
考えられる可能性は二つです。 
ひとつは、山口と伊藤がじつは同一人物だったという解釈。 
もうひとつは、辻月丹は山口卜真斎に入門したものの、その後の印可は伊藤将監から
授かったという解釈です。 
 
同一人物説は他でも紹介されており、時代を下がって高橋赳太郎校閲・中川申一編「無
外全書」（昭和 13年）にも、次のような記述があります。 
 
「十三にして京都に出で、山口流剣術の師山口卜真斎（前名を伊藤大膳
と云う）に就いて剣術を学ぶ。」  
 
さらに時代を下がって、「武芸流派大事典」（綿谷雪（わたたにきよし）・
山田忠史（ただちか）編、新人物往来社刊）で無外流の項目を参照すると、 
 
「山口卜真斎に学ぶこと十三年、また同じ山口流を伊藤大膳に
学んだ」 
 
と二人師匠説です。 
 
このように、従来から語られている伝書を基にしても、辻月丹の師匠の謎
は、ますます深まるばかりです。 
伊藤将監については新たな史料が発見できない以上、これ以上の進展は諦めるしかな
いのか．．．と考えていたときに、山口卜真斎について調査することは出来ないもの
か？と閃きました。 
 
しかし、伊藤将監すら謎の人物なのに、山口卜真斎ならもっと謎なのではないか？誰
もがそう思います。 
そこで、我々はひとつの事実に着目しました。 
それは、昭和の剣聖と謳われた中山博道が、山口流剣術を学んでいたという話です。 
 
 
 
 
青雲の章   第六回 
 
～ 剣聖・中山博道と山口流剣術 ～ 
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中山博道(1873～1958)は、剣道、居合道、杖道の三道範士となった唯一の人物で、
「昭和の剣聖」とか「最後の武芸者」などと謳われた人物です。 
中山博道は、明治五年に金沢で生まれました。旧加賀藩祐筆役・中山源之丞の八男と
して生まれたものの、明治の版籍奉還で家は没落し、口減らしのため富山の商家へ奉

公に出されました。そこで、山口流剣術の斎藤理則（みち
のり）と出会い、目録まで得たと言われています。十九歳
のときに上京し、神道無念流の根岸信五郎「有信館」の内
弟子となってからの経歴はよく知られています。有名な「身
命を賭した猛稽古」により三年で目録を許され、根岸信五
郎の養子となりました。そしてこの頃、山口流剣術の免許、
神道無念流の免許皆伝をそれぞれ得たそうです。 
中山博道の弟子が編纂した口伝書には、山口流剣術を「山
口一刀流」と記したものもありますが、富山藩庁の記録に
は存在しない名称なので、これは流儀の正式名称ではなく
俗称と考えられます。 
 

明治初期の「武道宝鑑」などを読んでも、確かに越中富山には山口流剣術が伝承され
た形跡があります。富山に伝わった山口流剣術を調べていくことで、辻月丹に結びつ
く情報が得られないだろうか？．．．我々は、そう考えたのです。  
 
幸いなことに、富山には山口流剣術にかんする伝書が数多
く残っていました。そのうちの一部は、県立図書館に保管
されていますが、民間でも多くが保管されています。太平
洋戦争の空襲で、富山城内に保管していた文書類はほとん
ど焼失し、城下もほぼ全滅でした。多くの人命や文化財と
共に、貴重な史料も灰になったわけですが、焼失を逃れた
書類もありました。それは、民家の土蔵などに保管されて
いた文書類です。こうした貴重な史料を民間で保管してい
たこと自体が、富山の人々の文化水準が、いかに高かった
かを証明するエピソードだと思います。 
余談ですが、この空襲の模様は、富山県出身の漫画家であ
る藤子不二雄の自伝的作品「まんが道」に克明に描写され
ています。  
 
今回、山口流剣術にかんする複数の伝書類を調査した結果、これまで曖昧だった幾つ
かの謎が解明できました。  
 
まず、いちばんの謎だった山口卜真斎の出生ですが、伝書によれば天正 10年(1582)
に常陸（茨城県）の鹿島に生まれています。京都の本能寺で、織田信長が明智光秀に
討たれた年です。  
正式名は、山口右馬之助藤原家利といい、号は卜真斎、幼名は十郎兵衛、武蔵之助と
名乗ったそうです。 
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鹿島では、天流保高に入門し、その後廻国して、鞍馬流、神当流、富田流、丸目流、
天念流など諸流を学んで、元和六年(1620)4 月 28 日の朝に、“日本無双”の山口流剣
術を創始しています。 
このとき山口卜真斎は 39歳で、明暦 2年(1656)に 75 歳で亡くなりました。 
 
                        富山藩の山口流剣術伝系 
山口流剣術の道統は、2代目・山本新左衛門家
継、3代目・児玉猪左衛門勝信に受け継がれて
行きます。 
 
物語が動き出すのは、3代目の児玉勝信が、武
者修業で廻国をしてからです。 
あるとき、児玉勝信は、越中富山藩に立ち寄り
ます。ここで、富山藩士の小柴六郎右衛門貞義
を門弟に取り立てています。小柴貞義は、後に
山口流剣術の四代目となる人物ですが、児玉勝
信の門に下った経緯までは不明です。おそらく、
小柴は児玉と立ち合って、負けたために山口流剣術を学ぶことになったのだろうと推
察できます。 
この小柴貞義の後、その門弟だった小柴直秋と奥田貞之の二人からそれぞれ独立した
系統ができます。その門弟たちが、富山藩の剣術師範として幕末まで仕えていきます。
また、児玉勝信はその後富山に永住しています。 
つまり、小柴貞義以降の道統は、もともと富山藩士だったわけで、これで山口流剣術
が富山に伝わった理由が理解できました。  
 
幕末富山藩の藩校・広徳館の授業カリキュラムを見ると、山口流剣術には杣木田派、
岡島派、斎藤派など、いくつかの派が存在していたようです。 
 

富山藩 2 代藩主・前田正甫（まさとし）のとき、杣田清輔（そまだ
きよすけ）が細工師として招かれました。この杣田家は、漆を塗っ
た素地の上に貝をはめ込み模様を描く“青貝細工”の技術を代々受け
継いでいきました。六代目杣田光正・七代目杣田光明は、細工だけ
でなく武芸にも優れて、山口流剣術の師範に取り
立てられます。この系統が、後の山口流杣田派に
なります。 
 
富山藩 12代藩主・前田利声（としかた）の時代
の山口流剣術師範に、岡島秀綱と斎藤重栄（しげ
よし）がいました。岡島の系統は、広徳館の授業
カリキュラムで山口流岡島兵治派として続いて

いるものです。 
そして、斎藤重明、斎藤重栄を継いだ、斎藤理則（みちのり）に
入門したのが中山博道です。岡島派と杣田派は小柴直秋の系統で、
斎藤派は奥田貞之の系統です。 
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青雲の章   第七回 
 
～ 謎の剣客 伊藤将監 ～ 
 
 
明暦 2 年(1656)に死去した山口卜真斎のもとに、4 年後の寛文元年(1661)に十三歳
の辻兵内少年が入門することは不可能です。 
 
「雑話筆記」によれば、この後、辻月丹の人生に師匠は二度登場することになります。 
最初は、辻月丹が 26歳のときに、山口流剣術の印可を受ける時。二回目は、辻月丹
が 34歳のとき、江戸で無外流兵法の看板を掲げた辻月丹の道場を、師匠が訪ねてく
る時です。 
いずれも、明暦 2 年(1656)以降の出来事ですから、このとき登場する師匠が山口卜
真斎であるなら、幽霊としか考えられません。 
 
とりあえず、これまで確認できたことと、これらのイベントを、年代ごとに整理して
みましょう。  
年号  西暦 山口卜真斎の年齢 辻月丹の年齢 出来事 
天正 10年 1582   1       山口卜真斎が鹿島に生まれる。 
元和 6年 1620   39       山口流剣術を創始。 
慶安 2年 1649   67     1  辻月丹が甲賀に生まれる。 
明暦 2年 1657   75         9   山口卜真斎死去。 
寛文元年  1661    [79]         13   辻 月丹が山口流剣術に入門する。 
延宝 2年  1674    [92]         26    辻月丹が山口流剣術の印可を授かる。 
天和元年  1681   [100]         34   師匠が江戸の辻月丹を訪問する。 
 
仮に山口卜真斎が明暦2年(1656)には亡くならず、その後も長生きをしたとしても、
江戸の辻月丹の道場を訪ねたときの年齢が百歳ですから、東下りとしては現実的では
ありません。 
また、辻月丹と山口卜真斎は、師弟としては年齢差が大き過ぎる感もあります。 
とは言うものの、伊藤将監説は土佐藩系の文献のみの記載しかなく、傍証が難しいた
め積極的に支持することは出来ません。 
 
我々は、現段階では二つの可能性を提示したいと考えます。 
 
ひとつは、「月溪随筆」にあるように、最初から伊藤将監に師事したというものです。 
 
もうひとつは、山口卜真斎は二人いたというものです。 
突拍子もない説と思われるかも知れませんが、現実にこれに近い話はよくあります。 
例えば、戦国大名の斎藤道三です。 
斎藤道三は、これまでは一介の油売りから出世して一代で戦国大名にまで成り上がっ
たと語られてきました。近年の研究では、そのエピソードは父子二人の足跡である可
能性が有力になっています。 
また、宮本武蔵の物語のなかにも、父親のエピソードが武蔵のエピソードとして作り
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替えられているものがあります。 
伊藤将監が二代目を名乗ったかはわかりませんが、二人の出来事が山口卜真斎ひとり
の足跡として、いつのまにか語られるようになった可能性は十分考えられます。 
 
ただし、これは推測に過ぎないので、我々としては史料を重視する立場から「月溪随
筆」にあるように伊藤将監説を採用します。その是否については、伊藤将監にかんす
る一級史料が将来発見されることを待ちたいと思います。 
 
   山口流剣術に併伝されていた桜木流居合の伝書 

 
そもそも、神田白龍子が
大名の屋敷で見聞した
「雑話筆記」は、ネタ元
が噂話を又聞きしたも
のと考えれば、どこかで
間違いが起きるのかも
知れません。必ずしも意
図的に捏造されたわけ
ではなく、辻月丹の死後
数年後に編纂されたわ

けですから、どこかで間違いも起こり得るのです。 
 
意図的ではないエラーの例として、我々が偶然に富山で面白い伝書に出会ったので、
それを紹介しましょう。 
 
同じ内容なのに、明らかに時代が異なる三枚の伝書を見つけました。原文は漢文です
が、筆写したのが新しくなるにつれて送り仮名が増えてくるので、この三枚を時代順
に並べるのは簡単です。 
問題の箇所は、山口卜真斎から、山本家継、児玉勝信に道統が継承されていく部分で
す。 
 
三枚の中で、もっとも古い物には、漢文で 
 
山本家継児玉勝信伝 
 
とあります。 
それが、次の伝書では、 
 
山本家ヲ継グ児玉勝信ニ伝フ 
 
と、突然「山本家」が出てくるのです。 
海苔屋でもないのに、いくらなんでも意味不明な「山本家」はないだろう！と、誰で
も考えると思います。 
そこまでは良かったのですが、次の伝書では、なんと、 
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山口家ヲ継グ児玉勝信ニ伝フ 
 
と、書き換えてしまったのです。 
山本家継が消えたばかりか、三番目の伝書だけ読んだ人間なら、児玉勝信は山口卜真
斎の養子となり、二代目山口卜真斎を名乗ったのではないかと想像してしまうかも知
れません。 
 
このように、今回の調査の過程で偶然見つけた例ではありますが、悪意のない間違い
の可能性は否定できません。 
 
これまでのことをまとめると、 
 
①．辻月丹が師事したのは、山口卜真斎ではなく、山口流剣術の伊藤将
監（または 2代目山口卜真斎）である。「月渓随筆」によれば、伊藤は山
口卜真斎の弟子であるが、傍証はできない。 
 
②．山口流剣術は、主に畿内と北陸に伝承された。畿内に伝搬した一派
から生まれたのが無外流兵法である。 
 
③．山口一刀流は、山口流剣術の俗称であり、正式な流派の名称ではな
い。 
 
③．山口流剣術は、天流、鞍馬流、富田流、新当流などを学んだ山口卜
真斎によって創始された、新しい流派である。 
 
となります。 
 
 
青雲の章   第八回 
 
～ 少年辻月丹、 
       心法を練らんと欲す ～ 
岩尾山 

 
 
伊藤将監のもとで修行中の辻月丹に、新たな動き
が見られるのは、入門から五年後の寛文五年
(1665)のことです。「雑話筆記」によれば、この年
18 歳になった辻月丹は近江の岩尾山へ籠もりま
す。 
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「其の間の労苦挙げて云う不からず。然れども其の堂に入り尚其の室を
窺うに至らず。十八歳の秋奮然自ら我心の動静を試みんと欲し江州岩尾
山に登る。」 
 
例えば沢庵宗彭（たくあんそうほう 1573～1646）の剣法論によれば、剣法の術技
に習熟するだけでなく、生死を賭ける血戦の場で動揺しないためには、自己を超えた
絶対の心的境地を開く修養が必要であるとされています。武術発生初期の武芸者は、
超自然の神秘的な対象から超人的なエナジーを獲得しようとしたのです。さらに江戸
時代中期以降においては、超自然からではなく、心を磨くことによって人間の奥に眠
っている力を自力で開悟することが出来ると説かれるようになります。 
その方法の一つが禅です。 
 
じつは、「月渓随筆」では 18歳ではなく、前述したように 16歳で免許皆伝を授かり、
伊藤将監の勧めで兵法修行の旅に出ることになります。 
このシーンは、「武芸流祖録」では伊藤将監の台詞を次のように描写しています。 
 
「其の方の上達驚き入る。此上には我等が弟子と為すべき人とも思わね
ば、なに分諸国を廻りて好きに師を求めよ」 
 
入門して 5年経っても満足できずに山籠もりする「雑話筆記」と、3年で免許皆伝し
て師の元を去る「月渓随筆」と、どちらが真実なのかはわかりません。ただし、「月
渓随筆」では、四十歳過ぎにようやく江戸にやって来るという点は、ほかのエピソー
ドと併せて考慮すれば明らかに矛盾するため、ここでは十八歳で岩尾山に籠もったと
いう説を採用することにします。 
 
  鶴岡八幡宮（鎌倉市） 

  斎藤伝鬼、山口卜真斎、辻月 
  丹の伝説に共通した唯一の場 
  所である。 
古武術流派の発生時期において、流祖の多くはその超人的
なエネルギーの発揮方法を神仏の霊感によって獲得した、
と仮託（かたく）される話には枚挙(まいきょ)にいとまが
ありません。  
愛洲移香斎や念阿弥慈音は日向国鵜戸（うと）権現で霊夢
を得、飯篠長威斎は香取・鹿島の両神に祈り、塚原卜伝は
鹿島の神託を授かり、斎藤伝鬼や伊藤一刀斎や山口卜真斎
は鎌倉鶴岡八幡宮に参籠して妙旨を得たといい、上泉伊勢
守が京都の賀茂社に、夢想権之助が筑前宝満山に、林崎甚
助重信が林崎明神に、片山伯耆守久安が阿太古（愛宕）社
に．．．といった具合です 。  

 
辻月丹が神託を授かるために修行した場所については複数の伝説があり、岩尾山のほ
かに、洛北の愛宕山、鎌倉鶴岡八幡宮と湘南江島神社、そして禅修行に明け暮れた麻
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布吸江寺もこれに含まれるでしょう。  
 
                   葛飾北斎 富嶽三十六景 「相州江之島」  
 
岩尾山は甲賀郡の南西部に位置し、三重県
境にそびえる標高 471 メートルの、その
名のとおり岩で覆われた霊山です。平安時
代初期に最澄（伝教大師）が開山しました。
以来、修験者、忍者の修練山としても知ら
れています。辻月丹も山口流剣術にある密
教修行のカリキュラムの一環として、超自
然的なエネルギー獲得のための入山と考
えられます。  
 
山の中腹には屏風岩などの奇岩が点在しています。馬の形をした「おうま岩」、扇を
開いたような「扇岩」や、たたくと木魚の音がする「木魚岩」など、その名もユニー
クです。また、頂上からの眺めは 360 度の大パノラマ。眼下には杣川沿いに平野が
広がり、遠くには鈴鹿山系を見渡すことができます。岩尾山の麓には、明治年間に農
業灌漑（かんがい）用としてつくられた岩尾池が広がっています。 
 
 
 
 
青雲の章   第九回 
 
～ 少年辻月丹、江州岩尾山に登る ～ 
 
 
天台宗息障寺 

岩尾山は、甲賀と伊賀の間道の先にあり、山麓には天台宗息障寺
（そくしょうじ）があります。参道の石段を登ると、木を組み合
わせただけの質素な山門があり、そこを登りきると息障寺の本堂
に出ます。 天台宗息障寺は最澄が創建した寺院で、ここには延暦
寺建設のための木材の切り出しを妨害した大蛇を、最澄が祈祷で
退散させたという伝説が残っています。  
 
辻月丹は、息障寺の住持から茶をもらい、持参した握り飯を食べ
たと伝えられています。  
住持は、こんな場所に少年が一人でいることを不思議がり、  
「少年、今より何処へ行かれる？」 
と聞くと、辻月丹は  
「私の心の動静を試そうと、これから岩尾山へ登ります。」 

と答えます。  
住持は驚いて、  
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「この山は、伝教大師以来九百年余にわたって人跡の絶えた恐ろしいところだ。日が
暮れれば、山道を往来する人もいない。まして、お前のような子供がこんな夕暮れに
山に入るとは、いかなる了見だ？思い留まるがいい。」  
と止めましたが、辻月丹は忠告を聞かず、  
「お気遣い無用に願います。たとえ九百年、千年人跡が絶えていたとしても、すでに
最澄様が登った山ですから、私に登れないはずがありません。それに、人跡が絶えた
くらいの場所のほうが自分の修行にはふさわしいのです。」  
と笑い飛ばして山に入ったのでした。  
 
「土佐史談」によれば、このときの辻月丹は七日間の断食修行を実施したそうで、エ
ピソードとして確認できるのは、あまり感心するようなものではありません。  
たとえば、普通なら登山前に加持祈祷を受けるのですが、辻月丹はこれを退けました。 
下山のときにも僧侶から、 

「断食後、直ちに食すれば必ず死すと申し伝えたれば、粥を参
らすべし」 
と忠告されたのに対して、 
「我等は飯ならでは適わず」 
と答えて、七、八杯も大食したそうです。 
 
 
 
息障寺の奥の院へ続く長い階段 
 
 
息障寺を出て１キロメートル以上も歩くと、辺りはすでに暗く
なっていました。満天の星空を仰ぎながら山道をさらに深く入
っていくと、高さ５メートルの不動明王麿崖仏の巨岩に出くわ

します。最澄が岩壁に彫ったと伝えられる石像です。辻月丹は、小枝を集めて不動明
王の前に敷き、その上に端座して香を焚き目を閉じ夜を過ごしました。  
 
辻月丹が瞑想にふけっていると、目の前に二つの火の玉が現れました。火の玉に気を
取られていると、月丹は左右から両腕をつかまれ、地面に引き伏せられてしまいます。
気がつくと、二人の男に腕を捕まれていました。 
月丹は腕を振りほどくと、  
「おのれ、何者だ！さてはこの山に潜む山賊だな。火の玉を使って領民を驚かせ金品
を掠め取るとは憎い奴め！」  
と、大声で一喝します。  
しかし、二人の山賊は大笑いしながら、  
「まだ乳臭い小童（こわっぱ）が何を言うか！この山が我等の根城とも知らず、のこ
のこやって来るとは、気が狂ったか。おとなしく衣服佩刀を脱いで渡せば命だけは助
けてやる。」  
と言い終わらぬうちに、辻月丹の真っ向斬りが炸裂し、山賊の一人が一刀両断されて
しまいました。 
これに驚いたもう一人の山賊は、あわててその場を逃げ出しました。  
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辻月丹は高らかに笑いながら、賊の死骸から首を切り取り、その髑髏（どくろ）を生
涯持ち続けたそうです。後に江戸で道場を開いたときにも、この髑髏を褐色で円筒形
の容器に入れて床の間に飾っていたと言われています。弟子たちの間には、この容器
ごと音を立てて振れば、どんな病気も治癒するという噂が広まったそうです。  
 
幕末の春日大社参道の写真 

 
また、奈良の春日大社に参拝したときに
は、兵法成就の霊験を見せよとばかりに、
近くの御手洗川に自分の左手小指を切っ
て流したとも伝えられています。しかし、
後に描かれた辻月丹の肖像画には左手小
指がはっきりと確認できますので信憑性
については疑問です。 
春日神社の鹿は、山口卜真斎の故郷でも
ある鹿島神宮からやって来たと言われて
いるように、武人にとっては特別な場所

のようです。おそらく辻月丹は、小指を切断したのではなく、誓紙に血判を押したか、
あるいは小指の血で誓紙を認めて川に流したものと考えられます。 
 
 
 
 
青雲の章   最終回 
 
 ～ 武芸修行、そして江戸へ ～ 
 
 
このように、辻月丹が超自然的なエナジーを獲得するために、山籠もりや神仏に祈る
といったエピソードは豊富に残っています。 
京都での修行中には、洛北の愛宕山や近江の油日嶽に籠もったという伝説も残ってい
ます。 
 
また、こうした話と並んで有名なのが、彼が剣客修行のために諸国を旅したことです。 
 
「雑話筆記」では 18歳で岩尾山に登った年に、北国越後に武者修行へ出かけたのに
対し、「月渓随筆」では 40 歳を過ぎるまではどこにも行かずに、その後直接江戸に
向かっています。他にも 16 歳で旅に出たというものから 23 歳というものまでさま
ざまです。  
 
廻国中には、 
 
「一剣漂々遊歴すること三十三箇国、名ある剣客と試合を続けたが、其
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の何れも月丹を弟子とすることを辞し、直ちに免許を与える者もあった。」  
 
という伝書から、無名の剣客なのでどこでも相手にされなかったと記す伝書まであり
ますが、ここでは、 
 
「京都から北陸路で越前、加賀、越中、越後へ出て、信濃路から尾張、
飛騨を廻り、近江を経て京都に戻った」 

 
 
というコースを紹介しておきます。  
このコースであれば、山口流の児玉勝信が廻
ったルートとも重なるので、辻月丹は児玉の
紹介状を持参して廻国したという想像も可
能ですし、あるいは山口卜真斎の頃から、す
でに北陸にはなんらかの関係が出来上がっ
ていたのかも知れません。  
 
 

甲賀町から望む油日嶽。画面中央にう 
っすらと見える山が油日嶽である。 
 
この廻国時代に修めた流派は十二流にも及び、高名な流派では、新陰流の流れを汲む
越前の出淵運籌流（うんちゅうりゅう）、富田流の流れを汲む越中の阿波賀流、加賀
金沢の富田流と深甚流（ふかじんりゅう）、越後の鐘捲自斎流、信濃の東軍流、尾張
の柳生新陰流と円明流などが挙げられます。  
 
また、同じ時代に、居合という新しい武芸が爆発的に流
行り出しています。林崎重信（甚助）の系統では、越前
には田宮流（民弥流）、加賀には眼志流、越後には伯耆流
がすでに伝承されていました。辻月丹は、間違いなくそ
うした時代の趨勢を肌で感じていたはずで、これら流派
と立ち合ったかも知れません。 そして、山口流剣術でも、
児玉勝信が桜木流居合を、小柴貞義が山口流居合を創始
したとされており、辻月丹が後に自鏡流居合を取り入れ
る背景を考えるとき、この廻国修行時代の経験と、山口
流剣術の伝承者が代々居合と密接な関係を持っていたこ
とに、ある種の宿命的なものを感じざるを得ません。 
 
甲州路を旅していたときに、磯上不比等（いそのかみふひと）という地元では有名だ
った武芸者を訪ねました。辻月丹としては他流試合のつもりでしたがが、ようやく会
えた磯上不比等は八十歳を超えた老人で、杖にすがってなんとか歩けるような状態で
した。 
しかし辻月丹は磯上不比等の威厳のある態度や動作に感心し、磯上不比等も辻月丹を
気に入ったため、しばらく逗留して武芸談義に華を咲かせたそうです。 
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この章の最後に、京都での修業時代に訪れたと言われる、京都の愛宕山、故郷甲賀の
油日嶽での修行について注目しておきましょう。  
 

甲賀の油日嶽や岩尾山は、辻月丹の育った甲賀
馬杉からは数里ほど離れた山で、中世から修験
道の地としても知られ、甲賀忍者が修行した山
とも伝えられています。 油日嶽の山麓には油
日神社があり、辻月丹が生まれる百年前の
1566 年に建造された楼門、回廊を備えた本格
的な神社建築で、本殿、拝殿も含め全ての建物
が国の重要文化財に指定されています。  
 
神社には日本最大の高野槙（こうやまき）の巨
木があります。我々が実際に見た限りでは、杉

の大木と全く見分けがつかなかったのですが、高野槙はコウヤマキ科、杉はスギ科で、
あまり近い種ではないそうです。平成 18年(2006)、秋篠宮家に悠仁（ひさひと）親
王様がご誕生し、この高野槙の巨木が「しるしの木」とされ、一躍全国区の巨木とな
りました。この件の経緯は、毎朝参拝している地元の古老にお話を伺えたのですが、
ここで紹介するのは控えます。この巨木は、幹周りが 6.5mもあり、高野槙の本拠地
である和歌山県の高野山にも、これほどの巨木はないそうです。樹齢 750 年と言い
ますから、辻月丹も目にしていたことでしょう。  
京都の愛宕山は、標高三千尺、山城第一の高峰で、
古くから有名な修験道の場として知られる山です。
辻月丹より以前では、伯耆流居合の片岡伯耆守久安
や、貫心流の宍戸家俊などが山籠もりしたことでも
有名です。「雑話筆記」では、辻月丹は 23 歳のとき
に 21 日間籠もって断食修行をしたとされています。 
愛宕山と言えば、落語ファンなら、昭和の大名人・
八代目桂文楽の十八番の一つとして有名ですが、辻
月丹が故郷の信楽焼を持参したかどうかは定かであ
りません（このギャグがわからなければ、ぜひ落語
で愛宕山をお聴きになることを勧めます）。  
 
なお、辻月丹は、近江の山籠もりでは、「逆袈裟」を、愛宕山では「千遍遣い」を編
み出したと言われています。 
 
辻月丹は、愛宕山に３７日籠もったとする文献がありますが、明らかな間違いです。 
修験道では三七（さんしち）日、つまり３ ｘ ７＝２１日間、頭上で香を焚く行（ぎ
ょう）があり、辻月丹がおこなった荒行がまさにそれなのです。 
この荒行は、陰流の愛洲移香斎や、香取神道流の飯篠長威斎もおこなっています。 
辻月丹は、こうした厳しい修行を経て、いよいよ江戸へと向かいます。 
東下りは、延宝 2年(1674)、辻月丹が 26歳の頃と言われています。 
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辻 月丹はここにいる 
無外流祖・辻月丹物語 

 
噴火の章   第１回 
 
～ 江戸に立つ辻無外 ～ 
 
 
延宝 2 年(1674)、辻月丹はついに江戸の土を踏みました。江戸に到着して間もない
頃、辻月丹が訪問した場所が二ヶ所あります。ひとつは江戸城、もうひとつは、将軍
家剣術指南役だった大和柳生藩の江戸屋敷です。どちらも外から眺めるだけで、何も
起こりませんでした。しかし、はじめての江戸での体験は、辻月丹の人生に大きな影
響を与えたはずです。 
柳生屋敷のことは後述するとして、ここでは辻月丹が江戸城を訪れて、どのようなこ
とを思ったか推測してみましょう。 
 
明治初年頃の江戸城大手門 

現在の大手門には石橋が架かっているが、辻月丹
の頃は写真のように木橋であった。この場所は内
堀の内郭部なので、広義には城郭の中ということ
になる。しかし、常識的にはこの大手門の向こう
側が江戸城と呼ばれる。 
 
現代の人間が観光で皇居を訪れるとすれば、まず
は皇居外苑でしょう。ここには、二重橋や桜田門
など歴史的な建築物も多く、まさに東京観光の象
徴と言えます。明治以降に、皇居の正門が江戸城

の西之丸御門に変更されたことに伴い、外苑一帯が皇居の顔として整備されました。 
しかし、江戸時代であれば、江戸城の正門はもちろん大手門です。辻月丹の時代なら、
江戸城で真っ先に行くとすれば当時の正門である大手門のはずです。 
辻月丹は、大手門前でさまざまなことを目撃したことでしょう。 
 
江戸城は、すでに明暦の大火で天守閣を焼失していたものの、内郭の石垣に使用され
ている巨大な石や堀の壮大さは日本有数であり、
さすがは将軍の城と感嘆したに違いありません。 
江戸時代中期までは、大名が登城する玄関とし
て大手門が唯一の入り口でした。大手門だけに
下馬札があり、大名といえども登城の際にはこ
こで馬から降りなければなりません。家臣もこ
こで待たされるため、諸藩の供侍で混雑した光
景が目撃されたはずで、同時に将軍の権威の象
徴としてこの場所が意識されていたのです。 
            式日本大手登城之図・部分（国立歴史民族博物館所蔵） 
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大名たちが大手門から登城する様子。この図の右側に酒井家の上屋敷がある。この図
の点前の茶色い壁のような建築物が下馬札である。 
さらに大手門前には、当時の大老だった上野厩橋城主・酒井雅楽頭忠清（うたのかみ
ただきよ）の広大な上屋敷があり、酒井忠清への面会希望者で大行列が出来ていたと
言われます。酒井忠清は、将軍・徳川家綱を凌ぐ権力者とされ、下馬札に住むもう一
人の将軍という意味から、「下馬将軍」と呼ばれていたと言われています。 
 
酒井忠清の酒井雅楽頭家（うたのかみけ）は、江戸時代を通じて彦根藩井伊家ととも
に譜代大名筆頭とされた門閥です。本当に「下馬将軍」と呼ばれていたのかは不明で
すが、延宝４年に発行された武鑑である「正極江戸鑑」（えどかがみ・下写真）でも、
酒井忠清が宿老・井伊直澄（なおみ）よりも上位に位置し、幕閣の最高権力者だった
ことを物語っています。 
 
正極江戸鑑（延宝 4年版） 

 
「正極江戸鑑」にある幕閣の順位は、
次の通りです。 
 
 
 
 
 
 
 

１． 御家老   酒井雅楽頭忠清  少将 
２． 御太老   井伊掃部頭直澄  少将 
３． 御老中   稲葉美濃守正利  侍従 
           久世大和守広之  侍従 
           土屋但馬守数直  侍従  
           阿部播磨守正能  四品  
４． 御老中並  酒井河内守忠明  侍従 
５． 御留守御城代   空席 
 
とくに興味深いのは、「老中並」の酒井忠明です。忠明は酒井忠清の嫡男で、彼こそ
が後に忠挙（ただたか）と名前を改め辻月丹の最大のパトロンとなる人物です。この
頃はまだ部屋住で河内守を名乗っていました。しかし「老中並」に幕政に参加してい
たことは明白で、しかも殿席は溜之間（たまりのま）で侍従ですから、雁之間（かり
のま）で四品の阿部正能（まさよし）よりも上席になります。 
また、「留守御城代」という役職は一般には「大留守居」という名前で知られている
役職で、大名で言えば城代家老に匹敵します。参勤交代で江戸詰めの藩主に代わり、
国許の行政を預かるのが城代家老ですから、家臣のなかでは筆頭の身分になります。
この城代家老としての役割も、戦国時代の酒井家に課せられた任務だったのです。 
江戸時代初期には将軍が京都上洛や日光参詣で江戸城を空けることもありましたが、
この頃は有名無実の職制でした。 
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 上毛カルタの酒井忠清。 

 群馬県の隠れたベストセ 
 ラー「上毛カルタ」に、下馬将軍・酒井忠清が登場 
 
歴史の教科書では、「江戸時代の行政最高職は老中で、そ
の上に臨時で大老が置かれることがある」という通り一
遍の説明がされますが、じつはそれほど単純ではありま
せん。 
「老中並」「大留守居」という老中に匹敵する役職も実際
に存在していたのです。また、酒井家や井伊家のように、
老中よりも高い格式を持った家も存在しており、こうし
た藩主は将軍直々に諮問される機会も多かったことから、
譜代大名のヒエラルキーは一様ではないことがわかりま
す。 

これは大老についても同様のことが言えます。幕府役人の任免を記録した史料である
「柳営補任」（りゅうえいぶにん）によれば、江戸時代を通じて老中より上に置かれ
たのは「太老」（または「執事」）と家老（または「元老」）と呼ばれた 2つの流れが
あったことがわかります。 
「太老」は、 
井伊直政、本多忠勝、榊原康正、松平忠明、保科正之、井伊直澄、榊原忠次、井伊直
興で、 
「家老」は、 
酒井忠世、酒井忠勝、酒井忠清、堀田正俊、柳沢吉保、井伊直幸、井伊直亮、井伊直
弼、酒井忠績、 
となっています。この 2つの職制の違いはよくわかりませんが、「太老」は政務後見
タイプ、「家老」は政策実務タイプと言えそうです。江戸時代の大老の職制について
は、そう遠くない時期に日本史の教科書は書き換えられるかも知れません。 
 
 
 
 
噴火の章   第２回 
 
～ 大老 忠清 下馬将軍 ～ 
 
 
辻月丹が目撃した将軍の権威は、酒井忠清の権勢と重なって見えたはずです。なにし
ろ、大名たちが酒井家の屋敷の前で下馬するわけですから、酒井忠清の威光を畏れて
の行為のように思えたかもしれません。 
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上毛カルタより  
 
ここで後々の理解をスムースにするために、酒井雅楽頭家
とはどのような家なのかを簡単に見ておきましょう。 
 
新井白石が著した「藩翰譜」（はんかんふ）によれば、酒
井家の先祖について、次のように説明しています。 
 
14～15 世紀頃、徳阿弥（とくあみ）という時宗の遊行僧
（ゆぎょうそう）が、三河坂井郷でもうけたのが酒井広親
（雅楽頭または雅楽助）で、松平郷でもうけたのが松平泰
親（やすちか）と言われています。この松平泰親が徳川氏
の先祖となる人物で、近隣の豪族を従えていくのです。そ
のなかで、酒井広親は松平氏の譜代家臣の中でも特別な家

とされ、子孫の代まで松平家の家老（おとな）と扱うことを約束されたと書かれてい
ます。 
つまり酒井雅楽頭家と徳川家とは先祖が異母兄弟であり、例えば「寛政重修諸家譜」
では松平家家譜の次に、「松平別流」として酒井雅楽頭家を筆頭に載せているのもこ
ういう理由があるからです。 
酒井家には左衛門尉家（14万石）や讃岐頭家（13万石）をはじめ多くの庶流があり
ますが、幕府が編纂した系譜では雅楽頭家（15 万石）が酒井家の嫡流であることが
わかります。 
 
酒井家系図 

  「藩翰譜」「寛政重修諸家譜」などには、
雅楽頭家が徳川家の家老であること、左衛門尉
家（庄内藩）や讃岐守家（若狭小浜藩）に対し
て雅楽頭家が酒井家の嫡流であることが記さ
れている。 
徳川家康の家臣には、徳川四天王家（酒井左衛
門尉家、井伊家、本多家、榊原家）をはじめ、
軍団を率いての武功で知られた家臣がキラ星
のごとくいたにもかかわらず、譜代家臣の中で
最初に城主になれたのは、あまり武功では知ら

れていない酒井雅楽頭正親（1521～1576：西尾城主）でした。 
確かに酒井正親には西尾城を攻め落としたという武功はあるものの、城主第１号にな
れた勲功は、長年の筆頭家老としての貢献だったと考えられます。また、酒井正親を
城主とすることに武功派の家臣たちからの不満が出なかったことからも、酒井家が譜
代家臣の中でも特別な家だと侍大将たちに認識されていたことを意味します。 
 
本能寺の変の直後に、徳川家康が伊賀越で脱出するとき、また朝鮮出兵で家康が軍団
を率いて九州に遠征するとき、城代家老として後方支援をしていたのが正親の子・酒
井雅楽頭重忠で、その子酒井忠世は徳川秀忠の筆頭年寄（後の老中首座か大老に匹敵
する役職）となります。酒井忠世の子で忠清の父である酒井忠行は 37歳という若さ
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で死去したため、しばらく雅楽頭家では不遇が続きましたが、代わりに叔父の酒井忠
勝が大老として徳川家光に使え、酒井宗家の嫡男である忠清を盛り立てました。 
 
安政 3年の地図に見る、大手門前の酒井家上屋敷（右）と添屋敷（左）。この地図に
も記載のように、大手門前に１万３千坪以上の屋敷を持っていた。まさに徳川家の家
老である。 
酒井家の屋敷内には平将門の首塚があり、もともと
はこの地に神田明神があった。なお、右隣の葵紋の
屋敷は、一橋慶喜の屋敷、その下の丸に片喰（かた
ばみ）は池波正太郎の小説で有名な庄内の酒井左衛
門之尉家の屋敷である。 
酒井忠清は、若干 29歳で先任の老中たちを飛び越え
て、いきなり老中首座として入閣します。「先任の老
中たち」とは、知恵伊豆として有名な松平伊豆守信
綱や清廉潔癖・頑固一徹で知られる阿部忠秋など、
いわゆる「寛永の偉老」の面々でした。 
 
 
「慶安太平記城外之段」から 9代目・ 
市川團十郎が演じる松平伊豆守。 

 
「知恵伊豆」と呼ばれる松平信綱は、時代劇では幕府最
高権力者のように描かれるが、実際は新任の酒井忠清の
ほうが上席である。 江戸時代初期には将軍が京都へ上洛
することも多く、そのときに大留守居役として城を守っ
ていたのが家老の酒井忠世であり、やがて徳川家綱の時
代からは江戸を空けなくなるので、酒井家は将軍名代と
して上洛して、天皇に将軍遷下の報告をする役割を担う
こととなります。酒井忠清は、家綱、綱吉の将軍遷化の
ときに、将軍名代として天皇に拝謁しています。 
 

辻月丹が江戸にやって来た延宝 2 年(1674)は、酒井忠清の絶頂期でもあり、月丹の
生涯を通じて酒井家という大名が特別な存在だと意識されたに違い有りません。 
今日の我々には想像も出来ないことですが、この頃の酒井忠清の繁栄を考えれば、酒
井家の剣術指南役になることは、将軍家の剣術指南役である柳生家に匹敵する名誉だ
と考えたとしても不思議ではなかったはずです。もちろん、月丹がそこまで意識した
かは計りかねますが．．．。 
 
前置きが長くなりましたが、いよいよ「辻月丹物語・噴火の章」の始まりです。 
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 噴火の章   第３回 
 
～ 人物事典に見る辻月丹 ～ 
 
 
「辻月丹物語・噴火の章」では、剣術家としての辻月丹の本格的な物語が始まります。 
数々の武勇伝を期待したいところですが、残念ながら辻月丹が著名な剣豪たちと勝負
して勝利したという、講談のような物語にはなりません。 
辻月丹が江戸で活躍した時代は、4代将軍・徳川家綱から綱吉、家宣、家継、吉宗の
治世であり、もはや武勇で出世を期待する時代ではありませんでした。 
 
ここで、「日本歴史人物事典」（朝日出版社）で辻月丹がどのように記述されているか
確認しておきましょう。 
 

都治月丹（つじげったん） 
生年：慶安 1（1648）  
没年：享保 12.6.13（1727.7.31）  
江戸中期の剣客。近江国甲賀郡馬杉(滋賀県甲南町)生まれ。は
じめは辻と書いた。諱は資茂（すけもち）、通称を兵内。月丹、
無外と号した。13歳で京に上り、山口卜真斎に剣を学び免許
皆伝。武者修行の末に江戸へ出て、剣術指南をしながら工夫
を積み、45歳で不動の境地を得て、麻布吸江寺に参禅、石潭
禅師から「一法実無外・乾坤得一貞（下略）」の偈を与えられ、
以後,無外流を唱えた。宝永４(1707)年土佐（高知）藩主山内

豊房に剣術を教授、以来、江戸土佐藩邸に出入りを許され、のち月丹の曾孫資幸（す
けゆき）が山内家に抱えられて、無外流は土佐藩で不動の地位を占めた。 
<参考文献>山田次朗吉『日本剣道史』、「武術流祖録」（『武術叢書』）、「撃剣叢談」（同）  
 
（「都冶」というのは、土佐藩に仕官した辻月丹の後継者が新たに建てた家名で、家
系図では辻家の先祖までさかのぼって「都冶」と書き換えられているため、辻月丹も
都治姓になっています。主に土佐藩の史料に登場する苗字です。） 
この事典に加えるとすれば、無外流が土佐藩のみならず播磨姫路藩でも不動の地位を
占めたこと、宝永年間には多数の大名が辻月丹に入門し、将軍謁見の寸前までいった
エピソードなどでしょう。 

 
「千代田之御表 武芸上覧」（国立国会図書
館所蔵）より 
幕末の江戸城での剣術上覧の様子。4代将軍
徳川家綱以来途絶えていた上覧を、6代家宣
が復活させた。辻月丹も候補の一人だったが、
結局は剣術からは柳生新陰流、小野派一刀流
のみで、その他の武術としては槍術や砲術か
ら出場しただけだった。 

そのほか、「日本大百科事典」（小学館）、「高知県人名事典」（高知新聞社）などを参
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照しても、内容に大きな違いはありません。それは、どの事典も「日本剣道史」「武
芸流祖録」「撃剣叢談」「土佐史談」「無外全書」といった、同じ文献から筆を起こし
ているためです。 
残念ながらこうした文献は、（「撃剣叢談」以外は）辻月丹より 120 年以上も後に書
かれているため、歴史を語る上ではあまり質の良い史料とは言えないのです。 
 
たとえば、山内豊房は宝永 3 年に亡くなっていますから、「宝永 4 年に剣術を教授」
など出来るはずはありません。また、辻月丹が 32歳のときには吸江寺の初代住職で
ある石譚もすでに亡くなっているので、45 歳の月丹が石潭から偈を授かることはあ
り得ないわけですが、そうすると、「2 代目住職が石潭の名前で偈を授けた」という
説に作り変えられてしまいました。もちろんこの説も根拠はなく、むしろ、いかにも
取り繕っているようで奇怪な印象を受けます。 
 
この章では、通説とは距離を置き、前章でも紹介した辻月丹と同じ時代に書かれた「雑
話筆記」を中心に考え、さらに土佐藩の史料などから、辻月丹の生涯を再検証します。 
 
 
 
 
噴火の章   第４回 
 
～延宝２年、心法を学びに江戸へ～ 
 
 
辻月丹が江戸にやって来た時期については、延宝 2年(1674)に 26 歳で山口流剣術の
免許を得て間もなくという説（「雑話筆記」）と、40歳を過ぎてからという説（「月渓
随筆」）があり、現在でも結論は出ていません。 

 
確かに、辻月丹が大名家の公文書に登場するのは宝永年間以降であり、
これだけを考慮すれば 40 歳を過ぎてからという説と合致するのです。 
たとえば、もっとも古い記述のひとつとしては、土佐藩 4 代藩主・山
内豊昌の剣術指南をしたという事実です。幕末に土佐藩剣術指南役の都
治家が山内家に提出した家系図には、辻月丹については「豊昌公之御代
御出入リト伝ヘリ」とある以上、「日本歴史人物事典」にある 5代藩主・
山内豊房の頃ではなく、4代藩主の頃には知られていたと考えるべきで
すが、辻月丹が 40 歳代の頃には山内豊昌は存命ですから、40 歳を過
ぎてから江戸に来てもじゅうぶん間に合います。 
 
しかし、40 歳以降説を採用するとどうしても説明が出来ないことがあ
ります。 

それは、麻布吸江寺の開山・石潭良全（せきたんりょうぜん）との交流です。吸江寺
の初代住職である石潭が亡くなる延宝 8年(1680)には、辻月丹は 32歳ですから、や
はり 40歳より前に江戸に到着している必要があるのです。 
石潭が辻月丹の禅の師匠だったことは、「雑話筆記」「月渓随筆」という、筋の異なる
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二種類の史料とも認めていることですから、辻月丹は 32歳より以前から江戸に在住
していたと考えて良いでしょう。 
 
つまり、辻月丹が江戸にやって来るのは、「雑話筆記」にある通り延宝 2年と考える
べきであり、延宝～天和～貞享～元禄年間まではほとんど無名の剣客だったと考える
のが自然です。 
 
では、土佐藩を中心に「40 歳を過ぎてから」という説が広まったのはなぜでしょう
か？おそらく、土佐藩邸に出入りしたのが40歳以降だったため、それが土佐藩では、
江戸に来たことも 40歳以降と間違って伝わったのでしょう。 
 
ここで、「雑話筆記」で、この部分の記述を確認しておきましょう。 
 
延宝二年二十六歳ニシテ山口卜真斎、其ノ術焚シタルヲ知リ累年怠惰ナ
キヲ感ジテ一流ノ神秘一事モ残ラズ授ケル旨、神文ヲモツテ免許ス。然
レド月丹ナオ心ニ快トセズ、程ナク江府ニ来テ禅師ヲ求ムト云ヘドモ、
心ニ感慨スル師ナシ。 
 
辻月丹（この頃の名前は兵内）の熟達を認めた山口卜真斎は、延宝 2 年に流儀のす
べてを伝授したということです。 
また、この頃から、辻月丹は「無外」という武号を使い始めます。 
 
「雑話筆記」では、辻月丹が山口流剣術の免許を取得したにもかかわらず、納得出来
ない点があったらしく、江戸にやって来た、江戸に来て禅（心法）の師匠を探したと
ころ、良い師には巡り会わなかった．．．．つまり江戸における最初の目的は心法の修
行であり、しかしすぐには良い師に出会えなかった、と述べているのです。 
土佐系の史料によれば、ここに登場する山口卜真斎は 2 代目卜真斎で、その前には
伊藤将監と名乗っていたそうですが、とりあえずここではそれ以上は突っ込みません。 
 
沢庵和尚坐像（芳徳寺蔵） 

吉川英治の小説では、宮本武蔵の師として描かれてい 
るが、史実は柳生宗矩の禅の師であった。  
 
辻月丹が山口流剣術に不足していると感じたものは、何
だったのでしょうか？ 
どうやら、「上り兵法を下り兵法にしてみせる」などと
意気込んでのことではなさそうです。 
おそらく、山口流剣術特有の、霊的で妖術的な部分から
の脱却があったのでしょう。密教では「有」を指向する
のとは対極的に、禅は「無」を目指すと言われます。こ
の頃に、無外という武号を名乗り始めたことと関係があ
るのかも知れません。 
また、「雑話筆記」を単純に解釈すれば、例えば徳川将

軍家の剣術指南役だった柳生宗矩が沢庵宗彭（たくあんそうほう）に私淑して「兵法
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家伝書」を完成したように、辻月丹にとっての沢庵和尚を探していたと読むことも可
能です。 
しかしながら、17 世紀後半に発生する「剣術心法論」と呼ぶべき流れに当てはめて
解釈すれば、辻月丹が探していたのは沢庵ではなく、むしろ月丹より一時代前の剣
客・針谷夕雲（はりがやせきうん）が師事した虎伯和尚（虎伯大宣・東福寺第 240
世）のほうが、そのイメージに近い気がします。 
 
虎伯禅師像（龍光寺蔵） 

虎伯大宣は、徳川家光に禅の講義をしたことで有名だが、
「無住心剣術」の名付け親としても知られている。 新
陰流の柳生宗矩が「兵法家伝書」で、あくまでも剣術の
実際の技法に即した形で心法論を説いたのに対して、無
住心剣術の針谷夕雲は、徹底的に技法論を廃し、自分が
それまで習得した諸流の教えさえも捨てて、自己の禅修
行から得た境地から剣術を「一法」に昇華させようとし
たのです。剣術から技法論を徹底的に排除するこうした
姿勢は、17世紀末の剣術家に見られる特徴のひとつで、

ほかには徳川四天王の末裔である榊原家の剣術指南役だった法心流の金子夢幻など
が有名です。 
 
 
 
 
噴火の章    第５回 
 
～辻無外、吸江寺の石潭を知る～ 
 
 
現在の普光山吸江寺（東京都渋谷区） 

 
辻月丹は、自己の剣術を、禅による心法の修行を実践す
ることによって昇華させようとし、そのスタートが延宝
2 年(1674)の江戸だったのです。しかし、すぐには良師
に巡り会えなかったようです。 
ようやく辻月丹が辿り着いたのは、麻布桜田町にあった
吸江寺という禅寺でした。この寺院は元禄年間末に現在
の渋谷区東 4丁目に移転していますが、当時は現在の元

麻布 3 丁目付近にありました。月丹が師事したのは開山の石潭良全という住職で、
禅だけでなく孔孟・諸子百家にいたるまで、漢学全般の手ほどきを受けたそうです。 
 
石潭良全は、一糸文珠に師事した臨済宗の禅僧で、当時の吸江寺は戦国武将・福島正
則の甥の福島忠政一族や、同じく戦国武将の京極高知の六男・京極満吉の一族の菩提
寺でした。また、承応～元禄時代は一関藩・田村右京太夫家の菩提寺になり、渋谷に
移転してからは安中藩主・板倉周防守家の菩提寺にもなります。また、吸江寺の水谷
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昌史氏のお話では、開山のごく初期には、幕府の公用馬を専門に供養するための寺院
だったそうです。 
 
 
石潭禅師像・部分（吸江寺所蔵） 

この像は石潭良全が亡くなる直前に描かれたと伝えられてお
り、まさに辻月丹に禅を指導していた頃の姿である。 「筆話
日記」によれば、辻月丹と石潭の出会いは、他人の心を見通し
てどんな悩みも解決することで評判だった石潭を、辻月丹が仲
間に連れられて冷やかしに吸江寺まで出かけたことが切っ掛
けとなっています。 
石潭が「剣術とは何処（いずこ）にありや？」と尋ねると、月
丹が「喝とも言わぬ処にある」と返答し、石潭がやり込められ
た問答の様子が紹介されています。石潭と辻月丹の師弟関係は、
延宝 8年 6月 23日に石潭が亡くなるまで続きました。 
石潭は臨終に際して、辻月丹と語りながら座禅を組んで瞑目し
たのち絶命したそうです。 

 
ところで、辻月丹は広い江戸のどこに住んでいたのでしょうか？ 
 
通説として登場するのは、麹町九丁目・番町・小石川ですが、このなかで考えにくい
場所は麹町九丁目です。 
その理由の第一は、麹町九丁目と記述した江戸期の史料が存在しないことです。 
 
分間江戸大絵図 

この頃でも、まだ麹町は明地となっていたことがわかる。地
図中央右側が赤穂浪士が潜伏した平川天神付近。 第二に、辻
月丹の頃の麹町九丁目は火除け地ですから家屋は存在せず、
ここに人が住み出すのは正徳年間末か享保年間以降だからで
す。余談ですが、赤穂浪士たちの潜伏基地として必ず麹町が
登場します。これは史実ですが、この麹町はいわゆる麹町通
りとはまったく異なる場所で、平河天神付近の町屋です。江
戸時代初期に麹町に住んでいた人達が、強制的に平河町に移
転させられたため、元禄時代にはここを新麹町などとも呼ん
でいました。赤穂浪士たちはこの新麹町に潜伏していたわけ
です。それが質の悪い時代小説になると、赤穂浪士が麹町通
りに面した町屋に潜伏していたことになってしまいます。 
もちろん、住むことが絶対に不可能とまでは言い切れません
が、少なくとも晩年を除けば、辻月丹が麹町に住んだという
可能性は低いでしょう。 
 
辻月丹の麹町在住伝説が誕生した原因はどこにあるかと言え
ば、やはり「雑話筆記」になります。 

「雑話筆記」では辻月丹の住まいには触れていませんが、月丹から無外流剣術を継承
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した都治記摩多資英（きまたすけひで）が麹町に住んでいることが記述されています。 
 
門弟流ヲ広クシテ辻記摩多ト号シテ麹町ニ住ス。 
 
これが、辻月丹の話にすり替わったと考えられます。 
 
おそらく、都治記摩多は享保年間になってから麹町に住みついたと考えられます。 
では、辻月丹と記摩多が、ともに麹町に住んでいた可能性はなかったのでしょうか？ 
 
「雑話筆記」が出版されたのは、辻月丹が亡くなって3年後の享保15年(1730)です。 
ここで語られる辻月丹の物語は、すべて過去のことなのに対して、都治記摩多につい
ての記述だけは現在進行形です。 
つまり、都治記摩多を説明するために、はじめて麹町という記述が登場するというこ
とは、辻月丹は麹町には住んでいなかったと解釈できます。なぜなら、辻月丹が麹町
に住んでいたのであれば、都治記摩多の登場を待たずに麹町の話題に触れるはずで、
二人が別の場所に住んでいたからこそ記摩多が登場するときにはじめて麹町とコメ
ントできるのです。さらによく読めば、辻月丹の住まいについてまったく触れていな
いのは、筆者と読者の間に暗黙の了解が存在している．．．書かなくてもわかるでしょ
う！という意味だとも解釈できます。 
 
そこで、我々は「雑話筆記」をもう一度読み返してみました。 
 
 
安政 3年の麹町九丁目付近の地図 

     
麹町通り両側のグレーの部分が町屋である。し
かし、元禄・宝永年間には火除け地として一部
が明地にされていた。 
 
すでに「辻月丹物語・青雲の章」で紹介したよ
うに、「雑話筆記」は神田紺屋町に住む神田白竜
子が享保 15 年(1730)に出版したもので、白竜
子が大名屋敷に出入りしながら見聞したことを
中心に執筆・編纂したものです。全 20巻あり、

第 7 巻の「辻無外之話」が辻月丹の物語です。ちなみに第 7 巻の構成は次のように
なっています。 
 
 雑話筆記巻之七 目録 
  一．小野家甕割太刀之話 
  一．鉄砲長短利害之話 
  一．辻無外之話 
  一．日夏繁高難スル之話 
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神田白竜子は軍学・刀剣鑑定の専門家でもありますから、そうした話題も多く取り上
げられています。注目すべきは「雑話筆記」に登場する大名家の顔ぶれです。この本
に登場する大名で、その回数が突出して多いのは、榊原式部大輔家、加賀前田家、水
戸徳川家です。 
 
なぜこの三家の話題が多いのでしょうか？ 
それは、この三家の屋敷が、神田白竜子の住む神田から近い、小石川から本郷付近に
集中しているからだと考えられます。 
神田白竜子は、江戸中の大名屋敷をくまなく取材して歩いたわけではなく、自分の家
に近い大名屋敷から集中して招かれていたと考えれば納得が出来ます。あるいは、神
田白竜子のような軍学を講釈する仕事にも同業者との縄張りが存在し、案外その活動
エリアは狭かったのかも知れません。 
 
 
 
 
噴火の章   第６回 
 
～辻無外、小石川に居候する～ 
 
 
水戸徳川家の上屋敷は、現在の小石川後楽園・東京ドーム一帯、また加賀前田家の上
屋敷は、現在の東京大学本郷キャンパス周辺です。 
戦国時代の徳川四天王の一人・榊原康政を先祖にもつ榊原式部大輔家は、この時代の
播磨姫路城主です。広大な下屋敷が、現在の池之端にありました。三菱財閥の旧岩崎
邸と言ったほうが早いかも知れません。  
 
紺屋高尾（圓楽独演会全集） 

 
これは三遊亭の独壇場とも言える噺。5 代目・三遊亭
圓楽は、吉原近くの寺の息子として生まれ、実家の檀
家には妓楼が多かったこともあり、圓楽の紺屋高尾は
絶品と言われる。 とくに醜聞で有名なのは 8代藩主・
榊原政岑で、将軍吉宗の倹約令に反抗して吉原通いを
続け、後に高尾太夫を 2万 5千両で身請けした話はよ
く知られています。 
落語の「紺屋高尾」でもお馴染みのように、高尾太夫
と神田周辺は縁が深く、「雑話筆記」が書かれた頃から、
すでに格好のスキャンダルだったわけです。 

「雑話筆記」が、神田白竜子が神田・小石川・本郷・上野あたりで見聞きした話とい
う解釈をすれば、「辻無外之話」に辻月丹の住所が出てこない理由として、月丹がこ
の周辺に住んでいたから「あえてその話題には触れなかった」と考えることができま
す。 
さらに、土佐藩の史料に面白い記述を発見しました。 
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辻月丹の孫にあたる都治文左衛門資賢の弟子だった高田隆介が、師匠の言葉を口述筆
記した文章には、辻月丹の甥孫（せっそん）の辻右平太の消息がありました。辻右平
太は、湯島天神の近くで道場を開いていたと記述があります。 
この部分を紹介します。 
 
月丹翁ノ甥孫ニ都治宇平太（ママ）ト云フ人有リ。至テ勇猛ナル人也。
江戸湯島ノ天神ノ下ニ稽古場ヲ立居ラレシガ、眼疾ヲナヤマレシニ気性
ニマカセテ荒キ療治ヲセラレ、終ニ病根トナリ早世セラレシト也。（カッ
コは筆者） 
 

江戸名所図会「湯島天満宮」 
     
辻月丹の甥の辻右平太は、湯島天神下で道場を
営んでいた。そして、もうひとつ面白い記述が
ありました。それは、辻月丹が弟子の鈴木伝右
衛門の家に住んでいたという記述です。（正し
くは「傳右衛門」）この鈴木伝右衛門という弟
子については、それ以上の情報はなく、「武芸
流派大辞典」などの無外流系譜にも記載されて
いません。いったい何者なのでしょうか？ 
 
辻月丹には数多い弟子がいたにもかかわらず、高弟たちを差し置いて鈴木伝右衛門の
家を選んだ理由を考えてみましょう。 
まず、鈴木には家屋敷があったからだと考えられます。長屋住まいの浪人のような身
分の弟子では、師匠を居候させることは出来ないでしょう。また、土佐藩士のような、
大名屋敷に住んでいる弟子たちもその候補から除外できます。 
 
江戸でこの条件を満たせる身分の人間は、幕臣しか考えられません。 
 
そこで、「寛政重修諸家譜」を中心に、「柳営補任」（りゅうえいぶにん）や「武鑑」
で、この条件に適合する人物を検索しました。 
すると、たった一人だけ存在しました。 
鈴木伝右衛門盛勝(1674～1740)という人物です。 
鈴木家は代々上野寛永寺の「御墓所人組頭」という身分の旗本で、屋敷は小石川御弓
町（現在のフクダ電子(株)新館付近）にあり、さらに下谷長者町（現在の外神田 5丁
目付近）にも屋敷を所有していました。小石川の屋敷は小笠原佐渡守家のすぐ近くで
したし、下谷の屋敷は湯島天神や上野寛永寺にも近く、また伊勢津藩主・藤堂和泉守
家の屋敷や土浦藩土屋相模守家の屋敷もありました。さらに、鈴木家の菩提寺は小石
川の蓮華寺にあり、すぐ近くには酒井雅楽頭家の小石川下屋敷があります。 
鈴木伝右衛門盛勝の母の実家である太田家は、代々酒井雅楽頭家の家臣で、この頃は
酒井忠清の弟である酒井忠能（ただよし：上野伊勢崎藩主）に仕えていました。酒井
忠清の嫡男が、後に辻月丹の最大のパトロンとなる酒井忠挙（ただたか）であること
を考えれば、ここでも点と線がつながっていることがわかります。 
鈴木伝右衛門宅（小石川御弓町） 
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辻月丹が居住していた鈴木伝右衛門の屋敷は、
現在医療機器のフクダ電子(株)の本郷新館が
建っている。ここから、天和の火災の影響で下
谷長者町まで引っ越したと考えられる。 
なお、北野天神下には、中山安兵衛が師範代を
務める一刀流堀内道場があった。 
 
 
辻月丹が鈴木家に住んでいた時期も期間もよ
くわかりませんが、天和 2 年(1682)以降であ
ることは間違いないようです。 
天和 2年 12月 28日は、有名な八百屋お七の

「お七火事」が起きており、翌天和 3 年 2 月 6 日には小石川白山から出火して大火
事になっています。これら火事と居候と何か関係あるかも知れませんが、それもよく
わかりません。おそらく、もともとは小石川付近に住んでいて、その後小石川御弓町
の鈴木家に居候していたものの、火事や天災などの理由で避難し、最終的に下谷の鈴
木家に居候したのだろうと考えられます。 
なお、鈴木伝右衛門は元文 5年(1740)7 月 10 日に 67 歳で亡くなります。その頃ま
で辻月丹が鈴木家に生涯住み続けたとは考えにくいことです。甥の辻右平太が近くに
在住ですから、その後の月丹も小石川か下谷付近に在住していたのではないかと考え
られます。 
 
寛政 2年(1790)に書かれた「撃剣叢談」（げきけんそうだん）に登場する「番町」在
住についても、明和年間頃の都治家の話ですから、辻月丹とは無関係と考えて良いで
しょう。 
 
 
 
 
噴火の章   第７回 
 
～  歴史ミステリー  
       
 
無外流創始の真実 ① ～ 
 
辻月丹の生涯で最大の謎は、無外流兵法（剣術）が、いつ、どのような経緯で創始さ
れたかという点です。 
すでに紹介した「日本歴史人物事典」にもあるように、通説では次のように信じられ
ています。 
 
麻布吸江寺に１９年間参禅、４５歳のときに不動の境地を得て、石潭禅
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師から「一法実無外・乾坤得一貞（下略）」の偈を与えられ、以後、無外
流を唱えた。 
 
つまり、26歳で江戸に出てきてから 19年間の修行の後、元禄 6年に 45歳で石潭か
ら「一法実無外」の偈を授かり、無外流を創始したと信じられています。さらに、石
潭が元禄 6年にはこの世に存在しないことが明らかになると、2代目住職の神州良祗
（りょうぎ）から「石潭名義で偈を授かった」という珍説まで登場しています。 
 
「雑話筆記」を少し注意深く読むと、これらがすべて間違いあることがわかります。 
では、「雑話筆記」にはどのように記述されているのでしょうか？ 
 
無外流創始に至るまでを、「雑話筆記」の記述順に抜粋します。 
 
①．辻平内（ママ）は、13 歳で京都の山口卜真斎の門弟となり、山口流剣術を学ん
だ。 
 
十三歳ニシテ京師ニ至テ山口卜真斎ト云者ニ従テ昼夜剣術ヲ学ブ。 
 
②．26 歳で山口卜真斎から免許を授かり、禅の師を求めてまもなく江戸に移り住ん
だ。 
 
延宝二年二十六歳ニシテ山口卜真斎、其ノ術焚シタルヲ知リ累年怠惰ナ
キヲ感ジテ一流ノ神秘一事モ残ラズ授ケル旨、神文ヲモツテ免許ス。然
レド月丹ナオ心ニ快トセズ、程ナク江府ニ来テ禅師ヲ求ムト云ヘドモ、
心ニ慶倒スル師ナシ。 
 
③．江戸では辻無外と名乗った。辻無外と名乗る前後に合計 19年間の言語に絶する
辛い修行をした。 
 
辻無外ト号ス。是ヨリ以前辻兵内ト号セシトナリ。是マデ之間、前後十
九年辛万苦スクフ言語之及ブ所ニ非ズ。 
 
④．辻月丹は45歳のとき、それまで数十年間抱いていた心の迷いが消えて自得した。 
 
四十五歳ニ至テ初テ心ノ物ニ動セザルヲ知リ、千変万化当ル処ニ応ジテ
気勢ノ満タ不ル所ナク、数十年ノ惑ヒ即チ明ラカニナリテ自得感発ス。 
 
⑤．石潭が亡くなるときに、「一法実無外（以下省略）」の偈を授かった。流名を無外
流に、自身の号を無外から月丹資茂に変えた。 
 
或ル時、石潭禅師ノ寂定ニヲイテ日終物語ス。禅師褒美シテ曰ク、 
一法実無外  乾坤得一貞   
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吹毛方納密  動着則光清 
 
是ヨリ始メ無外流ト改伝シ世ニ流布ス。諸侯健士此ノ門ニ入テ其ノ業ヲ
伝ル者多シ。此ノ時、無外ヲ改メテ月丹資茂ト号ス。石潭禅師許シテ一
法居士ト称ス。 
 
一見すると、通説と同じようですが、じつは重大な違いがあるのです。 
 
そもそも⑤が無外流誕生の瞬間なわけです。 
「寂定」とは、涅槃の境地である静かな禅定に至ることで、禅僧が亡くなることを意
味します。 
石潭は、示寂しながら月丹に語りかけたことになります。石潭が亡くなるときに無外
流が創始されたわけですから、無外流は延宝 8年(1680)6 月 23 日に誕生したことに
なります。従来から言われている元禄 6年よりも 14年も前です。この時、辻月丹は
32歳です。 
通説では「26 歳で江戸に出てから 19 年間の修行の後、45 歳で無外流を創始した」
という計算ですが、③にある 19 年間とは、「前後十九年」ですから江戸に出てから
の修行期間だけを意味しないことは明白です。13 歳の剣術修行開始からをカウント
しているのです。 
それを証明するように、13歳 + 19 年 = 32 歳と、年齢がぴったり一致するのです。 
 
無外流は、延宝８年(1680)６月２３日、辻月丹がまだ辻無外と名乗っていた３２歳
のときに創始された。 
１３歳からスタートした剣術のキャリアは、すでに１９年になっていた。創始と同時
に、号を月丹資茂と変えた。 
 
これが真相です。 
ですから、西暦 2013 年は、無外流創始 333 周年の記念の年なのです。 
 
 
 
 
噴火の章   第８回 
 
～  歴史ミステリー  
 
無外流創始の真実 ② ～ 
 
 
無外流の始まりが元禄 6 年(1693)ではなく、その 14 年も前の延宝 8 年(1680)だと
すれば、これまで謎だったいくつかの疑問が氷解していきます。 
 
例えば、土佐藩に存在する無外流伝書のなかで、もっとも古いものは延宝 8年の「無
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外流真伝剣法訣」です。それも、出処の明確な筋の良い伝書と言えます。 
無外流が元禄 6 年に創始されたのであれば、こうした元禄以前の伝書が存在する理
由が、これまでは謎とされてきました。この伝書を、無外流居合兵道を創始した中川
申一は「無外、七十歳くらいの作ではないか」（「無外真伝兵道考」昭和 43 年）と、
根拠もなく後年のものだとしています。しかし、無外流が延宝 8 年に創始されてい
て、伝書の執筆には禅僧の協力が大きかったと考えれば、じゅうぶん納得できる話で
す。 
 

また、吸江寺 2代目住職から偈を授かったのであれば、石潭の死後も
辻月丹と吸江寺の交流が続いていたことになります。そうなると、辻
（都治）家の菩提寺は吸江寺になっても良いはずなのに、実際には高
輪の如来寺が菩提寺です。この疑問は、石潭の死によって、辻月丹一
代限りの関係が途絶えたと考えれば納得できます。 
おそらく都治家と、吸江寺の交流はなかったのでしょう。 
 
月丹の孫の都治文左衛門の弟子だった高田隆介によれば、すでにこの
頃、土佐藩士たちには吸江寺という名前すら忘れられていたようです。
これは、土佐藩士たちと吸江寺の交流が早い時期に途絶えて、すでに
久しいことを意味します。月丹が弟子たちを吸江寺に通わせて、禅を
学ばせたという通説が考えにくい説だとわかります。 
高田隆介は、次のように書いています。 
 

月丹翁禅ヲ語ラレタル石譚禅師ハ上野ノ国某寺ノ智識ナリ。江戸ニ来リ
麻布二本榎ニ在シ時集会有シヨシ也。然ルニ二本榎ト伝聞ハ知ヌレドモ
何寺トイウ事ヲ知ラズ。 
 
つまり、石潭の名前は伝わっていたものの、その寺の名前は忘れ去られていたのです。 
 
ちなみに、延宝 8 年の「無外流真伝剣法訣」の序文に書かれていることは、下記の
とおりです。 
 
    無外流真伝剣法訣 序文 
 
夫れ撃剣の術は鎮国の大権、撥乱の要備なり、何となれば武器盛んなれ
ば兇邪わざわいせず。（途中省略）精神を会する者は、はるかに雲霄を隔
つ、ひそかに憂う、百歳の後、伝習緒を失い、奥微聞くことなきを。す
なわち新に十則を定めて録して訣筌となす。更に一円を画いて以て極致
を寓す。幸いに師に超ゆる作にあわば寧ろ十集してこれを珍とせん、も
しまた器にあらざる人には隻字と雖も伝うることなかれ。（途中省略）吾
いずくんぞかくさんや、吾いずくんぞかくさんや、その十法つぶさに後
に言う。 
延宝八年歳庚申仲夏望日 
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無外子辻月丹資茂撰 
 
「庚申」とは延宝 8年の干支で、「仲夏望日」とは「夏（旧暦）の良き
日」くらいの意味です。石潭の死は延宝 8 年(1680)6 月 23 日ですか
ら、旧暦ではまさに夏になります。 
 
「無外流真伝剣法訣」は、石潭が亡くなる少し前から準備されていた
わけですが、その執筆においては、おそらく石潭の大きな協力があっ
たのでしょう。石潭が亡くなるときに、辻月丹は無外流を創始し、そ
の舞台装置のひとつとして「無外流真伝剣法訣」を用意したのです。 
 
 
さらに、「無外流真伝剣法訣十則」へと続きまず。 
 
   

無外流真伝剣法訣十則 
 
 智 神明剣 
 仁 万法帰一刀 
 勇 獅王剣 
 
  一．獅王剣 
  二．翻車刀 
  三．玄夜刀 
  四．神明剣 
  五．虎乱入 
  六．水月感応 
  七．玉簾不断 
  八．鳥王剣 
  九．無相剣 
  十．万法帰一刀 
 
 一円  
 
 附 
 短剣法訣 
  （途中省略） 
 
右無外真伝剣法は禅理を以て教導致す処、貴殿禅学御了知の上当流の剣
法御懇望且つ御篤志につき、拙者先師より相伝の奥義、此の度授与致し
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候、御秘蔵あるべきものなり。 
 
 
 
 
噴火の章   第９回 
 
～  歴史ミステリー  
 
無外流創始の真実 ③ ～ 
 
 
そもそも、無外流が元禄 6 年(1693)に創始されたという説は、誰が言い出したので
しょう？ 
 
「武芸流派事典」 

     
綿谷雪・山田忠史著 我々は、「元禄 6 年創始説」が誕
生したのは昭和 30 年代後半～40 年頃だと考えていま
す。例えば、「武芸流派事典」「日本武芸小伝」などで知
られる綿谷雪（わたたにきよし）の一連の著作を読んで
いくと、昭和 40年以降になってはじめて「元禄 6年創
始説」が登場します。「元禄 6年創始説」の元祖が綿谷
雪だったとは考えていませんが、この説が比較的最近に
誕生したということは間違いないでしょう。 
 
ただし、昭和 40 年頃よりずっと以前に、「元禄 6 年創
始説」が誕生するための下地はつくられていました。そ
れは、中川申一著「無外全書」（昭和 13年）です。 
「無外全書」では、「元禄 6年創始」の記述はありませ

ん（何故か「天和 2年」に創始と書かれている！）が、「雑話筆記」にある「前後 19
年の剣術修行」を、「石潭禅師に就いてから 19 年間の禅修行」に書き換えられてい
るのです。ちなみに大正 14年の山田次朗吉著「日本剣道史」には、「前後 19年」と
正確に記述されています。 
 
「無外全書」には次のように書かれています。 
 
元禄六年は、（辻）無外にとって画期的な歳であった。石潭に就いて禅を
修めること十九年、四十五歳であった。心法無碍の自在を得て、豁然と
して悟りを開いた。 
 
そして、石潭から「一法実無外」の偈を授かるという筋書きです。 
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「雑話筆記」の「前後 19 年」が、昭和 13 年の「無外全書」では「石潭に師事して
から 19年」に変わり、さらに昭和 40年頃には「元禄 6年創始説」へ展開していっ
たと考えられます。 
ちなみに、綿谷雪の「新撰・武術流祖録」（昭和 36年）では、「石潭に参禅すること
前後 19年」という、折衷案のような意味不明な説が展開されています。 
 
「無外全書」では、辻月丹が 26歳で江戸に登場するという内容ですから、ネタ本は
「雑話筆記」の筈です。つまり中川申一は、「雑話筆記」を参照しながら、「雑話筆記」
を読み間違えているわけです。 
いったい、どこで間違えたのでしょうか？ 
 
まず、石潭が延宝 8年に亡くなった事実を知らなかった可能性があります。 
また、（これが最も重要なのですが）「雑話筆記」が時系列で記述されていると
誤解したのだと考えられます。 
たしかに、「雑話筆記」では、前述した無外流創始に至までの①～⑤のうち、辻月丹
が 45歳になるまでの①→②→③→④までは時系列に記述されています。しかし、無
外流誕生の瞬間である⑤は、④を受けての話題ではありません。これは、我々が石潭
の没年を知識として知っているから言えるのではなく、この文章を先入観なしに読め
ばすぐにわかります。 
 
どんな文章にも、書いた人間のクセが残っていることは論を俟ちません。 
「雑話筆記」全巻を読めば、この頃の神田白竜子の文章の特徴として、話題Ａを受け
て話題Ｂに転ずるときに、話題Ｂの始めは「是ヨリ」「此ノ時」「此処カラ」という言
葉を遣うことがわかります。 
例えば、こういう感じです。 
 
是ヨリ始メ無外流ト改伝シ世ニ流布ス。諸侯健士此ノ門ニ入テ其ノ業ヲ
伝ル者多シ。 
此ノ時、無外ヲ改メテ月丹資茂ト号ス。 
 
もし⑤が④を受けての話であれば、⑤は「此ノ時」ではじまるはずですが、実際には
⑤は「或ル時」で始まっており、これは④から続く話ではなく、独立したエピソード
であることがわかります。 
①→②→③→④までの流れと、⑤はまったく別に考えるべきなのです。 
 
さらに、「雑話筆記」には辻月丹が 45 歳で「自得した」と書かれているのに、通説
のように「45 歳のとき石潭（あるいは神州）に導かれて開悟した」というのもおか
しな点です。もし、通説のように偈を授かっての開悟が45歳の出来事であるならば、
自得などする必要がありません。 
 
 
 
江戸時代中期の七条袈裟① 
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この袈裟は、江戸時代中期のもので、辻月丹が肖像
画で纏っているものとほぼ同じタイプである。東林
寺（福岡県）所蔵。 
 
 
そして、「月渓随筆」「筆話日記」などの土佐系の史
料では、辻月丹が「四十余歳」で江戸に登場するた

め、無外流創始も 40歳を過ぎてからと混乱して解釈したことも一因でしょう。 
ちなみに、土佐系の史料では、江戸に出てきたのは「四十余歳」とは書かれています
が、無外流創始も 40歳以降だったという記述はありませんし、江戸で石潭に禅を学
んだことは書かれているものの「一法実無外」を授かったと言う記述もありません。
つまり、土佐系の史料では、辻月丹が江戸に来る前にすでに無外流を創始していたと
も読めてしまいます。 
と言うより、そもそも石潭を登場させながら、その死後の「四十余歳」にはじめて江
戸にやってくると言う筋書き自体が破綻しています。 
 
もうひとつだけ指摘すれば、「無外流真伝剣法訣」の「万法帰一刀」のなかで、「更ニ
参セヨ三十年」という文句があるために、これを 30年の修行の後に、「更にもう 30
年」というイメージで理解してしまったこともあるでしょう。もちろん、「30年+30
年」という意味ではありません。 
 
いずれにせよ、通説の辻月丹は 26歳で江戸に来るわけですから「雑話筆記」をもと
に組み立てられているのは明白です。筋の異なる 2 種類の史料から独立した 2 説が
生まれたのではなく、同じ史料を読み誤っているだけの話なのです。そして、「13歳」
「26歳」「19年間」「45歳」という記述されている数字だけを単純に 26 歳＋19年
間 =45 歳 と計算してしまった、そして、それが検証もされずに広まったことが、「元
禄 6年創始説」が定着した経緯だろうと考えられます。 
 
                                 神田明神（明治時代初期） 
また、「元禄 6年創始説」が信じられたもう一
つの大きな原因は、無外流自体の複雑な進化
の歴史にあると考えています。 
「雑話筆記」でも 45歳で辻月丹に「自得」す
るような大きな変化があることが記述されて
おり、この頃の無外流（あるいは辻月丹）に
は何かが起きていたのです。 
では、45歳で無外流はどのように進化したの
でしょうか？ 
 
 
 
 
噴火の章   第１０回 
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～ その剣風は「先々の先」 ～ 
 
 
辻月丹自身は、無外流兵法（剣術）に大きな影響を与えた剣術家として、山口卜真斎
のほかに、「無外流祖・辻月丹物語 青雲の章」でも紹介した磯上不比等を生涯にわ
たって忘れなかったそうです。しかしながら、磯上なる人物の正体はよくわかりませ
ん。 
 

また、辻月丹が廻国して学んだ新陰流、冨田流、中条流、などの影
響も受けたでしょうし、母流である山口流に影響を与えた天流、鞍
馬流、香取流、新当流、鹿島心流などの影響も間接的には受けてい
るでしょう。 
それ以外にも、たとえば山口卜真斎が書いたと伝えられる絵目録に
は、足運びを説明するときに「佛車刀等之如ク」という部分が確認
できます（右図）。これは、動きから察すると一刀流の「払捨刀」（ほ
っしゃとう）の当て字と考えられます。山口卜真斎は一刀流からも
影響を受けていたと考えて良いでしょう。 
 
辻月丹は、32 歳で「一法実無外」の偈を授かり無外流兵法（剣術）
を開いたのち、45歳で心を不動にする術を「自得した」と書かれて
います。また、一説には「千遍遣い」を編み出したのはこの頃とも

言われています。 
この自得がその後の無外流の剣風に影響していることは明白で、例えば月丹の曾孫・
都治資幸は流祖によるこの頃の無外流の変化に関連づけて、自身のことを次のように
口述しています。 
 
四十三歳トヤランノ時、我（都治資幸）モ此ノ頃、漸ク兵法ニナリタル
ト思ワレシ 
 
つまり、辻月丹が 45 歳で自得したのと同じように、都治資幸は 43 歳頃に「漸ク」
（ようやく）本物の兵法（剣術）に到達できた、と述べているのです。 
 

この言葉は、師匠が弟子に対しての口伝ですから、剣術を極め
るには長期間の努力が必要だと教えたかったのだとも感じられ
ますが、じつは無外流の剣風を考える上で貴重な証言なのです。 
 
元禄年間以降の無外流は、はじめから試合をして敵には体当た
りも厭わないといった、激しい剣風で有名だったことがわかっ
ています。いっぽう、悟りを開いた人間が到達する剣術といえ
ば、むしろ手数の少ない枯れた剣風を想像しがちです。激しい
剣風に到達したとは、とても想像できません。 
 
ここで、辻月丹の剣風が、どのように史料に記載されているの
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か着目してみましょう。 
 
江戸時代の随筆「異説区」（いせつまちまち；「日本随筆大成」収蔵）によれば辻月丹
の剣風の特徴として「先々の先」だったと記載されています。 
 
辻月丹ナド、カヨウニイカメシクアラザリシ。仕合ヲスルニ、シナエ（竹
刀）ヲカツギテ、スツトイツテ打ツニ、ナルホド先々ノ先ニテアリシナ
リ。気ノ満チヌルニハ、打チ込ム時、シナエノ先ガフクレシトナリ 
 
「先々の先」であれば、心法に傾倒した結果、野獣のような激しい剣風を確立したと
いう矛盾を説明できます。 
「先々の先」とは、いくつかの解釈はあるものの、ここでの意味は敵の攻撃を予測し
て先制攻撃する剣風のことで、敵の動きを封じるためには敵の懐にもぐり込んだり体
当たりすることも厭いません。 
辻月丹は、敵の動きを事前に予測する能力を磨くために、心法を極めたのだと解釈で
きます。単純に考えれば、「先々の先」とは敵よりも早く攻撃するわけですから、無
外流の剣風が以前にも増して激しく荒々しいものに変化したのでしょう。 
 
無外流が「先々の先」の剣術だったことは、他にもいくつかの史料にそれらしい記述
を確認することができます。 
 

安政 3年の地図から辻月丹の足跡は、高輪・品川近辺に多数残って
いる。高輪には伊達家の屋敷が密集し、また都治家の菩提寺となる
如来寺がある。品川では、東海時やその塔頭に禅を学びに足を伸ば
している。また、画面中央下にある白い正方形の土地は、土佐藩江
戸下屋敷である。坂本龍馬が江戸に留学していたときの滞在先とし
ても有名な場所である。 例えば、土佐藩出身者で初めて辻月丹の
内弟子となった森下権平の証言です。森下は 18 歳から 23 歳まで
土佐で真新陰流を学んでから江戸の辻門下に加わります。森下によ
れば、それまで「待ノ剣法」が身に付いていたところに、「先々の
先」を学ぶことになり、かなり戸惑った様子が窺えます。 
 
また、その数年後の話としては、ある人が「無外流ハ待流ナリ」と
評したことを人づてに聞いて、森下が抗議に出かけたという逸話が
残っています。相手の誤解が解けたあとに、森下権平はつぎのよう
に言ったそうです。 

 
「若シ待テスル流トノ仰セナラバ、我等モ聊（いささ）カ所存アッテ参
リタリ。」（もし待ちの流儀なんて仰せでしたら、こちらとしては、たたでは済まさ
ないつもりで来たのです） 
今日の価値観からすれば、剣風の誤解くらいで命懸けになるのは理解に苦しむところ
ですが、そこまでして森下権平が守ろうとしたものがあったのでしょう。 
おそらく、「待テスル流」という言葉には、臆病な流派という侮蔑の意味が含まれて
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いたか、「待つ流」は「末流」にも繋がるニュアンスなのかも知れません。 
 
「先々の先」を示すもうひとつの事例は、辻月丹の内弟子で横井軍次という藤堂家家
臣の証言です。藤堂家の三代藩主・藤堂高久の正室は酒井忠挙（ただたか）の同腹の
姉・亀姫で、藤堂高久は酒井忠挙にとっては義兄になります。 
横井軍次は、辻月丹が品川の東海寺の寺院内にある塔頭に禅を語りに出かけたときに、
師匠である月丹に同行しました。そこで、師匠の用件が済むまで待っていると、僧の
一人から質問をされました。 
 
「貴方ノ御流儀ニ先々ノ先ト申シ事有ヨシ。其レハ如何ナル所ヲ打チ候
哉。」 
 
すると横井軍次は、質問が終わるか終わらないうちに、僧の頭を扇子で思い切り叩き
ながら、 
 
「是ニテ候」 
 
と答えたと云うことです。 
 
この種の話は、幾分笑い話のように伝えられていますが、じつは無視できない情報を
含んでいるものです。この時代の無外流の特徴が「先々の先」、つまり荒々しい剣法
流派として僧侶にも有名だったことを意味します。それも、相手より先に攻撃を仕掛
けるという単なる動作の上のことだけではなく、相手の心の動きを見透かして打つ、
という攻め以前の能力が問われる剣法だったのです。 
 
無外流兵法（剣術）は、延宝 8 年に石潭良全に導かれて創始された「先々の先」が
特徴の剣法で、石潭の死後は一人で修行した結果、元禄 6 年には「自得」してさら
に進化た、と考えるのがもっとも妥当な解釈のようです。 
 
 
 
 
噴火の章   第１１回 
 
～ 多賀権内の自鏡流居合術 ～ 
 
 
今日、無外流と言えば居合の流派として知られていますが、辻月丹が創始したものは、
もちろん兵法（剣を中心にした武術全般）の一派です。 
無外流に居合が併伝されるのは、辻月丹よりもずっと後の寛政年間の播磨姫路藩・酒
井家において、自鏡流居合という土浦藩の居合流儀を取り入れてからの話になります。 
 
歌川広重 「下谷広小路」（名所江戸百景より） 
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下谷広小路とは、現在の上野広小路のことである。辻月丹や多
賀盛政の住んでいた下谷は、将軍が上野寛永寺に参詣する通り
道だったため、古くから街道が整備され町並みが開けていた。
この絵の右側の商店「いとうや呉服店」とは、現在の松坂屋の
前身で、奥は上野の森である。 自鏡流居合術は、元水戸藩士
だった多賀権内盛政が、江戸の下谷（現在の外神田から御徒町
付近）に道場を開いて広めた居合流派です。 
 
通説では、辻月丹が多賀盛政に自鏡流居合を学び、弟子たちに
も学ばせたとされますが、これを傍証する史料は見つかりませ
ん。とくに、弟子たちにも学ばせたのであれば、土佐藩にはそ
の痕跡が残っていて然るべきで、断片すら確認できないのは不

思議なことです。山口流剣術の史料は土佐藩に残っているのに、自鏡流居合術の史料
が一切見つからないのは、弟子たちに学ばせたという事実はなかったと判断できます。 
 
辻月丹が学んだ事実も検証は出来ませんが、我々は辻月丹と自鏡流居合の接触があっ
たとは考えています。 
なぜなら、寛政年間に酒井家で居合術を取り入れるにあたり、田宮流をはじめ著名な
居合流派は数多存在していたにもかかわらず、よりによって自鏡流というマイナーな
流派に目をつけたのは、新規採用というよりも、むしろ以前に存在して失伝したもの
を復興したと考えた方が納得できるからです。 
また、同じ時代に辻月丹と多賀盛政は下谷に住んでおり、まったく接触がないと考え
るほうが不自然です。史実かどうかはともかく、辻月丹が下谷車坂ではじめて芸者を
見たという逸話が残るほど、月丹と下谷の関係は深かったようです。 
しかし、多賀道場に弟子たちを居合修行のために通わせたという説は、かなり怪しい
と考えます。 
 
多賀盛政は天和 3年(1683)3 月 27 日に水戸藩を脱藩し、江戸下谷に道場を開きまし
た。脱藩直後から、すでに自鏡流居合術を名乗っていたかは不明です。 
「水戸家監察書記案」「水府系纂」によれば、多賀は水戸藩を追放されており、この
ときの追放は 2 度目だそうです。罪状は「不調法ノ仕方ニツキ」ということで、詳
細まではわかりません。 
 
多賀権内盛政は、水戸藩剣術指南役だった和田平助正勝の高弟の一人でした。佐野惣
内、三浦文内とともに、「和田三内」と呼ばれていました。ちなみに、佐野惣内は讃
岐高松藩に和田の居合術をはじめて伝えた人物です。 
多賀の学んだ新田宮流抜刀術は、和田平助が水戸藩士・朝比奈助右衛門貫泰（無道）
から学んだ田宮流に、水野新五左衛門重治（柳滴斎）の柔術・剣術・捕手術・手裏剣
術・棒術を取り入れ、また交流のあった武芸者の技や自身の工夫を取り入れて完成さ
せた居合兵法で、和田の死後、水戸藩では御留流とされていたそうです。 
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和田平助の数々のエピソードと、その悲劇的
な結末はよく知られていますが、弟子に対す
る厳格な稽古も有名です。長男の和田金五郎
直勝には、睡眠中も斬り掛かるといった一切
の隙も許さない狂気じみた稽古を課し、金五
郎は間もなく病について天和元年(1681)3 月
8日、21歳で亡くなりました。その狂気の部
分は、弟子の多賀盛政にも受け継がれたので
しょうか？多賀も素行が悪いということで藩
を追放になります。一度は復藩が認められま
したが、やがて二度目の追放となり、水戸に
戻ることはありませんでした。 
 
多賀が追放されて半年も経たない元和 3 年
(1683)9 月 11 日、今度は和田平助が「思召有
之」という罪状で追放され、後に切腹しまし
た。享年 59 歳でした。「思召有之」とは藩主
である徳川光圀の一存で処断されたことを意
味しますから、直接の罪が何だったのかは現
在でも不明です。同じ時期に、朝比奈助右衛
門貫泰の家督相続問題で、藩内に粛正とも言
うべき人事処分が行われており、この事件に
和田平助が関与していたという説が有力です。
とくに注目するのは、和田平助の次男・介次
郎はまだ幼児だったにもかかわらず、平助に
連座して処刑を命じられていることから考え
て、光圀の平助に対する憎悪の深さがわかり
ます。（ただし、水戸光圀は講談や時代劇のイ
メージとはかけ離れた人物だったようで、こ

れについては別の機会に紹介するつもりです） 
多賀盛政も数多くのエピソードで知られています。ここでは江戸に出てからのエピソ
ードを「桃蹊雑話」からひとつ紹介しましょう。 
 
                                    安政 3年の地図から、湯島、外神田周辺 
   
鈴木伝右衛門の屋敷があった小石川御弓町は、
現在フクダ電子(株)があり、下谷長者町は、現在
はＪＲ秋葉原駅近くである。内神田の地図下側
には大手門前の酒井家上屋敷があり、小石川に
は下屋敷があった。さらに小石川には水戸家、
松平大学頭家、本郷には前田家、小笠原佐渡守
家、榊原家、阿部伊勢守家、下谷には藤堂家、
土浦藩土屋家など、辻月丹と係わりのある大名
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屋敷が集中していることがわかる。また、同時期に下谷に道場を開いていたのが自鏡
流居合術の多賀盛政である。 
多賀盛政が住む下谷周辺は寺院が密集した地域で、境内では大道芸などの興行も盛ん
でした。ここで、多賀は居合抜きの芸に出くわしたのです。 
芸人は、風呂桶の高さと同じ長さの刀を持って風呂桶の中に入り、観客に風呂の蓋を
押さえてもらいながら、中で刀を抜くという不思議な芸でした。文章だけでは、どこ
が面白いのかよくわからない芸ですが、当時はこれが大評判でショウビジネスとして
成功していたというのですから、その事のほうが不思議な気もします。 
誰が蓋を押さえても、芸人は刀を鞘から抜いてしまいます。 
芸人は、今度は観客だった多賀盛政に蓋を押さえるように依頼します。 
この芸の種明かしは、蓋を押さえている間に抜刀しているわけではなく、観客が蓋を
開けて蓋の後ろに芸人が隠れる一瞬に抜刀して、さも風呂桶の中で抜刀していたかの
ように見せることでした。多賀盛政は、この芸のカラクリを見抜いていました。蓋を
開けて芸人が抜刀する瞬間に、多賀も蓋をずらして芸人の抜刀を邪魔したということ
です。 
これを見破った多賀を、さすがは居合の達人とも感じますが、こんな大人気ないこと
をするから 2回も追放されるのだ！という気がしないでもありません。 
 
土佐藩には自鏡流の痕跡が残っていないことから、辻月丹が弟子たちを修行に通わせ
たという説は信ずるに足りないと前述しました。 
また、無外流創始が延宝 8 年(1680)で、多賀盛政が江戸に道場を開くのが天和 3 年
(1683)ですから、少なくともごく初期の無外流には自鏡流の影響は皆無だったと考
えて良いでしょう。 
 
では、無外流と居合は無関係だったのでしょうか？ 
 
 
 
 
噴火の章   第１２回 
 
～  無外流と居合 
        伊藤将監東下り ～ 
 
 
無外流兵法（剣術）の教義のなかに居合の技があった根拠として、従来から取り上げ
られる二つのエピソードがあります。 
ひとつは、江戸の辻月丹のもとに師匠の伊藤将監が訪ねてきて、月丹の居合の技を見
たというエピソードです。もうひとつは、辻月丹が杉田庄左右衛門の仇討の助太刀を
した逸話で、月丹が授けた居合の技で杉田が本懐を遂げたというストーリーです。 
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歌舞伎「敵討天下茶屋聚」に 
登場する伊藤将監 「伊藤将監東下り」の話は、都治文左衛
門資賢の口述として残っています。 
無外流を創始した直後の江戸の辻月丹のもとに、山口流剣
術の師だった伊藤将監が京都からやって来ます。おそらく
天和 3年頃と考えられます。 
伊藤将監は、辻月丹の永年の精進を賞賛するとともに、月
丹が無外流を興こしたことを喜びました。 
このとき、辻月丹は師匠に 2 つの技を披露したと言われま
す。 
それは、およそ剣術の技らしからぬもので、ひとつは体
当たり、もうひとつは抜刀の妙技でした。 
 
都治文左衛門資賢の口述書には、次のように記されています。 
 
サテ（月丹）翁申サルゝハ我工夫ヲ以テ体当リト申事仕候。イザシテ御
目懸ケン 
 
と言って、伊藤将監を相手に体当たりを披露します。伊藤将監は、稽古場の壁板まで
飛ばされてフラフラになりました。 
さらに、 
 
土器（カワラケ）ニ油ヲ入レ焼火ヲシテスヘ置キ、居合刀ヲ持テ土器ノ
フチト燈心ノ間ヲ目当タカワス。抜付ケニ切ラレシカ燈火ハ消テ土器ハ
ソ其マゝ自若タリ 

 
時代小説では、辻月丹がロウソクの炎を消した描写
になっているが、これはデタラメである。時代考証
的にもおかしい。本当は、図のような皿に油を貯め
て、浸した芯に灯った火を消したのだ。 と、居合の
妙技を披露します。 
伊藤将監はこれをもう 2 回所望し、月丹が計 3 回と
も成功させたので、大いに感心したと言うことです。 

 
我々は、体当たりについては、じつは無外流の特徴だったのではないかと考えていま
す。 
無外流が「後の先」ではない、野獣的で先手攻撃的な剣法だった「先々の先」と解釈
すれば、体当たりで敵の機先を制する、あるいは体当たりのように敵の懐に入って行
く（入り身）という意味で理解できます。 
 
「辻月丹物語・青雲の章」では、杉田庄左右衛門と陸奥守山藩主・松平頼貞（大学頭）
との 3 本勝負のエピソードを紹介しました。杉田に 2 本を取られた松平頼貞が、3
本目は捨て身の体当たりを試みたという話です。これも、松平頼貞が 2 本を取られ
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て頭に血が上ったように伝わっていますが、じつは杉田から体当たりされたので頼貞
がやり返したという解釈をすれば辻褄が合います。松平頼貞は単に逆上して体当たり
に至ったのではなく、杉田の無外流を真似て自分から「先々の先」を仕掛けたのです。 
 
では、その杉田庄左右衛門の仇討も実話なのでしょうか？ 
 
辻月丹の弟子のなかでも、辻右平太、都治記摩多資英、森下権平とならんで有名なの
が、杉田庄左右衛門です。土佐藩士の森下権平が辻月丹に入門するのが宝永年間なの
に対して、杉田庄左右衛門はそれよりも 30年も前の延宝年間から月丹門下に加わっ
ています。（辻右平太と都治記摩多については、「辻月丹物語・不死鳥の章」で取り上
げます。） 
 
杉田庄左右衛門の仇討話は、大正 14 年の「日本剣道史」（山田次朗吉著）にはじめ
て登場します。 
 
月丹門人杉田庄左衛門といふ者。麹町一丁目半蔵門堀端にて親の敵を討
ちこと評判となつて無外流の名一時に喧しくなつた。 
「日本剣道史」山田次朗吉著 
 
この話は、昭和 13 年の「無外全書」（中川申一著）でも紹介され、同著では、杉田
が月丹から「走り掛かりの一太刀」を伝授され、これで見事本懐を遂げたとあります。
さらに杉田の居合のイメージは、後に池波正太郎、村上元三、戸部新十郎らの小説に
も継承され広まることになります。とくに池波正太郎の「剣客商売」では、杉田庄左
右衛門は後に辻記摩多と名前を変えて辻月丹の跡を継いだという説が述べられてい
ます。 
 
これらの話は、はたしてどこまで信頼できるのでしょうか？ 
じつは、この杉田庄左右衛門の仇討こそ、辻月丹の運命を大きく変える事件だったの
です。 
 
 
 
 
噴火の章   第１３回 
 
～ その時 歴史が動いた  杉田庄左右衛門  ～ 
 
 
俗に「酒井党」と呼ばれる、大老・酒井忠清のシンパのひとりに、島田美濃守守政（1624
～1699）という知行 5千石の旗本がいました。 
 
   
 



 57 

島田守政の屋敷は、明暦の大後に神田明神隣に移設し、幕末まで同地にあった。 
 
島田氏は美濃源氏嫡流の土岐氏の末裔で、戦国時代末期は
三河島田に住していました。 
島田守政の父・利正（従五位下弾正忠）は、江戸幕府開府
以前より徳川秀忠に遣え、秀忠が 2代将軍になってからは、
筆頭年寄・酒井忠世の下で江戸南町奉行となります。ちな
みに、時代劇や講談で島田利正が必ず登場する場面があり
ます。それは、坂崎出羽守が千姫の輿入行列を襲うのを、        
町奉行の島田が柳生宗矩とともに阻止するシーンです。 
 
【坂崎出羽守直盛】 
大阪の陣で千姫を大阪城か           その子島田守政も、長崎奉行などを歴任し、
ら救出したとされる人物。           寛文 7年(1667)には大老・酒井忠清の下で江 
もちろん嘘である。徳川家康が、     戸北町奉行に就任していました。 
孫娘の千姫を救出した者に           延宝 6年(1678)11 月 22 日、北町奉行の島田 
は千姫を与えると約束したの         守政のもとへひとりの浪人が仇討願の申請に 
に、それが反故にされてしま         訪れました。その浪人は杉田庄左右衛門と名 
い（これも嘘）、千姫は本多           乗り、武州小河内（おごうち）河野村出身で、 
忠刻に嫁ぐことになった。           最近まで上方に在住していたものの、父親の
逆上した坂崎は、その輿入行列を     仇討のために江戸にやって来たと言います。 
襲おうとしたが、島田利正と柳生     江戸では、麹町 9丁目の宿に滞在していると
宗矩に阻止された。                 のことでした。 
 
杉田庄左右衛門が北町奉行所に提出した仇討嘆願書は、幕府の公式記録として現在で
も写しが残されています。町奉行所の帳簿である「公儀御帳」のなかに、次の記述が
あります。 
 
浪人杉田庄左衛門申上候、私親杉田治太夫ト申者、武州三田領小河内川
野村ニ浪人ニ而罷在候処、去年辰霜月十八日之夜、浪人浜名素源八、伝
蔵、佐五右衛門、右三人治太夫方江押込儀、治太夫ヲ討、即時ニ右三人
立退申候、其節私儀上方ニ罷在候而、頃日御当地江罷越シ、以来見合次
第ニ、親之敵ニ御座候間、許可申候、為後日申上候由、右ノ庄右衛門（マ
マ）申来候 
 
杉田の名前は、伝書によって「庄左衛門」           杉田の父親・治太夫は、延宝  
「庄左右衛門」「庄右衛門」の 3種類があ            5 年 9月 18日の夜、三人の 
るが、我々は「庄左右衛門」で統一してい           男たちに押し込まれて殺害さ 
る。とくに根拠はない。ただし「庄右衛門」         れたのでした。 
は、間違いだろうと考えている。                   事件当時は畿内に滞在してい 
                                                 た息子の杉田庄左右衛門が、 
                                                 1 年後に江戸に来て親の仇を
見つけたので、仇討の許可を下さい、という願書です。町奉行所に記録があるという
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ことは、この嘆願が受理されたことを意味している。では、杉田庄左右衛門の仇討の
結果はどうなったのでしょうか？ 
 
これも、町奉行所の「敵討帳」という帳簿に残っていました。杉田庄左右衛門は、同
年 9月 25日に仇 3人のうち伝蔵を「麹町御門土橋」の堀端で見事討ち果たしたと書
かれています。「敵討帳」には、 
 
敵三人之内伝蔵ヲ、麹町壱丁目土橋御堀端ニ而、庄右衛門（ママ）宿麹
町九丁目七兵衛、五組伝左衛門召連、申来候、 
 
と、その結果についても生々しく記述されています。他の 2 人については記述がな
いので、討ち損じたのでしょう。なお、「麹町御門」とは、現在の半蔵門のことです。
この時代には、まだ半蔵門という呼び方はされていませんでした。 
ちなみに質の悪い時代小説では、半蔵門の語源を、「この近くに服部半蔵の屋敷があ
った」からだという珍説が展開されていますが、もちろん大嘘です。江戸時代を通じ
て、この付近に服部半蔵の屋敷が存在した事実はありません。寛文年間に、麹町に「服
部玄蕃」の屋敷があったことを勘違いしての珍説と考えられますが、服部半蔵とは無
関係です。まして、服部半蔵を「御庭番の頭領」などというのは、馬鹿馬鹿しくて話
になりません。 
 
江戸方角安見図（延宝 7年）から麹町 1丁目付近 

 
仇討の翌年に出版されたこの地図を見て
も、半蔵門ではなく麹町御門という名称だ
ったことがわかる。仇討の現場は、矢印の
位置で、「土ばし」と書かれた堀に突き出
た部分。なお、この図にも記述がある松平
越後守こと松平光長は、この翌年に辻月丹
の人生に少なからず影響を与えることに
なる。 
 
 

杉田庄左右衛門は、町役人の伝左衛門と、宿泊していた麹町 9 丁目宿の主人・七兵
衛を伴なって、町奉行所に本懐を遂げた報告に現れたのでした。 
 
我々は寛文年間～嘉永年間までの、江戸町奉行所に申請された仇討嘆願の記録をすべ
てチェックしました。圧倒的に多くは、申請のみで結果が記載されていないことから、
それらは成功はしなかったのでしょう。あるいは、体面上は願書を出したものの、本
人に仇討の意志がなかったのかも知れません。 
杉田庄左右衛門のケースでは、申請から 3 日後に本懐を遂げているということは、
嘆願前から相手の居場所を捜し当てて事前に周到な準備をしていたものと考えられ
ます。 
 
では、杉田庄左右衛門は、辻月丹から居合の技を学んでいたのでしょうか？ 
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これら公式記録では、辻月丹の存在を確認することは出来ません。ですから、仇討の
杉田と辻月丹の高弟の杉田が同一人物であることを立証する証拠は存在しないので
す。しかし、我々はこの 2 人の杉田が同一人物であることは間違いないと考えてい
ます。 
 
その理由は三つあります。 
そのひとつは、辻月丹を最初に見いだしたのが、北町奉行・島田守政の主人筋とも云
うべき関係にあった酒井雅楽頭忠挙（この頃は河内守忠明）であることです。 
二つめは、島田守政とは縁戚でもあり、職務上の繋がりがある腰物奉行の高林昌近が
辻月丹に入門したことです。 
そして、三つめとして、辻月丹が亡くなってから 54年後の寛政 2年(1790)に書かれ
た「撃剣叢談」に、この仇討をモデルにした話が記述されているからです。 
 
江戸時代の仇討番付 

    
番付好きで、かつ仇討好きの江戸町民のた
めに、当然のように仇討番付も多数存在す
る。「忠臣蔵」や「伊賀越」が仇討だったか
はともかくとして、宮本武蔵の巌流島の決
闘も、仇討として語られていた歴史がある。 
 
 
「撃剣叢談」は、岡山藩士の三上元龍が、
明和年間頃～寛政 2年（1760～1790）ま
でに江戸で見聞きした剣術流派や剣術家を

紹介したものです。無外流で言えば、都治文左衛門資賢の頃で、江戸でもっとも無外
流が盛んだった時期に書かれたのです。全体を読んで感じることは、かなり真面目な
内容で、ここで紹介された記述をすべて真実だとは考えていませんが、当時の剣術界
のようすが生々しく描写されている貴重な史料と言えます。この中の「辻無外流」に
仇討ちの話が紹介されています。 
 
「撃剣叢談」のストーリーを要約すると、「軟弱なる兄弟」が親の仇討のために、小
石川に住んでいた剣術家・辻無外に入門するところから始まります。修行も進んだあ

る日、「軟弱なる兄弟」は高田馬場で仇に偶然出く
わし、それを聞いた辻無外が助太刀に駆けつけ、兄
弟は首尾良く本懐を遂げます。これが切っ掛けで、
無外流の名前が江戸中に広まることになるという
話です。 
 
「花見の仇討」「たぬき」 
立川談志 ひとり会 落語ＣＤ全集より。 
花見客たちを驚かすはずの、余興の仇討芝居が、芝
居ではなく本当の仇討になってしまって．．．。  
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「撃剣叢談」の話は典型的な仇討物のパターンで、日本三大仇討のひとつである「曾
我兄弟」の物語がベースになっているのは一目瞭然です。落語の「花見の仇討」に登
場する「巡礼兄弟」に見るまでもなく、兄弟が苦労の末に親の仇を討つというフォー
マットは、仇討物のお約束のようなもので、例えば実録物である荒木又右衛門と渡辺
数馬の義兄弟の「鍵屋の辻」「伊賀越仇討」にしても、講談で登場するときには「曾
我兄弟」のような話に作り替えられるわけです。 
 
そう聞くと、「撃剣叢談」も講談まがいの突拍子もない作り噺という印象を持ってし
まいそうですが、ところがこの本全体を読めば、かなり真面目な研究書でもあり、「辻
無外流」だけホラ噺を書くとは考えられません。おそらく、当時の無外流一門で語り
継がれていた実話だったのでしょう。そして、真相は「軟弱なる兄弟」ではなく、杉
田庄左右衛門が主人公だったのです。 
 
ただし、辻月丹が無外流を創始するのは、杉田の仇討のの 2 年後の延宝 8 年 6 月で
すから、杉田庄左右衛門は無外流創始以前から月丹に入門していたことになります。 
また、「撃剣叢談」には居合の技などはどこにも登場しません。小説にあるような「走
り掛かりの一太刀」で本懐を遂げるというのは、少々作り過ぎたようです。 
 
ここまで分かれば、辻月丹の住まいが「麹町 9 丁目」という伝承や、都治記摩多と
杉田庄左右衛門が同一人物であるという説が、どうして形成されたのかが推察できる
と思います。 
 
【明日誰かに話したくなる、歴史トリビアクイズ！！】 
問題 
八代将軍吉宗の時代、享保年間を通して、江戸町奉行所でいちばん多く受理された仇
討の申請は、次のなかのどのタイプでしょう？ 
 
①．親の仇討を息子が申請した 
②．兄の仇討を弟が申請した 
③．武士以外の階層（町人、農民）が申請した 
④．妻の浮気相手を殺害するため、寝取られた夫が申請した 
⑤．親兄弟の仇討を、妻や娘など女性が申請した 
正解はこのページのどこかにあります。 
 
                         明治初年頃の半蔵門 
この写真の中央辺りが「土橋堀端」になる。
半蔵門は、山王祭の山車行列が江戸城内に
入るときにも使われた門としても有名。 
 
まず、都治記摩多と杉田庄左右衛門が同一
人物でないことは容易に理解できます。 
都治記摩多は、「雑話筆記」によれば確かに
麹町に在住していましたが、宝暦 12 年
(1762)に死去していることも事実です。杉
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田庄左右衛門の没年は不明です。ただ、杉田が都治記摩多であるなら、仇討当時の延
宝 6年の杉田の年齢が 20歳だったと仮定しても、宝暦 12年には 105 歳という年齢
になってしまうのです。つまり、この二人は同一人物どころか、孫ほども年齢が離れ
ているのは明白です。 
 
また、都治記摩多が麹町に住んでいたことも確かで、杉田の宿が麹町 9 丁目にあっ
たことから、これが辻月丹の麹町 9丁目在住伝説になったと考えられます。 
 
そして、この仇討の成功が島田守政から幕閣に報告されたのは間違いなく、ここから
辻月丹の運命が大きく旋回していくことになるのです。 
 
 
 
 
噴火の章   第１４回 
 
 ～  腰物奉行 高林昌近  ～ 
 
 
伊藤将監との再会は、まだ無外流を創始した直後ですから、辻月丹が師匠に居合や体
当たりを披露したということは、それこそが山口流とは異なる無外流の特徴だったと
考えられます。 
 
居合について最も信頼できるのは、都治資幸（すけゆき）の口述です。次のように言
っています。 
 
居合トハ鯉口ヲ離ルル迄ノ事ナリ。抜キ放チテヨリハ則チ常ノ兵法ナリ。
故ニ居合ノ稽古トテ必ズ時々形ヲ抜キ終ワラヌハナラヌト云フ事モナシ。
只幾度モ抜キテハ納メ抜キテハ納メシテ鯉口ヲ離レルマデヲ習練スベシ。
去ナガラ心持チガ第一也。 
 
都治資幸の口伝から分かることは、都治道場では「居合」の稽古が実施されていたこ
とです。しかも、「居合」から始まる連続動作、つまり形（かた）らしきものが存在
していたことも分かります。これが流儀の目録に載せるような正式なものだったのか、
単なるトレーニングが目的の一連の動作なのかはわかりません。 
その形らしきものは「居合」から始まり、「居合」と抜刀後の「常ノ兵法」で構成さ
れており、本来は続けて稽古しなければならないものの、抜刀が未熟な者は「居合ノ
稽古」だけを分けて習練しなさい、ということです。 
 
また、居合ではありませんが、真っ向切り（兜割）については、辻右平太の逸話が伝
わっています。 
湯島天神下に住んでいた辻右平太は、辻月丹とともにこの近辺に屋敷を持つ大名家の
いくつかに剣術指南に訪れていました。水戸家、前田家のほか、松平大学頭家、阿部
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伊勢守家、酒井雅楽頭家などです。 
 
榊原式部大輔家の下屋敷と湯島天神 

   
池之端の榊原家中屋敷は、上野不忍池と湯
島天神のすぐ近くで、ここに 18,200 坪余
の屋敷を構えていた。この地図で榊原家の
左隣には越中富山藩・前田家と、大聖寺
藩・前田家の江戸屋敷があり、さらに加賀
前田家の屋敷へと続く。この地図の上に進
めば、辻月丹が住んでいた下谷長者町がす
ぐ近くであるこの地は、現在「旧岩崎邸庭 
園」（重要文化財）となっています。 
 

不忍池の近くにあった榊原式部大輔家の屋敷には、辻右平太の記録が残っていました。 
辻右平太は、当主の榊原政邦に拝謁し、縁側の上に置いた筋兜（すじかぶと）の一刀
両断を披露したのです。実際には真っ二つになったわけではなく、兜が打ち砕かれた
そうで、天空がつぶされて床板にめり込んだそうです。 
 
辻右平太の性格はかなり荒々しかったようで、他流派の人間が試合に訪れたときには、
絶対に生かして返さないようにと、弟子には厳命していました。口癖が「平常、戦場、
戦場、平常」とのことですから、その獰猛な剣風は筋兜をスパッと斬るよりも打ち砕
いた方が、右平太には相応しい気もします。 
 
また、都治資幸によれば、無外流では「刀劔ノ寸尺ヲ限ルコトナシ」と刀身の長さに
は寛容だったにもかかわらず、刀剣そのものに造詣が深かったことがわかります。「二
ツ目釘」と「鉄ノ目釘」は、どちらも手の内が響くので良くないと言っています。 
 
刀剣に詳しいのは都治資幸に限ったことではなく、辻月丹以来の伝統のようです。 
記録に残っている限りでは、辻月丹は老中だった小笠原長重（佐渡守）の中屋敷を頻
繁に訪問し、刀剣の話に華を咲かせていたとあります。また、都治資幸が伝え聞いた
小笠原家藩邸の模様を次のように書き記しています。 

 
（小笠原）佐渡侯ノ御家臣スベテ当流ヲ学
ブ許可ヲ得タル人数々有リ。予テ彼ノ御邸
ニ度々参リシ事有リ。刀剣ノコシラヘナド
見ルニ多ク一様也。鮫ハ塗リ鮫ヲ用ヒ柄ハ
黒糸ヲ（中略）。只実用便利ヲ事トス。皆佐
渡侯ノ御遺風トカヤ。 
        
 
 

小笠原佐渡守家と榊原式部大輔家の屋敷周辺 
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本郷にあった小笠原家の中屋敷は、榊原家、前田家、小石川の水戸家とも近いことが
わかる。中央やや上の緑色の一帯が、加賀藩前田屋敷の庭園「育徳園」である。 
この小笠原長重こそ、元禄から宝永年間にかけて老中として幕閣にいた人で、辻月丹
をもっとも庇護した大名の一人です。 
忠臣蔵では、討ち入りの晩に吉良上野介邸の茶会に主賓として招かれていたことでも
有名です。宝永年間になると、将軍側近の間部詮房、新井白石らと対立した門閥譜代
大名の急先鋒として、激しい権力闘争を繰り広げました。 
 
小笠原佐渡守家の中屋敷は現在の本郷 4 丁目、小石川の水戸家上屋敷と本郷の前田
家上屋敷の中間にありました。辻月丹が居候していた鈴木伝右衛門の屋敷からは、
50メートルもない距離でした。 
 
ちなみに、もう一人の無外流の庇護者である酒井雅楽頭家の中屋敷は、現在の文京区
白山にある小石川植物園の近くにありました。もっとも、酒井家の大手門前の上屋敷
にしても、この地の氏神は神田明神ですから、上屋敷も辻月丹の住まいが近かったの
です。酒井家上屋敷内にある平将門の首塚と、神田明神の関係はよく知られています。 
 
神田明神（歌川広重「江戸名所」） 

 
神田明神は、平将門の霊を鎮めるために建
てられたという。その首塚を守っていたの
は、歴代の酒井雅楽頭家だった。神田明神 
を江戸総鎮守としたのは、入府直後の徳川
家康である。 
また、刀剣の拵えに造詣が深かっただけで
なく、辻月丹以来、都治家が据え物斬りで
副収入を得ていたのは確かなようです。 
 

罪人ヲ斬テ刀剣ノキレ味ヲ試ミル事人ノ好キニヨリテ毎度アル事也。 
 
据え物斬りとは、刀剣の斬れ味を確認するために、処刑された罪人の遺体を買い取っ
て、罪人の身体を試し斬りするのです。これは依頼主（＝刀剣の持ち主）から謝礼を
受け取って成立する商売で、厳密には剣術や居合とは関係ありませんが、剣の名人に
はこうした需要を副業として請け負っていたケースが少なくないようです。 
 
じつは、辻月丹の高弟の中には、据え物斬りと深い関係のある人物がいました。高林
昌近という旗本です。 
高林家の先祖は、信濃の戦国武将・小笠原長清で、高林家は代々武田信虎・信玄・勝
頼らに遣えた名族です。武田家滅亡後に、現在の浜松市高林町に根を下ろし、徳川家
に遣えるようになります。 
高林家は、幕府の腰物奉行の家柄でした。 
腰物奉行とは若年寄の支配下にあり、将軍家の佩刀や大名に下賜する刀剣、あるいは、
大名から献上された刀剣を「管理」する役職です。単に管理するだけでなく、その刀
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の斬れ味を確認するのも重要な仕事で、配下の「腰物同心」、その下の「首切り役人」
に据え物斬りをさせていたのです。実際に手を下すのは役人ではなく、役人が雇った
人物で、元禄年間には初代・山田浅右衛門が登場します。 
 
山田浅右衛門屋敷（麹町平河町）  

 
辻月丹の高弟が腰物奉行ということは、辻月丹自身も
「御試御用」を依頼され据え物斬りを実施した可能性
すら存在するわけです。また、高林の仲介で、初代・
山田浅右衛門と辻月丹の交流があったと考えても、突
飛な空想とは言い切れません。 
 
高林昌近にまつわる逸話としては、将軍家剣術指南役
だった大和柳生藩の江戸屋敷に辻月丹が押し掛けたこ
とを、高林がたしなめたというエピソードが残ってい
ます。 
 
柳生対馬守家上屋敷
（延宝 8年） 
このように、柳生家上
屋敷は木挽町ではなく

虎ノ門内にあった。 
 
 辻月丹が訪れたのは、4 代藩主柳生対馬守宗在の頃
で、上屋敷が祖父宗矩以来の虎ノ門内、中屋敷が芝松
本町にありました。辻月丹は、おそらく上屋敷に現れ
たのだと考えられます。ちなみに、時代劇や講談では、
柳生宗矩や十兵衛の屋敷が、たいてい「木挽町」（現
在の東銀座）として説明されますが、もちろん間違い
です。柳生家の上屋敷が木挽町に移転するのは、5代藩主柳生備前守俊方の時代にな
ってからであり、十兵衛や荒木又右衛門の頃の話ではありません。 
 
辻月丹は、柳生家で立ち合い稽古を求めたところ、門前払いされ、大層憤慨したので
した。これを知った高林昌近に、 
「将軍家指南役が、素性も知れぬ者と立ち合って勝利しても、負ければ恥辱、勝った
ところで自慢にもならない。道場を営む者にとっては、迷惑千万な話である。それが
不満ならば、自ら一流を興すことだ」と諭されたのでした。 
 
通説では、辻月丹は江戸で山口流剣術の道場を営んだ後、無外流を創始したことにな
っていますが、我々はこれを疑わしいと考えています。山口流を学んだことは疑うべ
くもないですが、では山口流を名乗っていたかと言えば、そのような史料は存在しま
せん。江戸では山口流を名乗っていたわけではなく、単に剣法指南の看板を掲げてい
たのでしょう。そして、無外流創始以前から辻無外と名乗っていたため、「辻無外先
生が教える流儀」という意味で「辻無外流」と呼ばれるようになったと考えられます。
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その後、高林昌近からは流派として興すことを勧められ、延宝 8 年（1680）6 月の
無外流創始に繋がるのです。 
 
 
 
 
噴火の章   第１５回 
 
 ～ 一触即発！ 
      無外流 vs 香取流 ～ 
 
 
前述した都治資幸の口述のなかには、立技だけでなく座技の重要性と、一人演武形式
の稽古の重要性を説いた部分があります。これ自体は居合に限定した話ではありませ
んが、まさしく現代の居合と通じるものです。 
 
稽古場又ハ常ノ座上ニテモ只一人立テ腹張リ腰ヲスヘ摺足シテ（中略）。
必ズシモ相手ノ有無ニカゝハルベカラズ。 
 
少なくとも、無外流の稽古で、一人演武形式で抜刀の稽古が行われたことは間違いな
く、しかも座技まで稽古していたようです。しかしながら自鏡流居合として稽古して
いたわけではなく、あくまでも無外流剣術の体系のなかで実践されていたのです。 
 
無外流では「刀劔ノ寸尺ヲ限ルコトナシ」として、刀身の長さには固執していない点
は、じつは無外流の剣風を考える上でひとつの鍵になります。 
宮本武蔵の「五輪書」の例を出すまでもなく、たいていの剣術家は道具としての刀剣
については見識を持っていて、刀身の長さなどに流派特有の制約を課しています。そ

れは、流儀の技や理合いを実現するためには、条件
に合った道具のほうが好都合という理屈からです。
伊藤一刀斎の備前一文字、宮本武蔵の伯耆安綱や正
宗、柳生連也の泰光代、のように、この流派ならこ
ういう刀剣、この剣豪ならこの刀工、というイメー
ジが辻月丹にはないのです。 
 
「新刀 名釼鑑」（国立国会図書館所蔵） 
    
16～17 世紀頃に活躍した 124 人の刀工を、格式と
価格の順で番付にしたものである。東の関は津田助
廣、西の大関は井上真改、とある。辻月丹が井上真
改を帯刀していたという伝説は、井上真改が最高ラ
ンクだったからこそ作られた話と考えられる。 
辻月丹が帯刀していたのは、大阪新刀の元祖・井上
真改だったと書いた文献がありますが、これは作り
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話でしょう。なぜなら、月丹の孫の都治文左衛門の時代に、月丹の遺品として木刀と
前当てしか残されていないと記述があるからです。井上真改は当時の刀剣番付でも西
の大関を張るほどの人気刀ですから、もし月丹が所持していたのであれば残らないは
ずがありません。 
 
鬼平犯科帳（池波正太郎） 

  第 2 巻（文春文庫）に登場 
  する「妖盗葵小僧」で、長 
  谷川平蔵は井上真改で一 
  刀流の技を披露している。  
 
ちなみに、池波正太郎「鬼平犯科帳」の長谷川平蔵の
愛刀と言えば、粟田口国綱が有名ですが、凶悪犯が相
手の捕り物では、堅剛な柳生拵えの井上真改を持ち出
すのはよく知られています。 
 
辻月丹は、刀剣の知識は豊富ではあったものの、自分
や弟子が使う道具としての刀剣には無頓着だったと考
えられます。そして、無外流が刀身の長さに無頓着な
流派だったことが、じつは無外流の剣運びが単純な動

作だったことを意味しているようです。 
 
さらに面白いのは、刀剣の長さはどうでも良いとしながら、それでも長さのアドヴァ
イスが欲しい弟子のためには、長さの判断材料として、 
 
麻上下ヲ着シ懐中物ヲ入レ或ハ印籠杯ヲモ下ゲ、ナオ大小ヲ指其ノ上ニ
テ自在ニ抜キテ支障リナキヲ相応ノ寸法トスベシ 
 
と、抜刀のやり易さを基準に決めなさいと言っていることです。しかも、懐中に物を
入れて印籠を下げた姿でシミュレーションするというのは、無外流では抜刀が重要な
位置を占めていると同時に、平時を戦場のように想定した実戦剣術であったと考えら
れます。また、大小とも帯刀した状態と言っているのは、日常を想定していると同時
に、脇差の重要性を考慮しているのだと考えられます。 
 
しかし、これは「弘法は筆を選ばず」のような、実力のある者は道具に関心がないと
いう意味ではなく、むしろ刀身の造りから拵えまで大変な関心を持っていたことがわ
かっています。大名と刀剣談に華を咲かせ、刀剣鑑定までも引き受けていたわけです
から、かなりの専門知識を持っていたと考えられます。こうした専門知識は、前述し
た小笠原長重のような刀剣マニアの大名との会話においても、大いに役に立ったこと
でしょう。 
 
辻月丹自身が刀剣に無頓着だったのは、その後の都治家に月丹の愛用刀が残らなかっ
たことからも想像できます。後年の都治家に伝わった物の中で、月丹の遺品は、枇杷
（びわ）木で造った短刀、タイマイという海ガメの甲羅で造った前当て、など当時と
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しても珍品ばかりでした。山口流剣術には脇差の形が存在することや、
「無外流真伝剣法訣」には「短剣法訣」が含まれていることなどから
考えれば、無外流では脇差の稽古も実施されていたのは間違いないで
しょう。なお、土佐藩には短剣のための目録も残されています。 
 
辻道場は完全に実力主義の格差社会だったようで、入門が遅かろうと
実力のある者は上座に座ることが徹底していました。このくらいであ
れば、今日でも驚くには値しませんが、剣術の教授のために大名屋敷
に移動するときも、上位者は馬乗りが許され、下位者は着物の裾をま
くり上げて走らされたと言うことです。 
 
辻月丹が江戸に来てからの、実戦記録はひとつもありません。杉田庄
左右衛門の仇討の話は、直接関与したわけではないで、カウントする

ことは出来ません。 
 
ただし、一触即発になったことはありました。 
それは、辻月丹が弟子を引き連れて鹿島神宮に出かけたときの話です。
鹿島神宮は武芸者にとってはある種の聖地でもあるわけで、辻月丹に
とっては山口卜真斎の生誕の地としても感慨深かったはずです。 
「筆話日記」によれば、辻月丹が枇杷木の木刀を奉納しようとしたと
ころ、鹿島神宮側から拒否されたのでした。なお、都治資幸口伝書に
よれば、木刀ではなく門人の名前を書いた額を奉納しようとしたとこ
ろ拒否されたとあります。 
鹿島神宮側は、どうしても奉納したければ 70 人の香取流の剣客たち
と勝負をするように主張します。鹿島には、新当流や他にも流儀があ
ったはずで、なぜ香取流が登場するのかは不明です。鹿島神宮側は、
70 人の香取流を出せば、誰もが怖じ気づいて諦めると踏んだようで
す。ところが、辻月丹はこの申し出を受けました。すると、今度は鹿
島神宮側が急に弱気になってしまい、勝負は実現せずに奉納が実現し
たと言うことです。 
 
 
 
 
噴火の章   第１６回 
 
 ～ 無外流真伝剣法訣とは何か？① ～ 
 
 
 
辻月丹が延宝 8 年(1680)に書いた「無外流真伝剣法訣」は、現在でもその内容が謎
とされています。これは無外流兵法（剣術）の精神を説いたものだという説もあれば、
剣術の形（かた）の動作を暗号的に解説したものだという説まで、さまざまです。 
 



 68 

晩年の辻月丹資茂像（伝田中貝峯画） 
 
 
「無外流真伝剣法訣」とは何だったのか？ 
辻月丹を考える上で、このテーマは避けて通れない問題のよう
です。 
 
すでに紹介した、延宝 8 年(1680)の「無外流真伝剣法訣」を
もう一度確認しておきましょう。 
「夫れ撃剣の術は鎮国の大権、撥乱の要備なり」ではじまる「無

外流真伝剣法訣」は、これを書く目的を宣言した前半部分（序文）と、「十則」の後
半部分から構成されています。 
 
前半部分で最も重要なのは、辻月丹の次のような主張です。 
 
私は猛暑や厳冬のときにも剣法と禅の修行を怠らず、ついに悟ることが
出来た。それは、一人の敵を相手とする剣法が、世の中の万事に通用す
ることである。 
それ以来、弟子たちにこの剣法を教授して年月を経た。これらの門弟の
うち、剣法の技術を覚える者は多いのだが、私の精神を受け継ぐ者はと
ても少ない。私が心配なのは、このままでは誰にも聞くことが出来ずに、
百年後にはこの精神を受け継ぐ流れが途絶えてしまうことである。 
そこで新たに十則を定め、手ほどきとしたのである。 
また、 
「器（うつわもの）のない者には、一言たりとも伝えてはいけない」 
とも述べ、その器とは、 
「禅を学び、了知に達している」 
ことだと「十則」の末文に書かれています。 
「了知」とは、真理を悟り知ることですから、禅の知識を持っている程度では、「剣
法訣」を授かる資格には程遠いようです。 
もうひとつ重要なのは、この「十則」が無外流の 
「奥義」 
であり、これは 
「先師から相伝」 
された教えの中から、10個だけを選んだものだと述べていることです。本来は、「撰
述」とは「選ぶ」というよりも、僧侶が研究成果を著述するというニュアンスの言葉
ですが、研究対象が禅の公案集や経典になるため、膨大な教義の中から「選ぶ」とい
う意味で捉えたほうが理解しやすいと思います。 
 
これまでは、無外流創始を元禄 6 年(1693)の出来事と勘違いしていたため、この伝
書と無外流創始を関連付けて考えることはありませんでした。しかし、無外流創始が
延宝 8年 6月となれば、これまでとは見方を変えなければなりません。 
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「先師」とは、亡くなった師匠のことです。この伝書が完成する直前まで、辻月丹は
麻布吸江寺で石潭良全の教えを受けており、伝書の成立と同時期に石潭が亡くなって
いるのですから、ここに登場する「先師」とは石潭を指すことは明白です。石潭から
の教えを集めて成立している「十則」である以上、これが剣術の形（かた）の動作解
説であると解釈するには無理があります。 
つまり、沢庵宗彭が徳川家光や柳生宗矩の前で、禅語を用いて兵法の極意を説いたよ
うに、石潭良全も辻月丹に禅語で兵法を語ったのです。しかし、それは刀法や足遣い
のような狭義の技術論ではなかった筈です。 
もう少し大げさに言えば、、たとえば臨済宗でもっとも尊重される仏教書である「碧
巌録」（へきがんろく）が、千七百則の公案の中から雪竇重顕（せっちょうじゅうけ
ん）によって選ばれた百則から構成されているように、辻月丹が石潭良全から学んだ
ものの中から、「万事に通じる」原理を抽出して剣術の教義として結晶化させたもの
が「無外流真伝剣法訣」になるのです。 
 
石潭禅師墨跡（吸江寺所蔵）石潭良全の晩年の墨跡。 

 
傅大士の頌二首が書かれている。 「神明剣」
「鳥王剣」のような、いかにも刀法らしい名
称が並んでいるため、「無外流真伝剣法訣十則」
が無外流剣術の形の名称であり、形の動きを
解説しているように思いがちですが、序文を
読めば流儀の精神を後世に伝えるための公案
として書かれたことがわかります。 
たとえば、柳生宗矩が著した「兵法家伝書」
に登場する「神妙剣」が、形の名称ではなく、
「霊妙な心の働き」（『柳生新陰流道眼』柳生

延春著）を意味するように、あるいは「是極一刀」が刀剣とは無関係なように、「○
○剣」「××刀」だからと云う理由だけで、安易に刀技と結びつけてしまうのはいただ
けません。 
 
また、江戸後期（天保年間）の事例ではありますが、たとえば、江戸の土佐藩邸で奥
医師を務めた荒川侗敬が、都治文左衛門賢信の頃の無外流の教義を克明に記述した手
記が存在します。 
荒川は、次のように書き残しています。 
 
剣ヲ学バント欲スレバ須（すべか）ラク心法ヲ学ブベシ。予（＝荒川）
江都ニ於イテ辻文左衛門及ビ其ノ子喜摩多ト親シク交ワリ剣道心法ノ説
ヲ聞ク事数回。其ノ所謂無外流ノ名称ハ禅偈ヨリ出デタリ。 
 
荒川家は、土佐藩で代々医師の家系として高知城追手筋に屋敷を構えていました。侗
敬はその 6 代目にあたります。土佐藩士・祖父江十右衛門の三男として生まれ、荒
川家 5代目玄雄の嫡養子となったのでした。後には土佐藩 13代藩主・山内豊熈（と
よてる）の侍医も勤め、医学校頭取にまでなった人物です。 
和漢の学問だけでなく、詩歌や武芸にも通じており、藩命で江戸に滞在したおり、都
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治文左衛門賢信・喜摩多父子の無外流に入門していたのです。 
 
荒川侗敬は、都治父子から授かった無外流の教義や、辻月丹や都治家の人々の話など
を克明に記述しており、上記は序文にあたります。本文では、荒川が聞いた無外流の
話が延々と続きます。 
一例として、下記の記述を紹介しましょう。 
 
心法ノ極意ナレ足下ノ才ヲ以ツテ剣道ノ修行スレバ随分進達難カルマジ。
然レドモ凡ソ芸道ニハ必ズ本末ナカル可カラズ。技芸ハ末ニシテ心ハ本
ナリ。其ノ根本ヲ養ハズシテ只ニ子葉ヲ学ブハ、砂上ニ家屋ヲ築クト一
般危ブクモ亦タ愚ナラズヤ。是レ辻家無外流ニ於イテ心法練習及ビ死活
術ヲ伝フル所以也。 
 
荒川侗敬によれば、江戸の無外流家元では、剣術の技法とともに心法の教授もしてい
たというのです。そしてこの心法までを履修した者だけに「無外流真伝剣法訣」を目
録として与えていたということです。このことは、「十則」を「奥義」として捉えて
いた事実と合致します。 
また、荒川は都治家の無外流を、「座禅観法」という呼び方もしています。 
 
大森曹玄（1904-1994） 

   
大森は、臨済宗の禅僧でありながら、直心影流の指導もおこ
なっていた。著書多数。 「無外流真伝剣法訣十則」が心法を
説いた文書であるという主張は、むしろ従来からの定説で多
数派でした。心法説を支持した人物としては、大森曹玄（「剣
と禅」昭和 41 年）、中川申一（「無外真伝兵道考」昭和 43
年）、戸部新十郎（「兵法秘伝考」平成 7年）などが数えられ
ます。しかし、従来の主張の根拠が希薄だったのは、はじめ
から「精神を語った書」と決め付けて、パズルを解くように
単語の解釈に終始したことにあると我々は考えています。ま

ず「心法説」ありきで、高名な禅僧の知恵を借りて解読しようとしても、この「剣法
訣」全体の世界観は容易には見えてきません。 
もっとも、「技法説」にしたところでこの点では五十歩百歩で、「なんとなく剣術の技
の名前のようだから」という理由だけで「心法説」を否定しているだけでは、余りに
も根拠が希薄と言わざるを得ません。 
 
我々が試みたアプローチは単純です。 
江戸時代に一時期でも無外流が存在していた高知、姫路、小野、前橋、伊勢崎、豊田、
吉田、岩槻、棚倉、唐津、郡山、大田原、などの人々に取材し、また、その土地に伝
わる文書類のなかに、「十則」についてコメントをしている部分を徹底調査したので
す。辻月丹の子孫やその弟子たちの書いたものの中に、「十則」のヒントを探そうと
考えたのです。 
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森下派五代・森下為衛辰慎から相馬将監に授与された
「無外流真伝切紙」。 
「当流ノ剣法ハ大ヒニ他流ト異ナル。蓋シ衆技ノ間直ニ
生死ノ場ニ向カフガ如シ。景気、模様ヲ以テ稽古仕ルノ
ミニアラズ。年月ヲ以テ兵法ノ奥意ニ至ルガ専要ナリ。  
 
幸いなことに、現在でも伝書類はかなりの数が確認でき
ましたが、「十則」すべてが完全に解明できたわけでは
ありません。地方の文献の中には、明らかに江戸の都治
家元の教えと矛盾する（としか考えられない）ものもあ
り、また後世に書き加えられているコメントや、地方の師範家独自の別伝なども多く、
それらの取捨選択には迷う部分もあります。土佐無外流でも、江戸後期には切紙も登
場しているように、江戸後期の史料が辻月丹の時代の無外流をどの程度反映している
のかについても、疑問が残るところではあります。 
現在のところ、流派に残る教義を補足することで、「十則」がどのように教えられて
いたのかがほぼわかるまでなりました。そして、「無外流真伝剣法訣」の全体の世界
観も見えてきました。 
 
 
 
 
噴火の章   第１７回 
 
 ～ 無外流真伝剣法訣とは何か？ ② ～ 
 
 
歴史研究全般に言えることではありますが、単独の
文献だけで内容を解明することは非常に危険です。
まずは、その時代の他の文献でどのように伝えられ
ていたのかを知ることが重要になります。 
たとえば、土佐藩の森下権平の道統で目録として作
られた「無外流兵法大略」という伝書があります。
この書では、無外流の特徴を次のように述べていま
す。 
 
敵ニ因リテ転化ヲナスハ兵法ノ常理ナリ 
 
これだけを読めば、人によっては「後の先」を意識した言葉と考えるかも知れません。
しかし、土佐ではこの言葉こそ「先々の先」として教えられていたのです。 
こうした真実の教義内容は、単独の伝書をいくら読んでも理解は出来ず、流儀のなか
で同じ時代にはどのように教えられていたのかを知ることで、はじめて理解が可能と
なるのです。 
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また、出来るだけ多くの人に取材し、複数の立場からの解釈を検証することも重要で
す。さらに、同時代の代表的な類書との比較をしながら読み進める作業も必要です。 
ここでは、「無外流真伝剣法訣」を考える上で、他流の兵法書も比較しながら話を進
めていきます。 
 

剣術の免許状や奥義秘伝を記した文書は、履修した技の名称を
羅列したフォーマットがよく知られていますが、そうした形式
には囚われないものも存在します。例えば、柳生宗矩の「兵法
家伝書」や宮本武蔵の「五輪書」なども刀法の技術解説書とい
うよりは、剣術以前の精神や心構えに重点が置かれており、流
儀の伝承の証として師から弟子に伝えられました。 
こうした伝書が書かれた根本的な目的を考えてみると、辻月丹
が「無外流真伝剣法訣」を著した動機と驚くほど似ているので
す。 
 
例えば、辻月丹が「無外流真伝剣法訣」の序文に、「十則」を

マスターすれば世の中のすべての原理原則に応用できる（「万事に通じる」）と述べて
いるのは、「五輪書」で宮本武蔵が次のように述べていることと共通しています。 
 
此の法を学び得ては、一身にして二十三十の敵に負くべき道にあらず（中
略）また大なる兵法にしては善人を持つことにかち、人数を使う事にか
ち、身を正しく行う道にかち、国を治る事にかち、（中略）何れの道に於
いても人に負けざる処を知りて、身をたすけ名を助くる処、是兵法の道
也。 
 
宮本武蔵は、兵法には「大なる兵法」「小さき兵法」が存在すると言い、武蔵の兵法
を学べば、一人で多勢を相手に勝つことが出来るようになる（「小さき兵法」）ばかり
でなく、為政者としての心構えを学ぶことにもなり、社会秩序の維持にも役立ち、人
間社会のすべてにの場面に通用する（「大なる兵法」）と主張しています。 
 
また、辻月丹よりやや前時代に生きた剣術家である小田切一雲が著した「夕雲流兵法
伝法書」では、夕雲流二世の小田切が、それを著した目的を次のように述べています。 
 
鋳型なくて手離れのしたる兵法故、当流には他流よりは結句心得違ひあ
りて、正脈を取り失う紛れ者の出来らん事を深く恐れて、此の一巻を記
す。 
 
 
     つまり、「夕雲流（無住心剣術）は、他流とは異なって形が不定型な流儀
なので、その真意が伝わりにくく正しい伝承が失われてしまう恐れがある。だから、
この一巻を書いたのである」と主張しています。この理屈は、辻月丹が「無外流真伝
剣法訣」を書いた動機とまったく同じで、さらに「夕雲流兵法伝法書」には、形の動
作の説明などはほとんどなく、まさに「心法論」と呼ぶべき教義の説明が延々と続き
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ます。 
 
夕雲先生兵法伝法書 

 
とくに 17世紀後半の「剣術書」が、必ずしも剣の技法書では
ないことは、同時代の多くの流儀で偶然的に発生しており、こ
うした心法書が目録として用いられていました。 
 
まずは、「技法論」「心法論」という思い込みに囚われずに、そ
の伝書が流儀のなかでどのように語られてきたのかを、可能な
限りに目を向けたいと思います。 
 
分かり易い例として、「十則」の 6 番目の「水月感応」（すい
がつかんのう）を見てみましょう。 
「無外流真伝剣法訣」の「水月感応」には、次のように書かれ
ています。 

 
六．水月感応 
  氷壺無影像猿猴捉水月 
 
  （氷壺に影像なく 
     猿猴水月を捉う） 
 
「水月感応」という言葉そのものは、「観無量寿経疏」（かんむりょうじゅきょうしょ）
がオリジナルで、寓話としても有名なので、とりあえず本来の意味が理解できます。 
この後に続くコメントも「唐詩選」や「摩訶僧祇律」から採られていて、それぞれの
単語の意味が不明ということはありません。 
 
ここで「水月感応」を例として取り上げたのは、無外流の複数の伝書で教義内容にブ
レがない点と、単語の意味くらいは確認できる点に加え、この教えがある意味では無
外流剣術を象徴していると考えるからです。 
 
 
 
 
噴火の章   第１８回 
 
～ 閑話休題 「水月」を考える ～ 
 
 
「水月感応」の前に、まず「水月」という言葉の意味を確認しておきましょう。 
「水月」とは、武術では「水月の位」「水月の場」として知られる、間合いを表現す
る意味が真っ先に浮かびます。前述した「兵法家伝書」の「活人剣」（かつにんけん）
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では、「水月」は「是極一刀」（ぜごくいっとう）と並ぶ二大理念のひとつとされてい
ます。 
さらに、「水月之太刀」に代表されるような、たいていの剣術流派に共通する基本技
法の名称にも使われています。この言葉自体は、心法の世界にも頻出する言葉なので、
武術に興味がある人間にとってはとくに馴染みな用語でもあります。 
それ以外にも人体の急所の意味でも使われます。 
その他、宗教や一般文化にまで広げると収拾が付かなくなるので、武芸に関係する意
味に限定して、「心法」「刀法」「その他」として「水月」の意味を下記のようにまと
めました。 
 
心法としての「水月」は、大きく分けて、①敵を写す（移す）媒体としての意味と、
②間合いの意味があります（説明の都合上、間合いは心法に分類しました）。厳密に
は、この２つにも繋がりがあるのですが、ここでは分けて考えることにします。 
 
流派によってもさまざまではあるものの、例えば柳生新陰流の「兵法家伝書」の「活
人剣」（かつにんけん）には、次のような記述があります。 
 
（水月とは）人の心のものにうつる事、月の水にうつるがごとくすみや
かなと云ふたとえなり。心の速かなること水月鏡像の如しと云ふ経文も、
月が水にうつりて、さだかにあれども、水のそこをさぐれば、月はなひ
と云ふ儀理にはあらず。（中略）か様に心のうつりゆく事を、水月鏡像に
たとへて仏は説き給ふと也。経は呉音によむ程に、すいがつ（水月)とよ
むと也。 
 
ここで柳生宗矩が指摘する「水月」とは、状況に応じて心が反応し、そのまま身体も
応じて動く境地を「水月」（すいがつ）と呼んでいるのです。そして、このような俊
敏な連鎖を可能にするためには、心の平静を保ち無心の境地を作らなければならない
とも述べています。 
 
このとき、「兵法家伝書」の記述で重要なのは、「月の実体はそこには存在しない」と
いう意味（儀理）ではない、ということです。 
「兵法家伝書」の「活人剣」には、もう一つの「水月」の意味が登場します。水面に
写った月の影を幻影のように捉える考え方で、それに斬り掛かったところで月を斬る
ことは出来ません。そのような場に己の身を置くことを「水月」とも呼んでいます。 
上記の例で「水の底をすくってみたが、そこには実体が存在しなかった」というのは、
後者の「水月」の意味です。 
「兵法家伝書」では、「水月」を、敵の状況を心に写す媒体として意味の「水月」と、
水面に映る幻影から間合いを説く「水月」の 2 種類を区別していることがわかりま
す。 
 
ここは「水月感応」を考えるときに重要なところです。 
とくに漢詩では、幻影に囚われるという使い方ではない、「媒体」の意味で「水月」
を使う場合、透明で澄んだイメージの物体と一緒に使うことが多いのです。 
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次の例をご覧ください。 
 
 
 故其妙處  透徹玲瓏 
 不可湊泊  如空中之音 
 相中之色  水中之月 
 鏡中之像  言有盡而意無窮 
 
                       「滄浪詩話」より 
 

 
この例のように、水面に写る月は、透き通った物体と一対で使わ
れれば、「幻影」の意味が薄れることが多いのです。透明だから
こそ何物にも遮られることなく写すことが可能であり、写した
（移した）後も同じように存在できる喩えとして使われます。ど
ちらにも月が登場することも多いので、多くの人が混乱するとこ
ろでもあります。 
 
ちなみに、ここで水と鏡が同じ意味で使われていますが、ニュア
ンスが多少異なるようです。水は形状が定まらず、一滴でも月を
写すことが可能であり、一滴は川から大海に通じるという意識が
込められています。鏡は割れやすく、曇ると使い物にならないと
いう繊細なイメージを伴います。また、流派によっては、敵の心
を写す（移す）のが水で、敵の身体に反応するのが鏡、という使
い分けをすることもあります。 

 
こうした心法の教えは諸流に共通のようで、たとえば「一刀流剣術書」では、 
 
水ニ写ル月也。其ノ月影ヲ亦汲ミ、器ニ明ラカニウツス処也。月ハ汲ミ
ツル水ヲ亦汲ムトイエドモ影ヲウツサズト云事ナシ。 
 
とありますし、深甚流の「水鏡」をはじめ、幕末の神道無念流、鏡心明智流、に至る
まで、多くの流派に共通の教えが存在しています。 
 
なお、「水月」を敵の太刀が届かないギリギリの「間合い」として表現する場合、柳
生新陰流では 3尺くらいを意味するようです。 
刀身が 2.5 尺とすれば、敵との距離が 3尺というのは、かなり接近した状態です。 
 
「水月」が刀法の用語として使われるのは、俗に「水月之構」と呼ばれる「晴眼之構」
が有名です。流儀によって呼び方はさまざまですが、自分の前に刀で気の結界を示す
ようなバリアーを張る構えの術理です。 
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水月之構の例  
写真のように自分の右側を前に出して斜め立ちすることが
多く、一説には、ここで差し出している湾刀が三日月に見え
ることから「水月之構」とも呼ぶそうです。 
 
我の結界から発生する気に押された敵は、目の前に写る月を
実体と思って斬り込んできます。しかし、我は刀身を紙一重
で外すことで、敵は月が幻影だったことを知ることになりま
す。そして、その幻影に手を出した敵は、我から斬られてし
まうのです。 
 
敵を先に動かすという点では、これは「後の先」と呼ぶこと
も可能ですし、気の応酬という点では、我の作戦が敵に先ん

じており、「先々の先」と呼ぶことも出来ます。 
月に見立てた刀身は、敵にとっては餌となり、我がまいた餌に敵が飛び付くところを
外して斬ることになります。このような基本技法ですから、おなじ術理は多くの流派
に受け継がれていて、じつはこの術理の返し技も、多くの流儀で受け継がれているの
です。 
 
もっとも有名なのは、柳生新陰流の「九箇（くか）之太刀」のなかの「逆風」（ぎゃ
くふう）という技です。 
 
逆風（「新陰流兵法目録」より） 
能の金春七郎が、慶長 6年（1601）に柳生石舟斎から授かった絵に、後に説明書き
を加えたもの。生駒山宝山寺蔵。 

 
逆風は、さかさまに吹く風と
云ふことなり。相手晴眼にか
まへ居るものに、仕懸けて袈
裟がけに前後へ足を蹈みか
へて、左の方へ太刀を車にま
わして打払ひ、返す太刀に腕
を搦んで切るなり。払ふ太刀、
振りもどす太刀は。さながら

弓手右手へ入違ふて、風の吹くがごとし。此ありさまを逆風と云べき。
幾度も敵の打に随って、弓手の足を右手へ蹈み、右手を弓手へなし、敵
と反して勝つなり。 
 
                    『新秘抄』「九箇」「逆風」  
 
つまり、水月（晴眼）に構えている相手の餌に喰らいつくよう、我から相手に袈裟懸
けに斬り掛かります。我は相手の太刀を打ち払うつもりですが、当然、相手はそれを
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紙一重でよけて、我に斬り掛かってきます。相手に外された我は、普通なら体勢を崩
しているところですが、外されることは想定内なので素速く次の体勢に移ることが可
能で、斬り掛かって来る相手の小手に斬り付けるのです。 
 
「水月」も「水月返し」も、どちらも「先々の先」とも「後の先」とも言えるようで
す。これらが「水月感応」と何らかの関係があるかは、ここまでの説明ではまだ不明
ですが、「水月」について知っておくことは無駄ではないと考えます。 
 
 
 
 
噴火の章   第１９回 
 
～  無外流剣法秘訣鈔  ～ 
 
 
前述した都治資幸の口伝にあるとおり、無外流兵法（剣術）には、形（かた）らしき
ものが存在していたのは間違いないようです。それが、流派の歴史のなかで、その時
代の師範が考えたトレーニング目的の一連の動作なのか、目録に記載するような正式
なものなのかは、都治資幸の言葉だけから判断することはできません。 
 
我々の結論を先に言うと、少なくとも「無外流真伝剣法訣」の「十則」にあるような
名称の形は存在しなかった考えています。 

 
川崎善三郎重徳 
7 歳から竹刀を握り、以後 80歳を越すまで 1日として稽古
を休んだ日がないとされ、「剣聖」と讃えられた。「辻月丹物
語 不死鳥の章」でも登場する。  
 
 
その理由は 2つあります。 
まず、「十則」の教義について説明している土佐無外流の文
献が豊富にあるにもかかわらず、どこにも形の存在を連想さ
せる記述が存在しないことです。これは、形が存在していた
とすれば、かなり不自然だと言わざるを得ません。 
もうひとつは、土佐藩主やその家族に、都治資幸以降の歴代

の都治家の当主や芸家（師範家）が、剣技の披露をしている記録の存在です。この時
代に藩主家族の前で家芸を披露するということは、現代の我々が考える以上に名誉な
ことで、もし形が存在していたのであれば、このような晴れ舞台で演武披露しないは
ずがありません。しかし、実際に披露されたのは、門弟同士の打ち合い稽古と抜刀の
演武、藩主や若君の打ち込み稽古の相手を務めた記録ばかりなのです。これは、「十
則」が形として存在していたとすれば、まず有り得ない話です。さらに都治資幸より
以前の、記録の残っていない月丹、右平太、記摩多、文左衛門についも、この時代が
徹底した先例主義だったことを考慮すれば、おそらく同様の打ち込み稽古だけだった
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と推測できます。 
 
ただし、我々がここで主張しようと試みているのは、形が存在していたかどうか？と
いうことではなく、「無外流真伝剣法訣」が形の解説をしているかどうか？、と言う
ことです。 
これまで述べてきたように、我々は形の解説はしていないと考えています。それは、
形が存在しなかったからと言う理由からではなく、上に述べたように「十則」の教義
を説明した豊富な文献のなかに、形の記述がないことが最大の理由です。 
 
ここで、「土佐の無外流には形が存在していた」「無外流の形を見た」「土佐では門外
不出で密かに伝承されていた」という、よく聞く証言について少し考えてみましょう。 

 
雑誌「県民クラブ」（高知広報社）に連載された、川崎
善三郎の証言を元に書かれた小説。ここに書かれてい 
る「高橋君」とは、高橋赳太郎のことである。この川崎
の証言と、高知新聞に連載された坂本土佐海の証言は、
明治以後の土佐無外流剣術の歴史を辿るにあたっての、
貴重な史料である。 
 
 
土佐藩に伝わる無外流兵法（剣術）は、前述した森下権
平の系統のほかに、土方三丞久治から始まる「土方派」
と呼ばれる系統があります。 
 

土方派の 8 代目として、明治～大正時代の日本の剣道史に大きな足跡を残した人物
に川崎善三郎重徳(1860～1944)がいます。そして、その川崎の一番弟子と言われた
のが、明治 38年生まれの坂本土佐海でした。 
 
坂本土佐海は、戦後に高知県剣道連盟理事長などの要職を歴任した、高知県剣道界の
重鎮と呼ぶべき人物です。また坂本は、川崎善三郎の数多い弟子のなかでも、もっと
も川崎から可愛がられた弟子で、無外流剣法の皆伝とともに「無外流剣法秘訣鈔」と
いう目録を授かりました。 
 
坂本土佐海は、昭和62年の高知新聞紙上で土佐の剣術や師匠・川崎善三郎について、
興味深い証言をしています。 
 
もともと土佐藩では、江戸時代を通じて無外流剣術が剣術の筆頭流儀とされていまし
た。ところが、幕末に石山孫六(1828～1904)によって小野派一刀流が伝えられると、
無外流剣術は大きな影響を受けたそうです。それまで、無外流では構えは上段だけで、
防具は面・手袋だけで袋竹刀を使用、袴は地袴（じばかま）が決まりとされていたと
ころ、石山の影響で胴、割竹刀を使用するようになり、構えも下段が採用されたそう
です。また、地袴についても、一刀流で採用されていた襠(まち)高袴に改められます。 
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          明治 28年大日本武徳会第一回 
          剣道精錬証受領者 15名の記念 
          写真から。 
          手前が小野派一刀流の石山孫六、 
          奥が加藤田神陰流の松崎浪四郎。 
 
石山孫六は、坂本が生まれる前年に亡くなっていましたが、
一刀流はその後も高知でしっかりと根を張り続け、坂本が剣
術をはじめた大正時代の高知の剣術は、川崎善三郎の無外流
と石山の弟子たちが受け継いだ小野派一刀流が、勢力を二分
していました。 
 
坂本土佐海が川崎善三郎から伝授された「無外流剣法秘訣鈔」の内容については我々
も確認しましたが、「夫レ剣三得、一者獅王剣、二者神明剣、三者萬法帰一刀也」で
始まっているもので、「體ノ具ス獅王ト云フ用ノ速ナルヲ神明ト云フ。體用ヲ総テ帰
於一萬法帰一ト云フ。一即、三三即一、神明自在．．．．」と続き、「静ニシテ能ク動ク、
動イテ能ク速也。速ニシテ能ク成リ、能ク成ル則チ天下無敵」として、以下、「獅王
剣」「神明剣」「万法帰一刀」の精神を説いています。 
 
注目すべきは、坂本が川崎に入門した直後から「形」（かた）の稽古ばかりやらされ
たと述べているにもかかわらず、坂本自身は無外流の形を一度も見たことがないと、
一見すると矛盾した証言をしていることです。川崎善三郎が初心者に形稽古から始め
させたのは確かなようで、たとえば坂本の後輩で、川崎に入門した経験がある直木賞
作家の田岡典夫(1908～1982)にしても、最初は「無外流の形の稽古ばかり」だった
と証言しています。 
 
坂本土佐海も田岡典夫も、入門当時は形稽古ばかりだったにもかかわらず、坂本は「無
外流の形を一度も見たことがない」と主張するのは、どういうことでしょうか？ 

 
高知県立文学館で開催された「田岡典夫展－没後 20年－」の
図録。 
 
これは、田岡典夫が「無外流の形」と呼んだものは、目録に
記述するような流派の正式な形という意味ではなく、流派の
なかで（あるいは師範の創作で）稽古のためだけにつくられ
た動作のことを指していると考えれば納得できます。つまり、
入門時に習った形稽古の形（＝練習用の動作）は、無外流の
形と言っても、目録に載せるような代物ではなかったのです。 
 

そして、さらに重要なことは、大正時代から高知県の剣道界を 70年以上も見続けた
坂本土佐海ですら、川崎善三郎や他の無外流師範の形を見たことが一度もないと証言
していることです。 
坂本自身、「獅王剣」「神明剣」「万法帰一刀」をはじめとする「十剣」を、形として
ではなく、精神の教義として継承しているのです。 
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そして、坂本は川崎善三郎に詰め寄ったそうです。 
 
『私は、再三、先生に無外流の形をお教えくださいと懇願しましたが、
その度に「形なんか覚えなくてよい」。一度として形を見せていただけな
かったものです。』 
         （坂本土佐海・談） 
 
つまり、坂本自身は「獅王剣」「神明剣」「万法帰一刀」をはじめ「十則」（「十剣」）
の目録を師匠から授かったにもかかわらず、これらの形を教えてもらったこともなけ
れば、稽古している人間を一度も見たことがなかったのです。 
この証言は昭和 62 年のものですから、少なくとも大正後期～昭和全期間の約 70 年

間に、高知県では無外流の形が存在していなかったことは間違い
ないと考えられます。 
「土佐の無外流では十本の形が受け継がれていた」「土佐無外流の
形を見た」という話が、ＵＭＡ目撃談と同じくらいのオカルト証
言であることがわかります。 
もし事実であるなら、それは坂本土佐海以後に創られた、同名の
形ということなのでしょう。もはや、我々の興味とは無縁の世界
です。 
 
また、坂本は川崎から「万法帰一刀」を含む「十剣」（項目は「十
則」と同じ）の伝授を受けながら、それは精神の教義として継承
したことも注目すべき点です。江戸期の史料から考察すれば、土
佐では「十則」が失伝したわけではなく、はじめから刀法の形と

しては教えられていなかったのです。 
 
ちなみに、形が登場するのは、せいぜい森下権平のこんな言葉です。 
 
「形ノ詮議ヲ余リスルハ悪シ。ヒケガツクモノナリ。」 
 
そして、我々が主張しているのは、「無外流真伝剣法訣」が形の動作を語っている物
ではないということだけです。 
 
これは、「水月感応」についても同様なことが言えるのです。 
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噴火の章   第２０回 
 
～ 閑話休題 「秋猴の身」を考える～ 
 
 
今まで、「水月」という言葉を追いかけてきたのは、これから先の「水月感応」の理
解を容易にするためでした。 
 
「水月感応」という言葉で一般に知られている意味は、「己の分をわきまえなさ
い」という教訓です。 
この教訓は、湖が主人公の次のような逸話とともに語られることが多いようです。 
 
あるとき、濁った湖が綺麗になろうと思い付きました。そのためには、
天空で輝いている月を湖の中に飲み込めば良いと考えました。湖は月を
呼び込もうと盛んに水面を荒立てますが、ますます濁るだけで月を飲み
込むことはできません。一計を案じた湖は、今度は自分のほうから天空
に上って月を飲み込もうと考えたのです。湖は天空に上るために、さら
に波を荒立てます。しかし、水がますます濁るだけで徒労に終わります。
湖が自分の限界を知り諦めたときに、水面は静かになり、濁った水は清
くなったのでした。さらに、静かになった水面には月の姿が感応して映
り、湖は天下の名勝として讃えられるまでになったのでした。 
 
また、同じ逸話から、「相手の心を感応できるように、己の心を清らかで平
静な状態に保ちなさい」という教訓にされることもあるようです。 
 
「氷壺」（ひょうこ）とは、「唐詩選」にある「氷心玉壺」（ひょうしんぎょっこ）か
ら来た言葉で、一片の曇りもなく悠然とした心持ちを表現したものです。「氷壺無影
像」とは、心が動じていない喩えと考えられます。 
また、「水月」の説明で述べたように、人の心を移す速さの重要性を説きなが
ら、感応する実体は透明であることにも意味を重ねているのです。 
 
最後の「猿猴捉水月」は、「摩訶僧祇律」に登場する「猿猴捉月」（えんこうそくげつ）
から来た言葉です。江戸時代の武士であれば、臨済宗の仏教書である「碧巌録」の「猿
の影を捉ふるが如し」の逸話を学ぶ機会が多かったはずですから、辻月丹も石潭から

「碧巌録」を教わるときに、この言葉に触
れたものと考えられます。 
 
猿公捉月図・部分（長谷川等伯画）長谷川
等伯は、狩野永徳のライバルとしても著な、
桃山時代を代表する画家だった。ちょうど
茶人の古田織部と同時代の人である。この
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猿公図に描かれているのはニホンザルではなく、中国に生息する野生のテナガザルで
ある。 
 
池の水面に映る月の像をつかもうとした猿が、池に落ちて溺れ死ぬという話で、もっ
とも知られているのは、目先の幻影に囚われて破滅する愚か者の喩えとしての
用例です。己の実力も顧みずに手を出して失敗するという意味から、「手を出すな」
という教訓につながることもあります。 
 
なお、「猿猴捉月」の「手を出すな」という教訓から派生して、「手を使わずに、
敵の懐に身体ごと飛び込め」という教えに結び付けて解釈しそうですが、これ
は誤りでしょう。 
例えば、宮本武蔵の「五輪書」に出てくる「秋猴之身」（しゅうこうのみ）とい
う教えと、「猿猴捉月」をダブらせて、これは太刀を持ちながらも太刀を使わず、己
の身体ごと敵の懐に飛び込む心持ちの大切さを説いていると考えるかも知れません。 
無外流の剣風が「先々の先」で「体当たり」や「入り身」（敵の懐に入り込むこと）
が特徴だと言っても、いくらなんでもこれは飛躍しすぎです。 
 
ここで、少し脱線しますが、このサイトは宮本武蔵に興味を持っている方にもご覧い
ただいているようなので、「秋猴之身」について考えようと思います。 
 
秋猴の身とは、手を出さぬ心なり。敵へ入身に少しも手を出す心なく、
敵打つ前、身をはやく入るる心也。手を出さんと思へば、必ず身の遠の
くものなるによつて、惣身（そうみ）をはやくうつり入るる心なり。手
にてうけ合はするほどの間には、身も入りやすきもの也。能々吟味すべ
し。 
                       『五輪書』「水之巻」 

 
月下猿猴図 
こちらは狩野派で狩野與以の作品  
 
 
このように、厳密には「秋猴之身」とは体当たりではなく、懐に入
る動作（入り身）を言います。「五輪書」では、体当たりに相当する
のは、「身のあたり」と呼んで区別しています。 
 
ところで、「猿猴」や「秋猴」の意味は把握できているでしょうか？
じつは、驚くことに現在出版されているほとんどの五輪書解説本で、
とくに「秋猴」にかんしては解説に疑問があるのです。そこで、こ
こで採り上げておこうと思います。 
 
岩波文庫版、講談社学術文庫版、など、どの五輪書解説本を読んで
も「秋猴」の注釈として「手の短い猿」としか記述がありません。

これは間違いではありませんが、「手の短い猿」と説明されても、それは架空の生物



 83 

のことなのか、それとも珍種や奇形ということなのか、文化的な背景を理解していな
いとまったく分からないと思います。ちょうど良い機会なのでここで説明しようと思
うわけです。 
 

「秋猴」の意味をひと言で言えば「手の短い猿」というより「手
を出せない猿」ということです。 
実りの秋は、猿にとっては食料に恵まれた最高の季節です。昔
話の「猿蟹合戦」にも登場する、柿・栗・臼・握飯などが秋の
風物詩であるのは、けっして偶然ではありません。また、ニホ
ンザルの繁殖期が秋であることや、この時期に雌猿を多数の雄
猿たちが奪い合うことも良く知られています。さらに、陰陽五
行説では十二支に季節が割り当てられ、「申」（猿）が秋を表す
生物であることも有名で、猿と秋は切っても切り離せない仲な
のです。 

 
では、「秋猴」の猿はなぜ「手を出せない」のでしょうか？ 
それは、秋は繁殖の季節であり、妊娠した雌猿は豊富な食料を前にしても餌を取りに
出ることが出来ない、という話に由来しているのです。ちなみに、テナガザルの仲間
は、繁殖期はありませんが、手の短いマカクの仲間は秋が繁殖期であることが多いの
です。ニホンザルもマカク科に分類されます。 
 
とは言うものの、「秋猴」という言葉は現在ではほとんど触れる
機会もなく、能の演目「富士太鼓」に「秋猴が手を出し」という
フレーズがある以外は、陰陽道の関連から占星術で見かける程度
です。右の例は、「歌曲評註」という謡曲のテキストで「富士太
鼓」に登場する単語の解説をしている欄です。この解説はかなり
正解に近いですが、謡曲の解説本の中には、ここに「猿猴捉月」
の解説を平気で記述しているドンデモ本もあるので要注意です。 
 
日本人の場合、猿といえば、猿の仲間というニュアンスで使用す
るか、ニホンザルのような馴染みのある猿をイメージする筈です。
しかし、中国では猿を「猴」と呼ぶ方が普通だそうで、昔は猿を
複数に分類しており、それぞれに文字があてがわれていました。
ちなみに「猿」というのはテナガザル科に属する生き物のことで、
ニホンザルのような手の短いマカク科の生き物は「猴」と呼ばれ
て区別されていました。 
したがって「秋猴」とは、厳密には手の短いマカクの雌が、孕んでいるために餌を取
れない、というところから由来している言葉なのです。では、「秋猿」でも良いのか
といえば、やはり「秋猴」でないと意味が通じません。テナガザルの仲間（猿）は繁
殖期が一年中なのに対して、マカクの仲間（猴）は秋が繁殖期の種が多いことが由来
しているのでしょう。 
 
ここまでの説明で、「秋猴」が理解してもらえたでしょうか？五輪書解説本の「手の
短い猿」という注釈は間違いではありませんが、その解説ではまったく意味がわから
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ないわけです。 
なお、ある五輪書解説本には、「秋の寒さに猿が両手を身に引っ付けている様子」と
いう解説がありましたが、旧暦の秋が、猿にとって手が出ないほど寒いかどうかは小
学生でも理解できます。猿が活動できないほど秋が寒いのであれば、猿蟹合戦という
話すら誕生していないはずです。 
 
ここまでの説明でわかるように、「猿猴捉月」の猿も、「秋猴」の猿も、どちらも手を
出せない点では同じですが、成立過程がまったく異なるのです。ですから、無外流の
「猿猴捉水月」と「体当たり」「入り身」を結びつけるのは正しくないことになりま
す。 

 
「霜猿」 橋本関雪画 
近代日本画の巨匠である橋本関雪が昭和 14（1939）
年に発表した、我が国の猿猴図の傑作のひとつ。 「 
 
 
猿猴」とは猿全般を意味する言葉になります。ただ
し、日本では野生のテナガザルは生息していません
ので、「猿全般＝手の短い猿」と考えても間違いでは

ありません。 
しかしながら、日本画の世界では、テナガザルを好んで題材にするのです。日本画で
は、猿の腕と鶴の脚は、長く描くという伝統があるためで、一説には長寿につながる
という思いが込められているそうです。したがって、ややこしいことに、日本では「猿
猴」とは手の短いマカクを意味することが多いものの、日本画での「猿猴」は、テナ
ガザルを意味することのほうが多いのです。 
 
 
 
 
噴火の章   第２１回 
 
 ～  猿を真似た都治資幸  ～ 

 
すでに述べたように、 「無外流真伝剣法訣」を心法の書と
して解説を試みているのが、大森曹玄、中川申一、戸部新
十郎らです。 
ここでは、戸部と大森の解釈を確認してみます。 
 
「兵法秘伝考」（戸部新十郎：平成 7年） 
 
「氷壺（水晶で作った壺）は透き通っているので、
影像は映らない。影や形に捉われると、水に映っ
た月影さえ、本当の月と見誤る。無知な猿など、
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月を取ろうとして池に落ちて死ぬ、というたとえがある。無心無欲では
じめて、ことの真偽がわかるものだ。」 
「剣と禅」（大森曹玄著：昭和 41年） 
「氷壺は心の清いことの形容だから、この語は透きとおって影のない無
心の状態をいったものであろう。こういうものは、猿が水中の月を捉え
ようとするのと同じく、全く処置なしである。いかなる相手も手の下し
ようもあるまい。しかしまた、そういう心境でおってこそ、水の月を写
すように、相手の動きはそのままに感応するのであろう。」 
 
 
つまり、戸部新十郎も大森曹玄も、「無心」でいてこそ敵の動きを「感応」で
きるのだから、幻影に惑わされることなく無欲な心境を目指すべきであ
る、と「十則」に書いてあると主張しています。 
 
確かに「猿猴捉水月」には、目先の幻影に囚われると言う意味はありますが、この解
釈であれば、「水月」が幻影に囚われるという意味だけしか説明していないことにな
り、少々疑問が残ります。 
我々が調べた限りでは、やはりこの解釈とはかなり異なる意味が確認できました。い
くつかの史料で「水月感応」についての記述を確認できていますが、ここでは無外流
宗家である都治家の関連史料に注目します。地方の師範によるコメントの信頼性を疑
うわけではありませんが、とりあえずは宗家の伝承内容で考えるのが妥当だと考える
からです。 
 
前述した高田隆介の記述によれば、都治資幸が弟子たちに「水月感応」を教授したと
きの描写の中に、つぎのような事実が書かれています。なお、これらは、同じ場面で
言ったわけではありません。 
 
①．まず先をとるべきこと 
 
②．重要なのは、刀法の動作解説らしきコメントが一切無いこと 
 
③．都治資幸が「水月感応」を教授するときに、「色二就クマジ」と言っ
ていること 
 
④．また別の場面では、「拍子ニ就クベカラズ」と教えていること 
 
⑤．また、都治資幸は弟子たちの前で猿の真似をしながら、愚かな猿は
水面の月を覗き見る（猿猴愚痴ニシテ水月ヲ窺ウトソ示サレヌ）が、そ
うした行為は相手の影響を受ける（色ニ就ク）ので駄目だと教えている
こと 
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これらの事実を考えれば、次のようなことが読み取れます。 
まず「水月感応」は刀法ではなく、心法として教えられていたことです。 
さらに、戸部や大森らは、己が敵を「感応」することが目的だと主張していますが、
そうではなく、むしろ敵に「感応」されないことの重要性を述べていることがわかり
ます。 
都治資幸が猿の真似をしていたのは「猿猴捉水月」の説明ですが、ここも「幻影に囚
われていては破滅する」という従来の教えとは異なり、「水面に意識を集中したら、
己の心が敵の色に就いてしまうので、水面を覗き過ぎるな」というのが正しい解釈の
ようです。 
 

 
  月之抄（芳徳寺所蔵） 
  柳生三厳（十兵衛）が著した 
  剣術書。祖父・石舟斎、父・ 
  宗矩から続く柳生新陰流の 
  集大成とも言うべき書である。 
 
ここで、「色に就く」「拍子に就く」という新たな表現が出てき
ました。 

 
「色」とは主導権を握るためのあらゆる手段のことで、前述した「水月之構」で敵に
「晴眼之太刀」を見せることも「色」ですし、大声や奇声を発して敵を萎縮させるよ
うなものまでも「色」に含みます。 
 
例えば、柳生三厳の「月之抄」には次のような説明があります。 
 
色に就くとは、表裏、仕掛け、切掛け、はたらき掛けなり。是に敵の心
うつるところをもって、色に就くなりというなり。色に就き、色に就く
るなどという心持ちあり。色に就くるというは、我が色に敵を就くるな
り。色に就けば、就けるなり、声を掛けても、一巡りくるりと巡りても
同じ事の心持ちなり。色に就きは、はや就きたるなり。色に随うという
は、敵色々つき、切出す色に随うべきなり。随わずして勝つというは、
敵を我が色に就けて、敵切出す色を能くうけてその色に随いて勝つとこ
ろは、随わざるの心なり。 
 
ここには「色に就き、色に随う」という極意が説明されています。「色に就く」と「色
に随う」で使われる「色」の定義は同じですが、「色に就く」主体は、（仮に餌（「色」）
をまく主体が敵だとすれば）敵にまかれた餌に反応する己の心であり、「色に随う」
とは、色に就いて動かされる己に応じる敵が主体になります。これは、尾張柳生では
「転」（まろばし）と呼ぶ極意に通じます。 
けっきょく、「色ニ付クマジ」とは、敵のまいた餌に己が心を動かせば、
敵は「色に随」い主導権を握ってしまうので、敵の誘いに動揺して敵に
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「感応」されないようにしなさい、と言っているのです。 
 
柳生三厳の墓石（芳徳寺） 
 

「拍子ニ就クベカラズ」とは、たいていの剣術流派に共通の論
理で、例えば宮本武蔵の「背く拍子」（「五輪書」）や柳生新陰
流の「合う拍子はあしし、合わぬ拍子をよしとする。」（「兵法
家伝書」）と同じです。敵の動きを「感応」する以前の問題と
して、敵の拍子に合わせないことで敵の動きを封じるという理
屈です。 
 
「猿猴捉水月」が「幻影に囚われるな」という解釈だけではな
いことは、「氷壺」という単語が登場していた時点で予想でき
ていました。しかしながら、それだけで留まっていては今まで
の単語ゲームと同じであり、こうして史料で裏付けることで、
はじめて本質が理解できるようになるのです。 
 
 

 
 
 
 
噴火の章   第２２回 
 
～ 無外流真伝剣法訣の世界観 ～ 
 
 
「無外流真伝剣法訣十則」の最初に登場する「獅王剣」については、有名な「眼中ノ
光四方ニ満チテ」で始まる辻月丹自身の口伝が存在しますし、また「無外流剣法秘訣
鈔」にもその教義が訥々と述べられています。都治家の教えでも、この教義を教授す
るにあたり太刀の操作や身体の動かし方にはまったく触れていません。 
 

トリを飾る「万法帰一刀」については、「無外流剣法秘訣鈔」
意外にはそれらしい記述が見つからないのでよくわかりま
せん。 
しかし、この教義のもともとの意味を考えれば、例えば「一
の太刀」のような、なんとなくシンプルな上段切り下ろしの
イメージとは無関係であることは容易に理解できます。 
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十．萬法帰一刀 
 
問云萬法帰一一帰何處 
答云我在青州作一領布衫重七斤 
更参三十年 
  
もともと「万法帰一」とは、『傳燈録』の「僧問。萬法歸一。一歸何處。師云。老僧
在青州作得一領布衫重七斤。」（僧問う。万法一に帰す、一何れの所にか帰す。師云く。
老僧青州に在って、一領の布衫を作る、重きこと七斤。）という公案がオリジナルで、
これが『碧巌録』に取り上げられて、辻月丹に影響を与えたと考えられます。 
 
たとえば、前述した戸部新十郎の解釈では、次のように記述されています。 
 
ものに万法ありといえども、帰することは一つである。剣技もまた、千
技万法あっても、斬るということは一つである。この一事を会得するに
は、三十年の修行が必要だが、それで達せられるものではない。更に三
十年修行せよ。そしてまた三十年を。 
  
           （戸部新十郎「兵法秘伝考」平成 7年） 
 
しかし、「万法帰一」のオリジナルの教義をご存じの方は分かると思いますが、この
公案の主張は、前半の「萬法歸一。一歸何處。」ではなく、むしろ後半の「我青州に
在って、一領の布衫を作る。重きこと七斤。」の部分です。戸部の解釈の通りであれ
ば、上段切り下ろしのイメージでも構いませんが、主張は後半である以上、シンプル
な一刀という意味は通じなくなります。もちろん、辻月丹が、そうした基本的な教義
を知らない筈がありません。 
そして、「万法帰一刀」が、もし前半の意味で語られたのであれば、この後に続く「更
に参ぜよ三十年」との繋がりがよく分かりません。戸部のように、シンプルな一刀を
学ぶためには 30年の修行が必要だという強引な解釈は、無理があると言わざるを得
ません。しかし、後半の意味であればすんなり理解できます。 
そもそも、辻月丹自身がこれを書いた延宝 8年(1680)の時点では、30年の修行経験
などなかったのですから、戸部の解釈が間違いであることは明白です。 
 
前述した荒川恫敬が、都治文左衛門から聞いた話の中に、次のような下りがあります。 
 
凡ソ万物ノ理ハ一也。内外ノ道合スレバ則チ物我一トス。昼夜
ノ道通ズレバ死生幽明一タリ。屈伸慎重ノ変ヲ求ムレバ則チ天
地山川草木一ナルガ如し。察シテ念（おも）ヒ念ヒテ習ヒ習ヒ
テ極メ而（しか）シテ表裏貫通其ノ妙ニ格（いたり）テハ文字
言語ノ及ブ処ニアラズ。（中略）而（しか）シテ邪念忘想ヲ絶ツ
尤モ心法ノ要務トス故ニ月丹壮年ヨリ七十余歳ニ及ブマデ妻ヲ
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娶ラズ、又金銭ニ手ヲ触レズ。寡欲淡濶其ノ行状ヲ窺ヘバ宛（あ
たか）モ鏡ニ向フガ如シ。 
 
この文章は、「万法帰一刀」そのものについてのコメントではありませんが、おおよ
そは合致していると考えています。 
もっとも、「万法帰一刀」については、我々も断定できるほど傍証史料を確認できて
いないので、これ以上は差し控えます。 
 
 
さて、脱線してしまいましたが、推測ではない例として、「水月感応」に戻りましょ
う。 
まず、「水月感応」が刀法ではないことは明白なので、「水月之太刀」や「逆風」のよ
うな、「水月」という用語と関わりがありそうな刀技は、無関係と考えて良いでしょ
う。 
そして、これまでの解釈をひとつにまとめると、「水月感応」は、都治家においては、
次のような意味で教えられていたと考えられます。 
 
まず敵の先をとる重要性を認識する。 
ただし、敵の仕掛けた表裏に誘惑されて攻撃を急いではいけない。 
そのためには、心を不動で、かつ止めない状態に保つ。 
そうすれば、敵の状況を素速く感応することができる。 
しかし、敵を感応するときには、敵から己も感応されてしまうリスクが
あるので、よくよく注意しなければならない。 
そのためには、感応したものを心から身体に素速く移すことである。そ
うすれば、透明な氷壺のように心にはその影は残らない。 
 
                         江戸時代中期の七条袈裟② 
  こちらは、裏側。表の生地は緞 
  子、裏は絹紬。環は象牙で、環 
  の台座は、まったく別の絹地が 
  用いられている。 
  東林寺（福岡県）所蔵。  
 
我々が把握している範囲で考えれば、「無外流真伝剣法訣」
の教義に貫かれているのは、心を動かさず、かつ止（留）め
ないという考え方です。 
もうひとつ気付くのは、「○○しなさい」よりも「○○はや
ってはいけません」というタイプの教義が多いことです。「水月感応」にもその傾向
は見られますが、これは「水月感応」に限ったことではなく、「十則」の他の項目に
も同様の理屈を見ることが出来るのです。 
もちろん、弟子に教授する言い方であれば、同じことを伝えるにしても逆説的な表現
になる可能性はあるでしょう。しかし、ひとつひとつを検証していく過程で、逆説的
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な表現という理由だけでは説明がつかないことに気付きました。このことは、たとえ
ば「兵法家伝書」など他の教義書と比較すればもっと明確になります。 
 
これらを総合的に解釈していくと、辻月丹が後世に伝えようとした「十則」とは、刀
法の動作解説をしていないことは明白ですが、武道における通常の心法論とも異なり、
全体に「戒め」が貫かれている教義であることがわかります。 
 
そもそも、無外流という名称を考えてみてください。 
無外とは、己を無為・無我・無固・無必にさせた境地であるわけで、この境地に剣術
で到達するにはどうすべきかを説いたものが「無外流真伝兵法訣」なのです。 
 
ある禅僧は、禅の究極の目的とは「三毒追放」、つまり「妬む・怒る・愚痴る」とい
う心を自分の中から追い放って「無」の状態になることだと述べています。人間が生
きていく上で行う、煩悩に囚われた様々な行為を捨てさせるのが禅の目的とするなら
ば、「無外流真伝兵法訣」とは禅の公案を剣術に移したようなものであり、敵に対し
て行いがちな様々な無用の行為を捨てさせ、いかに己の剣を「一法」に昇華させるか
を論じたものだと言えます。 
 
前述したとおり、我々は「十則」のすべてについて裏付ける史料を発見したわけでは
ありません。確認できる史料だけから言及するしか出来ませんが、これが「無外流真
伝剣法訣」の全体を貫く世界観だというのが、現時点での我々の結論です。 
 
 
 
 
噴火の章   第２３回 
 
～ 延宝８年の政変 ～ 
 
 
 
徳川家綱像（奈良・長谷寺蔵） 

 
 延宝 8 年(1680)は、辻月丹の人生では大きな意味を持
つ年でした。 
この年、禅の師匠の石潭良全が亡くなり、また自身は無
外流兵法（剣術）を創始しました。 
 
さらに、辻月丹の人生に大きな影響を及ぼすことになる
事件としては、4 代将軍・徳川家綱が亡くなったことを
挙げることができます。正確に言えば、徳川家の執政で
大老だった酒井忠清が、新将軍綱吉との意見衝突によっ
て辞職したのです。事実上の失脚でした。 
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俗説では、次のような説が広まっています。 
 
延宝 8 年 5 月に、嫡子のない徳川家綱の病状が悪化し、幕閣で次期将軍の人選につ
いて話し合われた。実力者の酒井忠清は、鎌倉時代の執権・北条氏にならい、5代将
軍は京都から宮将軍を迎え、自身が事実上幕府を横領しようと画策した。酒井忠清が
怖くて逆らえない老中たちは反対できず、酒井の案に傾きかけたが、新任の老中だっ
た堀田正俊が家綱の弟の綱吉を推し、形勢逆転した結果、綱吉が 5代将軍となった。
酒井はその責任を取らされ、綱吉によって幕閣から追放された。 
 
これは江戸時代から歌舞伎や講談でも採り上げられ、「御当代記」「武門拾遺」「徳川
実記」といった史料のほか、明治 18年の伝記小説「徳川執権・酒井大老実伝」にも
類似のストーリーが展開します。しかし、現在ではこの説は、大筋が否定されていま
す。詳細は別の機会に譲るとして、我々の考えだけをここでは述べたいと思います。 
 
酒井忠清の失脚と堀田正俊の台頭、同時代の複数の史料から判断すれば、「宮将軍擁
立」の幕閣での合意はあったと考えています。家綱の病状が悪化してから「宮将軍擁
立」が一度は閣議で合意され、後に堀田によって挫折させられたことは間違いないで
しょう。その先例は、鎌倉時代の北条氏ということになりますが、酒井忠清が北条氏
のように権力を握ろうとしたというのは飛躍しすぎです。 
 
まず、酒井忠清が大老を辞任する時期は、綱吉が徳川宗家の家督を継いでから半年も
経ってからであり、綱吉の報復人事であればすぐにクビを切られそうなものですがそ
うはならず、また酒井に追随した稲葉正則ら他の老中全員が報復を受けるはずですが、
そうもなりませんでした。つまり、綱吉が将軍になってから半年後に、酒井忠清と綱
吉の間で何かがあったと考えるべきです。 
 
国宝 稲葉天目 

   意外なことに、茶碗のなかで 
   国宝に指定されているものは 
   8 客しか存在しない。その中で 
   も、この稲葉天目（曜変天目） 
   は、銀河のような美しさが別格 
   で、時価 50億円以上と言われ 
   る。徳川家光が病床の春日局 
   に薬を飲ませようと持参した有 
   名な逸話のある茶碗で、春日 
   局から孫の稲葉正則に譲られ 
   た。（静嘉堂文庫美術館所蔵） 
 

幕閣には春日局の孫で大老格だった稲葉正則のような、酒井を恐れない頑固な老人も
いましたし、水戸光圀をはじめとした御三家や御家門、他の武功派の譜代大名も注目
しているなかで、酒井忠清の私欲が許されるはずがありません。そもそも鎌倉時代の
北条氏は、武力による権力闘争と粛正によって独裁を可能にしたのであって、このと
きの酒井忠清とは立場が異なります。 
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しかし、稲葉正則らは「宮将軍擁立」案に賛成しました。「御当代記」では、幕閣や
尾張・紀伊両家が「宮将軍擁立」に同意した理由として、綱吉の資質に問題があった
（「天下を治めさせ給う御器量なし」）という共通認識があったことが明記されていま
す。この時代の将軍継承順位は、今日の皇位継承権のような男系の長子が優先される
のとは異なり、家綱に近親であることと、徳川家康から代が近いことが重視されまし
た。今日の常識では、家綱に子供がなければ、次の弟の綱重で、綱重はすでに亡くな
っていたので、その長男の綱豊が継承権第一位、その弟・清武が第二位となり、綱吉
の出番はかなり後になりますが、この時代であれば綱吉が最優先になります。明確な
理由もなく、綱吉を飛ばして綱豊にするわけにはいかず、綱吉を飛ばすには「宮将軍
擁立」という案に落ち着いたのだと考えられます。 
 

 
越前松平家と徳川宗家 
越前家は、徳川秀忠の兄・結城秀康の系統で、徳
川一門の中でも御三家を凌ぐ石高を誇る特別な家
だった。秀康の子・忠直の不行跡で、忠直は改易
され、その子・光長は叔父・忠昌の越後家と支配
地の交換となった。したがって、松平光長の系統
こそ、越前松平家の総領筋となるのである。 
 
 
酒井忠清のような代々続く家老にとっては、主君
個人に対する忠誠よりも、徳川宗家をどのように
存続させ、庶民の生活に悪影響が出ないかを考え
ることこそ忠誠だったのです。おそらく、綱吉が
将軍になれば世の中に混乱を生じさせるであろう
こと（「権現様御精魂をつくされ取しづめられし天
下、騒動の事あらば、御先祖御家へ対し不忠不義
のわざなり」）は、この時点で誰の目にも明らかだ

ったのでしょう。 
もともと徳川家綱は病弱だったため、酒井や稲葉としては、この時点で家綱が亡くな
るとは考えていなかったようです。臣下として徳川宗家の相続問題を決めることなど
恐れ多いことで、とりあえず宮将軍を世子にして、家綱が本復してから決定しようと
考えたのです。 
しかし家綱が急死したため、酒井の狙いは堀田正俊らによって阻まれてしまいました。 
堀田は事前に家綱に願い出て、綱吉を養子にする許可を得てしまったのです。さすが
の酒井ら幕閣がいくら反対しても、いったん家綱の裁定が下りればそれに従うしかあ
りません。 
 
俗説では、堀田正俊のクーデターのように語られますが、そうではなく、幕閣以外（水
戸家や御家門、大奥など）に、酒井とは意見を異にする勢力が存在していたと考えら
れます。また、堀田正俊にすれば、末期養子を定めずに大名が死去すれば改易になる
のに、将軍が違反するわけにはいかないという切羽詰まった理屈があったのかも知れ
ません。 
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徳川綱吉像（奈良・長谷寺蔵） 
 
酒井忠清が辞任した直接の原因は、「宮将軍擁立」の
報復人事ではなく、辞任時期から考えて「越後騒動」
の再審に関しての意見衝突と、綱吉の嫡子・徳松を西
の丸に迎える事に反対したこと、と考えるのが、現在
では定説となっています。家綱が危篤だったとき、家
綱の側室・沢田氏が懐妊していたのは事実だったよう
で、もともと綱吉はその子が男子であれば 6代将軍職
を譲る「つなぎの将軍」として江戸城に入ったのでし
た（「松平直矩日記」）。仮にその子が女子であっても、
綱吉の兄・綱重の子である綱豊（家宣）に 6代将軍を
譲るべきであるので、徳松には西の丸に入る資格はあ
りませんでした。これに同意して徳松を連れずに江戸城に入った綱吉でしたが、家綱
の側室・沢田氏が流産すると世子を兄の子・綱豊とはせず、自分の子・徳松にしてし
まったのです。これには酒井忠清だけではなく、水戸光圀も大反対だったようで、以
後綱吉と水戸光圀には緊張した関係が続くことになります。 
 
 
 
 
噴火の章   第２４回 
 
～ 越後騒動再審の衝撃 ～ 
 

 
「越後騒動」とは、越後高田松平家で起きた御家騒動で、当主
の松平光長の後継者を巡って、藩を二分しての抗争に発展した
事件です。御家門筆頭と言えば越前松平家と思いがちですが、
この時代の越後松平家は越前家よりも家格が上で、御三家に次
ぐ格式を持った大名でした。 
越後高田松平 25万石は、二代将軍徳川秀忠の兄だった結城秀
康の直系で、越前松平家の総領筋にあたります。松平光長の父
は、菊池寛の小説でも有名な松平忠直で、素行不良で改易され
て嫡子の光長が越後高田に移封されました。代わりに越前家に
は光長の叔父が藩主として入ります。したがって、徳川宗家や
御三家ですら一目を置く越前松平家の、さらに総領筋の家です

から、徳川一門でも格別の扱いを受けていました。 
実際に、松平光長の官位も越前松平家より上の従三位中将で、御三家に次ぐ家格だっ
たのです。 
 
この御家騒動は、酒井忠清の裁定によって 4 代将軍・家綱時代にすでに決着した事
件でした。しかし抗争はその後も続き、ついに新将軍綱吉が自ら収拾に乗り出したの
です。綱吉は、兄の頃の幕府の弱腰を歯がゆく思っていたのでしょう。再審を決定し
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ますが、はじめから越後松平家を取り潰して新将軍の権威を見せつけたかったようで
す。 
 
「御当代記」によれば、綱吉と酒井忠清の最後の会話は、次のようだったそうです。
越後松平家を取り潰すつもりの綱吉に対して、酒井が異議を唱えます。 
 
綱吉「越後守（松平光長）は大悪人なり。」 
酒井「今の世、善人と申すは御一門様方をはじめ一人も御座有るまじく
候。」 
綱吉「然らば、我をも悪人と思うや。」 
酒井「御仕置き三年はやく御座候。」 
綱吉「それは唐の例なり。今の世にはあるべからず。」 
酒井「拙者儀、年罷り寄り、それもなき事を申し上げ候て、上意にさわ
り申し候。」 
 
こうして酒井忠清は江戸城を退出し、大手門前の上屋敷を幕府に返上して謹慎しまし
た。翌、延宝 9 年に嫡子の忠明（忠挙）が上野厩橋城主の座を継ぎ、その直後 5 月
19日に酒井忠清は亡くなりました。享年 58歳でした。 
 
綱吉と酒井忠清の会話に出てくる「3 年はやく」「それは唐の例」というのは、中国
の春秋戦国時代の覇者・楚（そ）の荘王（そうおう）（在位前 614 年-591 年）にま
つわる故事です。「荘王は 3年間酒に溺れて遊んでばかりいたが、その後心を入れ替
え、戦国の覇者となった。だから、松平光長にも時間を与えてあげて欲しい」という
のが酒井忠清の主張です。ちなみに、この言葉は「じっと機会を待つ」という意味の
故事成語で、日本では「鳴かず飛ばず」という言葉の語源ともなった逸話です。 
 
千代田之御表 将軍宣下 （国立国会図書館蔵） 

 
思えば、「伊達騒動」のときも、酒
井家の屋敷内で殺し合いまでした
伊達 62 万石を、酒井忠清は取り
潰しませんでした。また、米沢上
杉家 30 万石にしても、嫡子を定
めずに藩主が急死したため、本来
なら取り潰しが当然のところを、
吉良上野介の息子を養子にして、

領地を半減にして相続を認めるという異例の温情措置を講じたのも酒井忠清です。酒
井忠清にとっては、罰して改易することは簡単なことでしたが、長く続いた名家に傷
を付けるのは「余りに勿体ない」ことであり、罰せずに徳川家のために働かせること
こそ重要と判断したのです。 
さらに、今回の場合はすでに家綱の名前で決着している事件なので、それが再審とい
うことになれば公儀の威信にも傷が付き、家綱の失態が露呈することになるとも考え
たはずです。 
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酒井と同じに、松平越後守家の改易を大反対した人物がいました。尾張藩 2 代藩主
で、江戸時代初期の名君としても知られる徳川光友です。 
 
綱吉、光友、光長の系図 

 
家光の男孫は、甲府宰相綱重の子・家（綱
豊）、館林宰相綱吉の子・徳松、尾張家光
友の子・綱成の３人だった（越智清武は、
この時点では他家を継いでいたので、候
補から外れる）。酒井忠清ら幕閣では、有
栖川幸仁親王を５代将軍と考えていた。 
将軍となった綱吉が改易した松平越後守
家が、有栖川親王と縁戚だったことも、
後に綱吉の復讐だと憶測を呼んだ。 
徳川光友は綱吉に面会し、おもに次の 5
点を述べて松平越後守家の改易を思い止
まるように訴えました。 
 
 

① 越後守家は、御三家に次ぐ家格であり、越前家の惣領筋という特別な家であるこ 
と 

② 松平光長の父・松平忠直は、大阪の陣で東軍一の功績があり、御三家よりも大切 
にすべき家であること 

③ 家臣が騒いでいるのは、越後守家上層部に対してであって、幕府に対してではな 
いこと 

④ 失態があるからといって改易していては、御三家も同様な場合に改易されかねず、 
徳川家全体の弱体化に繋がること 

⑤ これは光友一人の考えではなく、紀州藩主・徳川光貞も同じであること 
 
この時代としては、常識的な意見であり、酒井忠清とも同じ考えであることがわかり
ます。徳川光友の正室は徳川家光の長女・千代姫であり、その子・徳川綱成は女系を
介しているとはいえ徳川家光の孫になります。一説によれば、「宮将軍擁立」の背景
には、将来は徳川綱成に将軍職を譲ることが目的で、いったんは徳川宗家と異なる「宮
将軍」を立てることで、綱吉・家宣（綱豊）・徳松らの影響をなくすためだったとも
言われています。 
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甲府宰相割腹之図 
 
甲府宰相松平綱重は、酒井忠清によって切腹に追い込まれ
たという説がある。真偽は不明だが、これは、当時から噂
話としては存在していたようだ。兄を殺された綱吉の恨み
が、後に酒井忠清に向けられたとするのは単純すぎる話だ
が、綱吉と酒井には長い確執があったのは確かなようであ
る。  
 
 
酒井忠清や徳川光友がこれだけ反対したにもかかわらず、
綱吉は越後高田藩の取り潰しを強行してしまいます。 
 
酒井忠清には、徳川家の代々の家老として、たとえ自らの
命に代えてでも主人に諫言し、徳川家を守ろうという、酒

井なりの武士道に基づいた価値観があったのです。これほどの忠臣が、主家横領を企
む悪臣のように伝えられることは気の毒に思います。とくに「水戸黄門」などの講談・
実録小説では、酒井を悪役にするというパターンが出来上がっており、仙台伊達家横
領や甲府宰相松平綱重を死に追いやった悪役として酒井忠清が大活躍するのです。 
 
しかし、酒井忠清らが見抜いた綱吉の器量（「天下を治めさせ給う御器量なし」）は、
その後の歴史が証明することとなります。 
 
 
 
 
噴火の章   第２５回 
 
～ 辻月丹の足跡を探して ～ 
 
 
「越後騒動」によって、越後高田藩 25万石が取り潰され、この
とき浪人となった家臣のなかに家里守全（もりみつ）という人
物がいます。この家里も、後に辻月丹に入門し高弟となります。 
家里守全が入門した頃の辻月丹の生活は、まさに極貧でした。
日々の食事もままならない有様で、家里は鈴木伝右衛門らと相
談して、稽古料とは別に生活費の面倒をみようと月丹に申し入
れました。しかし、月丹は「武士とは元来貧困なものだ。まし
て浪人なら尚更である。」と言って、きっぱりと断ったそうです。 
自身の貧困を想いながら、つぎのように詠みました。 
 
憂きとてもなどか姿を厭ふべき 
   峯より落つる瀧のまにまに 
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この頃の辻月丹の格好は粗末なもので、麻の着物に打裂（ぶっさき）羽織、その上か
ら袈裟を掛け、髪は惣髪で後ろをコヨリで結んだだけの質素な装いでした。 
 
加賀前田家に指南に出かけたときは、向井宇之助という家臣の下男から、「私にも一
手ご教授ください」と申し込まれました。さては、自分の身なりが粗末だから、下男
にも馬鹿にされたと思い込み、「本日は疲れたので」と断りました。 
しかし、相手が下男だから断るという行為を反省し、あらためて下男に指導をしたそ
うです。そのとき、つぎのように詠んだそうです。 
 
小車の夢ばかりなる世の中を 
   何とて厭ふ身こそつらけれ 
 
こうした活動は徐々に実を結んで行きます。辻月丹の無外流は注目を集め、土佐藩を
はじめとした多くの大名家でも採用されていきました。なかでも、前橋 15万石の酒
井雅楽頭家、三河吉田城主で老中の小笠原佐渡守家、土佐山内家では、藩主自ら稽古
に励んだため、とくに熱心に学ばれたのです。辻月丹は甥孫の辻右平太や記摩多らと
ともに、こうした大名家の屋敷にしばしば招かれています。 
 
酒井雅楽頭家では、当主の酒井忠挙（ただたか）がまだ部屋住で河内守忠明と名乗っ
ていた延宝 4年 9月 15日、大和柳生藩から柳生新陰流の指南役として辻義右衛門と
いう人物を推挙派遣してもらっています。柳生藩の記録には、次のように記述されて
います。 
 
酒井河内守殿ヘ辻義右衛門百石ニテ呼出サル。 
 
酒井忠挙は、この頃から藩校・好古堂のアイディアを温めていたらしく、将来の好古
堂の教官をスカウトしていました。この辻義右衛門という人物は、柳生宗矩の頃から
柳生家に仕えていた人物で、辻という苗字は偶然の一致ですが辻月丹とは関係有りま
せん。その後辻義右衛門は亡くなり、好古堂がスタートした頃には、代わりに柳生家
から出淵三郎兵衛が剣術教官に就任します。しかし、この出淵も酒井家からは去り、
好古堂には柳生新陰流の教官はいなくなりました。 
酒井忠挙が出淵三郎兵衛に代わってスカウトしたのが、辻月丹でした。杉田庄左右衛
門の仇討で、辻月丹の名前は酒井にも知られていたのでした。辻月丹は自らの出仕は
断り、代わりに甥孫の辻右平太を推挙したのです。 
 
酒井忠挙は宝永 4 年(1707)に隠居し、嫡孫の親愛（ちかよし）に藩主の座を譲りま
した。しかし、親愛は藩主としては問題が多かった人物だったようで、忠挙がその後
も執政として政務を取り仕切っていました。 
正徳元年（1711）には、辻月丹に対して、 
 
稽古ハ記摩多又ハ宇平太（ママ）ニテモ宜シ。月丹ハ月二、三度バカリ
話シニ参レ。 
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と命じたそうです。 
酒井忠挙にとっては、この頃には無外流よりも辻月丹のほうに興味が移っていたよう
で、よほど月丹と過ごす時間が楽しかったのでしょう。 
 
いっぽう、土佐藩では 4 代藩主・山内豊昌の頃から江戸藩邸での剣術稽古の相手を
務め、5代・山内豊房、6代・豊隆の時代まで続くことになります。 
宝永 4年 3月 23日の「豊隆公御日記」には、 
 
月丹召寄セラレ、御兵法御稽古遊バサル。 
  
と記述が残っています。 
 
宝永 6年には 5代将軍綱吉が亡くなり、家宣が新将軍に就任します。 
 
徳川家宣像  

 
宝永 6 年、6 代将軍となった家宣は、4 代将軍家
光以来中止になっていた、武芸上覧を復活するよ
うに通達を出します。酒井忠挙（ただたか）は、
この上覧に辻月丹の無外流を推挙しようと画策し
ます。しかし、この上覧は柳生新陰流、一刀流、
それから一部の砲術流派などが実現したものの、
辻月丹の上覧は実現することはありませんでした。
その後、武芸上覧は中断され、8 代将軍吉宗の時
代に再開され、酒井忠挙は再び辻月丹を推挙する
ことになります。 
 
辻月丹に入門した大名小名は 50 人を超え、御家
人・陪臣に至っては 10,000 人を超えていたとい

う記録があります。俗に「無外一万」と呼ばれました。この数字がどこまで真実なの
かはわかりませんが、入門した大名・旗本の数と顔ぶれから考えれば必ずしも大げさ
な表現とは言えません。幕末の千葉周作の玄武館をはるかに凌ぐ門弟数だったことは
確かなようです。 
 
 
 
 
噴火の章   第２６回 
 
～ 元禄最強伝説 ～ 
 
 
我々は、辻月丹に「元禄最強の剣術家」という称号を勝手に贈呈しました。 
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ここで、辻月丹と同時代
の剣術家をざっと並べ
てみましょう。他にも取
り上げるべき剣客はい
るでしょうが、ご勘弁下
さい。m(_ _)m 
 
 
 
元禄年間を西暦 1688
～1703 年とすれば、辻
月丹が数えで 40～55
歳のときです。45 歳で
自得し、40 歳代末から

は多くの大名からも注目されたわけですから、辻月丹の剣術人生の中で、もっとも脂
がのっていた時期だったと言えそうです。 
 
リストのメンバーを簡単に紹介します。 
長谷川主税助英信（ちからのすけひでのぶ；長谷川英信流）と和田平助正勝（新田宮
流）は、剣術・抜刀術で著名な人物です。 
柳生連也斎厳包（よしかね；柳生新陰流）は、尾張柳生に生まれた不世出の天才で、
若い頃は「尾張の麒麟児」と讃えられたそうです。尾張藩二代藩主の徳川光友が部屋
済みだった頃から光友の剣術稽古の相手を務め、徳川家光の前では、兵法上覧の栄誉
に浴しています。貞享 3年(1682)に隠居しており、生涯娶らず元禄 7年に 70歳で亡
くなっています。 
関口八郎左右衛門氏業（うじなり；関口流）は、柔術で著名な関口柔心の長男で、紀
州徳川家に遣えました。 
ここまでが、地方在住の剣術家になります。 
 
小田（出）切一雲は、無住心剣術の 2代目で、「相ぬけ」で有名です。その弟子の真
里谷円四郎は、師匠の「相ぬけ」を否定して、小田切を負かして江戸を去った人物と
言われています。真里谷は、小田切一雲に勝利したばかりでなく、千回戦って一度も
負けたことがなかったそうですから、相当の実力者だったようです。 
 
心形刀流諸目録  

伊庭是水軒秀明（いばぜすいけんひであき）は、辻月
丹と同じ慶安 2年(1649)の生まれと言われ、心形刀流
を継承した人物です。心形刀流は、伊庭家に実子の有
無にかかわらず、門弟中の優秀者に相伝させた流派で、
秀明の頃よりも、むしろ幕末に有名になりました。千
葉、斎藤、桃井と並んで、江戸 4大道場と讃えられた
そうです。 
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関根弥次郎義虎は、無敵流という富田流（戸田流）の系統の流儀を継承した人物で、
芝金杉に道場を開いたと言われています。関根は松平越後守の旧臣で、越後騒動で主
家が乱れたときに同僚の安藤某を斬り捨て江戸へ出奔しました。後に安藤の甥に寝首
を斬り付けられ、命は取り留めたものの、後遺症で生涯首が曲がっていたそうです。 
 
堀部安兵衛は、赤穂浪士随一の遣い手と言われた剣客です。馬庭念流と一刀流を学ん
でいます。とくに、江戸で師範代にまでなった一刀流の堀内道場は、小石川北野神社
下にあったそうですから、辻月丹や右平太とも面識があったかも知れません。 
 
最後にもう一人、架空の世界の代表として、劇画「子連れ狼」から拝一刀（おがみい
っとう；水鴎流）をあげておきます。「子連れ狼」の時代設定は不明ですが、江戸柳
生の没落と絡めているストーリーから考えれば、江戸中期と考えられます。拝一刀は、
宿敵・柳生烈堂義仙とともに壮絶な最期を遂げるわけですが、柳生烈堂が実在の人物
で元禄 15年(1702)に亡くなっていることを考えれば、拝一刀も同年に亡くなったこ
とになります。 
 
「子連れ狼」より拝一刀（©小池一夫 ©小島剛夕）  

 
原作では、拝一刀の生年には触れていません。た
だし、息子の大五郎が生まれて半年後に、注目す
べき発言をしています。 
「われは この紋（葵紋）にかしずいて二十七年、
うぬ（烈堂）は六十余年」と言っているのです。
主家持ちの武士にとっては、「かしずく」とは生ま
れることを意味します。その証拠に、柳生烈堂は
この年に 63 歳であり、拝一刀の台詞にある「六
十余年」と一致します。 
つまり、拝一刀は、大五郎が生まれた年には 27

歳だったわけであり、江戸八丁河原で壮絶な最期を遂げるのが、この 4 年後ですか
ら、拝一刀は寛文 12年(1672)に誕生したことがわかります。 
 
彼らが元禄 6 年に戦ったら、誰がいちばん強いのでしょうか．．．？などと考えても
無意味なことは承知しています。 
小田切一雲までは現役とは言えない年齢ですし、堀部や拝はこの時点では若過ぎます。
伊庭、関根、真里谷あたりが辻月丹のライバルになりそうです。 
架空試合の筋書きは、これをご覧の諸兄が考えてください。 
 
 
この「噴火の章」も、いよいよ終わりに近づいてきました。ここで、辻月丹が生きた
時代に着目してみたいと思います。 
辻月丹が生きた時代は、日本史では「武断政治から文治政治へ」の転換が行われたと
される時期と合致します。武士が軍人ではなく官吏になった時代です。 
 
この時代は、武芸者にとっての「冬の時代」とよく言われます。すでに島原の乱も遠
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い過去となり、武士にとっての武芸は表芸ではあるものの、戦乱とは無縁の嗜みのひ
とつ程度にまで価値が低下した時代でもありました。 
この平和な時代を、武芸者にとっての「冬の時代」と捉えられるのが一般的なようで
すが、別の見方も可能なようです。 
 
  
  鸚鵡籠中記（おうむろうちゅ 
  うき）は、尾張徳川家の家 
  臣だった朝日重章が、元禄 
  4 年から享保 2年までの 26 
  年以上にわたって書き綴っ 
  た日記である。 
 
 
たとえば、「元禄御畳奉行の日記」で知られる尾張藩士・朝日文左衛門の武芸遍歴に
注目してみましょう。朝日は、元禄 4 年に槍術に入門、その 3 ヵ月後には弓術へ入
門、ついで元禄 5年に据物斬りと柔術を開始し、元禄 7年には軍学と居合術に入門、
さらに元禄 8 年には鉄砲術に入門、元禄 9 年に剣術入門、と各種武芸に入門、神文
誓紙を乱発してます。注目すべきは、朝日の日記では熱心に稽古をした様子は窺えな
いのに、短期間で目録を得ていることです。とくに、居合と柔術は入門して１年以内
で免許皆伝を受けているのです。武芸に熱心でもない朝日が、これほど多くに入門し、
しかも短期で目録や免許を授かっていることは、この時代の武芸のあり方を表してい
ると言えるでしょう。 
 
まず、武士にとって、たとえ嗜みであろうとも、表芸の武芸で免状を得ることはステ
イタスだったはずで、そうでなければ朝日文左衛門のような免状コレクターの存在を
説明することが出来ません。また、それだけ多くの道場と流派が存在していたのであ
り、短期間で免状を授かっていることから、おそらく金銭で即席免状を発行するよう
なDiploma Mill 道場も多かったのでしょう。裏を返せば、道場主にとっては、免状
ビジネスは貴重な収入源だったはずで、その点だけに注目すれば「武芸者にとっての
冬の時代」と云う見方が必ずしも正しくないことになります。 
 
また、たとえば 18 世紀の剣術について解説している文献は少ないものの、『本朝武
芸小伝』（1716：日夏繁高著）、『日本中興武術系略』（1767：志賀仲敬編著）、『撃剣
叢談』（1790：三上元龍著）を読むと、いくつかの面白いことがわかります。 
 
たとえば、一般的な剣道史では、17 世紀後半から 18 世紀を剣術衰退の時代ととら
えていますが、いっぽうでこの頃に新流派が勃興していること、武士階級から武士以
外の階層、つまり郊外・地方の農民や商人にまで剣術が浸透していることなどもわか
り、従来の一面的な見方は再考を要するようです。とくに、防具の開発・改良は、江
戸の直心影流や中西派一刀流から始まるという従来説は、かなり怪しいと云わざるを
得ません。 
 
また、これらの中で『撃剣叢談』のみに無外流の紹介があることは、辻月丹の頃より
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も都治記摩多～文左衛門の頃が、おそらく無外流が江戸でもっとも知られていた可能
性があります。つまり、月丹の頃は大名家には出入りしていたものの、まだ一般には
知られていなかった可能性があり、大名家で正式な御出入格として迎えられた子や孫
の頃のほうが名声が高まっていたのでしょう。これは、「剣術家番付」などを時系列
で比較しても、同様のことが立証可能です。 
 
さらに、武術の細分化・専門家が進み、流派の稽古システムの確立、教団化、武術の
芸道化が顕著になりました。剣術を中心とした武芸を兵法と呼んでいた時代から、剣
術、槍術、居合術、小太刀術など、各々に細分化して行ったのです。「死」が非日常
化していったわけですから、当然、武士にとっての「死生観」も大きく変わり、それ
が表芸の武芸に影響を与えたことは容易に想像できます。 
 
兵法から剣術に呼称が変化したのは、専門化だけが原因ではなく、戦場で使うための
殺人術という意識が薄れていったことも要因にあげられるでしょう。たとえば、徳川
家光の時代には「新陰流兵法」と呼んでいたものが、息子の家綱の時代には「新陰流
剣術」になったのも、辻月丹が生きた時代だったのです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       上：徳川家光起請文 柳生又右衛門尉宗矩宛 
       下：徳川家綱起請文 柳生飛騨守宗冬宛（寛文 4年） 
   
徳川家康、秀忠、家光までの起請文では「新陰流兵法」となっているが、家綱以降は
「新陰流剣術」と呼び方が変わっている。言葉の置換えだけではなく、武断政治から
文治政治への転換期と一致していることは偶然ではない。 
 
いっぽうで、武芸の細分化は、この頃に創設がはじまりだした「藩校」の教育カリキ
ュラムにも、上手く合致していました。藩校教官としての武芸者の需要も起こってい
ました。 
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市中喧嘩殺害図（武道伝来記） 
  
 この時代は、江戸市中での喧嘩殺害が絶えなかったという。  
 
さらに、まだこの時代には戦国気質の名残とでも言うべき、
「死狂い」「かぶき者」「殉死」といった気質・習慣も残って
いました。勇ましさを誇示するために生きた犬を食べて見せ
たり、些細なことで斬り合いをしたり、大した恩も無いのに
亡き主君に続いて追い腹を切ったり．．．こうした風習を、
次々に幕府は禁止します。その究極の法令が、「生類憐れみ
の令」という形でエスカレートしたのです。 
したがって、それなりに武芸は盛んだったとも言えそうです
し、また幕府の取締はそうした武芸熱に水を差す結果になっ
たかも知れません。 
 
こうした武芸の衰退と新しい潮流の拮抗した時代に生きながら、辻月丹の無外流は時
代の波にも上手く乗ることがかない、他の剣術家が成し得なかったほどの多くの大
名・旗本から入門者を獲得して大成したのです。 
相手が大名であっても、体当たりも辞さない荒々しい剣風は、泰平の世に馴れきって
いた人々に、大きな衝撃を与えたに違いありません。さらに辻月丹が現役の禅僧であ
ることや、時代遅れの武者修行の経験者だったとことなど、特異なキャラクターであ
ることも無外流が注目された一因と考えられます。 
 
大名家からの剣術指導料だけを考えても、辻月丹の晩年は、かなり裕福だったはずで
す。 
明治初期に編纂された「皆山集」によれば、晩年の月丹は、 
 
後々ハ富豪ナル暮シナリシガ一日ニ一度ヅゝ焼味噌ヲ菜ニシテ食ヲヤラレシト也。若
年ヨリノ艱苦ヲ忘レサル心持チ也トゾ 
 
とあり、清貧を貫いていたことが書かれています。 
 
こうして、江戸時代中期の武芸停滞の時代にあって、異彩を放った辻月丹資茂は、享
保 12年(1727)6 月 23 日、79歳で亡くなりました。 
月丹が亡くなる 3ヶ月前の肖像画が残っています。 

 
袈裟をまとい、手には払子を持つ高僧の姿とし
て描かれています。その日は、石潭良全の命日
でもありました。月丹は、石潭と同じように座
禅を組み、念数珠を左手に払子を右手に持ち、
都治記摩多ら多くの門弟に囲まれながら静かに
生涯を終えたのでした。 
 
都治家の菩提寺である高輪の如来寺（現在は大
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井に移転）には、辻月丹の墓はありません。物欲の無い月丹のことですから、はじめ
から墓石などはなかったと思われます。 
無外流の次代を都治記摩多に託し、元禄最強伝説に幕を降ろしたのです。 
 
 
 
 
噴火の章   第２７回 
 
参考１：諸流武芸の系譜  
 
 
諸流剣術・兵法・居合術の系譜を、「武芸流派事典」など複数の文献と、各地で入手
した史料をもとに作成した。 
基本的には、免許取得者を中心にまとめたが、履修段階が不明な者も含む。 
無外流、山口流、自鏡流、櫻木流では、姓名が判明している幕臣・陪臣だけでも膨大
な数になるため、ほとんど省略した。 
 
 
【天流系譜】 
 
 斎藤伝鬼（天流） 
   ＋斎藤法玄 
   ｜ ＋斎藤牛之助 
   ｜ ｜ ＋日夏喜左右衛門重能 
   ｜ ＋人見熊之助  
   ｜ ｜ ＋斎藤右兵衛 
   ｜ ｜   ＋加古利兵衛正真 
   ｜ ｜     ＋村上権左衛門 
   ｜ ｜     ＋星野六左衛門吉次 
   ｜ ＋山口卜真斎家利（山口流兵法） 
   ＋多賀谷重経 
   ＋小松一卜斎 
   ｜ ＋月岡一露斎 
   ｜ ＋菊池清太夫 
   ＋真壁安芸守房幹 
   ＋真壁掃部助重幹 
   ＋笠間大膳亮久時 
   ＋長主采女助 
   ｜ ＋間々田采女助 
   ｜   ＋（水戸藩大成流和術） 
   ｜   ＋間左兵衛尉（赤穂藩） 
   ｜     ＋間喜兵衛光延 
   ｜       ＋間十次郎 
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   ｜       ＋間新六郎（真天流） 
   ＋伊地知無山重明（薩摩藩、無山天流） 
   ＋堀田弥次右衛門正胤 
     ＋小山田多門貞重 
       ＋小山田内膳重正 
         ＋小山田伝四郎盛信 
 
 
 
【田宮流系譜】 
 
  田宮平兵衛業正  
   ＋田宮対馬守長勝常圓 
   ｜ ＋田宮平兵衛長家 
   ｜ ｜ ＋田宮三之助常快 
   ｜ ｜ ｜ ＋田宮次朗左衛門成通 
   ｜ ｜ ｜   ＋田宮千右衛門（紀州藩） 
   ｜ ｜ ｜   ＋津田千右衛門紋七 
   ｜ ｜ ｜     ＋津田善次郎忠易 
   ｜ ｜ ＋斎木三右衛門清勝 
   ｜ ｜   ＋露木伊八郎高寛 
   ｜ ｜     ＋窪田助太郎清音（田宮流窪田派） 
   ｜ ＋江田儀左衛門尉（伊予西条藩、田宮神剣流） 
   ｜   ＋三宅集意 
   ｜     ＋加古利兵衛正真 
   ＋長野無楽斎正次槿露（彦根藩、無楽流） 
   ＋関口八郎右衛門氏心（関口新心流、管想流） 
   ＋武田刑部左衛門善心（大明神夢想流） 
   ＋三輪源兵衛（水戸藩） 
     ＋山本亦兵衛生夢 
        ＋朝比奈夢道貫泰 
          ＋和田平助正勝（新田宮流、田宮流和田派） 
            ＋（以降省略） 
 
 
【水野流系譜】 
 
  水野新五左衛門柳滴斎重治（水野流）  
   ＋大矢木又右衛門正次 
   ｜ ＋木戸重右衛門正時 
   ＋奥田正武（奥田流） 
   ｜ ＋加藤権兵衛且氏（水流） 
   ＋青柳喜左衛門 
   ＋平田大監物宗乗 
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   ｜ ＋武井源太左衛門種次 
   ＋椎原柴右衛門 
   ＋星七右衛門通寛 
   ｜ ＋小林広右衛門歳程（水野新当流） 
   ＋米良隼人 
   ＋和田平助正勝 
     ＋（以降省略） 
 
 
【新田宮流～自鏡流系譜】 
 
  和田平助正勝  
   ＋佐野惣内忠勝夢覚 
   ＋和田金五郎 
   ＋松平大学頭頼貞直指（陸奥守山藩） 
   ｜ ＋松平讃岐守頼恭（讃岐高松藩） 
   ＋河合瓢阿弥（長束流） 
   ｜ ＋別所範治（無形流） 
   ＋多賀権内自鏡軒盛政（自鏡流） 
   ｜ ＋辻月丹資茂（無外流兵法） 
   ｜ ＋佐々木竜谷子 
   ｜   ＋山村庄蔵雪澤軒昌豊（土浦藩江戸藩邸） 
   ｜     ＋山村郷助虚谷軒昌周 
   ｜       ＋山村司山村軒昌茂 
   ｜         ＋山川弥平能毅 
   ｜         ｜ ＋荒木彌一兵衛（土浦藩郁文館） 
   ｜         ｜   ＋杉村機兵衛 
   ｜         ｜     ＋露木亦三郎 
   ｜         ＋高橋八助充亮（播磨姫路藩） 
   ｜           ＋（以降省略） 
   ＋経島左太右衛門忠義 
   ｜ ＋木内一歩 
   ｜   ＋小野崎平右衛門貞道 
   ＋三浦之忠 
 
 
【山口流兵法（剣術）系譜】 
 
  山口卜真斎家利（山口流兵法） 
   ＋新富田某 
   ＋渡辺勘兵衛正次 
   ＋山本新左衛門家継 
   ｜ ＋児玉猪左衛門勝信（富山藩） 
   ｜   ＋小柴六郎右衛門貞義（延宝 2年 4月皆伝） 
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   ｜   ｜ ＋小柴権之丞直秋（正徳 6年 5月印可） 
   ｜   ＋奥田市郎兵衛貞之（延宝 5年 10月皆伝） 
   ｜   ｜   ＋（途中省略） 
   ｜   ｜     ＋斎藤重明 
   ｜   ｜       ＋斎藤重栄 
   ｜   ｜         ＋斎藤理則 
   ｜   ｜           ＋中山博道 
   ｜   ＋栂野孫作 
   ＋伊藤将監 
   ｜ ＋辻月丹資茂（延宝 2年印可、無外流兵法） 
   ＋今泉又兵衛（会津藩） 
     ＋鈴木多門重為 
       ＋鈴木正左衛門重知 
 
 
【櫻木流居合術系譜】 
 
  櫻木一斎（万治元年取立） 
   ＋児玉猪左衛門勝信（万治 5年皆伝） 
     ＋小柴六郎左衛門真義（延宝 3年皆伝） 
       ＋小柴権之丞直秋（正徳 8年皆伝） 
       ｜ ＋（以下省略） 
       ＋奥田市郎兵衛貞之 
       ＋栂野孫作 
 
 
【無外流兵法（剣術）系譜】 
 
  辻月丹資茂 
   ＋辻記摩多資英 
   ｜ ＋辻文左衛門資賢 
   ｜ ｜ ＋野口彦七直良（土佐藩） 
   ｜ ｜ ｜ ＋手島早太弦雄（文化 9年師範役） 
   ｜ ｜ ｜   ＋手島市平静雄 
   ｜ ｜ ＋市川群治仲文（姫路藩） 
   ｜ ｜ ｜ ＋市川新五郎興光 
   ｜ ｜ ｜   ＋市川半一興孝 
   ｜ ｜ ＋土方三之丞久治（土佐藩）（天明 8年師範役） 
   ｜ ｜ ｜ ＋土方半三郎久利 
   ｜ ｜ ｜ ｜ ＋土方逸右衛門久遠 
   ｜ ｜ ｜ ｜   ＋森新太郎為政 
   ｜ ｜ ｜ ｜   ＋土方藤五郎久貴 
   ｜ ｜ ｜ ｜   ｜ ＋川崎半平重義 
   ｜ ｜ ｜ ｜   ｜   ＋川崎専助 
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   ｜ ｜ ｜ ｜   ｜     ＋川崎善三郎重徳(1944 没) 
   ｜ ｜ ｜ ｜   ｜       ＋坂本土佐海 
   ｜ ｜ ｜ ｜   ｜         ｜ ＋川田茂宏 
   ｜ ｜ ｜ ｜   ｜         ｜ ＋野田享  
   ｜ ｜ ｜ ｜   ｜         ｜ ＋腰山静雄  
   ｜ ｜ ｜ ｜   ｜         ｜ ＋坂本土佐男  
   ｜ ｜ ｜ ｜   ｜         ｜ ＋坂本巌  
   ｜ ｜ ｜ ｜   ｜         ｜ ＋石丸雄三  
   ｜ ｜ ｜ ｜   ｜         ｜ ＋門脇将元  
   ｜ ｜ ｜ ｜   ｜         ｜ ＋島崎隆弘  
   ｜ ｜ ｜ ｜   ｜         ｜ ＋末政則幸  
   ｜ ｜ ｜ ｜   ｜         ｜ ＋今城正秀  
   ｜ ｜ ｜ ｜   ｜       ＋千頭直之 
   ｜ ｜ ｜ ｜   ｜       ＋政岡壱美 
   ｜ ｜ ｜ ｜   ｜       ＋山本春介 
   ｜ ｜ ｜ ｜   ｜       ＋片山厳城 
   ｜ ｜ ｜ ｜   ｜       ＋上田蔵刑 
   ｜ ｜ ｜ ｜   ＋（安岡斧太郎直行） 
   ｜ ｜ ｜ ｜   ＋（森新太郎為政） 
   ｜ ｜ ｜ ＋樋口信四郎正虎 
   ｜ ｜ ｜   ＋樋口真吉武 
   ｜ ｜ ｜   ｜ ＋安岡斧太郎直行 
   ｜ ｜ ｜   ｜ ＋（土方藤五郎久貴） 
   ｜ ｜ ｜   ｜ ＋（森新太郎為政） 
   ｜ ｜ ｜   ＋樋口甚内 
   ｜ ｜ ＋辻記摩多資幸（江戸） 
   ｜ ｜ ｜ ＋辻文左衛門資信 
   ｜ ｜ ｜   ＋辻金市郎嘉重 
   ｜ ｜ ｜   ｜ ＋辻喜摩多茂岡 
   ｜ ｜ ｜   ｜   ＋辻亀五郎定篤 
   ｜ ｜ ｜   ＋（野口彦七直良、土佐藩） 
   ｜ ｜ ｜   ｜ ＋（手島早太弦雄） 
   ｜ ｜ ＋   ＋（高橋八助充亮（播磨姫路藩）） 
   ｜ ｜ ＋（土方半三郎久利、土佐藩） 
   ｜ ｜ ＋高橋八助充亮（播磨姫路藩） 
   ｜ ｜   ＋高橋達蔵充玄 
   ｜ ｜     ＋高橋八助成行 
   ｜ ｜     ｜ ＋高橋哲夫武成 
   ｜ ｜     ｜   ＋高橋赳太郎高運 
   ｜ ｜     ｜   ｜ ＋高橋秀三 
   ｜ ｜     ｜   ｜ ＋高橋忠雄 
   ｜ ｜     ｜   ｜ ＋中川申一（無外流居合兵道） 
   ｜ ｜     ｜   ｜ ＋阿部信次 
   ｜ ｜     ｜   ＋出淵伊惣太 
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   ｜ ｜     ｜   ＋境野丹次 
   ｜ ｜     ｜   ＋上野恕介 
   ｜ ｜     ｜   ＋横沢赳雄 
   ｜ ｜     ＋高橋秀蔵武憲 
   ｜ ＋中西勘蔵 
   ＋和田段之進 
   ＋杉田庄左右衛門 
   ＋磯部助之進 
   ＋高林覚心昌近 
   ＋横井内蔵次 
   ＋辻荘太夫 
   ＋相内陣内 
   ＋鈴木伝右衛門 
   ＋向井宇之助 
   ＋家里守全 
   ＋森下権平辰直（土佐藩）(1686-1767) 
   ｜ ＋森下鐵右右衛門辰満 
   ｜ ｜ ＋森下権平辰敬 
   ｜ ｜   ＋森下彦作辰信 
   ｜ ｜   ｜ ＋森下為衛辰慎 
   ｜ ｜   ＋古沢彦左衛門誠道 
   ｜ ｜   ＋山崎應九郎 
   ｜ ｜     ＋山崎龍蔵 
   ｜ ｜       ＋十河左太郎 
   ｜ ＋森下勘之丞辰明（宝暦 10年師範役） 
   ｜ ＋馬淵団蔵 
   ｜ ＋坂井寿助 
   ｜ ＋安芸左近進 
   ｜ ＋恩田文六敬休 
   ｜ ＋古沢誠之 
   ｜ ｜ ＋古沢誠道 
   ｜ ｜   ＋古沢八左衛門義正 
   ｜ ｜   ＋金沢松渓正 
   ｜ ＋馬詰善之丞親音 
   ｜ ｜ ＋馬詰栄馬親澄 
   ｜ ｜   ＋渡辺三郎茂寿 
   ｜ ＋角田庄兵衛雅春（天明 2年師範役） 
   ｜ ｜ ＋角田武次正秋 
   ｜ ｜   ＋角田賛左衛門正之 
   ｜ ＋今多喜平太 
   ＋辻右平太（上野前橋藩） 
   ｜ ＋室賀官八（上野前橋藩、播磨姫路藩） 
   ｜ ＋磯田藤太夫（伊勢崎藩） 
   ｜   ＋磯田邦光 
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   ｜   ｜ ＋磯田邦憲 
   ｜   ＋栗原忠太夫正重（伊勢崎藩） 
   ｜   ｜ ＋栗原確之助正敬 
   ｜   ＋海老名三平邦武（挙母藩） 
   ｜     ＋海老名三平慎与 
   ｜     ｜ ＋海老名三平邦広 
   ｜     ｜   ＋海老名三平邦飛 
   ｜     ｜     ＋西山蔵造守賢 
   ｜     ｜     ＋渡辺勇勝重 
   ｜     ＋橋本正国 
   ｜     ＋渡辺定斎和積 
   ｜     ｜ ＋渡辺信道斎忠吉 
   ｜     ｜   ＋渡辺新助和安 
   ｜     ＋深田佐兵衛満孫（石巻我心流）1757～1828 
   ｜       ＋深田兵馬満寛 
   ｜         ＋深田謙治逞貲（鎌田流棒之手） 
   ｜         ＋成瀬文吾満重（奥殿藩、石巻心行流） 
      ＋岡部美濃守長泰（岸和田藩） 
   ＋松平大学頭頼貞（守山藩） 
   ＋山野辺主水丞義達（水戸藩） 
   ＋松平土佐守豊昌（土佐藩） 
   ｜ ＋松平土佐守豊房 
   ｜   ＋松平土佐守豊隆 
   ｜     ＋（以下省略） 
   ＋大関信濃守増恒（下野黒羽藩） 
   ｜ ＋大関能登守増興 
   ＋一柳因幡守頼徳（伊予小松藩） 
   ｜ ＋一柳内蔵助頼邦 
   ＋酒井勘解由忠挙（上野前橋藩） 
   ｜ ＋酒井雅楽頭忠相 
   ＋加藤越中守明英（下野壬生藩） 
   ｜ ＋加藤和泉守嘉矩（近江水口藩） 
   ＋小笠原佐渡守長重（三河吉田藩） 
   ｜ ＋小笠原山城守長煕（武蔵岩槻藩） 
   ＋松平大蔵少輔勝以（下総多胡藩） 
   ＋松平主税頭宗弥（遠江浜松藩） 
   ＋松平内膳正直知（越後糸魚川藩） 
   ｜ ＋松平近江守直之 
   ＋松平右近将監（越智）清武（上野館林藩） 
   ｜ ＋松平内蔵頭（越智）清方 
   ＋松平美濃守（柳沢）吉保（甲斐甲府藩） 
   ｜ ＋松平甲斐守（柳沢）吉里（大和郡山藩） 
   ＋松平陸奥守（伊達）綱宗（陸奥仙台藩） 
   ｜ ＋松平陸奥守（伊達）綱村 
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   ｜ ＋伊達美作守村和（陸奥水沢藩） 
   ｜ ＋伊達遠江守宗贇（伊予宇和島藩） 
   ｜ ｜ ＋伊達兵五郎宗相 
   ｜ ＋伊達宮内少輔宗純（伊予吉田藩） 
   ｜   ＋伊達若狭守村豊 
   ＋松平石見守忠章（伊勢長島藩） 
   ＋阿部豊後守正喬（武蔵忍藩） 
   ＋阿部対馬守正邦（武蔵岩槻藩） 
   ＋榊原式部大輔政邦（越後村上藩、播磨姫路藩） 
   ＋鍋島摂津守直之（肥前蓮池藩） 
   ＋永井日向守直達（摂津高槻藩） 
   ｜ ＋永井日向守直達 
   ｜   ＋永井飛騨守直期 
   ＋京極備中守高豊（讃岐丸亀藩） 
   ｜ ＋京極若狭守高或 
   ｜ ＋京極壱岐守高道（讃岐多度津藩） 
   ＋藤堂和泉守高久（伊勢国津藩） 
     ＋藤堂和泉守高睦 
 
 
 
 
噴火の章   最終回 
 
参考２：辻月丹年譜 
  
西暦元号   辻月丹の年齢  辻月丹の出来事   辻月丹に関係する出来事世相・事件 
1648 慶安 1                            酒井忠挙、上野厩橋城主・酒井忠清 
                                           の嫡男として江戸に生まれる  
1649 慶安 2 1  辻兵内（後の月丹資茂） 近江国甲賀郡馬杉村で、郷士辻弥太 
                                          夫の二男として生まれる  
                                          酒井忠挙、2歳で将軍家綱に初御目見 
                                          得  
1650 3 2            小笠原長重、三河吉田藩主小笠原長矩 
                                          の次男として生まれる  
                                          尾張大納言・徳川義直死去。嫡男光友 
                                          が家督を継ぐ。 
                                          柳生十兵衛三厳死去（44歳） 
1651 4 3     将軍家光、吹上御殿庭で武芸上覧 
                     3 代将軍・徳川家光死去。嫡男家綱が 
                     4 代将軍に。由井正雪、一味 8人と駿 
                     府で自殺。丸橋忠弥ら 29人が磔刑に 
1652 承応 1 4       加藤明英、水口藩主の嫡子として誕生 
                    浪人別木庄左衛門一統、反逆罪で磔刑 
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西暦元号   辻月丹の年齢  辻月丹の出来事   辻月丹に関係する出来事世相・事件 
1653 2 5       酒井忠清、老中就任。就任と同時に老 
                     中筆頭になる  
                     旗本青山主膳、腰元の於菊を斬り殺す。 
                     「番町皿屋敷」の原形 
1654 3 6    下野の義民・佐倉宗吾が処刑 
1655 明暦１ 7    江戸に大暴風雨 
1656 2 8        若狭小浜藩主酒井忠勝、役儀赦免 
                                          自殺した旗本・稲葉正吉の検視をした 
                                          幕府は、殺人事件と判断。宗家の小田 
                                          原城主・稲葉美濃守正則に捜査を命じ 
                                          る。この稲葉正吉の嫡男が稲葉正休。 
1657 3 9                   山口卜真斎死去   
                                          振袖火事。本郷の本妙寺から出火、江 
                                          戸の大半を焼失する大火に 
                                          寄合水野十郎左衛門、幡随院長兵衛を 
                                          花街に誘い殺害。咎めなし。 
                                          浅間山大爆発 
1658 万治１ 10    
1659 2 11    
1660 3 12            伊達綱宗、隠居を命じられる  
                                          幕府が殉死禁止令を出す 
1661 寛文１ 13  辻兵内、京都で山口流兵法に入門する  
                                          将軍家綱の弟松平綱重を甲府25万石 
                                          に、同じく松平綱吉を館林 25万石に 
                                          徳川光圀、常陸国水戸藩の藩主に 
                                          酒井忠挙、従五位下、河内守に  
                                          知恵伊豆と呼ばれた松平信綱没(67) 
1662 2 14            島田守政、長崎奉行に就任  
                                          姫路の旅館但馬屋の娘・於夏と手代・ 
                                          清十郎が心中 
                                          小浜藩主酒井忠勝没  
1663 3 15     甲州流軍学の小幡勘兵衛景憲没（92 
                                          歳）。代表作「甲陽軍鑑」 
1664 4 16            高林昌近、腰者奉行に就任  
                                          小普請水野十郎左衛門、評定所で切腹 
                                          酒井忠挙、部屋済みのまま老中並待遇 
                                          に列せられる  
                                          米沢城主・上杉綱勝、娘婿の吉良上野 
                                          介邸で茶を飲み腹痛、七日後に死去 
                                          無住心剣術針谷夕雲が小田切一雲に 
                                          印可 
1665 5 17                   辻兵内、近江岩尾山に籠もる。同年、 
                                          北越方面に兵法修行に出かける  
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西暦元号   辻月丹の年齢  辻月丹の出来事   辻月丹に関係する出来事世相・事件 
 
                                           酒井忠挙、従四位下に 小野派一刀 
                                           流小野次郎右衛門忠常死去（58歳） 
1666 6 18             酒井忠清、大老に就任 山鹿素行、 
                                          「聖教要録」の筆禍により赤穂に配流 
1667 7 19             島田守政、江戸北町奉行に就任。 
                                           願立流松林左島之介没（75歳） 
1668 8 20             酒井忠挙、部屋住料として 2万石を 
                                           与えられる。 
                                           殉死禁止令にもかかわらず、殉死が 
                                           止まないため、殉死者の家族も極刑 
                                           にすることでようやく殉死が止まる 
1669 9 21             山内豊昌、土佐藩主に 会津藩主、保 
                                           科正之隠居 
                                           無住心剣術の針谷夕雲没 
1670 10 22             酒井忠挙、侍従になり老中格に  
1671 11 23             仙台藩内紛につき、大老酒井忠清邸 
                                           に当事者双方を呼び審問中、家老原 
                                           田甲斐が伊達安芸を殺害。 
                                           伊達騒動決着。  
1672 12 24             小笠原長重、従五位下佐渡守に 浄 
                                           瑠璃坂の仇討。奥平大膳亮家旧臣の 
                                           内紛にはじまる事件で、江戸時代を 
                                           通じてもっとも有名な仇討のひとつ 
                                           摂津の刀匠井上真改、太版正宗と称 
                      す。 
                                           二天一流寺尾孫之丞信正没(60 歳) 
1673 延宝１ 25     石州流茶道の祖片桐貞昌没（69） 
1674 2 26 辻兵内、山口流兵法の免許を授かる。 
          江戸に出て、小石川で道場を開く。辻無外と名乗る。 
                 火付盗賊改・藤掛式部解任される。 
                     江戸市民五百人がお玉が池の藤掛邸 
                     を襲い乱暴狼藉、表門も壊し恨みを晴 
                     らす。 
                     狩野探幽没 
1675 3 27    柳生飛騨守宗冬没（63歳） 
1676 4 28       酒井忠挙、剣術指南役に柳生新陰流の 
                     辻茂左右衛門を召し抱える。  
1677 5 29    
1678 6 30          杉田庄左右衛門、麹町門堀端で父親の 
                     仇を討つ。   
                     宮本伊織没（67歳） 
1679 7 31       越後高田藩の内紛に幕府が採決。重臣 
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西暦元号   辻月丹の年齢  辻月丹の出来事   辻月丹に関係する出来事世相・事件 
                     等を他家預け。  
                     堀田正俊、老中に就任 
1680 8 32           吸江寺の石潭良全が亡くなる。  
                                          ４代将軍・徳川家綱が亡くなり、綱吉 
                                          が５代に。  
                     内藤和泉守、増上寺の前将軍法要で乱 
                     心のため永井信濃守を刺し殺す。翌日 
                     切腹。 
             無外流兵法創始。月丹資茂と名乗る。 
                  酒井忠清、忠挙父子が失脚、島田守政 
                     も北町奉行を解任。  
                     一刀流の伊藤忠也没（78歳） 
1681 天和１ 33       越後騒動再審で将軍綱吉の裁断が下 
                     る。2年前の判決を覆す。 
                     堀田正俊、大老に就任。 
                     酒井忠清死去、嫡男忠挙が上野厩橋藩 
                     主に。  
                     武士以外の身分で大小二刀を帯びる 
                     ことが禁じられる。 
1682 2 34       幕府が、武者修行と他流試合を禁じる。
                  伊庭秀明、心形刀流を興す 
1683 3 35          この頃、伊藤将監が江戸の月丹を訪ね 
                     る。 
                   水戸藩士多賀権内が水戸を追放され 
                     る。 
                  江戸駒込願行事門前町八百屋太郎兵 
                     衛の娘・お七が火刑に。恋に狂って前 
                     年に自宅に放火した罪。 
1684 貞享 1 36       水戸藩剣術指南役和田平助自刃（59 
                     歳）。 
                     堀田正俊、稲葉正休に江戸城中で刺殺 
                     される（52歳）。この事件を契機に、 
                     将軍側用人が権力を持つようになる 
1685 2 37    江戸大地震 
1686 3 38    
1687 4 39       酒井忠挙、奏者番兼寺社奉行に  
1688 元禄１ 40       柳沢吉保、将軍側用人に就任  
1689 2 41       酒井忠挙、舌に腫れ物が出来、奏者番 
                     兼寺社奉行を辞任。  
                      薬丸示現流薬丸刑部左衛門兼陳没 
                                        （83 歳） 
1690 3 42            鈴木伝右衛門盛勝、表御墓所人に 
                                        徳川光圀が隠居に。 



 115 

西暦元号   辻月丹の年齢  辻月丹の出来事   辻月丹に関係する出来事世相・事件 
                      加藤明英、若年寄に就任。 
                   湯島聖堂落成。 
1691 4 43        小笠原長重、京都所司代に。 
                   麹町で大火。住民が強制移転させら 
                      れ火除け地に。 
                      小笠原長重が京都所司代に。 
1692 5 44        高林昌近小普請組を辞す。 
                   画家。英一蝶（はなぶさいっちょう）  
                      が三宅島に遠島 
1693 6 45  辻月丹、不動の境地に到達する。   
                      江戸大川に新大川橋架かる。 
1694 7 46     浪人中山安兵衛、伯父菅野六郎左衛 
                      門の危急に駆けつけ、討たれた伯父 
                      の仇を討つ。 
                      水戸光圀、佞臣藤井紋太夫を手討に。 
                      柳生連也斎厳包没（70歳） 
1695 8 47        柳沢吉保、老中格に。  
                      江戸辻番の八兵衛、溝のなかに取り 
                      残されていた子犬を救い出し、屋敷 
                      の外に置いたところ、「捨てた」と 
                      見なされ極刑に。 
                      大阪城番与力同心ら 11名が、鉄砲 
                      で鳥を撃ったとして全員死罪に。 
1696 9 48 辻月丹、初めて大名から誓詞をもらう。   
                      吉原百人斬事件。下野佐野の炭問屋 
                      次郎右衛門が遊女八橋や街の者を 
                      殺害。用いたのは妖刀村正だったと 
                      言う。 
1697 10 49        小笠原長重が老中に  
1698 11 50        酒井忠挙が大留守居役、雅楽頭に。
                   柳沢吉保、大老格に  
1699 12 51        高林昌近死去  
1700 13 52        酒井忠挙、大留守居免、溜詰に復帰 
                   水戸藩前藩主徳川光圀没。 
                      山内豊昌死去(60)、豊房が藩主に。
1701 14 53        吸江寺が麻布桜田町から渋谷に移 
                      転。  
                      赤穂藩主浅野内匠頭長矩、殿中で高 
                      家吉良義央に斬り付け、即日切腹。 
                      柳沢吉保、松平姓を授かる。  
                      酒井忠相、従四位下に  
1702 15 54        小笠原長重、吉良邸の茶会に主賓と 
                      して招かれる。  
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西暦元号   辻月丹の年齢  辻月丹の出来事   辻月丹に関係する出来事世相・事件 
1702 15 54            大石内蔵助ら赤穂浪士 47人、吉良 
                      邸を襲撃し吉良義央を討ち取る。 
1703 16 55    
1704 宝永１ 56      森下権平辰直、辻月丹に師事. 
                                    甲府宰相・松平綱豊、将軍家養子と 
                                           して西の丸に入り、家綱と改名。 
                      柳沢吉保、松平綱豊（家宣）に代わ 
                      り甲府城主に。  
1705 2 57        酒井忠挙、少将に。雅楽頭改め勘解 
                      由に。 
                      綱吉の生母桂昌院死去。 
1706 3 58        土佐藩主山内豊房死去（35歳）、 
                      豊隆が藩主に。  
                      無住心剣術の小田切一雲没（77歳） 
1707 4 59 辻月丹、土佐藩山内家の御出入格に  
                      酒井忠挙隠居。嫡男忠相が雅楽頭 
                   富士山大噴火。肩に新山誕生し、宝 
                      永山と命名。 
1708 5 60        酒井嫡男忠相卒、その子親愛が従五 
                      位下雅楽頭。 
                      宗偏流茶道の祖山田宗偏没(82 歳) 
1709 6 61 辻月丹、将軍家宣へ謁見の嘆願を提出  
                      5 代将軍綱吉死去。 
                      新将軍家宣就任、生類憐令撤廃。 
                      新井白石が登用され、正徳の治がは 
                      じまる。 
                      将軍家宣、諸侯から武芸上覧を募る 
1710 7 62        小笠原長重、老中免職。  
1711 正徳 1 63        元仙台藩主伊達綱宗没  
                      加藤明英、若年寄を辞任、翌年狂死 
                     （61 歳）  
1712 2 64        6 代将軍家宣死去。嫡男家継が 7代 
                      将軍に。  
                      小野派一刀流小野次郎右衛門忠於 
                      没（73歳） 
1713 3 65 辻月丹、故郷近江馬杉村の油日神社に石燈篭を寄進 
                   心形刀流伊庭秀明没（65歳） 
1714 4 66        柳沢吉保没(57 歳)。嫡子吉里が家 
                      督相続。  
                      大奥月光院附年寄絵島(33)、信州高 
                      遠に配流。 
1715 5 67           都治記摩多資英、土佐藩江戸屋敷出 
                      入料 20人扶持格となる。  
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西暦元号   辻月丹の年齢  辻月丹の出来事   辻月丹に関係する出来事世相・事件 
1716 享保 1 68        7 代将軍家継死去、紀州藩主徳川吉 
                      宗が 8代将軍に。  
                      酒井忠挙が将軍吉宗の政治顧問に
1717 2 69     大岡忠相、南町奉行に就任 
1718 3 70    
1719 4 71  辻月丹、将軍吉宗へ謁見の嘆願を提出  
                      仙台藩主伊達綱村没。  
1720 5 72        酒井忠挙死去  
                      山内豊隆死去（48歳）、豊常が土佐 
                      藩藩主に。  
1721 6 73     江戸評定所前に目安箱を設置 
1722 7 74        小笠原長重死去。  
                      上米の制。享保の改革が本格的には 
                      じまる 
                      山下幸内、評定所の目安箱に政道の 
                      是非を述べた上書を投じ将軍吉宗 
                      に賞される。 
1723 8 75     心中の禁止令が出る。 
1724 9 76        徳川家宣の弟で館林藩主・松平清武 
                      が死去(62)  
1725 10 77    
1726 11 78    
1727 12 79 辻月丹死去   白子屋おくま事件。江戸新材木町の 
                      養子又四郎の妻くま、手代達と共謀 
                       して又四郎を追い出そうとした事 
                                            件で、くま等 4人が死罪。後年の 
                                           「恋娘昔八丈」のモデルの事件。 
1728 13     
1729 14     
1730 15              「雑話筆記」出版される。  
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辻月丹はここにいる 
無外流祖・辻月丹物語 

 
不死鳥の章  第一回 
 
～ 盲目の剣士（辻右平太） ～ 
 

 
 
流祖・辻月丹が亡くなってからの無外流は、前橋藩の
酒井雅楽頭家（享保年間に前橋から姫路に転封）と、
土佐藩の山内家を中心に伝えられ、その後日本中に広
まった．．．という紹介が広く流布しています。 しか
し、例えば岡山藩士の三上元龍による寛政二年（1790）
の有名な『撃剣叢談』（げきけんそうだん）によれば、 
 
「此の流、態の次第、勝負の様等聞きし事な
し」 
 
とあるように、その後は「噂も聞くこともない流儀」
という認識が存在していたことは、ひとつの見識とし
て認めなければならないでしょう。  
辻月丹以降の無外流が、どのような運命を辿ったの
か？ 
それが、この「不死鳥の章」のテーマです。  
 
まず、辻月丹後の伝系について確認します。  
広く知られた説としては、辻月丹の甥孫（甥ではな
い！）の辻右平太を前橋藩の剣術指南役に、養子の都
治記摩多資英（すけひで）を土佐藩の剣術指南役に、
それぞれ推挙したことになっています。 
ところが、現在に伝わる無外流の目録で、初代辻月丹
からの道統を見ると、姫路系（前橋系）ですら二代目
が都治記摩多となっているものが多数存在します。土
佐系が都治記摩多から始まるのは問題ないとしても、
姫路系が辻右平太ではなく都治記摩多なのはどうし
たことでしょうか？  
 
これについては後述しますが、姫路系の道統は、辻右
平太の流れではなく、むしろ後に土佐系から分かれた
系統であるからです。したがって、姫路系であっても、
分かれるまでは土佐系の道統を継承しているわけで
す。  
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そこで、歴史に埋もれた伝承者とも言うべき、辻右平太に注目してみましょう。  
辻右平太は、辻月丹と同じ近江国甲賀郡馬杉村の出身で、辻月丹の甥孫と伝えられて
います。辻右平太と都治記摩多の正確な年齢差はわからないものの、親子ほど差があ
るのは間違いないでしょう。ただし、辻右平太が土佐藩江戸屋敷の御出入格となるの
は宝永四年(1707)で、都治記摩多が同じく御出入格となるのが正徳 5 年(1715)です
から、年少の辻右平太のほうが、記摩多よりも 8 年も早く山内家の剣術指南役にな
っています。いずれも、6代藩主・山内豊隆の時代のことです。 
辻月丹が山内家と接触を持ったのは、4代藩主・山内豊昌の時代ですから、辻右平太
もその頃から山内家と係わりがあったと考えるべきでしょう。  
 
今日ではよく知られている逸話ですが、6代藩主・山内豊隆が辻右平太を評して、  
 
「右平太が打太刀にて遣えば、何とやらん泰山に向かうごとく、打ても
打ち応えがせぬ」  
 
と言ったと伝えられています。 
「打太刀」とは、剣術において形（かた）の流れをリードする者で、簡単に言うと形
で負ける側です。それに対するのは「仕太刀」で、普通は下位者（＝弟子）が「仕太
刀」になります。山内豊隆は、「仕太刀」として辻右平太と形稽古し、形では勝利し
ているのに、辻右平太が相手では勝った気になれないと言っているのです。辻右平太
が、相当な出来物（できぶつ）だったことを示すエピソードでしょう。 
 
    酒井家上屋敷跡 

「江戸時代の寛文年間 この地は酒井雅楽頭
の上屋敷の中庭であり 歌舞伎の『先代萩』
で知られる伊達騒動の終末 伊達安芸・原田
甲斐の殺害されたところである。」（皇居大手
門公園） 
また、辻右平太は土佐藩邸に御出入格となる
前から、前橋藩酒井家の江戸屋敷にも御出入
となっています。酒井家の上屋敷は、『下馬
将軍』という言葉から連想されるように、江
戸城下馬札前（現在の皇居大手門公園）の広
大な屋敷が有名ですが、辻右平太はここでは

なく、現在の豊島区大塚にあった下屋敷に通っていました。  
 
藩主・酒井忠挙（ただたか）は、元禄 5 年に、国許の前橋で『好古堂』という文武
講習所を開設しましたが、ここにも辻右平太は出入りしていたようです。好古堂は、
藩士とその子弟たちの士官学校で、幕末に全国で設立された「藩校」の先駆けとも言
えるものでした。好古堂の『剣術教授方』に、『無外流劔術 辻宇平太』（ママ）の名
前を見ることが出来ます。そのまま信じれば、辻右平太は酒井家江戸藩邸だけでなく、
前橋までも通っていたことになります。  
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しかし、なんと言っても辻右平太のエピソードとしてショッキングなのは、彼が若く
して病気で失明したということです。 
どのような眼病だったのかは不明ですが、失明しても『その剣に微塵の狂いもなし』
と言われていて、しばらくは指南役を勤めていたようです。辻月丹が著した『無外真
伝剣法訣』にある『玄夜刀』は、暗闇で目が見えないときの技だそうですが、辻右平
太を意識して書かれたとするのは我々の考えすぎでしょうか？  
その後、眼病の治療のため外科手術を受けるのですが、手術は成功せず寛保 2 年
(1742)に亡くなりました。  
 
辻右平太の道統は、弟子の前橋藩士・室賀官八や伊勢崎藩士・磯田邦直らに伝えられ
ています。伊勢崎藩（群馬県伊勢崎市）は、酒井忠挙の実弟が藩主で、酒井家が姫路
に転封となった後もこの地にとどまり、明治維新を迎えました。 

                             
（参考 『武芸流派大辞
典』） 
 
 
安中藩（群馬県安中市）
主・板倉家と言えば、麻
布吸江寺を菩提寺にし
た一族で、辻月丹とも所
縁があるのですが、元禄
末期に板倉家に代わっ
て安中藩主となったの
が、内藤丹波守家です。
この内藤家では、磯田邦
直の息子、磯田三平邦武
を剣術指南役に迎え、海
老名姓に改めさせます。
内藤家では、代々の剣術
指南役が海老名三平を
継ぎました。内藤家は、
後に挙母藩（愛知県豊田
市）に転封となりますが、
海老名三平は『挙母 2
万石に過ぎたるものは、
大手御門に海老名三平』
とまで言われるほどの
名人だったということ
です。挙母藩では、祭り
のときに山車を城内に
入れて藩主が見物する
ために、2万石の大名と
しては分不相応な大手
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門を造営したのです。 
ちなみに、我々は、挙母藩士の書のなかで『無外一刀流』と記載してある物を見つけ
ました。ところが、挙母藩の無外流に『無外一刀流』という分派は存在しません。こ
れは、「柳生一刀流」や「山口一刀流」のような俗称に過ぎず、一刀流との関与を示
しているわけではないことに注意が必要です。 
 
なお、豊橋の石巻山に籠もって悟りを開き、『石巻我心流』という流派を興したのが
弟子の深田左兵衛満孫です。 
 
前述したとおり、今日に伝わる伝系では、辻右平太を含む系譜と含まない系譜が存在
しますが、どちらかが間違いということではありません。 
我々自身は、辻右平太から都治記摩多への芸の継承は、現実に存在したとは考えてい
ません。おそらく後世で系譜が見直されたときに、辻右平太を代に数えたのでしょう。 
 
じつは、こうした系譜の見直しは、芸の伝系では珍しくありません。武芸に限っても、
例えば早世した師範の息子を代に数えたり、何らかの事情で死後に一代限りの家元を
贈ったり、師家への敬意から師家の代を多く数えたり、（主に経済面で）流派に貢献
した人物を加えたりすることはよくあることです。 
 
余談ですが、武芸以外でも、有名なところでは、京都歌舞伎の最高峰である片岡仁左
衛門は、当代が 15 代ですが、その前に 14 人の仁左衛門に継承されたわけではあり
ませんし、落語では戦後最大の名人と言われた 8 代目桂文楽にしても、その前に 7
人の文楽が高座に上がったわけではありません。  
 
辻右平太の墓標 
（如来寺／東京都品川区） 

前述したように、姫路系と言っても都治記摩多から始
まる土佐系から分かれたのであり、芸の伝系として見
れば辻右平太を含めないのはじゅうぶん理解できま
す。しかし、我々の興味は歴史であり、その時代に何
があったのかという単純なものです。辻月丹の後継者
が、辻右平太と都治記摩多のどちらだったのかと聞か
れれば、二人とも後継者であることは疑う余地があり
ません。 ただ、辻月丹の最大の支援者だった酒井忠
挙に、辻月丹自身が推挙したのが辻右平太だったこと、
また、山内家にも都治記摩多よりも先に辻右平太を引
き合わせていたこと、などを考慮すれば、少なくとも
ある時期までは、肉親でもある辻右平太のほうに辻月
丹が大きな期待をかけていたことは間違いないと考
えています。  
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不死鳥の章   第二回 
 
～ 土佐無外流の祖 
      （都治記摩多資英） ～ 
 
 
土佐山内家は、武芸が盛んな藩として聞こえていますが、槍術・弓術・馬術・砲術な
どが主で、江戸時代初期の剣術には見るべきものがありません。 
藩祖・山内一豊の好みが反映されたのでしょう。  
 
山内一豊像（土佐山内家宝物資料館蔵） 

 
山内一豊の頃に、丹石流の衣斐（えび）市右衛門丹
石が剣法指南役として仕えていましたが、その子の
衣斐市右衛門光栄の代で途絶えています。これは、
寛文 3年(1663)、3代藩主・山内忠豊の頃、衣斐市
右衛門の後見人だった土佐藩家老・野中兼山が政治
的に失脚してしまったため、丹石流も一掃されたこ
とによります。  
 
4 代藩主・山内豊昌は、山内家の新たな剣術流儀を
江戸の柳生新陰流に求めました。 
大和柳生藩 4代藩主・柳生宗在から推挙されたのが

出淵三郎兵衛で、元禄 10年(1697)に豊昌は出淵を正式に土佐藩に召し抱えました。 
すでにこの頃、山内豊昌と辻月丹は面識がありましたが、まだ無外流が土佐藩の御家
芸になるような状況ではなく、山内豊昌にとっての辻月丹は、「武芸者の一人」程度
の認識だったと思われます。  
 
このまま、柳生新陰流は土佐藩に広まるはずでしたが、思わぬ落とし穴が待っていま
した。 
国許に赴任した出淵三郎兵衛が、土佐藩士の国沢五郎左衛門との馬上での兵法試合に
巻き込まれ、国沢に敗れてしまったのです。国沢は土佐藩の馬術指南役だったため、
剣では出淵三郎兵衛に及ばなかったものの、馬上の勝負では断然有利だったのでしょ
う。出渕はこれを恥じ、知行を返上して土佐藩を去ります。  
そして、新陰流に代わって登場するのが、辻月丹の無外流だったのです。  
 
余談ですが、無外流よりも早く、土佐には浅山一伝流と真心陰流が民間に伝わってい
ます。このうち、小笠原玄信斎を流祖とする真心陰流（しん（の）しんかげりゅう）
は、宝永年間に土佐藩に正式に採用されましたが、無外流ほどは盛んになりませんで
した。  
また、同じく元禄期の土佐藩料理人頭に林六太夫（守政）という人物がいました。林
六太夫は、弓、馬、剣、槍から太鼓、謡曲などの印可も受けていたと言われています。
とくに、江戸で伊勢貞丈から学んだ有職故実の伊勢流礼法と、荒井勢哲（清信）から
学んだ長谷川（英信）流居合兵法は、後に土佐藩で正式に採用されることになります。  
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大國魂神社（東京都府中市） 

 
さて、前述したように、正式に御出入格となるの
は、辻右平太が宝永 4年(1707)、都治記摩多（資
英）が正徳 5年(1715)のことです。  
都治記摩多は、東京都府中市にある大國魂神社
（おおくにたまじんじゃ）の大宮司・猿渡豊後の
息子で、もとの名前は猿渡文五郎と言いました。 
 
作家の池波正太郎は、半蔵門外の堀端で父親の仇
討ちを成し遂げた杉田庄左右衛門と、都治記摩多

資英の同一人物説を唱えていますが、杉田と都治記摩多が別人であることは、「無外
流祖・辻月丹物語 噴火の章」に記載したとおりです。  
 
池波正太郎の『剣客商売』の世界は、次のような背景で構築されています。  
 
『そもそも「無外流」の剣法を創始したのは、近江甲賀郡馬杉村出身で、
辻平内という人物である。平内はのちに「月丹」と号した。くわしい経
歴は不明である。（中略）独身の平内が七十九歳の高齢で病没したのは享
保十二年（1727）のことで、以後は道場を杉田庄左衛門が引き受け、名
も「辻喜摩太」とあらためたのである。辻喜摩太も、生涯、妻を迎えず、
したがって子もなかった。そこで、愛弟子の三沢千代太郎をもって後つ
ぎとなした。千代太郎は、名を、「辻平右衛門」とあらため、道場を引き
ついだ。』  
   剣客商売 第一巻「剣の誓約」より 
 

都治記摩多資英の墓（東京都品川区） 
 
そして、この辻平右衛門の道場で「龍虎」「双璧」と呼ばれた
のが、『秋山小兵衛』と『嶋岡礼蔵』という設定になります。
秋山小兵衛の師である『辻平右衛門』とは、都治文左衛門（資
賢）ということになりますが、ここで語られているエピソー
ドのほとんどは池波の創作と考えて良いでしょう。  
 
さて、都治記摩多資英ですが、前述したように六代藩主・山
内豊隆のとき、正徳 5 年 2 月 11 日に二十人扶持という待遇
で御出入格となりました。「喜摩太」や「喜間太」とも表記さ
れることがありますが、「記摩多」が正しい名前です。 
宝暦 12年(1762)1 月 28 日に亡くなるときは、白装束に身を
包み座禅をしながら息を引き取りました。死の直前まで、中
田勘蔵という弟子が土佐藩に仕官できるように尽力していたそうです。  
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不死鳥の章   第三回 
 
～ 無外流居合兵法 （都治記摩多資幸） ～ 
 
 
都治記摩多資英の後を継いだのが、その息子の都治文左衛門資賢（すけたか）です。  
都治文左衛門資賢も、父親と同じく土佐藩邸の御出入格となりましたが、俸給は 15
人扶持に減らされています。 
また、姫路藩の記録でも、剣術指南役の名前に『辻文左衛門』を確認できますが、こ
れは都治文左衛門資賢のことです。都治文左衛門は、土佐藩邸のみならず、姫路藩邸
でも剣術指南をしていたのです。  
 
都治文左衛門資賢の墓 （如来寺／東京都品川区） 

 
都治文左衛門資賢は、天明七(1787)年 7 月 15 日に江戸で亡く
なっています。 
そして、その息子の都治記摩多資幸（すけゆき）が跡を継ぎま
した。  
 
父親が亡くなってすぐ、同じく 15人扶持で御出入格待遇を引き
継ぎ、享和 2(1802)年 5月 18日には小姓格として正式に土佐藩
士として召し抱えられます。 
さらに、文化 4 年(1807)10 月 18 日には、15 人扶持から切符
24石 7人扶持に、また小姓組から馬廻役に待遇がアップしてい
ます。  
土佐藩では、「高掛」（たかがかり）＜「扶持米取」（ふちまいと

り）＜「切符取」（きりふとり）＜「知行取」（ちぎょうとり）の順で待遇が高くなり、
小姓組より馬廻役のほうが階級が上ですから、出世と見て良いでしょう。  
 
では、実際にどの程度の待遇アップなのか、簡単に計算してみます。  
24 石 7人扶持と 15人扶持を、米の重量に換算します。  
 
① 24 石 ＋ 7 人扶持 扶持米の計算   
 一日 5合×360 日×7人＝12,600 合＝12.6 石 （7人扶持） 
  合計 36.6 石 （＝24 石 ＋ 7 人扶持）  
（扶持米は扶養家族手当のようなものですが、実際は同じ 7人扶持でも家族の性別・
構成などで支給額が異なります）  
 
② 15 人扶持 ＝ 27 石 に相当  
 
つまり、27 石だったのが 36.6 石になったわけで、実質的な実入りはほとんど変わ
っていません。むしろ、身分制度の厳しかった土佐藩で、名目上の家格上昇が行われ
た意義を考えるべきでしょう。  
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ちなみに、現在の米価を 4000 円／10kg として、
米 1石＝150kg 換算した場合、 年収は 
 
36.6 石＝5,490kg＝2,196,000 円 （税引前年収）  
 
となり、仮に四公六民とすれば、武家側の取り分が
40%ですから、  
 

2,196,000 円 × 40% ＝ 約 88 万円 （税引後）  
 
が武士の手取り年収になります。 
 
貨幣経済の根本が異なるので、この換算自体は遊びだとご容赦下さい。  
 
 
この都治記摩多資幸が書いたとされる起請文があります。この起請文は、「本文」と
「罰文」から構成された、きわめて普通の起請文です。内容を読むと、じっさいには
提出されたものではなさそうです。未提出のため、この起請文の目的や背景には今で
もいくつかの説があるのですが、興味深いのは、流儀のことを「無外流居合兵法」と
呼んでいることです。 
 
 
都治記摩多資幸の起請文（文化 6年 1月付） 
ちなみに、土佐藩庁の記録を調べても、無外流が居合に分類された歴史はありません。 
土佐藩では、居合を「居合兵法」と呼ぶことが日常化していたようで、土佐藩の記録
で「長谷川流居合」を確認すると、「長谷川流居合兵法」となっていますし、明治時
代に編纂された土佐居合も、正式な流名は「無双直伝英信流居合兵法」でした。 
江戸時代の無外流兵法については、まだ不明なことが多く、我々は「無外流居合兵法」
なるものを完全に解明してはおりません。ただし、近世以降の剣術流派に併伝する「外
物」（そともの）と剣術との関係、という歴史的な流れの中に当てはめると、「無外流
居合兵法」は辻月丹の学んだ自鏡流居合のことではなく、土佐系無外流そのものであ
ろうと考えています。 
無外流と言えば剣術流儀というのが常識ですが、都治記摩多資幸の頃に「無外流居合
兵法」という呼び方が一般化していたことは注目すべきことです。 
 
辻（都治）家のなかで、初代の土佐藩士となった都治記摩多資幸は、文化 9(1812)
年 8月 26日に江戸で亡くなりました。  
都治記摩多資幸には嫡子が無く、次代は土佐藩士から養子を迎えることになります。  
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不死鳥の章  第四回 
 
～ 都治家と幕末剣客伝 ～ 
 
 

土佐藩では、都治家のように芸を代々世襲していく家のことを「芸
家」と呼んでいました。 山内家では、4代藩主・山内豊昌の頃ま
でに、専門化された武芸の指南家の制度が整い、これを『芸家制
度』と言います。時代によって増減はあるものの、百家以上の「芸
家」が存在したと言われています。また、無外流兵法は都治家を
筆頭に、角田家、森下家、手島家、土方家などが「芸家」とされ
ていました。 
なお、土佐藩では無外流兵法を、剣術の中での筆頭流派としてい
ます。 
 
さて、都治記摩多資幸の後は、3代にわたって養子が続きます。 （こ
れは系譜上のことで、じっさいには金市郎は文左衛門の実弟です。） 
都治記摩多資幸から数えて四代目の都治亀五郎定篤は、3 代目の
都治喜摩多茂岡（これは『喜摩多』が正しい）の実子です。そし
て、都治亀五郎定篤の代で明治維新を迎えることになります。 
しかし、無外流の都治家は明治維新を待つことなく、慶応元年に、
もはや「芸家」ではなくなりました。  
 
ここで、幕末の土佐藩無外流の「芸家」である都治喜摩多・亀五
郎父子の時代を振り返りましょう。  
 
幕末に、土佐藩の武芸に大きな波紋を投げかけたのは、嘉永元年
(1848)に藩主となった山内豊信（容堂）の存在です。  
山内容堂は、藩政においては参政・吉田東洋と二人三脚で改革を
進めていましたが、武芸においても改革を断行しました。まず、「芸
家」を無視して、江戸藩邸に当時の名だたる武芸者を集めて他流
試合をおこないます。  
当時の土佐藩邸の記録を見ると、千葉栄次郎、千葉重太郎、海保
帆平（北辰一刀流）、斎藤弥九郎（神道無念流）、上田馬之助（鏡
新明智流）、石山孫六（小野派一刀流）、大石進（大石神影流）を
はじめとした、キラ星のような剣客が土佐藩邸で他流試合をおこ
なっています。  
 

幕末は、国防問題が絡んで武芸が復興した時期で、諸国往来が緩和されたため他流試
合が盛んに行われました。と同時に、武芸の流派数が爆発的に増加した時期でもあり
ます。江戸時代中期には 300 と言われた流派の数が、幕末には 700 以上に増えたそ
うです。 
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山内容堂 
 
山内容堂には、従来の「芸家」が伝える武芸が時勢に合わな
いものと映ったのでしょう。これは、試合を見学していた土
佐藩士たちにも大きな影響を及ぼしたようです。そんな中に、
かの坂本竜馬もいました。坂本竜馬は、同じく土佐藩士の寺
田左右馬らと、すぐに斎藤弥九郎の道場に見学に訪れていま
す。ここで、師範代の桂小五郎と出会うわけですから、歴史
の巡り合わせとは不思議なものです。 
 
さて、山内容堂は、まず安政 2年（1855）2月に、従来の「芸
家」に対して「他流試合解禁」の藩庁告布を通達します。   
このときの衝撃は相当なものだったようで、寺田左右馬の3月10日の日記によると、  
 
『去る二十三日槍剣の修行他流制外となる。槍にして杉山流、剣にして
無外流、他流試合を禁ずること最も甚だしかりしが、一時にこの道開け
大いに愉快を覚ゆ』  
 
と他流試合解禁を歓迎するとともに、それ以前の無外流では他流試合が禁止されてい
たこと、そして解禁され無外流一門の混乱ぶりが尋常ではなかったことが読み取れま
す。  
 
その混乱ぶりについても、坂本竜馬の友人で土佐勤皇党の首領だった武市半平太（た
けちはんぺいた）は、文久 3年(1863)の意見書の中で、次のように記しています。  
 
『剣術は下段と目をつけ、無外流などの者はその師家に隠し密々下段の
修行など仕り候』  
 
武市半平太像 

ここで下段というのは、現在の剣道で言うと中段の構え
のことです。  
それまでの無外流では、上段や八相の構えが普通でした
が、幕末の竹刀剣術の影響で、剣風が一変してしまった
のです。  
 
参政・吉田東洋の藩政改革では、「身分にとらわれない能
力主義」が基本方針として掲げられます。そうした流れ
の中で、文久 2 年(1862)3 月 20 日に「芸家制度」その

ものが廃止されたのです。『芸家』を継承する能力もないのに、世襲というだけで跡
を継いでいる偽家元の存在が弊害を生んでいたのでした。  
このとき、都治家だけでなく、すべての「芸家」がその任を解かれています。百家以
上の「芸家」の中には、長谷川（英信）流居合兵法の山川久蔵幸雅、谷村亀之丞自雄、
下村茂市定などの名前も確認できます。 
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都治喜摩多茂岡の墓（如来寺／東京都品川区） 
 
吉田東洋の藩政改革は、当然ながら守旧派との対立を深めました。 
本来は、下級藩士や郷士たちにとっては歓迎すべき改革なのです
が、何を狂ったのか下士で構成されている土佐勤皇党は、抵抗勢
力である守旧派と手を結び、4月 2日に吉田東洋を暗殺してしま
います。 
これで実権を握った守旧派は、6 月 21 日に「芸家制度」の復活
を通達します。これにより、都治家は「芸家」に返り咲きますが、
再び改革派が実権を奪い返すと、慶応元年に「芸家制度」の再廃
止となるのです。この後、二度と芸家制度が復活することはあり
ませんでした。 
 
都治亀五郎定篤は、文久 2 年(1862)3 月 20 日の芸家制度廃止の

ときに馬廻役から小姓組に改編され、明治維新を小姓組として迎えたのです。 
 
 
 
 
不死鳥の章  第五回 
 
 ～ 無外流高橋派のはじまり ～ 
 
 
ここで、時代を戻って、前橋～姫路藩の無外流兵法に再び注目しましょう。  
 
辻月丹は、甥孫の辻右平太を前橋藩の剣術指南役として推挙しましたが、右平太の道
統は弟子の室賀官八で途絶えていました。酒井家で無外流の道統が復活するのは、姫
路転封後の酒井忠以（ただざね）の代になって、姫路藩士・高橋八助（充亮）の登場
まで待たねばなりません。そして、このときに復活した伝系が、現在の無外流居合ま
で続くことになるのです。  
 
江戸幕府開府の翌年、慶長 6年（1601 年）、酒井重忠が関ケ原の合戦の功で厩橋（前
橋）に転封となった頃に、酒井家に召し抱えられた高橋又兵衛が高橋家の初代と言わ
れています。元禄元年(1688)には、高橋家四代・高橋幸七秋猶が江戸詰を命じられ、
以後 5代・又兵衛秋茂は大塚の下屋敷、6代・八助充亮は大手門前の上屋敷で出生し
ています。高橋幸七が江戸詰となった頃は、藩主の酒井忠挙（ただたか）と辻月丹の
交流はすでに始まっていたので、高橋幸七は藩邸を訪れる辻月丹の姿くらいは見たこ
とがあったかも知れません。 
 
前述したように、高橋家六代・高橋八助（充亮）から姫路系無外流の道統が復活し、
同時に復活した自鏡流居合とともに、現在の無外流居合まで続くことになります。そ
こで、高橋八助の時代をもう少し詳しく見ていきましょう。  
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寛政年間になると、姫路藩では、かつて辻右平太、室賀
官八が伝えた無外流剣術と自鏡流居合は、すでに完全な
形では残っていませんでした。そんなとき、寛政元年
(1789)に 11 代藩主・酒井忠以（ただざね）の自鏡流居
合の稽古相手として、高橋家 6代目の高橋八助（充亮）
が抜擢されたのです。  
 
酒井抱一筆 『四季花鳥図巻』より（東京国立博物館蔵）  
 
酒井抱一は、もっとも多くの作品が切手に採用された画
家の一人である。 
ちなみに、この酒井忠以の実弟が、江戸時代に俵屋宗達、
尾形光琳と続いた「琳派」を大成させた酒井抱一（ほう
いつ：1761～1828）です。酒井抱一は、譜代大名筆頭
の酒井家嫡流に生まれながら、一生を芸術に捧げた変わ
り種ではありますが、おそらく酒井雅楽頭家の歴史上も
っとも有名な人物に違いありません。  
 
ところで、高橋八助は自鏡流居合の指南役を命じられた
のではなく、あくまでも藩主の稽古相手を命じられたこ
とに注目しなければなりません。  
では、居合の稽古相手とはどのような役割でしょうか？  
今日では、居合は仮想敵
を相手にする「一人演武」
の稽古が主ですが、江戸
時代の居合は、現在より
も「組稽古」の割合がか
なり多かったのです。こ

れは自鏡流居合も例外ではありません。高橋八助は「打
太刀」の役目を命じられたと考えられます。 
さらに、高橋八助が江戸城大手門前の酒井家上屋敷で
生まれた事実も、藩主との関係を考える上で重要です。
これは、高橋家がこの頃から藩主の武芸世話係として、
また身辺警護役として、藩主の近くに対待していたか
らであり、その子（八助）は藩主の子供の側近として
成長することを期待されていたのです。まして、酒井
家上屋敷があった江戸城大手門前は、一般人が近寄れ
るような場所ではありません。 
高橋八助は、酒井忠以の少年時代から槍術稽古や馬術
稽古の相手も勤めていますから、酒井忠以とは強い信
頼関係があったのでしょう。  
 
ところが、翌年酒井忠以が 36歳で急死してしまいまし
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た。  
 
高橋八助は 12代藩主・酒井忠通の自鏡流居合の稽古相手を命じられたのですが、新
藩主とは酒井忠以の頃のように息が合わなかったようです。また、自鏡流居合も姫路
藩では一部が失伝していたため、期待に応えるような稽古相手になりませんでした。 
とうとう新藩主からは、江戸の深川在住の「家元」（山村昌茂）のもとで、『形（かた）
の承合』をして来るように命じられてしまいます。 
 
 
 
 
不死鳥の章  第六回 
 
  ～無外流高橋派の 
        幕末・明治維新～ 
 
 
土佐藩では、芸事の指南家を「芸家」と呼ぶのに対し、姫路藩では「家元」という言
葉を用いているのは興味深いことです。ただし、注意しなければならないのは、ここ
で言う「芸家」「家元」と言う言葉は、我々が現在使っている「家元」あるいは「宗
家」とは意味が少々異なります。 
 
都治記摩多資幸の墓（如来寺／東京都品川区） 

普通、「家元」と言えば、茶や花に代表されるように、伝書や資
格証書の発行権をすべて独占する芸事の総本山の機能を持って
いるのですが、無外流や自鏡流居合で言われる「家元」は、そ
うした機能すらも弟子に完全伝承している点が異なります。 
これは、姫路藩の高橋家が、その後に独自の免許を発行してい
ることを見れば明白です。 
例えば尾張柳生新陰流、薩摩示現流、江戸渋川流、紀州関口流
といった、代々流儀を家督相続していた場合でも同じことが言
えるのです。  
 
では、なぜ姫路藩では「家元」という紛らわしい用語を使った
のでしょうか？  
それは、その流儀が免許発行権までも含めた完全伝承の武芸で

あっても、江戸に師範がいて、参勤交代で江戸に赴任する諸藩の武士たちを相手に指
南する家の場合は、例外的に「家元」「宗家」という言葉を使う習慣があったからで
す。最も有名な「宗家」として、江戸系浅山一伝流の森戸家があります（後述）。 
生徒の出身は日本全国にわたっても、師範家が江戸にある場合、全国的な統率が可能
であったことから、こうした師範家を「家元」という言い方をしたのです。 
したがって、茶や花の「家元」とは、意味が異なることを理解しなければ本質的な誤
解を生じることとなります。  
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さて、高橋八助は、寛政 7 年(1795)に藩主が参勤交代のため江戸に出府するのに同
行し、江戸在府の無外流「家元」・都治記摩多資幸（すけゆき）と、自鏡流居合「家
元」・山村司昌茂のもとに『形（かた）の承合』のために通うことになります。この
頃、都治記摩多資幸は麹町六番町、山村昌茂は深川（現在の江東区森下 4 丁目）に
住んでいました。 
 
                                都治文左衛門資信の墓（如来寺／東京都品川区） 
 
高橋八助の江戸滞在は、わずか 4 ヶ月でしたが、寛政 11 年
(1799)には山村昌茂から自鏡流居合の免許を授かりました。こ
のとき、高橋八助はすでに 49 歳、山村昌茂は 57 歳になって
いました。  
 
翌年の寛政 12年(1800)には、山村昌茂は長男の昌永に家督を
譲り隠居します。 山村昌茂は隠居しましたが、74歳で亡くな
るまで高橋家との交流は続きました。高橋八助の嫡男、高橋達
蔵も都治記摩多、山村昌茂にそれぞれ師事し、文化 7年(1810)
に『無外流小太刀目録』と『自鏡流居合免許』を授かりました。
そして、文化 13年（1816）に山村昌茂は亡くなりました。  
高橋家の人物が、自鏡流居合の家元から免許を授かるのはここ
までです。教えを受けたのが五代目・山村昌茂の晩年だったこ
ともあり、高橋八助・達蔵父子は、六代目・山川弥平能毅（よ
したけ）にも教えを受けました。  
また、無外流のほうは文化 14 年（1817）に都治文左衛門資信から『無外流兵法免
許』を受けています。 
 
 
 
 
不死鳥の章  第七回 
 
～ 自鏡流居合の真実 ① ～ 
 
 
自鏡流居合の道統については、かなり怪しい説が流布しているようです。すなわち、 
 
「自鏡流居合は、六代目・山川能毅（よしたけ）で後継者が絶えたため、
姫路藩の高橋家に継承された」 
 
というものです。 
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一般に知られている自鏡流居合の系譜 
 
姫路藩士の高橋八助（充亮）・高橋達蔵（充玄）父
子が、自鏡流居合の 5代目「家元」・山村昌茂の継
承者の一人であることは疑いないのですが、山村昌
茂後の自鏡流居合の「家元」は、六代目・山川能毅
で途絶えたわけではありません。 
 
山川能毅後の道統に触れる前に、自鏡流居合の伝系
の中で大きな存在の山村家に注目しましょう。 
 
従来から伝えられている自鏡流居合の伝系では、自
鏡流居合の開祖・多賀盛政の二代後の山村昌豊、山
村昌周、山村昌茂と、三代にわたって山村家が「家
元」を継承しています。この山村家とは、土浦藩（茨
城県土浦市）主・土屋家に江戸初期から明治維新ま
で仕えた知行 150 石の家なのです。 
 
土屋家といえば、徳川綱吉、家宣、家継、吉宗と 4
代の将軍に老中として仕えた土屋政直（相模守）が
有名です。土屋政直は、「赤穂事件」のときには老
中首座だったため、「忠臣蔵」には欠かせないキャ
ラですが、時代劇では「絵島生島事件」の黒幕とし
てのほうが有名です。  

 
さて、「土浦藩家譜」や「山村家系譜」
を見れば、山村家の祖先は、平安時代
の一品式部卿敦美親王（いっぽんしき
ぶきょうあつみしんのう）までさかの
ぼることができますが、ここでは省略
します。 

 
近江源氏で有名な佐々木四郎高綱の

兄・盛綱を経て、佐々木秀昌の頃には、 
近江佐和山城主となっています。織田
信長のもとに馳せ参じて、姉川の合戦
では浅井・朝倉連合軍と戦いました。
その子秀時は織田信長に背き、天正 2
年(1574)に本願寺顕如（けんにょ）の
もとに身を寄せました。やがて、天正 8
年（1580）に正親町（おおぎまち）天
皇の命令で、織田信長と一向宗徒との
和睦が成立し、身の置き場がなくなっ
た佐々木秀時は、加賀（石川県）山村庄           山村家系譜（山村謹吾氏所蔵） 
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に落ちのびました。ここから、苗字を山村佐々木秀時の孫・山村正頼は、芸州（広島）
城主・福島正則が朝鮮出兵のときに仕官しましたが、福島家が没落した後は出家して
しまいます。山村正頼には三男一女があり、長男、次男はそれぞれ他家に仕官し、末
娘は嫁いだのですが、三男の正家だけは生涯浪人だったようで仕官した記録はありま
せん。その嫡男である山村昌義が、土浦藩主・土屋数直の代に江戸屋敷の用人として
取り立てられ、以後山村家は明治維新まで土屋家に仕えるのです。 
土浦藩士・山村家の二代目となったのが昌義の嫡男の昌豊で、以後、昌豊、昌周（ま
さちか）、昌茂の三代は、江戸藩邸で用人として仕え、同時に自鏡流居合指南役とな
るのです。 

昌茂の嫡男・昌永は山村家の家督を継ぎましたが、残念ながら
自鏡流居合には興味がなかったようで、指南役は昌茂の弟子の
山川弥平能毅（よしたけ）が継承しました。  
 
では、山川能毅以後の道統は、本当に途絶えたのでしょうか？ 
 
じつは、土浦藩における自鏡流居合は、まさに「御流儀」とも
言うべき家芸で、明治維新まで途絶えることはありませんでし
た。 
 
山川の後は、荒木彌一兵衛（やいちひょうえ）、杉村機兵衛（き
へえ）と続き、露木亦三郎（つゆきまたさぶろう）の代で明治
維新を迎えます。 
露木亦三郎は、土浦藩における最後の自鏡流居合指南役となっ
た人物でした。 
そして、姫路藩の高橋家では、高橋哲夫武成のときに明治維新
を迎えました。  
 
土浦藩といえば、幕末の直心影流があまりにも有名なため、そ
れ以外の武芸が霞んでしまった印象は否定できません。 
 
「近世土浦史」（明治 38年）の「郁文館武術」によれば、直心
影流は「幕末の剣聖」と謳（うた）われた男谷精一郎の高弟・
横川七郎廣治が天保年間に土浦藩に伝えたようです。その後の
剣術指南役には、勝海舟の師でもある島田虎之輔（ママ）をは
じめビッグネームが並んでいます。また、有名な「天狗党」の
挙兵に加わった土浦藩士のほとんどが、直心影流を学んでいた
ことはよく知られています。  
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不死鳥の章   第八回 
 
～ 自鏡流居合の真実 ② ～ 
 
 
土浦藩には、自鏡流居合のほかに、関口流から派生した真心流居合も伝わっています。
徳川三百諸侯のなかでも、これほど居合が盛んな藩は、珍しいと言えましょう。 

 
 
 歌手の氷川きよしが唄った 
 『一剣』は、島田虎之助が 
 主人公である。島田は、土 
 浦藩で直心影流を教えて 
 いた。 
 
しかし、土浦藩といえば、どうしても直心影流のイメー
ジで見てしまいます。直心影流のイメージが強烈過ぎて

自鏡流居合の影が薄くなった．．．．というのは冗談としても、前述したような、「自鏡
流居合は、6代目・山川能毅で後継者が絶えた」という説は、どこから生まれたので
しょうか？  
 
我々が確認できた限りでは、この通説のもっとも古い記述は、中川申一著『無外流居
合兵道解説』（昭和 35年）と思われます。同著では、山川能毅後の自鏡流について、 
 
「自鏡流はその後跡が絶えたゝめ無外流によって保存されることゝなっ
たのである。」 
 
とあります。 
我々の調査では、高橋達蔵（充玄）の嫡男の八代・高橋八助（成行）が、修行の一環
として江戸へ出て、自鏡流居合の「家元」山川能毅を訪問したのが、記録上では高橋
家と土浦藩「家元」との交流の最後でした。天保 11 年(1840)のことです。そして、
その後高橋家と土浦藩の自鏡流居合「家元」との交流を確認することは出来ません。 
また、高橋家に伝わる目録にも、山川能毅の後の土浦藩の「家元」にかんする記述が
なかったため、中川は自鏡流居合の「本流」までも「途絶えた」と勘違いしたのでし
ょう。そして、中川の後継者らによって、この説が定説化したものと考ています。  

 
 
自鏡流居合家元だった山村家累代の墓標 
（東京都多摩市） 
 
じつは、土浦藩における自鏡流居合の伝統
は、天保 10年(1839)年に建てられた藩校
「郁文館」のカリキュラムに取り入れられ、
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その本拠地が江戸深川から土浦に移っていたのです。天保 11年以降、江戸を訪れた
高橋家の人々と、自鏡流居合の「家元」との交流が途絶えたのは、こういう経緯があ
ったからなのです。 
 
ここで、土浦藩最後の自鏡流居合指南役、露木亦三郎（つゆきまたさぶろう）と先代
の杉村機兵衛（きへい）の生涯を追ってみましょう。  
 
まず、杉村機兵衛は父・中太夫武竪（たけたて）の 3 男として寛政 9 年(1797)に生
まれています。文化 9 年(1812)12 月に九代藩主・土屋彦直に御目見後、中小姓、
馬廻などを経て中小姓與頭を勤めます。待遇は 20人扶持で、土浦藩では熨斗（のし）
と呼ばれる下級役人の部類です。 
文政 9年(1826)3 月 2日に、「自鏡流居合免許相済候ニ付キ稽古所へ罷（まか）リ出
デ世話」を命じられ、天保 12年(1841)4 月 4日まで郁文館での自鏡流居合指南役を
勤めました。翌、天保 13 年(1842)6 月 13 日には郁文館世話役となり、自鏡流居合
の師範役も続けました。 
明治 3年(1870)6 月 23 日に病死しています。享年 74歳でした。 
 
いっぽうの露木亦三郎は、文化 11年(1815)に父・勝兵衛の嫡男として土浦で生まれ
ました。文政 9年 (1826)11 月に藩主・土屋彦直に御目見後、天保 3年(1832)8 月
13 日に家督を相続しています。待遇は 50 石で役職は広間番ですから、杉村より格
下で足軽より上の徒格（かち）という軽輩の身分です。 
露木亦三郎は、居合と馬術の免許を許されています。 
 
  弘化元年(1844)12 月 26 日  自鏡流居合免許 
  弘化 5年(1848)2 月 15 日     八條流馬術免許  
 
嘉永 6年(1853)12 月 25 日～慶應 3年(1867)7 月 27 日まで、14年間は自鏡流居合
の師範役となっています。明治 23年(1890)9 月 29 日に 77歳で亡くなりました。  
亦三郎の嫡男・露木虎之助は、同じく八條流馬術免許を済ませて、中小姓番として土
屋家に仕えていますが、自鏡流居合の免許は取得していません。大正 5 年(1916)に
70 歳で亡くなっています。  
 
 「近世土浦史」（明治 38年）の「郁文館武術」(右 
 32 ページ)によると、土浦藩での筆頭武芸は兵学 
 で、以下、剣術、槍術、馬術、砲術、弓術、居合 
 術(左 46 ページ)、柔術、棒術の順となり、居合の 
 地位は意外と低かったことがわかる。 
 ところが居合の人気は高かったようで、藩士達 
 が学んだ武芸を「諸士年譜」でたどると、多くの 
 藩士が、直心影流（剣術）か自鏡流居合のどち 
 らかを学んでいたことが確認できる。 
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我々は、土浦藩の「諸士年譜」「土浦分限帳」を使って、土浦藩の「自鏡流居合免許」
取得者のリストを作成しました。 
露木亦三郎は明治 23年に亡くなりましたが、それ以降に生存していた免許取得者を
探し出すためです。残念ながら、これら武鑑類には藩主への初御目見得と免許取得年
月日、家禄と役職履歴の記載はありますが、生死の情報はほとんど抜け落ちています。 
例えば、荒木彌一兵衛（やいちひょうえ）の生涯も詳細に突き止めていますが、生年
だけは不明です。ちなみに荒木は、嘉永元年(1848)3 月 22 日に病死しています。 
 
このように、自鏡流居合を学んだ藩士の生年と没年が判明する例は多くありません。
それでも、二人の名前が確認できました。一人は、大正 3年(1914)5 月 23 日に亡く
なった小出藤一郎、もう一人は、大正 7年(1918)2 月 14 日に亡くなった藤井夏造で
す。それ以降の生存者もいると思いますが、はっきり生死が確認できるのはこの二人
だけです。  
それにしても、自鏡流居合の「本家本流」を継ぐ免許取得者が大正 7 年まで生きて
いたことは、驚くべきことです。  
 

 
土浦藩の藩校 『郁文館』郁文館には、学問を
学ぶ文館と武芸を鍛錬する武館に分けられ 
ていた。自鏡流居合は、武館で教授されてい
た。 
 
 
我々は無外流の母流と言われる「山口流剣術」
が、辻月丹の頃に失伝したのではなく、明治
維新まで富山で伝承されていることを突き止

めました。富山での調査では、流祖・山口卜真斎が書いたと伝えられる「山口流剣術」
の図解入りの目録をはじめ、貴重な伝書類を読むことができたことは、とてもラッキ
ーだったと思っています。  
今回の旧土浦藩関連の調査では、同じように自鏡流居合にかんしても多くの収穫があ
りました。  
そのほとんどは、この章のテーマからは逸脱するため、こでは割愛せざるを得ません
が、いずれ項を改めて紹介する予定です。 
 
 
 
 
不死鳥の章   第九回 
 
～無外流と津田一伝流～ 
 
 
高橋家 6 代目・高橋八助充亮は、高橋家中興とも呼ぶべき人物ですが、その孫の九
代目・哲夫武成も、高橋家最後の姫路藩剣術指南役という意味では、高橋家の歴史上
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では特筆すべき人物です。  
安政 4 年(1857)に兄・高橋八助成行の養子となり、剣術指南役を継承した高橋哲夫
武成は、本来ならば、そのまま姫路藩の剣術師範として一生を終わるはずでした。し
かし、風雲急を告げる時代のほうが、彼を放ってはおきませんでした。  
 
 黒船来航図（神奈川県立資料館所蔵） 

黒船襲来は、姫路藩や無外流の高橋
家にとっても大きな意味を持つこと
になる。 
ペリー提督が率いるアメリカ太平洋
艦隊が江戸湾に来航した嘉永 6 年
（1853）、姫路藩酒井家は、江戸湾
警護役を命じられます。ただでさえ
疲弊している藩財政に加えて、臨時
の出費が追い打ちをかける状況でし
た。この年に若干 18 才で姫路藩酒
井家の藩主となったのが酒井忠顕

（ただあき）です。 
 
酒井忠顕は、藩士から給金の前借りとも言うべき上米（あげまい）を実施して借財に
あてながら、江戸湾警護役の任務を全うするために藩の武芸奨励にも力を注ぎます。
上米の通達を布告するときも、窮した藩士たちが武具を売ることの無いよう異例の通
告を出したほどです。 
 
安政 3 年(1856)には藩校『好古堂』を拡張し、武芸カリキュラムをこれまでより実
践的なものに改革します。さらに、翌年 3月 18日には藩内での「槍・剣術の他流試
合」を解禁します。土佐藩が他流試合を解禁した 2年後のことです。 
 
注目すべきは、酒井忠顕が、安政 4 年(1857)5 月 3 日に幕府の講武所を視察し、当
時の頭取兼剣術師範の男谷精一郎から一人の剣客を紹介されたことです。 
それは久留米藩の剣術指南役で、津田一伝流という新流派を興していた津田一左衛門
正之という剣客でした。  
 
講武所跡（東京都千代田区） 

『久留米市教育沿革史』や『久留米市誌』
によれば、津田の祖は白水大学一教で、筑
前古処山城主・秋月家に仕えています。四
代目の津田庄右衛門の時代に浪人し、その
後有馬氏の家臣となります。 
その後、江戸在府の浅山一伝流「宗家」森
戸三太夫から同流を学び、9 代目の津田一
左衛門教正からは江戸詰の剣術指南役とな
りました。以来、津田家は 3代にわたって、
久留米藩江戸定府の剣術指南役となります。  
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津田正之は、文政 4 年(1821)に父・教明の長男として江戸に生まれ、幼名は磯之丞
と言います。ペリー艦隊が来航した嘉永 6 年(1853)に家職を襲いで久留米藩江戸藩
邸の御側物頭兼・剣術指南役になります。  
 
ちなみに、津田正之の頃、同役の久留米藩剣術指南役には、有名な加藤田神陰流の松
崎浪四郎直之(1833-96)がいました。 
松崎浪四郎は国許の指南役で、諸国廻国中の 2 代目斎藤弥九郎に勝利したとも言わ
れており、このことを中山介山の『大菩薩峠』では「江戸第一が九州第一に負けた」
と書かれています。 後の天覧試合では、明治天皇から「日本一」と言われたという
伝説が残っています。 
幕末の江戸三大道場を評した、「位の桃井、力の斎藤、技の千葉」という言葉は有名
ですが、これが松崎浪四郎の名言だということは案外知られていません。 
 
幕末の久留米藩上屋敷（現・港区三田一丁目） 
   

左の築地塀が筑後久留米藩有馬家上屋敷。
右の長屋塀は筑前秋月藩黒田家上屋敷。突
き当たりの大木のある所は天祖神社。古川
に架かる中ノ橋を背にして南の方向を撮影
したもの。 
現在、有馬家の屋敷跡は東京専売病院の敷
地になっている。 
津田正之の「津田一伝流」は、戦国時代の
浅山一伝流の流れを汲んでいましたが、酒
井忠顕が講武所で知った頃は、すでに試合
稽古の流儀として名をなしていました。  

 
この少し前には、久留米藩の隣の柳川藩（福岡県柳川市）の剣術指南役・大石進種次
が、江戸の名だたる剣豪を試合稽古で負かし、一大旋風になったことがありました。 
このときの大石進の戦法は、『長竹刀』を使った「突き技」「胴斬り」が主体の攻撃で
した。大石は、大島流槍術の師範でもあったことから、槍術の刺突技術を応用して勝
を制したようです。  
 
大石の竹刀は、5.8 尺(174cm)とも言われた「お化け竹刀」だったため、「剣術を冒
涜した馬鹿馬鹿しい戦法」と批判もありましたが、名だたる剣客たちが敗北したのも
事実で、後に土佐藩では大石進を土佐に招聘して、「大石神影流」を藩の正式な剣術
のひとつに加えたほどです。  
 
津田正之は、大石進のような「お化け竹刀」を用いた勝ち負けのみに固執する武道を
否定しました。 
一方で、父親の代には 3 尺の袋竹刀（この流儀では『袋鞘』と呼ぶ）を用いた流儀
を、3.8 尺の竹割竹刀の流儀に改め、浅山一伝流を当時としてはかなり時代を先取り
した流儀に洗練させていました。  
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久留米藩九代藩主 
 
有馬頼徳津田正之は、大石進ほどの旋風にはなりません
でしたが、講武所頭取・男谷精一郎は津田の考えと実力
に感嘆し、久留米藩主・有馬頼徳（よりのり）にこれを
伝えます。喜んだ有馬頼徳は、津田正之に一派を興すよ
うに命じました。 
こうして江戸で誕生したのが「津田一伝流」です。  
 
幕府講武所では、安政 6年(1857)に竹刀の長さの限界を
3.8 尺に定め、これが現代の剣道の竹刀の長さに受け継
がれていくのですが、そのきっかけは津田正之だったの
かも知れません。  

 
酒井忠顕は、講武所で知った津田正之を姫路藩に招聘します。 そして、姫路藩無外
流の高橋哲夫武成の運命は、津田正之が来遊した安政 5 年(1858)を境に、大きく変
わることになるのです。  
 
 
 
 
不死鳥の章   第十回 
 
～ 風雲！ 姫路城 ～ 
 
 
ペリー来航の年に 18歳で姫路藩主となった酒井忠顕（ただあき）は、藩財政の立て
直しや江戸湾警護といった役割を抱えていました。さらに、譜代大名筆頭の酒井家藩
主として、当時の幕府が抱えていた外交・国防問題、将軍継嗣を巡る派閥争いなどに
も巻き込まれていくことになります。 
ここで、酒井忠顕の時代と幕府との関係を確認しておきましょう。  
 

阿部正弘は若干 25歳で老中に就任し、すでに十年の老
中経験はあったものの、難局を乗り切るには力不足だっ
た。 
ペリー来航直後の六月二十二日に十二代将軍・徳川家慶
（いえよし）が急死し、新将軍は病弱で言語不明瞭な徳
川家定が内定します。当時三十五才の阿部正弘を老中首
座としていた幕閣は、未曾有の国難を明らかに経験不足
で弱体な体制で臨まなければなりませんでした。阿部正
弘は、それまでの慣行を破り、島津斉彬ら外様大名を含
めた雄藩の意見を取り入れて国論を統一しようとしま
す。阿部正弘の戦略は成功するかに思えましたが、幕府
には政治顧問的役割を担った厳然たる大きな力があり
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ました。それが、『溜間詰』と呼ばれる諸侯です。この『溜間詰』の諸侯たちが、阿
部正弘ら幕閣に立ち塞がったのです。 
『溜間』とは、江戸城内の大名の殿席（控え室）のひとつで、御三家（大廊下上）、
加賀前田家（大廊下下）に次ぐ家格の諸侯の部屋です。『大廊下』を殿席とする諸侯
は政治に関与できないのに対し、『溜間』の諸侯は、政治顧問として城内に『詰』め
ていることを義務づけられていました。『溜間』は、会津松平家、高松松平家、彦根
藩主・井伊掃部頭家（かもんのかみけ）、姫路藩主・酒井雅楽頭家、老中経験者の一
部らによって構成されています。 
阿部正弘は、『溜間詰』諸侯の懐柔のため、すでに引退して『溜間』に詰めていた元
老中の堀田正睦（まさよし）を再び老中に復帰させます。 
 

十三代将軍・徳川家定 
この頃の『溜間』の首座は彦根藩主・井伊直弼（な
おすけ）、上座が酒井忠顕でした。結果的には、堀田
正睦による『溜間』懐柔策は失敗し、その最中に阿
部正弘は急死してしまいます。堀田は、島津斉彬の
養女・敬子（すみこ/後の天璋院篤姫）を 将軍家定
の御台所としたり、朝廷を懐柔して勅許を得ようと
工作を進めますが、すべて失敗に終わります。万策
尽きた幕閣は、越前福井藩主・松平慶永（春嶽）を
大老に推奨して 時局を乗り切ろうとします。 
 
しかし、これを上申された将軍・徳川家定は、次の
ように上意を述べて許可しませんでした。 
 
『家柄と申し、人物に候はば彦根を差し置き、越前に仰せ付けらるべき
筋これなく、掃部頭（かもんのかみ）に仰せ付けらるべし』 
 
『（江戸初期の例外を除けば）大老になれる家柄は井伊家と酒井家しかなく、このと
き酒井忠顕は年若く傍流から養子となって家督を継いだために大老候補からは外れ
るとしても、井伊直弼がいるではないか。井伊直弼は人物も優れているので、彦根（井
伊直弼）を差し置いて越前（松平慶永）を大老に命じる筋はない。直弼に大老を命じ
るべきである．．．』 
ふだんは言語不明瞭な徳川家定が、このときはっきりと言い渡したのです。 
 
余談ですが、徳川家定の人物評について、松平慶永のように『暗愚で凡庸』とこき下
ろす者の主張が通説となっていますが、『病弱ではあるが聡明』と言う者も少なくあ
りません。家定に面会したアメリカ総領事のタウンゼント・ハリスは、『よく通る声
だった』『普通の思考力の持ち主だった』と記録に残しているほどです。 
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将軍家定に謁見するハリス 
中央で直立しているのがハリス。向こうの黒い影が
徳川家定。手塚治虫の代表作「陽だまりの樹」では、
言葉を交わせない徳川家定の代わりに黒子がハリ
スに声をかけている。 
 
 
後の 14 代将軍の頃に、松平慶永が幕政に参画する
とき、大老ではなく『政治総裁職』という意味不明
な役職に就任しますが、これは越前松平家が大老に
はなれない家柄だからなのです。この一件を見る限

りは、利害の当事者である松平慶永の主張を鵜呑みにすることはできないようです。 
徳川将軍 15人のなかで、病弱・暗愚の代名詞のように言われる将軍は家定を含め何
人かいますが、徳川家定だけが儀礼式典などの公務を問題なくこなしていることは注
目しなければなりません。 
 
こうして、安政 5年（1858）に井伊直弼が大老に就任します。 
 
この頃の幕府には、幕閣と溜間詰諸侯の対立のほかに、いくつかの火種を抱えていま
した。ひとつは、病弱の将軍徳川家定の継嗣問題で、紀州藩主・徳川慶福（よしとみ）
を推す『南紀派』と一橋慶喜を推す『一橋派』の対立です。 
もうひとつは、外交政策を巡る攘夷派と開国派の対立です。 
 
 
 

井伊直弼像 
井伊直弼によって開港した横浜港を臨む紅葉坂には、横浜
で最大の神社・伊勢山皇大神宮や県立図書館、県立音楽堂、
県立能楽堂、プラネタリウムなどがある。その一画の掃部
山（かもんやま）は、井伊掃部頭直弼を記念した場所であ
る。写真は、掃部山から横浜ランドマークタワーを臨む井
伊直弼像。 
（掃部山／神奈川県横浜市） 
開国派で南紀派の井伊直弼の推す徳川慶福の将軍就任を阻
むため、一橋派は開国を嫌悪していた孝明天皇を抱き込み、
水戸藩に幕政改革の密勅を下させることに成功します。ま
た、朝廷から徳川慶福に新将軍の宣下が出ないように、京
都で勤皇の志士を暗躍させました。一方の井伊直弼は、酒
井忠顕に孝明天皇の懐柔を、酒井家の分家である若狭小浜
藩主・酒井忠義を京都所司代に任命して尊王攘夷派志士たちの弾圧を開始します。安
政の大獄です。 
 
この政争は、結果的に南紀派の勝利に終わり、14 代将軍・徳川家茂（慶福）が誕生
しました。酒井忠顕（ただあき）は大老格となり、新将軍家茂の名代として安政 6
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年 1月 25日に参内し、孝明天皇に将軍宣下の礼を述べています。 
しかし、翌万延元年(1860)3 月 3日、井伊直弼は下城途中の桜田門外で水戸・薩摩浪
士たちによって討たれてしまいました。享年 46歳でした。 
さらに、同年 11 月 26 日、井伊直弼の後を追うように、すでに大老格となっていた
酒井忠顕が、若干 25歳で死去してしまいます。 
 
酒井忠顕が、藩士の他流試合を奨励し藩校の改革を急いだのも、試合稽古で名を上げ
ていた津田一伝流に注目したのも、酒井家が置かれたこうした状況の中で、必然的な
流れだったことを理解しなければなりません。 
これまで、剣術指南役の高橋家に求められていたのは、無外流と自鏡流居合の技の継
承でした。しかし、この頃から、より実践的で、即戦力としての武芸への脱皮が要求
されていたのです。 
 
 
 
 
不死鳥の章 第十ー回 
 
～ 津田一伝流始末記 ～ 
 
 
高橋哲夫武成は、天保元年(1830)に達蔵充玄の
第五子として姫路に生まれています。安政四年
六月(1857)、28 歳のときに兄の八助成行から高
橋家の家督と剣術指南役を継承しました。翌安
政五年に、津田一左衛門正之が姫路に来遊し、
さらに安政六年五月二十六日には久留米で津田
一伝流に入門します。  
 
 
浅山一伝流から津田一伝流まで 浅山一伝流は、
もとは剣・柔を中心に小太刀・槍・鎌・杖・棒・
手裏剣・捕手・毒害を加えていた総合武術でし
た。浅山一伝流の系譜のなかでもっとも有名な
のは、代々江戸で宗家として君臨した森戸三太
夫の系です。森戸三太夫は江戸にいて、参勤交
代で出府してきた全国の門弟を統率していまし
た。森戸三太夫金制が目黒不動尊に掲げた大額
には、全国の門弟の名前がビッシリと書かれて
います。 
また、諸流を省いて不伝流居合刀術を編み出し
た伊藤長太夫次春の系統もよく知られています。
この系統は、正徳年間に出雲松江藩主・松平直
政に採用されて『御流儀』となります。松江藩
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と言えば、風流人として知られる藩主・松平治郷（不昧）が有名で、治郷は不伝流居
合を研究して伝書まで残したほど熱中しました。また、安政二年に建てられた浅山一
伝斎の巨大な五輪塔が、領地の天倫山の中腹に現在も残っています。  
 

 森戸三太夫金制の時代の浅山一伝流の竹刀と防具。こ
の流儀では、三尺の鍔付き袋竹刀を用い、『袋鞘』（ふく
ろさや）と呼んでいた。 
津田正之は、明治 5 年 5 月、指南役制度が廃止となっ
たときに、「我が剣、終わる」と書き残し伝書類の一切
を焼き捨てて自刃して果てました。享年 52 才でした。  
 
その息子の津田左馬介教脩は、明治 3 年には父の跡を
継いで剣術指南役となっていましたが、指南役廃止後は
陸軍兵学校に入学します。若い頃から「津田の小天狗」
と言われ、西南戦争、日清・日露戦争に従軍し、「真剣
勝負では天下無敵」と言われるほどでした。郷土の久留
米には、日清戦争の盤竜山砲台攻略戦中、愛刀備前康光
を振るい、敵を一千人斬り殺した伝説が伝わっています。 
その後、陸軍戸山学校などで教官をつとめ、従五位勲四

等功五級に叙せられています。戸山学校では竹刀剣術を教えていましたが、竹刀剣術
で有効な「胴斬り」が、実戦ではまったく役に立たなかった経験から、生徒には「胴
斬り」を禁止したそうです。 
 
 
さて、安政五年、招聘された津田正之と姫路藩の精鋭剣客たちが、十本勝負の試合に
挑みます。 
しかし、姫路藩側はことごとく敗れてしまいます。津田正之が使用した竹刀を姫路藩
の記録では『長竹刀』と表現していることから、津田の戦法は、おそらく竹刀の長さ
を利用した「突き技」が主体だったのではないかと推測できます。『お化け竹刀』で
なくとも、3.8 尺は当時としては『長竹刀』だったのです。  
 
どのような勝負であったにしろ、惨敗した姫路藩に与えた影響は大きかったようです。
土佐藩が「大石神影流」を採用したように、姫路藩も「津田一伝流」を藩の剣術流儀
として採用する方針を決めました。 しかし、姫路藩は津田正之を召し抱えるのでは
なく、高橋哲夫武成に久留米へ行って津田一伝流を学んでくるよう命じたのです。 
こうして、高橋哲夫武成は、甥の高田亥之蔵（姉の息子）を伴い、久留米へ「津田一
伝流」の修行に向かったのでした。  
 
高橋武成が入門した頃には、津田正之は江戸と久留米の道場の指南役を兼ねており、
藩主の参勤交代に同伴して江戸と国許を往来していました。当時の津田正之の道場は、
かなり流行っていたらしく、高橋のような他国からの留学組も含めると、門弟の数は
200 人を越えていました。 
津田道場での八ヶ月にわたる修行の後、高橋武成は安政七年二月から九州各地を武者
修行で廻国しました。このとき立ち合った主な流派だけを見ても、新陰流、一刀流、
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円明流、心形刀流、神道無念流、大石心影流、浅山一伝流などを確認できます。  
さらに久留米に戻り一年半の修行を続け、津田道場では師範代まで登り詰めています。
この師範代の時代には、師範に代わって全国から訪れる剣客との立ち会いを一手に引
き受けました。前に挙げた七流派以外にも、北辰一刀流、鏡心明智流、直心影流、唯
心一刀流、と言った有名流派から無名流派まで、さらに槍術家や柔術家とも立ち合っ
ています。  
そして、文久元年六月、「津田一伝流」の免許を携えて姫路へ帰藩します。  
 
姫路に戻った高橋哲夫武成は、藩校の「好古堂」で無外流兵法と自鏡流居合を教え、
また自宅道場では併せて津田一伝流剣術の指南を始めました。この頃の姫路藩主は酒
井忠顕を継いだ酒井忠績（ただしげ）で、後に江戸幕府最後の大老となる人物です。
文久元年九月、酒井忠績に無外流兵法を指南した高橋哲夫武成は、江戸へ出て更に修
行を進めることを申し出て許可されます。 
 
左腕を失いながらも奮迅する伊庭八郎（月岡芳年・画）  

こうして、姫路に戻ってから一年後の文久二年
五月には、早くも江戸に出て、心形刀流八代目
の伊庭軍兵衛秀業の長男である伊庭八郎らと立
ち合っています。また、同月には講武所の男谷
精一郎を訪ね、門弟の榊原健吉らとも立ち合い
ました。 
伊庭八郎は、池波正太郎の『幕末遊撃隊』で有
名になった剣士で、「隻腕の剣士」は彼の代名詞
です。明治 2年に箱館戦争で戦死しました。享
年 27 歳でした。一方の榊原健吉は、男谷精一

郎から直心影流を継いだ人物で、「最後の剣客」と言われています。また、明治 20
年に明治天皇の前で「兜割」（かぶとわり）を披露したこ
とでも知られています。  
 
榊原健吉 伊庭八郎や榊原健吉と立ち合った文久二年五月
は、姫路藩主・酒井忠績が京都所司代の代理に任命された
こともあり、高橋武成は藩主警護のため急遽京都に向かい
ます。 
京都所司代は譜代大名が任じられる役職で、老中にも通じ
る出世コースですが、もはやこの頃の京都は並の譜代大名
では押さえることが出来ませんでした。そこで酒井雅楽頭
家の当主が担ぎ出されたのですが、さすがに酒井家当主に
京都所司代のような低い役職は不釣り合いなため、所司代
は空席のまま酒井忠績を代理としたのです。  
酒井忠績は、四ヶ月間の所司代代理を勤めると、即座に老中首座、さらに大老に任命
されることになります。酒井忠績の去った京都では、やっと新所司代が就任しますが、
やはり一介の譜代大名程度では手がつけられない状況でした。幕府は、京都所司代の
上部組織として「京都守護職」を新設し、酒井忠績と同じ溜間詰から会津藩主・松平
容保（かたもり）を派遣しました。 
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こうした中、高橋武成は、無外流兵法・自鏡流居合・津田一伝流剣術の指南役として、
江戸と姫路の藩士への教授、国事のために東西を奔走した藩主の警護役、他流の剣客
達との立ち合いと、一人で何役もこなす活躍を見せています。 
やがて、明治維新となり廃藩置県で指南役を解任され、自宅道場で教授を続けますが、
明治 9年 3月 23日に亡くなりました。享年 47歳でした。 
 
 
 
 
不死鳥の章 第十二回 
 
～  赳太郎と善三郎  ～ 
 
 
高橋赳太郎（きゅうたろう）高運は、安政六年(1859)７月に高橋哲夫武成の長子と
して姫路に生まれました。早くから、父哲夫武成から無外流兵法、自鏡流居合、津田
一伝流剣術を学び、姫路藩の藩校『好古堂』では、石川仙次郎から堤宝山流柔術を、
五十嵐鉄馬には大坪流馬術なども学んでいました。 
 
 
『剣道家写真名鑑』（大正 13年）より  

 
明治維新によって、高橋哲夫武成は剣術指南役を解任さ
れましたが、自宅道場では指南を続けます。しかし、入
門者が集まりません。武士階級自体が消滅し、廃刀令や
撃剣禁止令などが布告され、家芸を捨てる剣術家が続出
した時代でした。 
それでも高橋哲夫武成は、日本古来の文化でもあり家芸
でもある、無外流兵法・自鏡流居合・津田一伝流剣術を、
自分の代で消滅させることは耐え難かったのでしょう。
息子の赳太郎には、真冬に冷水を浴びせるような厳しい
稽古を課したと伝えられています。 
こうした修行の末、明治 9 年に 18 歳になった高橋赳太
郎は、父から無外流兵法と津田一伝流剣術の免許を許さ
れたのです。 
 
この年の 3月 29日には、高橋哲夫武成が 47歳で亡くな

ります。父を亡くした 18歳の赳太郎は、叔父で先代の高橋八助成行についてさらに
修行を進め、明治 11年には無外流兵法の奥伝を授かります。また、津田一伝流の試
合稽古でも腕を上げ、この頃の高橋赳太郎は、すでに播磨・中国あたりでは敵なしと
言われるほどになっていました。 
こうなると、赳太郎としては父・武成と同じく日本中を剣術修行して旅したいと思っ
たことでしょう。 
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しかし、高橋赳太郎が無外流兵法の奥義を許された時代は、佐賀の乱(明治 7年)や神
風連の乱(明治 9年)など、明治政府に不満をもった士族たちが、各地で反乱を起こし
ていた時代でもありました。剣術修行のための廻国など許されることではなかったの
です。 
そこで、一計を案じた高橋は、『曲戯業』という偽の営業届けを政府に提出し、25銭
の興業税を納めて、中国地方から奈良にかけて剣術修行の旅に出たこともありました。 
 
当時の撃剣興業の錦絵 

 
一方で、明治の剣術復興
の息吹は、まず警察から
始まろうとしていました。 
 
戊辰戦争は、近代的な銃
や大砲と西洋式集団戦法
の前に、刀槍が太刀打ち
できないことを印象づけ、
明治政府は警察での剣術
を禁止していました。 
ところが西南戦争におい
て、西郷軍のゲリラ抜刀

戦術に、官軍の西洋戦術は劣勢を強いられてしまいます。これに対抗するため、政府
は腕に覚えのある剣客で編成された『抜刀隊』を警視庁から派遣し、その活躍で戦局
が変わり、ついには戦いの主導権を取り戻したのです。 
こうして、文明開化一辺倒だった時流にも変化が生じ、尚武の精神が説かれるように
なります。 
 

明治初期の撃剣稽古の様子  
 
まず、明治 12年 2月（1879）、警視庁は巡査に剣術
を学ばせるため、三人の剣客を『撃剣世話掛』として
採用します。鏡心明智流の上田馬之助、梶川義正、逸
見宗助（へんみそうすけ）です。このうち、逸見宗助
は元佐倉藩（千葉県佐倉市）の剣術指南役で立身流（た
つみりゅう）を家伝としていた人物です。 
鏡心明智流が師範の席を独占したのは、いくつかの理
由があると言われています。まず、桃井春蔵が幕末か
ら勤皇派で功績があったこと。そして、明治 12 年の
時点では、幕末の江戸三大道場の後継者で剣術に携わ
っていたのが鏡心明智流の桃井春蔵（直正）のみで、
北辰一刀流の千葉家は途絶え、神道無念流の斎藤家はすでに剣を捨てていたこと。さ
らに、鏡心明智流が、古流四大流儀の長所を集約して創始された流儀だったため、他
流派の剣客が学びやすかったことなどがあります。 
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警視庁は、桃井春蔵と直心影流の榊原健吉に相談し、上田、梶川、小野派一刀流の高
橋道太郎（幕末三舟のうちの高橋泥舟の嫡男）に決めますが、高橋の師・山岡鉄舟が
許可しなかったため、逸見宗助を加えました。 
 
逸見宗助は、後には明治を代表する剣客となり、とくに松崎浪四郎と対戦した御前試
合は、近代剣術史に残る名勝負と言われています。しかし、明治 12年にはまだ無名
な一剣客に過ぎず、おそらく鏡心明智流のネームバリューがなければ（つまり立身流
の達人という肩書きだけでは）、三人の中には選ばれなかったでしょう。 
こうした偶然にも恵まれた逸見宗助が警視庁の撃剣世話掛になったことが、後に無外
流居合にも少なからず影響を与えることになります。 
 
 
廻国修行から戻った高橋赳太郎は、剣術復興の流れに乗るかのように、兵庫県七等巡
査、大阪府四等巡査、神戸警察署、兵庫県巡査教習所の撃剣世話掛を歴任します。 
明治 16年(1883)の大阪府警時代には、高知県から巡業に来ていた撃剣興業の一団と
試合をすることになります。鏡心明智流の馬淵桃太郎に率いられた一座で、高橋赳太
郎の対戦相手は、土佐無外流土方派七代目の川崎善三郎重徳でした。 
 
『剣道家写真名鑑』（大正 13年）より 

 
同じ無外流で、年齢も腕もほぼ互角の二人ですから、勝
負はなかなか付かず、やがて剣を捨てて組み討ちになり
ます。結局二人が意識を取り戻したときには、氷枕で冷
やされて並んで寝かされていました。 
 
そして明治 19 年(1886)、高橋赳太郎は警視庁撃剣世話
掛の採用試験を受けるために上京します（実際に採用試
験を受けるのは翌年）。 
この年、山岡鉄舟の春風館道場でも門人相手に試合稽古
をしています。春風館の稽古は「立切稽古」とも呼ばれ、
朝から晩まで起きている間はほとんど竹刀を握っていな
ければならず、かつ座ることは許されないという厳しさ
で、二日も通える入門者はほとんどいないことで有名で
した。さすがの赳太郎も血尿を出したそうですが、この

稽古を七日間も続けたことが認められて、山岡鉄舟が直々に英盟録に署名をしたそう
です。 
 
高橋と前後して、明治 19年には川崎善三郎も警視庁に採用されます。 
さらに同年、秩父出身の中西派（小野派）一刀流の高野佐三郎（すけさぶろう）が採
用されました。後に、警視庁撃剣世話掛の「三傑」「三郎」と呼ばれる役者が、ここ
に揃ったのです。 
 
なお、土佐藩の国許の無外流の歴史や、高橋や川崎の活躍エピソードについては、ま
た項目を改めて取り上げたいと思います。 
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不死鳥の章  第十三回 
 
～ 三郎、三傑、警視庁 ～ 
 
 
 
無外流居合兵法「鳥の構え」を演武する 

高橋赳太郎高運(1859-1940)  
 
高橋赳太郎（きゅうたろう）高運らが警視庁に採用され
た明治 20 年(1887)頃には、すでに全国の警察署や屯所
で盛んに撃剣稽古が行われており、その総本山である警
視庁撃剣世話掛は日本中の剣士の憧れとなっていまし
た。高橋らは、相当な狭き門を勝ち抜いたのでしょう。 
そして、前年の明治 19 年には日本初の制定剣術形とも
言える『警視庁流形』が開始されます。それは、当時の
斯道の達人たちによって一本ずつ持ち寄られた形を組
み合わせた物で、剣術形十本、居合形五本より構成され
ていました。 
 

山田次朗吉の「日本剣道史」によれば、 
「逸見宗助、得能関四郎、上田馬之助、真貝忠篤、松崎浪四郎らの諸人をして、相謀
って各々の得意とする術を提供せしめ、取捨折衷して、”警視庁流”というものを創設
した。」 
とあります。 
 
ここで、警視庁流形居合五本を紹介します。 
 
第一 前腰 正面 浅山一伝流 
第二 夢想返 正面ヨリ後 神道無念流 
第三 廻リ掛 正面ヨリ左 田宮流 
第四 右ノ敵 正面ヨリ右 鏡心明智流 
第五 四方 正面ヨリ左右 立身流 
 
田宮流や浅山一伝流の居合は有名ですが、他の剣術三流派も
居合を併伝していました。 
神道無念流には、『神道無念流立居合』という立技のみの十二
本が併伝されています。同流の目録には、立居合は流祖・福
井兵右衛門嘉平の創始とあり、母流の一圓流からの継承では
ないそうです。 
 
井ノ口松之助著「兵法要務武道図解秘訣」（明治 23年）より立身流居合之図  
四本目の「右ノ敵」は、鏡心明智流の母流である戸田流から受け継いだ秘太刀です。 
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意外なのは、マイナー流派とも言うべき立身流から一本が加わっていることです。そ
れもトリとも言うべき五本目です。 
これは、明らかに逸見宗助によるものです。 
 
なお、これらは出身流派そのままの技が採用されたわけではなく、警視庁流形に制定
される時点で、大きく動作の改変が行われています。 
高橋赳太郎ら明治 19 年、20 年採用組は、この制定形を学んだまさにプロパーとも
言うべき年代で、徹底的に稽古したのです。 
 
高橋赳太郎は高輪署、川崎善三郎は和泉橋署、高野佐三郎
は元町署の世話掛となり、午前中の署内での稽古が終わる
と午後は合同稽古、あるいは全国から挑んでくる腕自慢と
の試合に駆り出されるといった日々を過ごします。 
この頃の警視庁剣道の荒稽古は有名で、一昼夜の立切稽古
もありました。朝から稽古を初めて、翌朝の一番鶏が鳴く
まで稽古をするのです。 
伝記「高野佐三郎」には、高野がこの頃の稽古の様子を述
懐する箇所があります。 
 
「とにかく、われわれ三人は最後まで我慢し通して、えら
い評判になりました。小便は真っ赤な血のような色が出ま
す。それから一週間くらいは、元の身体に回復しません。
その頃、一番辛い修行でした。」 
 
山岡鉄舟の「春風館」での立切稽古にも耐えてきた高野佐三郎をして、「一番辛い修
行」と言わしめた荒稽古は、想像を絶するものだったのでしょう。 
 
川崎善三郎はこの頃の稽古を、 
「便所に入ってしゃがむと、もう立ち上がることが出来ない。天井から縄を吊って置
き、これにすがって用を足す始末であった。」 
 
と後年述懐しています。 
 
こうした稽古で磨かれた三人の腕はますます冴え、警視庁世話掛を代表する剣士にな
ります。俗に言われる、「三郎」「三傑」の名は、この頃に呼ばれたのです。 
 
明治 28 年、広島大本営で開催された明治天皇の天覧試合には高橋赳太郎が出場し、
京都府警の井沢守正を 2対 1で破り、大正 13年の皇太子（後の昭和天皇）台覧試合
では水戸の門奈正（もんなただし）と引き分けるなど、大きな試合では剣士として実
績を残し、また昭和 4年の御大礼記念武道大会では審判員としても参加しました。 
 
こうして警視庁によって復興された剣術は、「富国強兵」のスローガンとともに学校
剣道へと波及し、やがて剣道の総本山とも言うべき大日本武徳会の設立へとつながる
ことになります。 
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ちなみに、初期の大日本武徳会では、まだ剣術家に対して「範士」「教士」等の称号
は誕生しておらず、剣術家の最高の称号は「精錬証」が唯一のものでした。無外流の
高橋赳太郎と小野派一刀流の高野佐三郎は、明治 29 年 10 月に揃って「精錬証」を
授与されています。この当時の武徳会の剣術会員が一万二千人で、「精錬証」の取得
者はわずか 30 人でしたから、高橋は文字通り日本最高の剣客となっていたのです。 
 
 
 
 
不死鳥の章   最終回 
 
 ～ 中川伸一と無外流居合兵道 ～ 
 
 
明治 36年(1903)になると、高橋赳太郎は設立されたばかりの神戸高等商業学校（神
戸大学法・経済・経営学部の前身）の初代撃剣師範（後、終身師範）となり、いっぽ
う兵庫武徳会の主任教師も兼任します。 
 
 
高橋赳太郎と中川申一が 
出会う兵庫武徳会  

高橋赳太郎は、明治末の兵庫武徳会で、後に『無
外流中興』と言われることになる神戸一中（現・
県立神戸高校）の学生だった中川申一と出会いま
す。この頃は、まだ学校の授業の科目として、あ
るいは撃剣（剣道）部の稽古を通じての師弟の関
係でした。しかし、中川申一が神戸高商に進学す
ると、本格的に無外流兵法を教授することになり
ます。 
 

高橋赳太郎は、日本と世界が泥沼の戦争に進んでいた昭和 15 年(1940)に、82 歳の
天寿を全うしました。死の二年前、すでに『無外流居合』と名を変えていた自鏡流居
合の座技「本腰」「片腰」「向抜」「左」「右」「六本目」「七本目」の七本の形を自ら演
武し、16ミリフィルム映像を残しています。 
 
日本の古武道シリーズより 
高橋秀三『無外流居合術』 土浦藩から継承された自鏡流居合を、『無外流居合』と呼
んだのは、姫路系では高橋赳太郎が最初と思われます。高橋伝無外流兵法の「刃引之
形」五本と、この『無外流居合』七本の形は、中川申一に受け継がれ、やがて「無外
流居合兵道」として世に出ることとなります。 
また、赳太郎伝の無外流は、孫の高橋秀三にも受け継がれ、「無外流居合術」として
広く知られています。 
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中川士竜申一（手前） 
石井悟月善蔵（奥）  

中川士竜申一(1895-1981)は、高橋赳太郎から継
承した『無外流兵法（剣術）』『無外流居合』の形
を編纂し、『無外流居合兵道』として世に送り出し
た人物です。 
 
無外流居合兵道は、座技 「五用」「五箇」、立技「五
応」 「走り懸り」20本と、内伝 3本の合わせて
23本と、「太刀打之形」、「脇差之形」（共に組太刀）
10本の計 33本の形で構成されています。  
今日、無外流が居合として認識されているのは、
ほとんどの場合がこの『無外流居合兵道』のイメ
ージから生じていると言って良いでしょう。 
 

では、『無外流居合』と限定した言葉は、『無外流居合兵道』と同義語と考えて良いの
でしょうか？これまで見てきたように、『無外流居合』には、次の４つの意味がある
と考えられます。 
 
①．無外流居合兵道のこと 
 
②．高橋赳太郎から継承された七本の居合形 
 
③．土佐系無外流の無外流居合兵法 
 
④．無外流兵法（剣術）に含まれていたらしい抜刀形 
 
さて、中川士竜がどのように無外流の形を編纂し、無外流居合兵道を創始したかにつ
いては、諸説あるようです。また、そのことに触れた文献についても、自費出版本や
会報のコラムのようなものがほとんどで、これについては別に述べようと思います。 

普通に出版された物の中では、Darrell Max Craig 著 
Mugai Ryu: The Classical Japanese Art of 
Drawing the Sword に、興味深い記述があるので紹介
しましょう。著者が中川にインタビューしたところ、中
川は高橋赳太郎の紹介で川崎善三郎にも師事したそう
です。そして、無外流居合兵道の立技「五応」は土佐系
無外流の影響を強く受けているようなのです。とくに
「両車（りょうぐるま）」「野送（のおくり）」の二本は
川崎善三郎の影響が強いようです。著者は、生前の中川
に直接話を聞いている人物で、中川の弟子ではありませ
んから、それなりに客観性のある話ではあります。その
通りだとすれば、無外流居合兵道の座技と立技は発生源
が別という言い方も出来ることになります。 
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そもそも、自鏡流居合そのものが江戸時代後期にはすでに失伝していたと思われがち
ですが、土浦藩系の本家本元では、少なくとも大正時代までは存在していたと考えら
れるわけです。高橋赳太郎や川崎善三郎のような明治時代の剣客にとっては、今日
我々が想像するような「ほとんどの形が失伝状態だった」という状況ではなかったの
かも知れません。  
我々は、無外流居合兵道を、一般に考えられているよりも古流の面影を遥かに多く残
している可能性がある流儀と捉えています。 
 
昭和 56年(1981)1 月 2日、中川士竜申一は 86歳で生涯を終えました。 
 
中川士竜の後継者については、いくつかの道統があることを我々は承知しています。
代表的なところでは、石井悟月善蔵の系統、塩川寶祥照成（ほうしょうてるしげ）の
系統、中川士竜から晩年に皆伝を授かった師範たちの系統があります。そのどれもが、
中川の技を正当に継承していることは間違いなく、どの系統も正しいというのが我々
の立場です。 
 
例えば、中川士竜から石井悟月への継承が存在した事実は疑いようがなく、中川が著
した「無外流居合兵道解説」（昭和 35年）の 71ページでは、中川自らが石井をはっ
きりと伝系に加えています（下参照）。また、石井は中川の門下にいた時代から「宗
家」を名乗っていることから考えても、中川士竜が次を石井悟月と認めていたことは
明白です。 

 
石井悟月は、中川門下に入る前は、無
双直伝英信流の達人と言われた人物で
す。無双直伝英信流第二十代宗家を名
乗った河野百錬門下の序列などを見て
も、石井が若くして河野百錬にかなり
近い位置だったことがわかります。中
川の門を叩いた頃の石井悟月は、その
当時の日本を代表する居合の名人だっ
たのです。 
 
石井悟月の次に中川から指名されたの
が、当時の無外流居合兵道の最高師範
格だった塩川寶祥照成でした。石井を
居合のスペシャリストとすれば、塩川
は武芸百般ともいうべき人物で、もは
や居合という枠だけでは括（くく）れ
ない武芸者です。 
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塩川寶祥照成（日本武道館） 
第 17回全日本剣道選手権大会にて。決勝戦前の特別演武。 

 
塩川寶祥は、昭和という
時代に宮本武蔵を彷彿さ
せるような破天荒な武道
家人生を送り、その幾多
のエピソードはよく知ら
れているところです。居
合道は中川士竜、石井悟
月、紙本栄一、壇崎友影、
河野百錬に学び、杖道は
中嶋浅吉、乙藤市蔵、清
水隆次、合気道は植芝盛

平、空手道は摩文仁賢和、その他各流儀の大家達から修めた武道は数知れず、創世期
の全日本剣道連盟にも大きな足跡を残しました。塩川の人生そのものが、日本の戦後
武道史と言っても過言ではないでしょう。 
塩川伝の無外流居合兵道は、こうした豊富な武道経験に裏打ちされた実戦本意の動作
で知られており、また先代から継承した「裏の形」などを編纂して 4 本の「奥伝」
として加えていることも特徴です。 
 
塩川寶祥の後に、中川士竜が特定の弟子を指名した事実はないそうですが、中川は晩
年に六人の弟子に皆伝を授けました。 
 
今日では、中川士竜申一を「無外流中興」と呼ぶようです。それはその通りかも知れ
ません。 
しかし、100 年後、200 年後のこの国の人々に、無外流が認知されているとすれば、
それは昭和という激動の時代に無外流を広めた中川を初めとする師範たちすべての
功績であると考えます。我々は、彼らすべてが中興の祖だと考える次第です。 
そして、四百年前の山口卜真斎から現在まで、誰一人が欠けてもこの物語は成立しま
せんでした。現在の無外流も、こうした先人たちが開拓した歴史の延長として存在し
ていることを、あらためて知って欲しいと思います。 
 
さて、『無外流祖・辻月丹物語』も今回が最終回となりました。長きにわたり駄文に
付き合っていただきありがとうございます。天正十年の山口卜真斎生誕から、四百数
十年の流の歴史を超特急で概観してきました。まだまだ書き足りない部分もあります
が、いずれ別の形で発表したいと思います。 
また、登場する個人にはすべて敬称を省かせていただきました。我々にとっては、徳
川吉宗や宮本武蔵のような偉人に敬称をつけないことと同じ思いであり、ご理解を賜
りますようお願いいたします。 
最後に、この記事の取材には多くの方にご協力をいただきました。その一人一人をこ
こで紹介できませんが、この場を借りて厚く御礼申し上げます。 
 

完 
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史談往来 無外流と文殊菩薩 
 
 
無外流の創始者・辻月丹が、江戸の麻布吸江寺で「一法実無外」（真理以外のものは
何もない）の偈（げ）を与えられたのは延宝 8年(1680)6 月 23 日のことです。禅に
は、壁に向かって黙照を説き、仏本来のあるがままの坐禅に取り組む曹洞禅（そうと
うぜん）と、いわゆる禅問答として知られる公案を説き、公案を用いて迷いから悟り
への転換を期す臨済禅（りんざいぜん）がありますが、辻月丹が学んだのは前者と考
えられます。 
 

辻月丹が師事した吸江寺の開山・石潭良全（せきたん
りょうぜん）は、戦国大名の大友氏の家臣だった福井
氏の末裔の僧侶です。土佐郷土史研究の第一人者であ
る平尾道雄によれば、石潭の出身は上野国（現在の群
馬県）ですから、吸江寺を建立した板倉周防守の領地
が安中藩（群馬県安中市）であることと関係があるの
かも知れません。 
 

現在の吸江寺は、臨済宗妙心寺派に属する小名刹ですが、開山当時は曹洞宗だったそ
うで、石潭は曹洞宗の僧侶を名乗っていたと考えて良いでしょう。今日的な価値観で
言えば、ある時期に吸江寺で曹洞宗から臨済宗へ改宗が行われたと考えがちですが、
それは正しくなく、むしろこの時代の吸江寺には曹洞宗と臨済宗の両宗派の寺院の顔
が存在していたと捉えた方が正確と言えます。吸江寺の宗派と江戸時代の宗教政策に
ついては、別に述べる予定です。  
 
禅宗では、禅を修行する場所を道場と言い、道場の中央に
聖僧（しょうそう）として文殊菩薩像（または仏画）を配
置するのが正式な作法です。右図は、曹洞宗の道場の作法
です。臨済宗の場合は、聖僧の後ろ側に前門（出入口）が
設置されることになります。 
また、専用の道場でなくとも、寺院の一室に聖僧を安置し
て、即席の道場にすることも可能です。  
 
「三人寄れば文殊の知恵」でもお馴染みの文殊菩薩は、智
恵をつかさどる菩薩とされ、釈迦とも対等に問答を交える
ことができた唯一の弟子です。その一方で、右手に持つ宝剣は天上界最強と言われ、
修行者のどんな迷いも断ち切ってくれる強さも兼ね備えているのです。 
 
現在、吸江寺に文殊菩薩像は残っていないそうですが、辻月丹が文殊菩薩の前で禅修
行をしていたことは想像に難くありません。幕末の記録によると、無外流の伝承者が
道場に文殊菩薩像を配置して剣術や居合を稽古したことが確認できますが、これは辻
月丹以来の禅の影響なのです。 
無外流と文殊菩薩の関係で、もうひとつ触れておかねばならないことがあります。 辻
月丹の残した「無外真伝剣法訣（けつ）」のなかの「鳥王剣」（ちょうおうけん）の存
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在です。  
 
武芸の伝書にはいくつかの種類がありますが、流儀の教義・理
論・思想などを書いたものを「教義書」（または「思想書」）と
言います。「無外真伝剣法訣」は、明らかに「教義書」に分類
されるものです。月丹は、技の解説ではなく、精神の伝承を優
先したのです。  
 
「無外真伝剣法訣」には、「獅王剣」「翻車刀」「玄夜刀」「神明
剣」「水月感応」「虎乱入」「玉簾不断」「鳥王剣」「無相剣」「万
法帰一刀」という十則があり、「鳥王剣」はそのひとつです。 ま
ず、土佐山内家に伝わる「無外真伝剣法訣」から「鳥王剣」の

文章を見ておきましょう。 
 
  正令まさに行ずるに当たっては十方坐断 
  金翅鳥王は、まさに宇宙にあたる 
  箇中誰れ是れ出頭の人     （原漢文）  
 
「鳥王剣」の解釈については、別の機会に「無外真伝剣法訣」を
まとめて解説するのでここでは触れません。知っておいていただ
きたいのは、じつはこの「鳥王剣」こそが文殊菩薩の持つ宝剣だ
ということです。文殊菩薩のオリジナルは、古代インドに伝わる
伽桜羅（カルラ、ガルーダ）という聖鳥であり、これが中国・唐
時代に金翅鳥王（こんじちょうおう）として伝わり大乗仏教に取り入れられたのです。
つまり文殊菩薩＝金翅鳥王＝伽桜羅であり、月丹は自らの教えを、人知を超えた象徴
である文殊菩薩の剣にあやかったのです。  

 
じつは、自らの剣と文殊菩薩のイメージを重ねたのは無外流が最
初ではありません。たとえば、上泉信綱が柳生宗厳に相伝した新
陰流の「影目録」、鐘巻自斎から伊藤一刀斎に相伝された「一刀流
兵法目録」にも同様のロジックを確認できます。新陰流も一刀流
も、無外流と直接の接点はありませんが、これらの流派で使われ
たロジックは月丹の潜在意識に残っていたのでしょう。 
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史談往来 将軍謁見事件の真相 
 
 
これは、一人の武芸者を、将軍に会わせようとした男たちのドラマである．．．．．。 
 
ノンフィクション・ドラマなら、こんなナレーションで始まりそうな今回のテーマは、
無外流の辻月丹が将軍に謁見寸前までいったという事件です。 
 
 五代将軍・徳川綱吉像（土佐光信筆）  

 
辻月丹が、五代将軍徳川綱吉に一度は無外流の上覧を許可さ
れたというエピソードは、辻月丹のカリスマ性を高めただけ
でなく、無外流の歴史の中でも特筆すべき慶事と考えてよい
でしょう。当時の兵法者にとって、武門の頭領たる将軍家に
目通りできるほどの栄誉はなかったのです。 
今回は、この謁見にまつわる諸々の伝承を検証していきます。 
 
その前に、誰もがこぞって取り上げている通説を確認してお
きましょう。 
 

 
① 宝永六年(1709)、辻月丹六十一歳の時、厩橋（まやばし）藩主・酒井忠挙（た
だたか）の取り計らいで、五代将軍徳川綱吉に謁見を申し入れた。 
② 幕府から許可が出たが、不運にも徳川綱吉が死去したために実現しなかった。 
③ 酒井忠挙はその翌年も、六代将軍徳川家宣に辻月丹を謁見させようと再度願い出
た。 
④ しかし、将軍宣下の儀式とぶつかり、謁見の機会は流れてしまった。 
⑤ 謁見がかなわなかったとはいえ、一介の浪人に将軍が謁見の許可を与えるのは破
格のことである。 
 
この願書の写しが今も残っているのですが、もちろんそれを幕府の公式記録で傍証す
ることはできません。しかし、我々はこれを実話と考えています。ただし、通説には
多くの間違いが含まれています。我々が実話であると主張する根拠についても、通説
の間違いについても、これから徐々に述べていくつもりです。 
 
はじめに、二回の願書の写しから全文を確認しましょう。 
 
【一回目の願書】 
＜願書全文＞（原漢文） 
 
   御 目 見 得 願 書  
私儀、御旗本方剣術御指南その他諸士へ指南仕り候。数十年御城下にま
かり在り候につき、恐れながら冥加の為、かつは芸術名利の為、御目見
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得の儀、願い奉り候。     
 以上 
 宝永六己丑年    辻月丹 判 
 
＜参考＞ 
取次者  御用番 加藤越中守（明英） 
 
伝書に記載された結果 
 
文照院様御他界に御座候。これひとえに資茂（すけもち）の不運と申し
べく候。 
 
【二回目の願書】 
＜願書全文＞ 
 
   御 目 見 得 願 書 
御先代宝永六己丑年、加藤越中守様御用番の節、願書を差上申し置き候。
通う私儀、御旗本その他諸士へ剣術指南仕り候。数十年御城下罷り在り
候につき、恐れながら冥加の為、かつは芸術名利の為、御目見の儀、願
い奉り候。  
 以上 
 己二月       辻月丹 判 
 
＜参考＞ 
取次者  御用番 大久保佐渡守（常春） 
 
伝書に記載された結果 
 
随分御勤め候へども、終に志を得ず、残念の事に候。 
 
辻月丹の無念さは想像以上だったようで、かえって辻月丹という人物を身近に感じて
しまいます。それだけに、我々は彼の心情を正しく理解するためにも、この出来事の
検証が必要と感じたのです。 
 
そもそも我々がこの文章を調べようと思いついたのは、
二つの違和感を感じたからです。 
 
    徳川家綱像（徳川記念財団所蔵） 
 
 徳川綱吉といえば、剣術の稽古が嫌いな将軍として有
名です。病弱だった兄の四代将軍家綱でさえも、柳生宗
冬（柳生十兵衛の弟）の稽古を年に何度も受けているの
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に、綱吉は将軍になると柳生家を遠ざけてしまいました。もちろん、まったく稽古し
なかったわけではありませんが、念のために綱吉が最後に剣術の稽古をした記録を調
べてみました。それは、元禄 9年(1696)10 月、51歳のとき、側用人の柳沢吉保邸
にて吉保の家臣の大原丈右衛門を相手に稽古したのが最後です（「常憲院殿（綱吉）
御実記」より）。つまり、宝永 6年の綱吉は、すでに 13年間も剣術の稽古をしてい
なかったのです。そんな綱吉に、好きでもない剣術の上覧に行こうなどと考えるもの
でしょうか？ 
 
もう一つの疑問は、この謁見のプロデューサーである酒井忠挙（ただたか）と徳川綱
吉の関係です。酒井忠挙の父、大老・酒井忠清は、4代将軍家綱時代には下馬将軍と
いわれたほど権勢を誇った人でしたが、綱吉によって失脚させられ、息子の忠挙も連
座させられました。このような因縁のある将軍を相手に、一介の武芸者の謁見などと
いう呑気なことを思いつくものでしょうか？こうした二つの疑問が、私がこの一件を
調べようと考えた出発点です。 
 
前置きが長くなりましたが、いよいよ検証に入りましょう。 
 
1 回目の御目見願書の提出日付は、「宝永六年己丑」としかないので、何月何日かま
では不明です。「己丑」というのはこの年「宝永六年」の干支です。今日では干支と
いえば十二支を意味しますが、「己丑」は十二支ではなく、十干十二支といわれるも
ので、60年サイクルになります。 
  
伊東甲子太郎像 

 
伊東は元治元年（1864）に改名。また、甲子園球
場は大正 13年（1924）に設立。いずれも干支は
甲子である。 
戊申（ぼしん）戦争の「戊申」、伊東甲子太郎（新
選組）や甲子園球場の「甲子（かっし）」などは、
すべてこの十干十二支から名付けられたものです。 
 
ところで、肝心の綱吉が死去したのは宝永 6年 1
月 10 日です。綱吉に願書を提出したのであれば、
宝永 6年は 10日間しかありません。死が近い綱吉
に、1月 10日までに謁見を申し入れたと考えるの

は、なんとも不自然です。綱吉は、前年の 12月 25日を過ぎてから麻疹（または疱
瘡）にかかり、1月 8日に病状が悪化、1月 10日に亡くなりました。綱吉の死はた
だちに発表されて、その月のうちに新将軍家宣が「生類憐れみの令」の廃止を宣言、
綱吉の葬儀、と立て続けに実施しています。綱吉の死は公然だったわけです。 
 
まして、この謁見をプロデュースした酒井忠挙は、宝永 6年にはすでに隠居中とは
いえ、溜間（たまりのま）に詰める宿老として政治顧問的役割を担っていたのですか
ら、綱吉の病状を知らないはずがありません。1月 11日には幕府から諸大名に対し
て、徳川家宣の住む西の丸に総登城の御触れがでていることから考えても、綱吉の死
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の翌日には、諸大名の知るところとなったのでした。つまり、 
宝永 6年に提出された願書なら、綱吉ではなく新将軍家宣が目当てと考えるのが自
然です。 
 
決定的なのは、伝書ではこの 1回目の結果を「文照院様御他界に御座候」と述べて
いる点です。通説では、これを「綱吉死去により実現しなかった」と解釈しているよ
うです。言うまでもなく、「文照院様」とは徳川家宣の贈名です。つまり原文に、「家
宣（文照院）死去により実現しなかった」と書いてあるにもかかわらず、何故か綱吉
を持ち出してきているのです。ちなみに綱吉は「常憲院」です。 
 
家宣からの謁見許可を待っていたところ、家宣は将軍在位わずか 4年足らずで急死
してしまったため、謁見が出来なくなったというのが真相なのです。 
 
願書の結果がわかるのに 3年以上もかかるというのは、当時の幕閣の事情がありま
す。ともあれ、今は事実の検証を優先しますので、我々の解釈は後回しにします。 
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吸江寺をさがせ！ 
無外流が生まれた風景 

 
 
延宝 8(1680)年 6月、無外流祖・辻月丹は、麻布桜田町の吸江寺で、開山の石潭良全
から、  
 
 一法実無外 （一法実に外無し）  
 乾坤得一貞 （乾坤一貞を得）  
 吹毛方納密 （吹毛まさに密に納む）  
 動着則光清 （動着すれば光清し）  
 
の詩偈（しげ）を与えられました。 辻月丹が 32歳のときの出来事です。ちなみに
詩偈とは、禅僧が悟境を述べた、韻文（いんぶん）の法語を意味します。  
辻月丹は、ここから自身の号を一法無外とし、無外流を興したと言われています。 
無外流の歴史において、吸江寺という空間がいかに大きな役割を果たしたかが想像で
きると思います。  
 
普光山吸江寺は、現在の渋谷区東四丁目にある小名刹です。ＪＲ渋谷駅から、歩いて
もわずか九分程度の距離ですが、渋谷駅前の喧騒からは想像もできないほどの静かな

一画に建立されています。国学系の学生養成機関とし
て名高い國學院大學に隣接し、すぐ近くの青山学院初
等部、ペルー大使館、常陸宮邸などと一緒に、この地
区の独特の雰囲気づくりに貢献しているかのようです。  
 
寺院内の墓地に進むと、静寂さが一層増します。  
先ほどまで渋谷駅前の騒音に慣れていた、自分自身の
感覚がフェイドアウトしてしまったような錯覚を覚え
るほどです。 

墓地の一画には、吸江寺に大きな帰依をした安中藩主・板倉家累代の墓標があります。  
 
実際に、渋谷駅から歩いてみるとわかりますが、吸江寺は緩やかな坂の上にあります。 
辻月丹は、どの方角から吸江寺まで参禅に通ったのだろう？ 
この坂を上ったのだろうか？ 
．．．などと想像しそうですが、辻月丹がここに参禅した記録はありません。辻月丹が
参禅したのは、吸江寺が麻布にあった頃のことで、辻月丹が開悟して後の元禄十四年
(1701)に、吸江寺は渋谷に移転したとのことです。 
以来、吸江寺は三百年間も渋谷にあり、この地の人々の心の支えとなってきたのです。  
 
無外流関連の伝書には、辻月丹が参禅した吸江寺の場所は、麻布桜田町と記されてい
ます。  
現在の行政区域では、麻布に桜田町という町名は存在しませんが、確かに明治時代ま
では麻布に桜田町が存在していました。  
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では、麻布桜田町は、現在のどの辺りかと言えば、六本木5、
6丁目を中心にした地域です。もっと分かりやすく言えば、
あの六本木ヒルズの付近一帯です。  
六本木ヒルズ内に、毛利庭園という和式庭園があり、その
説明文から六本木ヒルズがかつては長州毛利藩の支族であ
る長門府中毛利家の上屋敷だったことを確認できます。 
 

毛利家が、麻布に上屋敷を構える経
緯については、山本博文著「江戸お
留守居役の日記―寛永期の萩藩邸」に詳しく記述されていま
す。同書は、現代のサラリーマン社会と寛永期の武家社会を
重ねながら、ユニークな視点で一人の武士の日記を読み解い
た好著で、日本エッセイストクラブ賞も受賞されたものです。 
 
 
 
 
 

 
桜田町という町名は、この町に桜田神社（霞山稲荷）があることから付けられました。 
 
もともと桜田神社は、現在の桜田門の付近にあったの
ですが、太田道灌の時代に小田原北条氏に攻められて
炎上し、徳川家康の頃に百姓地に移され、三代将軍徳
川家光の代の寛永元年（1624）に麻布に移されました。
桜田町の町名の語源は桜田門と同じで、源頼朝が奥州
藤原氏征伐の際に神領を寄進し、田に「しるしの木」
として桜を植えたことに由来するそうです。  
 
また、百姓地から麻布に移転するにあたり、付近の農
民も一緒に移ったので、別名百姓町とも呼ばれていま
す。古文書や古地図を見ると、確かに「麻布百姓町」
と記載されている物も少なくありません。これは差別的な意味合いではなく、実際に
百姓町と呼ばれていた事実を記録したことがわかります。  
 
現在、麻布や六本木に桜田町という名前は残っておらず、「さくら通り」や「さくら
坂公園」などに、旧町名の名残を連想させる程度になっています。  
 
ここまでわかれば、麻布桜田町の吸江寺の位置を特定することは容易と思われます。 
まず、現在の地図と、縮尺を合わせた古地図を比べてみましょう。 
測量技術などの問題から、一般に古地図上の縮尺比率は、実際の距離を正確に反映し
ていないため、ここでは実際の縮尺比率に変換された yahoo 古地図を利用します。  
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【現在の六本木五、六丁目】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【安政三年頃の麻布桜田町】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

yahoo 古地図は、安政三年(1856)の地図だそうですから、当然、この地図で吸江寺
を見つけることは出来ません。ただし、ここに示した区域のどこかに吸江寺が存在し
ていたはずです。 地図上中央付近にある、「（三光院）専称寺」と飛地を挟んだ「正
光院」は現在も同地にあります。 
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我々は、麻布桜田町の吸江寺の位置を特定するのは、お茶の子サイサイ、屁の河童、
と高（たか）を括（くく）っていたのですが、五種類の江戸大判地図を調べても見つ
けることが出来ませんでした。いずれも寛永～元禄期のものです。 
 
さらに、町内地図や、切り絵地図、名所地図などにも調査範囲を広げました。  
延べ 50種類の地図を調査しましたが、吸江寺を見つけることが出来ません。  
 

渋谷に移転してからの場所であれば、現在地が判
明しているので、古地図でも簡単に特定できます。
しかし、麻布桜田町時代の位置については、完全
に調査が暗礁に乗り上げてしまいました。 
 
現在は古地図ブームで、古地図を片手に江戸の名
所を散策する人も多いそうです。古地図を見ると
わかりますが、古地図は現在の地図とは大きく違
う点があります。それは、寺社仏閣の情報が極め
て多いということです。これは、当時の人々の生
活に、宗教が深く結びついていたからであり、ま
た境内には縁日の露店や屋台が並んで、庶民にと
っては遊興や観光目的としても重要でした。  
しかも、吸江寺は安中藩主・板倉家の菩提寺です。
地図への記載が漏れたとは考えられません。  

 
これを、どのように理解したら良いか？ 調査方針を練り直し、範囲をもう少し広げ
るべきかを議論しだした矢先、51枚目の地図で奇妙な記述を発見しました。  

 
それは、寛文十三年発行の「新版江戸外絵図」
の桜田町（桜田丁となっている）の地図です。  
ここには「三光院（専称寺）」と「正光院」に挟
まれた場所に 
「クウカウ寺」という文字があることがわかり
ます。  
 
「クウカウ寺」と「キュウコウ寺」．．．う～ん、
似ている！！ 

と言うか、そのまんまです。 
これが麻布桜田町の吸江寺に間違いないだろうと考
えられます。  
辻月丹は、この場所に通っていたのです。  
 
では、吸江寺が存在したと思われる場所に、今は何
があるのかと言えば．．．．「ナチュラルローソン」で
した。 
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もう一度、yahoo 古地図で、麻布桜田町を確認しましょう。 
今度は、「新版江戸外絵図」に方角を合わせて、yahoo 古地図のほうを回転してみま
す。 

 
「百姓町」と書いてある道を、毛利邸
から松平左金吾邸まで歩くと、現在で
も専称寺と三光院が同じ場所にありま
すので、吸江寺はその中間の、現在の
ナチュラルローソンの付近に存在して
いたと考えられます。  
ちなみに専称寺は、新撰組の沖田総司
の墓があることで知られています。ま
た、この地図の松平左金吾定朝は、江
戸随一の花菖蒲の研究家として著名な
人物で、父親の代からの品種改良で、
松平左金吾邸は未曾有の珍花が咲き江

戸中の評判となっていました。彼が著した『花菖培養録』（かしょうばいようろく）
は、現在でも花菖蒲研究の聖典と言われていま
す。また、松平左金吾が収集した花菖蒲で造ら
れたのが、現在の堀切菖蒲園（東京都葛飾区）
です。  
 
いずれも幕末の話ですが、辻月丹は、6年間も
この道を歩いて吸江寺まで通ったのです。  
 
ここで、ひとつの疑問が残ります。  
他の地図では、「専称寺」と「正光院」に挟ま
れた土地には、何が記載されていたのでしょうか？ 
 
まず、「クウカウ寺」が紹介された寛文十三年以降の地図で、この場所に何が記載さ
れているかを調べてみました。 
 
ほとんどの地図では、「明地」「百姓地」「町」と書かれているだけで、寺院らしき記
載はないのですが、二つだけ記載がある地図を発見しました。  
そこには、「吸江寺」でも「クウカウ寺」でもなく、ひとつには「龍光寺」、もうひと
つには「立光寺」とあったのです。  
 
では、我々が発見した「クウカウ寺」は、「リウカウ寺（＝リュウコウ寺）」だったの
でしょうか？  
 
とりあえず、地図上の「クウカウ寺」の「ク」と、「円フク寺（円福寺）」の「ク」、
「松平ヲリヘ（織部）」や「イナリ」の「リ」の文字を比較して見ましょう。  
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クウカウ寺     エンフク寺     松平ヲリヘ     イナリ 
    
    
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「ク」であるのなら、もう少し文字が寝ていてもいいはずで、「リ」であるのなら、
二本の縦棒はもう少し離れていてもいいはずです。 
 
つまり、これだけでは「ク」とも「リ」とも読めてしまいますが、どちらかと言えば
「リ」に近い感じがします。  
おそらく、寛文十三年以降の地図の作者も、これを「リウカウ寺」と読んでしまった
と考えられます。  
 
地図製作は、自分の足で歩いて取材した情報を満載したホットでユニークなものと考
えがちですが、実際は旧版をそのまま写すような手抜き作業もあったのでしょう。 
その証拠に、「龍光寺」と「立光寺」というバラバラな記載をしている背景を考えて
みると、「リウカウ寺」に取り敢えず当て字を用意した、という投げ遣りな製作現場
が想像できます。  
 
さらにこの「龍光寺」「立光寺」とも、元禄年間が終わると、それ以後の地図からは
登場しなくなります。 
これは、吸江寺が元禄 14年に渋谷に移転した事実と一致します。  
 
そして、我々は、幕府の記録で「龍光寺」「立光寺」など、「リウカウジ」という響き
から連想されそうな寺院を探しました。我々が調査した史料は、「地子古跡寺社帳」
「除地古跡寺社帳」「古跡寺社帳」「屋敷書抜」「文政町方書上」「武江年表」「御朱印
拝領地寺社帳」「正宝事録」などです。 これら史料からは、例えば浅草や牛込には、
江戸時代に「龍光寺」と言う名前の寺院が存在した記録が確認できますが、麻布桜田
町に「龍光寺」も「立光寺」も存在した事実は確認できませんでした。  
 
以上のことから、「クウカウ寺」は「吸江寺」であったと結論付けました。  
 
吸江寺が、なかなか発見されなかった理由の一つに、「リュウコウ寺」と間違われて
地図に描かれてしまったことが災いしたと考えられます。 
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「吸江寺」が「リュウコウジ」と誤って記録されたとしても、それ以外のほとんどの
地図で、無視されている事実をどのように考えたら良いのでしょうか？ 
この時代の安中藩主・板倉重形は寺社奉行ですし、板倉重形の従兄弟で本家の板倉重
矩は老中を務めています。 
板倉家の菩提寺の吸江寺が、「地図に載せるほど有名ではなかった」とは考えにくい
です。 
 
我々は、その疑問を解決するためには、吸江寺の歴史を調べる必要があると考えまし
た。  
 
無外流関連の文献を調べてみると、吸江寺については次のような記述を確認できます。 
 

①． 吸江寺は、江戸時代初期に京都所司代を勤めた板倉重宗（周防守）
の正室である玉樹院が、慶安 3年(1650)に帰依して建立された。 
 
②． 開山（初代住職）は、石潭良全（せきたんりょうぜん）である。 
 
③． 辻月丹は、この地に延宝 3年(1673)末～元禄 6年(1692)の十九
年間にわたり参禅を続けた。（ただし、この説は誤りと考えられる。詳
しくは「辻月丹物語・噴火の章」を参照） 
 
④． 石潭良全は延宝 8年(1680)に死去したが、辻月丹はその後も参
禅を続け、二代神州良祇（しんしゅうりょうぎ）に偈（げ）を与えら
れた。（この説も誤りである） 
 

⑤． 吸江寺は、元禄 14年(1701)に渋谷へ移転した。  
 
それぞれ確認していきましょう。  
 
開山の石潭良全は、豊後大友氏の家臣・福井家の出で、京都に出て一糸文守（いっし
ぶんじゅ 仏頂国師）に師事しています。土佐郷土史研究の第一人者である平尾道雄
によれば、石潭は上野国（群馬県）出身とのことですが、確かなことは分かりません。  
 
一糸文守は、公家の岩倉家出身で、驚くことに、辻月丹が生まれた慶安元年(1648)
には、近江の鈴鹿山麓にある永源寺に住山しています。永源寺は、現在では臨済宗永
源寺派の大本山で、応仁の乱の頃には京都五山の学僧のほとんどが永源寺に移住した
と言われるほど繁栄しましたが、焼失して衰退し
ました。後水尾天皇から一糸文守に対して、永源
寺を再興するよう勅命が下り、寛永 20年に境内を
再建しています。 
また、近江一の紅葉の名所としても知られ、「永源
寺こんにゃく」に名前が残っているほど、名物の
こんにゃくは有名です。  
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確証はありませんが、年代から推測して、石潭良全が一糸文守に接触するとすればこ
の頃ですから、石潭も近江に住山していた可能性があります。しかし、辻月丹が生ま
れた三年後の慶安 3年には、すでに江戸の吸江寺の開山となっていますから、石潭
と辻月丹の近江での接触は考えられません。  
 
辻月丹が江戸に出たのが延宝 2年(1672)ですから、辻月丹は小石川に居を構えてす
ぐに吸江寺で参禅を始めたことになります。  
 
じつは、石潭と辻月丹は、かなり強い信頼関係で結ばれていたと考えられています。 
例えば、次のようなエピソードは、二人の強い絆を示す証拠だと思います。 
 
①． 辻月丹が住んでいたのは、現在の小石川です。麻布まで来なくとも、途中に寺
院はいくらでもありそうなものですが、あえて吸江寺を選んで参禅したこと。 
②． 辻月丹は、享保 12年(1727)6 月 23 日、 禅学の師・石潭と同月同日に遷化（せ
んげ：禅僧の死）しました。これは偶然ではなく、辻月丹が石潭の入滅と同月同日に
固執したため、遺族が従ったのだと考えられます。それほどまでに執着したこと。 
いずれも、辻月丹と石潭の強い絆を偲ばせるエピソードであることに疑いはありませ
ん。 
 

吸江寺は、現在は臨済宗妙心寺派に属する寺院です。 
開山の石潭は臨済宗の僧侶ですから、吸江寺は開山以来の臨済宗妙心寺
派かと思いがちですが、そう簡単には言えないようです。 
 
それは、吸江寺に大きな帰依をした安中藩主・板倉周防守家の宗派が曹
洞宗だからです。 さらに、我々の調査では、若狭小浜藩主・酒井家で
も元禄四年に吸江寺で葬儀を営んだことを突き止めており、酒井家の宗
派も曹洞宗です。小浜藩は、酒井雅楽頭家の分家ですが、支族と言って
も位階は四品（しほん：律令制で、親王・内親王に与えられた位階で、
大名では従四位下に相当）ですし、江戸時代を通じて大老や老中を輩出
した名門で、家格は板倉家より上です。酒井家の文献では、吸江寺は曹
洞宗と明記されています。（左写真） 
 

では、吸江寺は開山当初が曹洞宗で、その後に改宗したのでしょうか？じつは、そう
簡単に断定が出来ないのです。 
我々の調査では、奥州伊達家の支藩である、一関藩・田村家も、元禄時代に吸江寺で
葬儀を実施していました。田村家の宗派は臨済宗です。 
同じ時期に、曹洞宗と臨済宗の両派を名乗っていたのでしょうか？まずます謎は深ま
りました。 
この謎は、吸江寺が地図上で無視されてきた謎と関係があるかも知れません。 
 
いずれにせよ、妙心寺派が江戸に進出してきた事情など、妙心寺派を調べていくこと
は必要だと思います。妙心寺派を調べることで、吸江寺の謎に迫れるかも知れません。 
 
妙心寺派は、京都花園の妙心寺を本山とし、末寺 3,500 寺を持つ臨済宗の最大門派
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です。 
江戸に初めて妙心寺派の寺院が建立されたのは、
徳川家康が豊臣政権で五大老を勤めていた頃の
松源寺ですが、家康の頃には、大きな動きはあり
ませんでした。 
 
臨済宗妙心寺派が、江戸で急速に台頭しはじめる
のは、三代将軍徳川家光の乳母である春日局の情
熱によるとされています。 
 
徳川家の宗派は浄土宗ですが、朝廷を懐柔する手段として、後水尾天皇に大きな影響
力を持つ臨済宗に積極的に接近していきます。そして、妙心寺を五山並に重用するこ
とになります。 
まだ京都五山の林下に過ぎなかった妙心寺派としては、勤皇禅としての朝廷の信望を
利用することで、積極的に江戸進出を狙っていました。 
さらに、徳川家康が帰依した南禅寺金地院の以心崇伝、秀忠が帰依した天台宗の南光
坊天海といった、政僧の存在に危機感を抱いた幕府内の勢力は、それに対抗する勢力
として妙心寺派に接近していくことになります。 
こうした三者三様の思惑の渦で、春日局の異常とも思える情熱によって、徳川諸侯
263 家のうち、142 家までが臨済宗妙心寺派に帰依することとなりました。 
 

春日局と板倉家のつながりは、徳川秀忠の長子・竹千代
（後の家光）の乳母として、初代京都所司代の板倉勝重
が、於福（後の春日局）を推挙した頃に始まります。板
倉勝重の長男で、二代京都所司代の板倉重宗の頃になる
と、対朝廷工作の一点に絞って妙心寺を利用していきま
す。板倉重宗は、於福を奔走させて、徳川秀忠の娘・和
子を後水尾天皇の中宮（後の東福門院）として入内させ
たことでも知られていますが、このときも板倉重宗と於
福は妙心寺を積極的に利用したのです。 
板倉重宗が、徳川家の一使用人でしかない乳母の於福に
「春日局」と命名させて、後水尾天皇に謁見させたこと

はよく知られています。 
 
板倉家は開山にあたって、曹洞宗の僧侶を招聘するはずです。しかし、招聘されたの
は臨済宗の石譚良全でした。板倉家が江戸で臨済宗に帰依したのは、春日局との関係
からと考えて間違いないでしょう。春日局が玉樹院に、吸江寺を斡旋した可能性も否
定できないと思います。 
 
では、板倉家のように、国許では曹洞宗、江戸では臨済宗と使い分けることなど、許
されたのでしょうか？ 
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ここまでの謎を整理しておきましょう。 
謎の一つは、板倉家が国許では曹洞宗、江戸では臨済宗と、宗派を使い分けていた可
能性があることです。 
もう一つは、麻布時代の吸江寺は、文献で見る限りは曹洞宗ですが、実際は曹洞宗と
臨済宗の顔を持っていた可能性があることです。 
 
当時の宗教の事情については、現在の我々の常識というフィルターを通して見ると、
間違った結論に至る恐れがあります。 

じつは、複数の宗派の菩提寺を持っていたのは、
安中板倉家に限ったことではないのです。安中
板倉家のように、国許と江戸で宗派が異なる例
もあれば、藩主の代が奇数と偶数で宗派が交代
する例や、それ以外にも、その家の事情で変わ
る例も珍しくありませんでした。そもそも、徳
川家康自身が、浄土宗の信徒ですから京都の知
恩院を永代菩提所と定めて自身も祀られている
のに、墓所は天台宗の日光輪王寺にあるあるこ

となど、今日の常識では考えにくい例はいくらでもあります。 
 
また、我々は、当時の民衆の価値観も、現在とは違って大らかだったと考えています。
例えば、当時は僧侶が神官を兼ねることも珍しくなく、現在の感覚では節操のないこ
とが平気で行われていました。 
こうして考えれば、曹洞宗の門徒である安中板倉家が、仮に江戸では臨済宗だったと
しても、異常なことではなかったのです。 
 
安中板倉家と宗派を考える上で、徳川家光時代に定められた「参勤交代」の制度が、
大きな意味を持っています。参勤交代は、諸大名や家族の江戸駐在を強制した制度で
すが、同時にそれぞれの家の、江戸における香華寺（こうげじ：位牌を祀る寺院）の
設定（または帰属）も命じられました。 
 
我々は、麻布吸江寺は、当初から安中板倉家の菩提寺ではなく、あくまでも板倉重宗
の正室である玉樹院が帰依しただけの寺院だったと考えています。 
なぜなら、安中藩自体の実質的な誕生が、元禄 15 年に板倉重形（板倉重宗の次男）
が上野安中領 1万 5千石を加増されたときであり、それ以前に菩提寺を定める必要
がないからです。 
 
つまり、玉樹院が麻布吸江寺に帰依したのは、あくまでも個人的（と言う表現は必ず
しも正しくありませんが）な帰依でした。玉樹院の次男の板倉重形が、安中板倉家を
創設するにあたり、菩提寺も決めなければならないという幕府のルールがありました。 
そこで、板倉重形は、母親が帰依していた麻布吸江寺に着目したのです。 
麻布吸江寺をそのまま菩提寺にするには、おそらく当時の吸江寺は手狭だったのでし
ょう。周辺は町家だったと思われますが、これらを立ち退かせて土地を拡張するより、
1.4 ㎞先の渋谷に広い敷地があったので、そこに新設したほうが容易という判断が生
じたものと思われます。 
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吸江寺が臨済宗妙心寺派を名乗るのが、渋谷に移転した直後なのか、
もっと後なのかはわかりません。 
吸江寺の水谷昌史氏のお話では、確かな記録は残っていないものの、
おそらく明治初めではないかとのことでした。 
妙心寺の記録では、少なくとも麻布時代に妙心寺派を名乗っていない
ことは判明しています。他の臨済宗派を名乗っている可能性はゼロで
はありませんが、曹洞宗を名乗っていたことはまず間違いないと思わ
れます。 
 
しかし、麻布時代の住職は臨済宗で修行した僧ですから、臨済宗の顔
も持っていたのです。 
麻布吸江寺は、玉樹院の帰依はありましたが、それはまだ個人レベル
のもので、注目されて吸江寺が地図に載るほどの規模ではなかったと
考えられます。 
 
では、麻布時代の吸江寺は、どのような寺院と考えたら良いのでしょうか？ 
 
我々は院内にある、「馬頭観音」と「賽の河原」（さいのかわら）を拝見したとき、そ
の謎が解けたような気がしました。 
 

「馬頭観音」は、馬を供養するために街道沿いに安置さ
れている例が多いですが、もともとは馬を供養するため
の菩薩ではありません。なぜ馬を頭に載せているかとい
うと、馬が草を貪り食うように、この菩薩は人々の煩悩
を貪り食う、という菩薩だからです。 
「観音菩薩」が、女性の造型をした慈悲深いイメージが
あるのに対して、この写真のように「馬頭観音」は、ま
るで明王のような怒りの形相をしているのが普通です。
しかし、慈悲の深さは、実は多数の観世音菩薩の変化身

の中で最も深い、と言われています。  
江戸時代になると、「馬頭観音」は、馬の供養の為に祀ることが多くなります。今で
も、競馬場に馬頭観音が祀ってあるのをご存知の方も多いでしょう。  
 
一方の「賽の河原」は、 冥途(めいど)の三途(さんず)の川の河原のことで、七歳以下
の子供が死ぬと行く所といわれています。  
ここで子供は父母の供養のために小石を積み上げて塔
を作ろうとしますが、絶えず悪い鬼に崩されてしまいま
す。そこへ地蔵菩薩が現れて、子供を救ってくれるので
す。  
 
「馬頭観音」の像は、菩薩の彫刻だけでなく、四文字で
「馬頭観音」と刻まれた石像も良く見られます。 「賽
の河原」は、子供の供養ですから、子供を守ってくれる
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お地蔵様を祀るのが普通です。 いずれも、寺院内で祀るというよりは、本来は地域
の民衆信仰の中で生まれた物なのです。  
 
麻布桜田町が、百姓町と言われていたのですから、この土地に農耕馬を供養する場所
が必要とされたかもしれません。また、江戸中に馬場があった時代ですから、死んだ
武家馬を供養する機能が、江戸中に必要とされていたはずです。 
江戸時代には、死産の確率は 1～1.5 割、乳児が一年未満で亡くなる確率は 2割と言
われていますから、それを供養する場所も必要だったはずです。  

 
吸江寺で、「馬頭観音」や「賽の河原」が確認できると言うこ
とは、麻布時代のこの寺院が、地域の中でそうした役割を担っ
ていた空間であったことを意味していると考えられます。  
それらを立証するため、吸江寺で実施された大名の葬儀につい
て、もう少し詳しく検証しましょう。  
 
大名の葬儀と言っても、もっとも古い慶安四年の板倉家の場合
は、藩主ではなく「童女」となっています。 
酒井家では、年齢は不明ですが「娘」とあります。  
一関藩・田村家では、この時期に五人も吸江寺にお世話になっ
ていますが、そのうち三人は幼児です。  
 

 
承応 3  1654 鶴姫（享年一歳／生後一月余）  
明暦元   1655 松之助（享年三歳）  
寛文 12  1672 亀姫（享年二歳）  
天和 3  1683 府好（享年十四歳）  
元禄 7  1694 玄蕃（享年二十七歳）  
             （年齢は、「数え」です） 
 
これらのことから、次のような推論にたどり着きました。  
 
１． 麻布吸江寺には、観音菩薩の他に、もともとは「馬頭観音」や「賽の河原」を
祀られていた。武家馬や農耕馬の供養が行われており、その繋がりで板倉家の知ると
ころとなった。 
 
２． 板倉家で「童女」が亡くなったとき、玉樹院が帰依して吸江寺に葬った。本尊
が「観音菩薩」になったのは、この頃かも知れない。  
 
３． それ以来、大名の間では、吸江寺の噂が口コミで広がり、幼児が亡くなったと
きには葬儀を行うことが増えた。 
 
４．吸江寺では、曹洞宗と臨済宗の二つの宗派を兼ねていた。それ自体は、当時の常
識では異常なことではなかった。 
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５．元禄時代に、板倉家の分家として安中藩を新設するにあたり、香華寺を必要とし
た安中藩主・板倉重形は、麻布吸江寺に着目した。麻布桜田町の敷地は手狭だったの
で、広い渋谷村へ移転した。 
 
田村家の場合、天和年間には乳幼児だけでなく、大人の葬儀の記録もあることから、
天和年間の始めか、延宝年間の終わりには、子供専門の寺院としてではなく、大人の
葬儀も行う寺院として大名には認識されていたと考えられます。  
 
いずれにせよ、麻布時代に吸江寺で営まれたのは、せいぜい大名の家族（とくに初期
は幼児専門）であり、寺院の規模から言っても、他の大名たちが法要に参列するよう
なことは考えられません。つまり、麻布吸江寺で大名たちと辻月丹が出会うことは、
きっかけとしては考えにくい説です。 
 
 
 
辻月丹は、麻布吸江寺で無外流を創始した後、江戸時代を通じてもっとも多くの弟子
を獲得した剣豪として、時代の階段を駆け上がっていきました。残念ながら、この後
の、吸江寺と辻月丹の関係を示す証拠はありません。 
 
しかし、こうして考えてみると、時代の階段を駆け上がったのは辻月丹だけではあり
ませんでした。 
板倉家の菩提寺となり、元禄14年に広い敷地を求めて渋谷に根を下ろした吸江寺も、
同じように新しい時代の階段を駆け上がっていたのです。 
 
 
（なお、ここで述べた見解は、我々近世史研究会の勝手な見解であり、吸江寺様の見
解ではありません。いろいろなアドヴァイスや史料のご提供をいただいた普光山吸江
寺の水谷昌史様には、この場を借りてあらためてお礼申し上げます。） 
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宗偏流と石州流 
 

辻月丹と茶湯 
     
隆光大僧正と辻月丹 
 
宝永 3年(1706)8 月 27 日、無外流祖・辻月丹の姿は神田の護持院の茶席にありまし
た。 
旧暦の 8月 27日を現在の暦に換算すると 10月 3日ですから、5万坪を誇る護持院
の広大な敷地では、まさに秋が深まろうとしていました。 
 
隆光上人蔵（護国寺蔵）  

 
護持院は、現在の東京都千代田区一ツ橋にあった新義真言宗
の寺院で、その後、享保 2年(1717)に火事で焼失するまでこ
の地にありました。 
 
この日の茶席の亭主は住職の隆光大僧正で、正客は伊予宇和
島藩主・伊達宗贇（むねよし）、次客以下の席には石原市左衛
門、石原與五左衛門、そして辻月丹が相伴していました。 
茶会記などは残されていないので、どんな道具が使われてど

のような会話がなされたかなどは一切不明ですが、伊達家の記録には、隆光大僧正と
伊達宗贇はこの日が初対面であることが記載されています。 
さらに、辻月丹は伊達宗贇に連れ従って護持院にやって来たこと、隆光と辻月丹は初
対面ではないこと、などが読み取れます。つまり、辻月丹は伊達宗贇に連れ従ってや
って来たものの、隆光ともすでに面識があったことになります。 
隆光と伊達宗贇の面会を仲介したのが辻月丹だったかまでは読み取れませんが、考え
られることではあります。 
 
正客の伊達宗贇(1665～1711)は、仙台藩 3代藩主・伊達綱宗(1640～1711)の三男
で、伊予宇和島藩・伊達家の養子となって宇和島藩主を継いでいた人物です。伊予宇
和島藩伊達家は、仙台藩初代の伊達政宗の長男・伊達秀宗の系統で、2代目の伊達村
利の娘婿として、本家の仙台藩の伊達宗贇が養嫡子となったのです。 
ちなみに、伊達宗贇の実兄である伊達綱村(1659～1719)は、伊達騒動で隠居となっ
た父・綱宗に代わってわずか 2歳で仙台藩を継いだ人物
であるとともに、江戸初～中期を代表する茶人大名とし
ても知られています。 
 
亭主の隆光大僧正は、5代将軍・徳川綱吉とその生母・
桂昌院が帰依したことで知られており、俗説では綱吉に
「生類憐みの令」の発布をそそのかした張本人とされる
僧侶です。 
綱吉の後ろ盾によって、元禄 8年(1688)には僧官制度の
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最高位である大僧正にまで登り詰めたものの、伊達宗贇と会った 2年後の宝永 6年 1
月に綱吉が亡くなると隆光自身も失脚して江戸を追放されることになります。しかし、
宝永 3年はその権勢が絶大だった時期ですから、当時の僧侶の頂点に君臨していた
隆光と辻月丹の間に交流があったことは興味深いことです。 
ちなみに隆光の日記でも、簡潔ながらこの日に「伊達遠江守殿、始めて之を招く」と
記述があります。 
 
ここに登場する伊達宗贇も父親の伊達綱宗も、辻月丹に入門誓紙を提出した大名でし
た。 
辻月丹の無外流剣術に入門した大小名は 30家とも 50家とも言われるものの、辻月
丹が藩の公式記録や藩主の手紙などの第一級史料に登場するケースは多くありませ
ん。しかも、茶席に招かれたことを証明する史料は、この例以外には見つかっていま
せん。 
しかし、当時は大名茶道が盛んだった時代でもあり、こうして辻月丹が茶席に相伴し
ていた事実を考えると、現役の禅僧でもある辻月丹と大名たちは、剣術の道場での関
係だけでなく、茶友としての交際もあったと考えるべきでしょう。 
 
従来の言い伝えでは、麻布吸江寺（きゅうこうじ）に参禅する大名たちと禅友として
交際していたことになっていますが、当時の吸江寺に大名たちが簡単に参禅できたと
は考えにくいことです。 
むしろ辻月丹が大名屋敷に招かれたと考える方が自然で、そのひとつの手段として茶
席があったと考えるべきです。とくに、辻月丹がこれだけ多くの大名と交際があった
ということは、大名から別の大名へ紹介される機会もあったはずで、そうした会見場
には茶席が相応しかったのです。 
 
前置きが長くなりましたが、今回は辻月丹が出会った武家茶道を通して当時を見てい
きましょう。 
 
ここで、辻月丹の時代までの武家茶道の流れを簡単にたどってみましょう。 
 
古田織部木像（京都興聖寺蔵）  

 
千利休が豊臣秀吉の命を受けて切腹した後、天下の宗
匠と目されたのは古田織部（ふるたおりべ）でした。
古田織部（天文 13 年(1544)～元和元年(1615)）は、
所謂「利休七哲」と呼ばれた高弟の一人です。織田信
長、豊臣秀吉に仕え、軍功によって 3万 5千石の大名
にまで上り詰めます。千利休に次ぐ名手とされ、徳川
秀忠の点茶の師匠だったとも言われています。 
しかし、大阪の陣では内通の疑いをかけられ、徳川家
康によって切腹させられてしまいました。 
 

今日、藪内家に伝わる茶室「燕庵」（えんなん）は古田織部の作と言われています。 
千利休の時代の茶室は極限までの簡素さを求め、茶室内は身分の上下がない空間とさ
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れていましたが、「燕庵」は大名の家臣が控える間があることなど、茶湯の世界も下
克上の時代から封建的な秩序の時代に変わろうとしていたことを感じることが出来
ます。 
門弟には、本阿弥光悦、小堀遠州、清水道閑などがいました。 
なかでも、小堀遠州は独自の芸術観で大名茶道を開花させた人物として有名です。 
 

小堀遠州画像（大徳寺狐篷庵蔵） 
  
小堀遠州（天正7年(1579)～正保4年(1647)）
は 1万 2千石の大名であるとともに、京都・
伏見奉行として徳川家に仕えた人物です。同
時に、作事奉行として幕府の公共建築事業の
設計・現場監督としても腕を振るい、京都御
所の建築や、二条城庭園の造園なども手掛け
ました。 
徳川家光に小堀遠州を推挙したのは、黒衣の
宰相とも呼ばれた京都南禅寺の金地院崇伝
だと言われています。古田織部が徳川秀忠の
指南役だったかは定かではありませんが、小
堀遠州は間違いなく徳川家光の茶道指南役でした。とくに、寛永 11年の品川・東海
禅寺における徳川家光への献茶は、小堀遠州が幕藩体制における茶道権威の象徴とし
て、万人に認識された出来事でした。 
 
小堀遠州の好みを「きれいさび」と表現しますが、古田織部が不定型で非対称の美を
求めたのに対し、小堀遠州は均整がとれた都会的で洗練された美を表現しました。と
同時に、茶道に忠孝という封建道徳を取り入れ、幕藩体制の茶道観として受け入れら
れていくことになります。 
そして、大名たちは、こぞって小堀遠州に入門します。 
 
 
片桐石州画像（芳春院蔵）  

 
4 代将軍・徳川家綱の頃になると、すでに小堀遠
州は亡くなっていたものの、大名茶道と言えば遠
州流が一大勢力となっていました。 
そんな中で、徳川家綱の後見役で叔父の保科正之
が師事していた片桐石州の茶湯が勢力を伸ばしま
す。保科正之が柳営茶道として石州流を紹介して
いった意図は、勢力が大きくなり過ぎた小堀遠州
の系統に対抗するためとも言われ、やがて片桐石
州は徳川家綱の茶道指南役となり、徳川家綱に点
茶を献上するまでになります。 
 

片桐石州（慶長 10年(1605)～延宝元年(1673)）は大和小泉の大名で、侘び茶を千道
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安の流れに学び、金森宗和や小堀遠州からも学んで「堂上の茶」を極めました。片桐
石州の門弟には、保科正之を初めとして大名たちも名を連ねることになりますが、そ
れよりも、各藩に茶頭（さどう）という茶湯の指南役的な存在が誕生したことが石州
流の拡大に意味を持つことになります。 
本来の茶頭とは、織田信長や豊臣秀吉に茶を点てる人物を意味した言葉でしたが、徳
川家綱の時代には、芸能が流派として確立していく過程で、各藩にも茶頭という役割
が生まれ、こうした人物が片桐石州のもとに送り込まれていくのです。こうして、江
戸時代中期の大名茶道は、「三家に二家が石州流（残りの一家が遠州流）」と呼ばれる
までになっていきます。 
 
 
学恵茶湯志（仙台博物館蔵） 

   
伊達綱村の茶会記は元禄から宝 永までの「伊達綱村茶会記」
と、正徳から享保までのこの「学恵茶湯志」がある。「学恵茶
湯志」は、綱村自身が題字を書いている。 
 
 
例えば、仙台藩伊達家では、もともと遠州流を受け継いでい
ましたが、2代目茶頭の清水道閑からは石州流に変わります。 
また、江戸時代を通じて有名な茶人大名のほとんどが石州流
の系統であることは、この時代の片桐石州に学んで帰藩した
茶頭たちの活躍によるものです。松江藩の松平不昧（ふまい）、
姫路藩の酒井宗雅、大和郡山藩の柳沢堯山（ぎょうざん）、彦

根藩の井伊直弼ら、石州流を皆伝した大名を挙げれば枚挙にいとまがありません。 
 
前述したように、仙台藩四代藩主・伊達綱村は石州流を学び、江戸時代を代表する茶
人大名と言われています。 
 
辻月丹の無外流剣術に入門した 50人以上の大小名のなかで、とくに熱心に無外流を
学んだのが譜代大名筆頭の酒井雅楽頭家（うたのかみけ）、外様の雄・仙台藩伊達家、
土佐藩山内家、武家礼法を継承し京都所司代や老中も勤めた三河吉田藩小笠原家の各
藩主だったと言われています。 
酒井家と山内家では、辻月丹の子孫やその弟子が剣術指南役として幕末まで仕えるこ
とになりますし、伊達家では藩主の親類たちもこぞって入門しています。 
 
酒井家や伊達家には江戸初期から石州流茶道が伝わっていますから、辻月丹が石州流
と出会っていたことは間違いないでしょう。辻月丹が茶道にどの程度の関心を持って
いたかは不明ですが、藩邸に招かれたときの最低限のマナーとしての茶席の心得はあ
ったはずです。 
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山田宗偏画像（明願寺蔵） 
  
東本願寺末寺の長徳寺の住職の子として生まれ、千宗旦 
に学んで奥義を究めた。宗旦の推挙で吉田藩小笠原家の茶
頭となり、宗偏の子孫は代々小笠原家の茶頭を勤めた。  
 
 
そしてもうひとつ、辻月丹が間違いなく体験した茶道流派
があります。三河吉田藩の小笠原家に伝わる宗偏流（そう
へんりゅう）です。 
 
宗偏流は、山田宗偏（寛永 4年(1627)～宝永 5年(1708)）

によって創始された茶道流派で、千利休の侘び茶をもっとも正しく継承した流儀と言
われています。山田宗偏は三河吉田藩の茶頭として、40年以上も小笠原忠知（ただ
とも）、長矩（ながのり）、長祐（ながすけ）、長重（ながしげ）の四代の藩主に仕え
ていたため、辻月丹がこの「利休正伝」の茶湯と出会っていたのは間違いありません。 
もちろん、辻月丹が山田宗偏に会ったかまではわかりませんが、この二人は京都から
江戸に来たことや、僧籍にあったことなど、偶然ながらも共通点が多いのは面白いこ
とです。 
 
ここでは、山田宗偏の話の前に、まずはその師匠である千宗旦（そうたん）に注目し
てみましょう。 
 

藪内軒仲（藪内家蔵） 
 
天文五年(1536)～寛永 4年(1627)。千利休に学んだ後、古
田織部の妹と結婚した。  
 
 
ここまで、古田織部、小堀遠州、片桐石州といった武家茶道
の系譜を紹介しましたが、もちろん当時の茶道文化はこれだ
けではありませんでした。京都の宮廷茶道に大きな影響を与
えた金森宗和（かなもりそうわ）の流れもありますし、後に
本願寺の茶と結びつく藪内剣仲（やぶうちけんちゅう）の流
れも無視できません。 
なかでも、千利休の子孫たちが伝える三千家の茶湯は別格で、「京の上流」と称され、
京都を代表する流派となっていきます。 
 
千利休が切腹したとき、孫の千宗旦は十四歳で大徳寺の蔵王（ぞうす）という位の僧
侶だったと伝えられています。宗旦の父は、利休の後妻の連れ子だった小庵（しょう
あん）とされていますが、利休の実子・道安（どうあん）の子だと言う説もあり、ま
た利休の娘と小庵の間に生まれた子だとも言われており、利休との血のつながりにつ
いては謎に包まれています。ただ、当時から千家の正統であると見られていたことは
間違いないようです。 
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千宗旦は、「乞食宗旦」とも呼ばれ、生涯を貧困のなかに身を置いた人でした。 
今日では、千宗旦の生きざまを「清貧」と形容するようですが、ドイツ文学者の中野
孝次の、「清貧とは、自らの意思と行動によって作り出した簡素な生活である」とい
う有名な言葉に従えば、千宗旦は清貧と対極の茶人でした。千宗旦が「孤高の侘び茶」
を貫くために、多くの大名からの仕官の誘いを固辞したように伝えられていますが、
実際は自ら貧困を選択したわけではなく、就職が成功せずに結果的に貧乏だったとい
うのが本当のようです。自ら貧困を望んでいたわけではありません。 
 
千宗旦が生涯無職で生きなければならなかった原因は、ひとつは当時の時代背景、も
うひとつは宗旦自身にありました。 
 
千宗旦画像（部分） 

   
千家三代目。小庵の子とされ、三千家の祖となる。元伯宗
旦と号し、利休の侘び茶を徹底的に深化した。  
 
 
千宗旦が 17歳頃に、取り潰された千家の再興が許されま
す。しかし、再興できたからすぐに大名たちから三顧の礼
で迎えられるという状況ではありませんでした。 
徳川時代になっても、大名としては、かつての反逆者であ
る千利休の孫を雇用するには躊躇せざるを得なかったので

す。また、千家の茶はすでに時代遅れで、将軍が学ぶ遠州流や石州流に擦り寄った方
が大名たちの処世術にも叶っていました。たとえば伊達家では、伊達政宗の頃は千利
休、古田織部に師事し、その後に遠州流、石州流と、当時の為政者の好みに合わせて
茶道流派を変えていく身の軽さは、多くの大名に共通した処世術だったのです。とく
に江戸幕府創生期は、大名の改易が盛んだった時代で、大名たちにとっては些細な落
ち度も許されない戦々恐々とした頃でした。そんな時代に、遠州流や石州流を避けて、
千家の茶湯を学ぶことなど考えられなかったはずです。 
 
もうひとつ、時代背景について言えば、紫衣（しえ）事件の影響で、千宗旦が頼りに
していた大徳寺の玉室宗珀（ぎょくしつそうはく）や沢庵宗彭（たくあんそうほう）
らが罪人とされていたため、就職の斡旋を依頼するのが簡単ではなかったという不幸
もありました。 
 
紫衣事件とは、幕府の宗教統制の強化の末に起きた事件で、天皇が大徳寺と妙心寺の
僧侶に勅賜していた紫衣を与える権利を幕府が取り上げ、それに抗議した玉室宗珀や
沢庵宗彭が処罰された一連の出来事です。この事件の結果、後水尾天皇は退位するこ
とになります。 
 
千宗旦の友人に、桃山～江戸時代初期に芸術家・刀剣鑑定家・茶人としても活躍した
本阿弥光悦（永禄元年(1558)～寛永 14年(1637)）がいます。  
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本阿弥光悦 
  
本阿弥家は足利時代より刀装用の工芸品なども作
成していた名家である。光悦は、工芸家以外にも
書家、画家、作庭師とマルチな才能を開花させた。 
 
 
 本阿弥光悦の言行を記述した「本阿弥行上記」に
は、千宗旦のエピソードとして、江戸幕府から呼
び出された千宗旦が、嫌がって仮病を使って断っ
たという記述があるため、後にそれが権力に迎合
しない「孤高の侘び茶」を目指した姿だと解釈さ
れています。これが史実なのか判断は出来かねま

すが、少なくとも「元伯宗旦文書」から読み取れる宗旦は、早く就職して貧困から脱
却したいと願っていたことがわかります。  
 
また、「元伯宗旦文書」から宗旦は京都を離れるのを極端に嫌っていた姿も読み取れ
ます。しかも、外様大名よりも安定した親藩・譜代大名に仕官することを望んでいた
ため、外様大名が多い畿内での就職の可能性はますます狭くなっていました。  
 
千宗旦の四人の息子のうち、三男、四男、次男、によって確立された系統が、後に三
千家（表千家、裏千家、武者小路千家）と呼ばれることになります。  
 
元伯宗旦文書 

  
 
昭和 12年(1937)に表千家の蔵から発見された千宗旦の書
簡。享保年間には 323 枚あったらしい。昭和 46年(1971)
に出版され、世に知られることとなる。従来言われていた
長男との不仲説など、実際には存在しなかったことがわか
る。  
 
 
従来から言われているように、千宗旦が 4人の息子たちの
就職に熱心だったことは間違いありません。しかし、長男
を勘当して、千家の茶湯を 3人に継承させたというのは正

確ではありません。 
次男と三男の間には年齢差があり、時代の価値観があまりに激しく変動した頃ですか
ら、4兄弟が同世代だと考えてしまうと、三千家分立の背景を見誤ることになります。 
長男、次男の頃はまだ世の中が安定しておらず、千利休の曾孫が簡単に就職できる時
代ではありませんでした。若い三男、四男の時代には、江戸時代も中期に差しかかり、
大名にとっては千家の人間だからという理由で採用を躊躇する必要はなくなってい
ました。そこで若い三男と四男の就職が叶い、後に次男も日の目を見ることができた
わけです。しかし、すでに長男は亡くなっていたため、千家の茶道を継ぐことは叶い
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ませんでした。 
長男を勘当して計画的に御三家のごとく三千家を分立させ
たわけではなく、千家にとっての冬の時代に直面したのが宗
旦と長男であり、雪解けに間に合ったのが三男と四男で、な
んとか次男もそれに加われたというのが真相です。長男がも
っと若く長生きしていれば、四千家になっていたかもしれま
せん。  
 
千宗旦に限らず、こうした流祖自身が仕官を固辞して清貧を
貫き、代わりに息子を推薦したという伝承はたくさんありま
す。同時代の宮本武蔵や柳生宗厳（石舟斎）も、自分よりも
息子を世に出した親と言えるでしょう。これらは、あくまで
流儀の後継者たちによって語られた伝承なので、真実は違っ
ている可能性もありますが、少なくとも息子の就職に熱心だ
ったという部分では、どのケースも真実と考えてよいでしょ
う。  
それが親心なのでしょうが、いつの時代も親とはありがたい
存在です。  
 
辻月丹にも似た逸話が残っています。 
大名たちから数々の仕官の斡旋を固辞し、それよりも息子
（養嫡子）や弟子たちの就職に熱心だったという話です。こ
れも、どこまでが史実かはわかりません。しかし、酒井家や
山内家には息子たちが仕官して、幕末まで流儀を残していますから、やはり親として
の努めを果たしたことは間違いないようです。そして、おそらく辻月丹の脳裏には、
宮本武蔵、柳生宗厳、そして千宗旦の生き方が浮かんでいたはずです。彼らは皆、自
分の仕官よりも我が子の仕官を優先した有難い親たちだったのです。  
 
千宗旦の茶は、二つの流れとなって継承されていきます。すなわち、三人の息子たち
が立てた三千家の流れと、弟子たちによる流れです。 
 
千宗旦の弟子のなかで、とくに卓越した四人が、宗旦四天王と呼ばれる高弟たちです。  
 
千宗旦の高弟たち 

 
宗旦四天王という言葉は、近代になってから生まれた
らしく、四天王に誰を含めるかは人によって異なるよ
うです。山田宗偏、杉木普斎（ふさい）、藤村庸軒（よ
うけん）まではほぼ共通しているものの、四人目が松
尾宗二だったり、久須美疎安（くすみそあん）だった
り、三宅亡羊（みやけぼうよう）だったり、一定して
いません。まれには、三千家プラス山田宗偏で四天王
と呼ぶこともあるようです。 
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宗旦四天王が活躍した時代は、17世紀末から 18世記にかけて、つまり元禄年間を
はさんだ近世社会の文化勃興期と重なっていました。茶湯も一部の特権階級の人々に
もてはやされるだけではなく、広く社会の隅々まで広がっていった頃で、彼らの啓蒙
活動が新興の町人や武士に影響を及ぼしていきます。そして、その最先鋒の茶人が山
田宗偏だったのです。 
 
宗旦四天王の頃に、茶道人口が爆発的に増加したことを示す証拠として、茶に関する
書物の乱造とも言える出版ラッシュがあります。啓蒙書やテキストが出版されれば、
当然茶道人口の裾野は広がったはずですし、年々出版数が増加していったのは、それ
だけ市場も大きく成長していたと考えられます。 

 
藤村庸軒（慶長 18(1613)～元禄 12(1699)）は、
はじめ小堀遠州に茶湯を学んだ後、千宗旦につい
て宗旦から台子の法を授けられたと言われてい
ます。また、藪内軒仲や金森宗和とも交友があり、
その茶歴は複雑です。おなじ宗旦門下の久須美疎
安は藤村庸軒の娘婿で、藤村庸軒が千宗旦から聞
いた逸話を、後に久須美疎安が編纂して元禄十四
年に出版したのが「茶話指月集」です。 

 
杉木普斎（寛永 5年(1628)～宝永 3年(1706)）は、
伊勢の御師として各地を巡りながら宗旦の茶湯を広
めた人でした。出版こそしなかったものの、茶湯の
伝書はたくさん書いたようです。現在でも 23種類
の伝書が残っており、おそらくその数倍の伝書を書
いて弟子たちに授けていたと言われています。 

 
松尾宗二は二人います。ひ
とりは千宗旦に学んだ楽只
軒（がくしけん）と号した
松尾宗二（天正 7年(1579)～明暦 4年(1658)）で、もうひ
とりはその曾孫の松尾宗二（延宝 5年(1677)～宝暦 2年
(1752)）で、こちらは宗旦の門弟の町田秋波、さらに表千家
千宗左に学びました。「敝帚記」（へいそうき）などを著して
茶湯を説きました。 
 
しかし、なんと言っても山田宗偏の
三部作「茶道便蒙鈔」（さどうべん

もうしょう）、「茶道要録」、「利休茶道具図絵」は、別格の光
を放っています。 
山田宗偏は、千利休以来はじめて利休の侘び茶を本格的な書
物として著し、人々に利休回帰を訴えたのでした。山田宗偏
の三部作は、この時代に限らず日本の茶道史における茶道書
の金字塔として今日でもその輝きを失っていません。  
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山田宗偏画像（山田家所蔵） 
 
現在、茶道宗偏流の本部は鎌倉市浄明寺にある。 
 
 
茶道宗偏流の開祖として知られる山田宗偏(1627～1708)
は、東本願寺末の長徳寺明覚の息子として生まれ、五世明
覚を継ぎました。17歳頃に還俗して千宗旦の門に入り、
利休正伝の茶湯の奥義を究めた人物です。  
 
明暦元年(1655)、宗偏 29歳のときには師の推挙で三河吉

田藩（愛知県豊橋市）小笠原忠知の茶頭となり、また宗旦は自分の名代であることの
証として、「不審庵」と「今日庵」の庵号を使うことを許し、さらに利休遺偈からと
った「力囲斉」の道号も与えています。この事実だけでも、山田宗偏が宗旦にとって
いかに特別な弟子だったかが理解できます。  
 
以後、三河吉田に居を移し、小笠原長矩（ながのり）、長祐（ながひろ）、長重（なが
しげ）と、四代の藩主に 42年以上仕えました。小笠原家が武蔵岩槻に転封になると
きに、茶頭の地位を二世山田宗引に譲って、宗偏自身は江戸へ出ます。 
元禄 11年(1698)年、71歳のことです。  
 
山田宗偏がこのとき、京都に戻らず江戸へ出たのは、成熟した京都ではなく新興著し
い江戸で、もっと庶民に利休の侘び茶の真髄を広めたいという希望があったといわれ
ています。それにしても、当時の 71歳と言えば、現在と異なり老齢の域をはるかに
越えた年齢でだったはずで、それはチャレンジ精神などと言う軽いものではなく、
我々にはうかがい知ることのできない決意があったのでしょう。ただただ、恐れ入る
ばかりです。  
 
江戸では本所二丁目（現在の墨田区緑一丁目付近）に暮らしたと言われ、すぐ近くは
本所松坂町の吉良上野介邸でした。山田宗偏は、しばしば吉良上野介邸に茶匠として
招かれています。 
吉良と山田宗偏を結びつけたのは、小笠原家長重だと考えられます。長重は京都所司
代として京都の滞在が長く、また幕府と朝廷の間の儀礼を司る高家肝煎の吉良上野介

とは旧知の仲だったのです。 
さらに、赤穂浪士のひとりである大高源吾が山田宗偏の弟
子だったこともあり、毎年 12月 14日には、全国の宗偏流
で吉良上野介と赤穂浪士を偲んだ「義士茶会」が催されま
ています。 
 
義士引揚之図（部分） 
伝承では、潮田又之丞の槍先に桂籠を下げさせ、吉良の首
に見立てて泉岳寺まで引き上げたという。謙信公以来の武
門の上杉家が、必ず首を取り返しに来ると信じていたので
ある。  
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鎌倉浄明寺にある 11世家元の道場では、運の良い人には、討ち入りの夜の茶会で使
われた「桂川の花籠」が披露されるかも知れません。通称「桂籠」と呼ばれる花入れ
で、浪士が泉岳寺に向かうときに、この花入れを布で包んで吉良の首に見立てて凱旋
し、用心のために本物の首は別に運んだという言い伝えがあるものです。 
なお、山田宗偏と赤穂浪士との関係を、「茶道忠臣蔵」としてこの後のページで検証
しております。  
 
三河吉田で茶匠だった頃、家中の津田六郎兵衛を茶事の亭主にして宗偏が口述し、山
中七郎右衛門が筆記するという形式で、一冊の本を書き上げています。これは 10年
後の元禄 3年(1609)に千利休百回忌に合わせて出版されました。この本こそ、我が
国において初めて出版された侘び茶の解説本となる「茶道便蒙抄」（さどうべんもう
しょう）です。宗偏がこの本を出版した意図は、激増する茶道人口に対応するには従
来の教え方では限界があると考え、テキストの必要性を感じていたという実用面もあ
ったでしょうが、山田宗偏が利休回帰を宣言したという面もあるようです。 
山田宗偏の茶風は、いわゆる「宗偏好み」として残されている道具類から推察すると、
千宗旦の茶風を継承しながらも宗旦よりもさらに「侘び」を追求した、まるで千利休
の茶風を目指していたのではないかと考えてしまうほど徹底した「極侘び」なのです。  
 
しかし、過去に回帰しただけではありませんでした。  
この時代、茶匠・茶頭と呼ばれた人間が数百人は存在していたなかで、山田宗偏がひ
ときわ大きな金字塔とされるのは、ひとつの時代を変えて新しい時代を創ったからに
他なりません。三千家の祖たちが本らしい本を書かなかったのに対し、山田宗偏は利
休の茶を広く世間に知ってもらい、出版というメディアを利用することで、新時代の
要求に応えたのです。 
また、徹底的に無駄をそぎ落として「型」にこだわる姿勢を貫いたのも山田宗偏から
と言われています。 
 
「茶道便蒙抄」が出版された翌元禄 3年(1690)には「茶道要録」が、元禄 15年(1702)
には「利休茶道具図絵」が出版されました。 
なお、「茶道要録」には、徳川光圀が序文を寄せています。この序文を光圀に依頼し
たのは、宗偏の高弟で後に「四方庵流学」の名を譲られた、旗本の菅沼定実と言われ
ています。 
 
山田宗偏の三部作 

 
右から「茶道便蒙抄」「茶道要録」「利
休茶道具図鑑」。それまでの華美に走
りがちな茶風とは一線を画す、無駄
を削ぎ落とした山田宗偏の美学は、
新興都市の人々に受け入れられた。 
 
 
ちなみに、菅沼定実の 3代さかのぼ
った先祖に菅沼定貴という人物がい
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ます。菅沼定貴の 2人の娘は、本田正直、本田正矩にそれぞれ嫁ぎました。この本
多家は、麻布桜田町の吸江寺を菩提寺にしていたため、嫁いだ 2人の娘も吸江寺に
葬られています。この吸江寺は、無外流の辻月丹とは深い関係がある寺院で、忠臣蔵
とも浅からぬ縁がありました。  
ついでに言えば、山田宗偏の弟弟子の京極高久も要注意人物です。なんと、京極高久
の祖父の京極満吉も吸江寺に葬られていました。  
 
どうでもいい知識はこのくらいにして、さっそく山田宗偏と忠臣蔵の関係について見
ていきましょう。 
 
 
 
 
茶道忠臣蔵 
 
元禄十四年 12月 14日、江戸に潜伏していた赤穂浪人たちは、筆頭家老だった大石
内蔵助を首領として本所松坂町の吉良上野介邸に討ち入りました。  
今回は、なぜ討ち入りが 12月 14日に決行されたのか、入手できるもっとも信頼で
きる史料をもとに検証していきます。  
 
吉良上野介愛用の茶道具 

  
山田宗偏は吉良邸をしばしば訪れ茶湯の指導を
していた。この茶道具は、討ち入りの晩の茶会で
使用されたと伝えられている。 
小説やドラマでは、浪士の一人で俳人としても知
られていた大高源吾が茶匠の山田宗偏に弟子入
りし、吉良邸で 12月 14日に茶会が催されるこ
とを聞き出すというパターンがスタンダードで
す。大石内蔵助は、ホスト役の吉良上野介が在宅

しているのは間違いないと考え、決行日をこの日にします。  
そこに演出上の尾ヒレが付いて、「吉良上野介は若い頃から職務で京都に滞在するこ
とが多く、京都で千宗旦に弟子入りして山田宗偏と兄弟弟子の関係だった」というも
のから、「山田宗偏は、吉良との友情と赤穂浪士の忠義の間で
悩んだ末、大高源吾の義侠心に同情して 14日の茶会の一件を
知らせた」という浪花節のような話まで様々ですが、どこま
でが信頼できる話なのでしょうか？  
 
忠臣蔵に関係する一次史料は、宮本武蔵や辻月丹に関するも
のに比べれば豊富に存在します。罪人とされた浪士の遺族た
ちの名誉回復が比較的早く行われ、世間が「義士」「烈士」と
ヒーロー扱いしたこともあって、その手紙や遺品などが大切
に保管されたのです。もちろん、なかには捏造された（とし
か考えられない）史料もたくさんあります。  
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大高源吾忠雄（享年 32）   

文化人の源吾は、子葉（しよう）の俳号で多くの句を残している。辞世の句は 
「梅で呑む茶屋もあるべし死出の山」 
だった。 しかし、リアルタイムに記述された一次史料のなかで、大高源吾の一件を
説明するものはほとんど存在しません。  
 
そこで二次史料以下にまで範囲を広げてみましょう。 
歴史家に信頼されている史料のなかで、大高源吾のこの一件が登場するのは「江赤見
聞記」（ごうせきけんぶんき）という文献です。浅野内匠頭の正室・瑤泉院（ようぜ
んいん）の用人（秘書）だった落合与左衛門が書いたとされるもので、ほぼリアルタ
イムと言って差し支えないものです。タイトルは、「江戸と赤穂で見聞きした記録」
という意味で、瑤泉院の用人と言っても赤穂浪士を一方的に賛美する書き方ではなく、
その内容は赤穂藩に幕府から通達された文書類や浪士たちの手紙などを中立的な立
場で編纂したもので、いずれにせよ赤穂藩の公文書を自由に見ることが出来た人物の
手によるものであることは間違いありません。  
史料中には、赤穂浪士たちの所在や大石内蔵助の動静なども詳細に記述され、赤穂事
件を扱った歴史書で「江赤見聞記」に依らないものは一冊もないと言われています。  
 
では、「江赤見聞記」では、12月 14日の茶会の一件をどのように記述しているので
しょうか？ 
ここに、その要旨を紹介します。  

 
①．大石内蔵助の親類である大石無人（ぶじん）の次
男である大石三平（みつひら）は、山田宗偏の弟子だ
った。同門には、中嶋五郎作（ごろさく）という材木
問屋がいて、大石三平と親しかった。 
②．中嶋五郎作のところに借家していた羽倉斎（はく
らいつき）は、江戸で神道や歌道を教えていて、吉良
上野介の屋敷にも出入りしていた。大石三平は、この
羽倉斎から12月14日に吉良邸で茶会が催されること
を聞いた。  
③．赤穂浪士の一人である大高
源吾も山田宗偏に入門してい
て、大高源吾も 12月 14日の
茶会の情報を掌握していた。  
 
④．羽倉斎と大高源吾の２つの

ルートから茶会の情報を知った大石内蔵助は、この日は吉良
上野介が在宅しているに違いないと考え、12月 14日を討ち
入り決行日と決めた。  
 
                             堀部安兵衛武庸（享年 34） 
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「決闘高田の馬場」で有名な赤穂浪士随一の剣の遣い手。 
急進派だった堀部は、穏健派の大石内蔵助とはしばしば対立する。 
最後は、大高源吾らと共に、久松松平家で切腹した。なお、「や 
すべえ」ではなく、正しくは「やす 
ひょうえ」である。 討ち入り決行日の決定に大高源吾が関与しているという話を、
一部の学者は、「大高源吾が著名な風流人だったことに結びつけた後世の作り話」だ
と斬り捨てていますが、じつは討ち入り間もない頃に書かれた「江赤見聞記」にはっ
きり記されているのです。ただし、「江赤見聞記」では、メイン情報は羽倉斎ルート
のほうで、大高源吾ルートは羽倉情報の補足確認のようなニュアンスになっています。  
 
赤穂浪士のなかでも、堀部安兵衛（やすひょうえ）のような江戸に滞在していたグル
ープと違って、大高源吾は直前まで京阪神方面に潜伏していた人物です。大高源吾が
山田宗偏に弟子入りできたとしても 11月以降ですから、討ち入りまでの一ヶ月余で
重要な情報を聞き出せると期待するほうがむしろ不自然です。 
メイン情報のルートは別にあって、大高源吾はそれを補足する役割だったと考えたほ
うが合理的に思えます。 
 
いずれにせよ、大高源吾がこの一件のキーパーソンの一人だったことは間違いありま
せん。 それでは、12月 14日までの流れを他の史料でも確認しながら、大高源吾や
山田宗偏が果たした役割について考えてみたいと思います。  
 
まず、吉良上野介が屋敷に滞在している日を選ぶ必要性は理解できるとしても、そも
そも隠居の身分の吉良上野介が、そんなに家を留守にすることが多かったのでしょう
か？  
じつは大石内蔵助は、吉良上野介がほとんど屋敷にいないことを早くから突き止めて
いました。  
 

堀部弥兵衛金丸（享年 77歳） 
 
浪人だった安兵衛を口説き落として堀部家の婿養子にする。
大石三平と交流があり、最後は大石内蔵助らと細川家で切腹
した。この絵は歌川国芳の「誠忠義士肖像」より。  
 
 
堀部安兵衛（やすひょうえ）の養父である堀部弥兵衛（やひ
ょうえ）の言行を集めた「堀部金丸覚書」（ほりべあきざね
おぼえがき）という史料があります。これは、浪士の一人で
ある堀部弥兵衛が書いた日記やメモ書きなどを編纂したも
ので、堀部弥兵衛の直筆が残っていますから一次史料と言え
るものです。  
「堀部金丸覚書」によれば、弥兵衛は大石三平から中嶋五郎
作という人物を紹介されます。11月 6日のことです。この中嶋は京橋で材木問屋を
経営していながら、かなりの趣味人で、茶匠山田宗偏の門人でもありました。また、
中嶋五郎作の店子の羽倉斎（はくらいつき）という神道家のことを聞かされました。
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羽倉斎は吉良家の家老・松原多仲（たちゅう）の神道・歌道の師匠だったので、吉良
家とも懇意でした。11月 8日に再会した大石三平は、この羽倉斎からの情報として、
吉良上野介は邸内で頻繁に茶会を催していること、そして吉良邸の修理や掃除は行き
届いておらず、上野介は屋敷を住居としては使用せずに、息子が藩主をしている米沢
藩上杉家の上屋敷で寝泊まりすることが多いこと、などを伝えます。  
 
吉良を狙える瞬間は茶会のタイミングしか残されておらず、大石内蔵助にとって、こ
こで初めて吉良邸の茶会のスケジュールが重要な意味を持ってくるのです。ですから、
大高源吾を山田宗偏のもとに送り込むとすれば、この 11月 8日以降しか考えられま
せん。実際に、大高源吾が山田宗偏に入門できたのは 11月 19日で、討ち入りまで
１ヶ月を切っていました。  
いずれにしろ、情報ルートとして中嶋五郎作＆羽倉斎ルートのほかに、大高源吾ルー
トを確保したのです。  
 
寺坂吉右衛門信行 
 
討ち入り時は 36歳。現在でも、討ち入り不参加説から逃亡説まで論争に決着はつい

ていない謎の多い人物。おそらく、泉岳寺で切腹するつも
りだった大石内蔵助たちは、切腹まで付き合う必要はない
からと、寺坂を逃がしたのではないか。この絵は大石神社
所有のもの。  
 
 
また、赤穂浪士のひとり、寺坂吉右衛門の言行をまとめた
「寺坂信行筆記」にも重要な証言があります。これは、寺
坂吉右衛門の孫が吉右衛門から聞き取ったことを執筆した
ものです。  
寺坂吉右衛門とは、討ち入り後に吉良邸から泉岳寺まで引
き上げる間に、ただひとり離脱した男です。寺坂吉右衛門

は、四十七士の中でも軽輩だったため、泉岳寺まで同行させてもらえなかったとか、
主人の吉田忠左衛門の命を受け、浪士の家族に事件の顛末を伝えるために離脱したと
か、離脱の理由は現在も謎とされています。 
晩年は江戸麻布の曹溪寺で寺男をしていたようで、延享四年(1747)に 83 歳で亡くな
りました。  
この寺坂吉右衛門の言行を編纂したのが「寺坂信行筆記」です。  
「寺坂信行筆記」によると、大石内蔵助の親類の大石無人（ぶじん）・三平（みつひ
ら）の父子が江戸で浪人をしていて、大石三平が山田宗偏に弟子入りしていたことに
目をつけた大石内蔵助が、吉良家の動静を報告させていたと書かれています。  
そして、大石三平から知らされた茶会は 12月 6日で、初めはこの日を討ち入り決行
の日にします。 
 
ところが、前日 12月 5日の晩に、徳川綱吉が側用人の柳沢吉保邸へ下向すると言う
情報が入ったため、討ち入りは中止になりました。綱吉の御成で江戸の町の警護が厳
しくなると心配したのです。 
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六義園（東京都文京区） 

柳沢家の江戸藩邸の庭園だった六義園は 
元禄 15年に完成している。水戸藩邸の後楽
園とともに、江戸の二大庭園と呼ばれた。  
 
 
「常憲院殿（綱吉）御実記」にも、12月 5
日は「松平美濃守吉保がもとにならせ給う」
と書かれています。柳沢吉保は 11月に徳川
綱吉から松平の姓を名乗ることを許され徳
川一門の仲間入りをしていました。12月 5
日には柳沢の嫡子吉里とその妻にも、将軍
自ら祝賀の品を手渡すために下向したのです。 
柳沢吉里に対する徳川綱吉の愛情は異常なほどで、こうしたことから柳沢吉里の「綱
吉の隠し子伝説」が生まれます。例えば東京大学史料編纂所教授の山本博文氏も「あ
ながち嘘とは言い切れない」と言っているように、現在も隠子伝説は一部で支持され
ています。 
余談ですが、この柳沢吉里の正室は、辻月丹の最大の支援者である酒井忠挙（ただた
か）の娘です。横浜の金沢八景には、酒井忠挙と柳沢吉里の二人が舟に乗って漢詩を
詠んだという伝説が残っていますが、それは別の機会に取り上げたいと思います。 
 
さらに、「堀部金丸覚書」と「寺坂信行自記」には一致する記述があります。  
もともと、大石無人・三平父子は、大石内蔵助よりも堀部弥兵衛・安兵衛父子と懇意
にしていた人物でした。堀部弥兵衛が大石三平に宛てた 12月 11日付の手紙では、
堀部弥兵衛は三平に対して、「12月 6日の茶会が延期されて浪士たちが焦っている
ので、早く次の茶会の期日を突き止めて欲しい」と催促しているのです。「御むつか
しきながら草々お知らせ下さるべく候」と切迫した状況を伝えています。江戸に潜伏
してからも離脱者が続出し、12月 11日は江戸急進派の一人である毛利小平太が脱
落した日だったので、堀部弥兵衛の焦りが極限に達していたことが分かります。  
「寺坂信行自記」では確かに 12月 6日の茶会情報は存在しており、「堀部金丸覚書」
では 12月 6日以降のことを大石三平に催促しているわけですから、二つの情報がピ
タリと一致しているのです。  
 
人間国宝・七世竹本住太夫のCD「義士銘々伝 弥作鎌腹
の段」(ぎしめいめいでん やさくかまばらのだん) 
討ち入り当日の茅野和助が主人公である。泣けます。  
 
 
実際に、12月 6日の討ち入り計画はあったようで、茅野
和助（かやのわすけ）が 12月 5日に家族へ宛てた暇乞
状には、6日が討ち入りと記述されています。「明 6日朝
後、やしきへ切り込み申すはずに御座候」という一節が
残っています。ちなみにこの頃の１日とは、日の出から
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次の日の出までですから、12月 6日は 6日の日の出から 7日未明（日の出前）まで
を意味します。  
 

大石内蔵助愛用の扶持欠けの釜 
 
大石が主君内匠頭の苦労をねぎらい、遠く赤穂の地
で茶を点じて献上しようとしたその時、釜の扶持が
欠けてしまった。この瞬間、江戸城中では刃傷事件 
が起きていたという。  
 
 
堀部弥兵衛の手紙からわかるように、12月 11日に
はまだ 14日の茶会情報は入手できていなかったの
です。 
しかし、12月 13日の富森助右衛門（とみのもりすけえもん）が大石無人に送った
手紙では、翌 14日の茶会情報をとりあえず入手できていたことがわかります。富森
助右衛門の手紙には 
 
「（吉良邸に）いよいよ明日客これ有り候段、承知いたし候えども、心もとなく候間、
斎（いつき）を以て申し来たり候つもりに付き、今日昼過ぎ垣見五郎兵衛宿へ内々お
出で下されたく候」 
 
とあるのです。 
斎は羽倉斎のことで、垣見五郎兵衛は大石内蔵助の変名です。近衛家用人を名乗って
いました。 
 
この内容を意訳すると、「吉良邸の茶会が、明日に催されることを突き止めました。
しかしながら、信憑性は疑わしいので、羽倉斎にも確認したいのです。つきましては
本日昼過ぎ、大石内蔵助の宿で会えませんか？」というものです。  
つまり、14日の茶会情報は、11日～13日の間に入手できたことになります。  
 

近衛家用人・垣見五郎兵衛 
忠臣蔵の後半は、名場面が目白押しだが、な
かでも垣見五郎兵衛が登場する「大石東下り」
は、「南部坂雪の別れ」「俵星玄蕃涙の助勢」
「赤埴源蔵徳利の別れ」などと共に、涙必至
の名場面だ。  
偽名で宿泊している内蔵助の宿で、本物の垣
見五郎兵衛と出くわしてしまう。垣見は近衛

家発行の道中手形を示すよう大石に迫るが、大石が見せたのは主君内匠頭が切腹で使
用した短刀だった。しかし鷹羽の定紋で赤穂の旧臣と察知した垣見は、本物の道中手
形を大石に与え、「武士は相身互い」と言い残して去っていく胸を打つ物語。 
 写真は、長谷川一夫（国民栄誉賞）と中村鴈治郎（人間国宝）が共演した大映オー
ルスター版。 
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では、富森助右衛門の手紙にある、14日の茶会情報はどこから入手したのでしょう
か？  
じつは、富森助右衛門のこの手紙には、非常に重要なことが書いてあります。  
これまで確認してきたように、情報ルートは、  
①．中嶋五郎作＆羽倉斎 
  （羽倉は吉良家に出入りする国学者）  
②．大石無人・三平 父子 
  （内蔵助の親戚で、三平は山田宗偏の弟子）  
③．大高源吾 
  （赤穂浪士の一人で、山田宗偏の弟子）  
の３つがありました。  
富森の手紙は、「大石無人さん、我々はある筋から 14日の茶会情報を入手しました。
つきましては、羽倉斎にも確認をお願いしたい」と言っているのです。つまり、「あ
る筋」とは、ここに登場しない中嶋五郎作か大高源吾しか考えられないわけです。し
かし、中嶋五郎作の可能性は、ほとんどゼロだと言えましょう。なぜなら、中嶋五郎
作は羽倉斎に非常に近い人物です。もし中嶋五郎作がネタ元ならば、すでに羽倉斎に
も確認済みの情報と考えるべきで、羽倉斎に裏付けを取りたいということは、中嶋や
羽倉とは全く別の情報源だと考えなければ辻褄が合いません。  
 
つまり、12月14日の茶会情報を突き止めたのは大高源吾しか考えられないのです。  
 
 
両国橋の別れ 

   
風流人だった大高源吾は、俳人の宝井其角の弟子で
もあった。左のシーンは、13日に宝井其角が両国橋
の上で、笹竹の行商をしていた大高源吾とばったり 
出会う有名なシーン。其角が、 
「年の瀬や 水の流れと 人の身は」 
と題を出すと、大高は 
「明日またるる その宝船」 
と返した。 
 
 
「江赤見聞記」（ごうせきけんぶんき）によれば、大
高源吾は 12 月 10 日頃に山田宗偏を訪ねています。 
大高源吾は、大阪の商人・脇屋新兵衛と名乗り山田
宗偏に近づいていました。近日中に大阪に戻らなけ
ればならないので、臨時の教授を依頼したのです。
山田宗偏は了解し、12月 15日を提案しました。し

かし、大高源吾はもっと早い日を希望してその間の予定を訪ねました。すると、12
月 14日には吉良邸で茶会があり、それに出席すると聞かされます。  
この情報が、大石内蔵助に伝わることとなります。  
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大石内蔵助は、大高源吾の情報の裏付けを急ぎました。  
羽倉斎には 12月 12日に確認をとったところ、羽倉からは「心もとない」という返
答でした。  
堀部弥兵衛も大石三平に確認をします。堀部弥兵衛の13日付けの手紙には「今日中、
必々垣見へ御越し頼み奉り候」と、必死な様子がうかがえます。  
 
そしてついに 13日、念願の羽倉斎からの最新情報が届きます。 
 

羽倉斎（1669～1736） 
  
京都伏見稲荷の神官の子として生まれ家学の神道と
歌道を学び、妙法院宮（霊元天皇の皇子）に歌道を
教えた。その後江戸に出て幕府に仕え、神道・歌道・
有職故実の研究を行った。 
 
 
 そこには「御頼み候両品の事、とかく相知れ申さず
候」と書かれていたものの、「なおなお、彼方の儀は
十四日にようにチラと承り候」と書かれていました。
「御頼み候両品」と「彼方の儀」が何を意味するのかいくつかの解釈がありますが、
おそらく大石内蔵助たちには理解できたのでしょう。  
「茶会が 14日という噂は聞いているが、確約は出来ず、その日に吉良が在宅してい
るかも分からない」という解釈が一般的なようです。  
 
こうして確信が持てないまま、運命の 12月 14日を迎えます。  
前日の間瀬久太夫（ませきゅうだゆう）の手紙には、「明朝、斎（いつき）より案内
次第、またまたその段、申し入るべく候」とあるように、浪士たちは羽倉斎の最新情
報に期待していたのです。  
 
「寺坂信行自記」によれば、「十四日昼時、かねて申し合い候大石三平方より上野介
殿御事、今日帰宅なされ候よし聞き付け、さっそく告げ来り候」とあります。おそら
く大石三平の情報源は羽倉斎でしょうが、この情報は、前日まで上杉邸に宿泊してい
た吉良上野介が、その日に帰宅する予定だ、というものでした。  
 
さらに「江赤見聞記」では、この後に大高源吾からも、吉良上野介が今日帰宅するら
しいと言う情報を伝えたことになっています。  
 
結局、討ち入り日を決めるにあたり、大高源吾が果たした役割をまとめると、下記の
ようになります。 
 
＊ 当初は、羽倉斎情報の裏付けが目的で山田宗偏に送り込まれた。 
 
＊ しかし 12月 14日情報を突き止めた最大の功労者は大高源吾で、このときから
羽倉は大高情報の裏付け確認に利用されるという、立場が逆転した。 
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＊ 12 月 14 日に吉良上野介が帰宅することも突き止め、これで討ち入りへの引き
金が引かれてしまった。 
 
これが戦国時代ならば、田楽狭間で今川義元が休息していると織田信長に知らせたほ
どの功労者が大高源吾だったと言えるでしょう。 
 
そして、運命の吉良上野介邸討ち入りへと突き進むことになります。  
赤穂浪士たちが、吉良邸から約 1キロ離れた集合場所を出発するのが 12月 14日七
ツ時（翌 15日午前 4:40）ですから、吉良邸に到着したのは午前 5時頃と考えられ
ます。元禄 14 年 12 月 14 日七ツ時は今日の暦では 1月 31 日午前 4:40 ですから、
1月 31日午前 5時頃には吉良邸前に到着したことになります。 
そして宿願を果たし、まだ朝日の昇らぬ午前 6時頃には吉良邸を引き上げたのでし
た。  
 
義士引揚之図 

 
両国橋を渡ろうとする浪士の前を、大目
付・仙石伯耆守が立ち塞がる。橋を渡る
と江戸御府内だから、ここを通すわけに
はいかないが、引き返して道を変えて泉
岳寺まで行くのなら、幕府は一時見逃そ
うという配慮だった。 
 
 
前述したように、宗偏流の山田家には浪

士の潮田又之丈が槍の先にぶら下げて泉岳寺に運んだ吉良上野介の首は、じつは茶会
で使われた「桂籠」で、本物の吉良の首は別に運んだという奇妙な話が伝わっている
そうです。作り話だとしても、血生臭いことを嫌う茶道流派が、あえてこんな話を作
ること自体が不思議な気もしますが、よくよく調べてみると、この話は作り話とも言
い切れないのです。 
 
まず、「堀部金丸覚書」によれば、首の輸送にかんする事前計画として、 
 
討ち退き候節右の舟に取り乗り、泉岳寺へ舟を着け、御石塔へ父子の首を供え各拝を
仕り 
 
とあるのです。つまり、首だけを舟で別に泉岳寺に運ぶ手筈だったのです。また、大
石内蔵助が事前に指揮した命令書では、必ず上杉軍が首を取り返しに来るから、首は
上着でくるんで隠すように細かな指示があります。 
 
「桂籠」は千利休伝来で山田宗偏にとっては家宝にも匹敵する花入れであり、風炉の
季節でもないそんな真冬に、利休正伝の印可状とも言うべき品を、なぜ吉良邸に持ち
出したのか？この辺も不思議ではありますが、元禄 15年 12月 19日が千宗旦の四
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十五回忌であることを考えれば、当日の茶会では千宗旦を偲んでいたと考えることで
納得ができます。 
 
 
明けて 12月 15日、46人の赤穂浪士は、泉岳寺の亡君に報告を済ませた後、幕府大
目付に自首します。 
 
仙石邸門前の場（天保四年(1833)） 

 
大目付の仙石伯耆守（ほうきのかみ）
に自首する大石内蔵助（市川團十郎）
と密命を受けて離脱する寺坂吉右衛門
（尾上菊五郎）。門扉の下桟の形作る線
が、まさに団十郎の強い視線をあらわ
すかのように配されて、二人の間の緊
張感を巧く演出している。なお、史実

では寺坂は吉良邸引き上げ直後にすでに離脱している。 
 
 
早朝の幕閣の評定では、赤穂浪士を夜盗同然と見なして全員斬首という方針が決まり
ます。とくに強硬だったのは、前日の吉良邸に主賓として招かれていた老中の小笠原
長重でした。長年の友人だった吉良上野介を殺されたばかりか、自身も一歩間違えば
危なかったわけですから、怒り心頭だったことでしょう。  
 
ドラマでは、山田宗偏が大高源吾の「義侠心に同情」して茶会の一件を知らせた、と
言うような解釈が見られますが、現実には山田宗偏の積極的な関与は存在しなかった
はずです。 山田宗偏は、この時すでに小笠原家の茶頭の地位を子孫に譲っており、
自身は長重の家臣ではありませんでしたが、40年以上も仕えていた小笠原家を自ら
の意志で裏切るような真似は出来なかったはずですし、息子にも責任が及ぶような危
険な真似をするとは思えません。後で責任を問われることを覚悟しながらも義侠心で
支援し、「天野屋利兵衛は男でござぁ～る」と大見得を切るのとは立場が異なります。  
たしかに、当時の世論は赤穂浪士に同情し「武士の鑑」（かがみ）と持てはやす風潮
はありました。しかし、小笠原長重自身が赤穂浪士に対して厳しい見方をしていた最
右翼の一人だった以上、山田宗偏が（仮に浪士に同情していたとしても）小笠原長重
と対立する行為をするとは考えにくいのです。  
 
天野屋利兵衛は男でござる 
大阪の商人・天野屋利兵衛は、討ち
入りの武具の調達などを請け負って
赤穂浪士を陰で支援した。そのため、
大阪町奉行所から厳しい取り調べを
受けたが、最期まで口を割らなかっ
た。 
 「天野屋利兵衛は男でござる」は、
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この場面の決めゼリフ。ただし、これは完全なフィクションである。 
 
 
山田宗偏の子孫が、その後も小笠原家の茶頭を勤め続けていることなどを考慮すれば、
山田宗偏の積極的な関与は、当時から噂ぐらいはあったのかも知れませんが、真面目
に詮索されるようなことではなかったのです。  
 
ちなみに、討ち入り直前の茶会のメンバーは次の通りです。 
 
  正客  小笠原長重 
  次客  大友義孝 
  詰    品川伊氏 
  亭主  吉良義央 
  半東  山田宗偏 
 
とりあえず、赤穂浪士 46人は、肥後細川家、久松松平家、長府毛利家、三河岡崎水
野家の四家に分散して預けられます。  
驚くことに、大目付からの要請で46人を引き取りに行くこの四家の武士たちの数は、
なんと 1,400 人でした。たかだか 46人を迎えに行くのに、1,400 人が大目付邸に集
結し、小雨の中を 12時間も待ち続けたのです。  
 
このとき、後に久松松平家で浪士たちの世話役になる波賀清太夫朝栄（せいだゆうと
もひさ）という人物が書き残した「波賀清太夫覚書」は、機会があればぜひ読んでい
ただきたい面白い文献です。  
波賀清太夫は、大目付邸内にいた赤穂浪士に羨望の眼差しを向けていました。そして、
鉄砲隊まで持ち出して、大目付邸の前に集結したのです。彼らは、武門で知られた上
杉家が実父を殺されて仕返しにやって来ないはずはないと確信していました。そして、
上杉軍と一合戦して武士の一分（いちぶん）を見せたかったのです。この間の、波賀
清太夫の疲労は極限に達していたはずですが、逆にアドレナリンの分泌も最高潮で、
小雨の中でメラメラと燃えている様子が興味をそそります。  
しかし、米沢上杉家は動きませんでした。  
 
イタリア大使館 

 大高源吾ら 10人は、現在イタリア 
 大使館がある久松松平家の上屋 
 敷に預けられ切腹した。 大高源吾は、堀部安兵衛
や大石主税（ちから）らと共に、この久松松平家に
預けられます。松平家と細川家では、藩主自ら浪士
たちに面会するほどで、切腹の当日まで厚くもてな
したと言われています。  
「忠誠後鑑録」（ちゅうせいこうかんろく）と言う史
料には、大高源吾がこの松平家にいる間に、山田宗
偏に詫び状を送ったと記されています。  
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「一つには謀計ながら師弟となり、真実にその道を伝え給いし謝礼を述
べ、二つには近来隔意なく懇に預かり忝旨を述べ、三つには天神地祇の
加護によって公に参会致し、この大願を果たす事、卑臣は申すに足らず、
亡主の憤りを散ずる事、有難き次第、生々世々の御厚恩、四十六人一同
に相歓候。ただし欺きて師とし、欺きて弟子と成りたる事恐れ入り候。
併しながら義士忠臣の為す所なれば、御免を蒙るべし。」（忠誠後鑑録） 
 
とあります。  
この手の話は、後世の作り話が多いのですが、我々はこれに近い話は存在していたと
考えています。それは、久松松平家の浪士に対する厚遇を考えれば、浪士の口上を伝
えるくらいの対応はしたでしょうし、波賀清太夫という情に厚く無骨を絵に描いたよ
うな武士と毎日接していれば、目的のためとはいえ師匠に詫びを入れたいと自然に思
う気がするのです 
 
翌元禄十六年 2月、浪士たちは全員切腹し泉岳寺に葬られ、こうして「茶道忠臣蔵」
の物語は幕を降ろすことになります。  
 
山田宗偏は、宝永五年(1708)に江戸でなくなりました。 宗偏の子孫たちは、小笠原
家に代々仕え、利休正伝の茶道を伝えて行ったのでした。  
 
河井継之助とガドリング砲 

  
幕末の越後長岡藩に彗星のごとく登場した河
井継之助は、幼少時から宗偏流に親しみ、自
ら蒼龍窟と号した。官軍との和平を望んだが、
時代は彼を戦場に駆り立てたのである。 また、
羽倉斎はこの後国学者として大成し、八代将
軍・徳川吉宗に講義をするまでになります。
国学者としては、荷田春満（かだのあずまろ）
という名前を用い、江戸時代を通じて賀茂真
淵、本居宣長、平田篤胤と並んで、国学の四

大人と呼ばれています。  
その間、羽倉斎の最大の理解者は、越後長岡藩主の牧野忠辰（ただとき、1674～1721）
でした。長岡藩では後に牧野忠精（ただきよ、1760～1831）の頃に、茶堂を置いて
正式に宗偏流を採用しています。 
そして長岡の宗偏流は、幕末に登場する「ガドリング砲」の河井継之助（つぐのすけ、
1827～1868）らにも継承されていくのです。  
今日でも越後長岡と言えば、日本でもっとも宗偏流が盛んな地域のひとつとして知ら
れていますが、その切っ掛けをつくったのは、「茶道忠臣蔵」での縁だったのかも知
れません。  
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宗雅と抱一 
 
辻月丹をとくに庇護した大名四家のうち、伊達家と小笠原家の茶湯に触れてきました
が、残る山内家と酒井家の茶湯についても見てみましょう。  
 
山内家では、江戸時代初期には金森宗和（かなもりそうわ）が茶頭を勤めており、歴
代の藩主の見事な茶道具から推察すると、それなりに盛んだったと考えられます。し
かし、江戸時代を代表する大名茶人と言えるほどの藩主は輩出していません。  
 

酒井忠世画像 
  
徳川秀忠の側近として土井利勝と共に江戸幕府最初
の大老となる。家光時代に、家光が日光参詣中に江
戸城で留守を守っていたが、火災を起こして失脚す
る。曾孫の酒井忠挙が徳川吉宗の政治顧問となった
とき、曾祖父の火事事件の教訓から、江戸町火消し
を提言している。町火消しを提言したのは大岡越前
ではなく、酒井忠挙なのだ。 
 
 
 いっぽうの雅楽頭系酒井家では、藩主自らが茶湯を
好んでいたことを示す記録が多く残っています。こ
れは、藩主の趣味嗜好の問題というより、酒井家が譜代大名筆頭として江戸幕府にお
ける大老・老中を輩出した特殊な家柄だったことに関係しているようです。  
老中・大老を勤めた酒井忠世(1572～1636)や、同じく老中・大老を勤めた酒井忠勝
(1587～1662)が、徳川秀忠や家光の側近中の側近だったため、将軍に点茶を献じる
機会も多かったのです。とくに酒井忠勝は、小堀遠州と交流が深く茶を学んだことで
知られています。 
 
酒井忠勝画像 

 
忠勝は、徳川家光がもっとも寵愛した側近だった。牛込（現
在の神楽坂付近）の酒井邸に下向するために外堀に架けた
のが牛込橋だ。忠勝は、家光が下向するときに屋 
敷を矢来垣（やらいがき）で囲んだため、酒井邸の付近は
「矢来町」と呼ばれるようになった。  
 
 
酒井家に石州流茶道が伝わるのは、四代将軍徳川家綱の頃
の老中・大老を勤めた酒井忠清からで、石州流の平国宗斎

を茶道師範に迎えています。平国宗斎は、酒井忠清、忠挙（ただたか）の父子二代の
時代に茶道師範を務めており、酒井家からは年間金百両、歳暮には黒羽二重御紋服と
雁二羽が与えられました。平国宗斎は宝永五年(1708)に隠居が認められ、その後は
生涯三人扶持が支給されました。  
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さすがに「下馬将軍」と言われた酒井忠清だけあって、徳川家綱へ点茶を献上した記
録や、大名・公家の茶会に招かれた記録も豊富です。しかし、次の徳川綱吉時代に酒
井忠清は失脚して息子の酒井忠挙も幕政から遠ざけられたため、酒井家の茶湯の記録
は姿を消します。その後、忠相（ただみ）、親愛（ちかよし）、親本（ちかもと）と三
代にわたる藩主が若死にしたため、酒井家の幕府における家格は下がり続けました。  
 
酒井忠恭画像 

  
徳川家重は将軍としての器量には疑問がある人物
だった。父親の吉宗は家重がやり易いように幕閣を
同世代で固めたのだ。酒井家当主が本丸老中になる
のは久しかったが、さすが酒井家、いきなり老中首
座である。 
 
 
酒井家の家格が完全復活したのは、徳川吉宗の大御
所時代からです。  

徳川吉宗は、長男の徳川家重(1712～1761)に将軍職を譲るにあたって、家重と年齢
の近い譜代名門の藩主たちを抜擢して家重政権を盛り立てようとしました。家重より
二歳年長の前橋藩主・酒井忠恭（ただずみ、1710～1772）を老中首座としたのです。
さらに忠恭を、それまで徳川一門に準ずる大名家しか任されることのなかった、西国
の抑えの要とも言うべき播磨姫路城主に指名しました。酒井忠恭の江戸城内の殿席も
彦根井伊家と同じ溜の間（たまりのま）とし、酒井家の家格を完全復活させて政権を
支えさせたのでした。  
酒井忠恭が茶湯に熱心だったかはわかりませんが、茶器のコレクターとしてはかなり
有名だったようです。  
 
酒井忠恭の死後、すでに早世していた嫡子の忠仰(ただもち、1735～1767)に代わっ
て、孫の酒井忠以（ただざね、1756～1790）が弱冠 18歳で播磨姫路城主となりま
す。  
 

酒井宗雅（忠以）画像 
   
若年ながら将軍名代として光格天皇即位式に参賀し、溜
間詰を命じられるなど、将軍補佐役として重要な位置に
あった。あり余る才能を開花し尽くせぬまま、 
36 歳の若さで亡くなった酒井宗雅だが、その風雅を楽
しむ生き方は、多くの理解者に受け継がれた。 
 
 
酒井忠以は、宗雅と号した異色の藩主でした。大名の教
養として、能、連歌、仕舞、俳諧、弓、槍などを学んで
いますが、とくに絵画と茶湯にかけた情熱は並々ならな
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いものでした。  
 
絵は若い頃から狩野派総本家の狩野高信に学び、後には長崎派の宋紫石や宋紫山にも
学んでいます。七歳年下の弟・忠因（ただなお）にも絵の手ほどきをしており、兄弟
二人で描いた絵が残っています。忠以の画技は当時の狩野派の画家たちと比較しても
遜色なく、もっと評価されてしかるべき大名画家の一人です。 
酒井忠以が実際よりも評価が低い原因は、おそらく弟の酒井忠因があまりにも著名な
画家だったことにあるのかも知れません。  
 
酒井忠因（ただなお）は、号を抱一（ほういつ）と言い、尾形光琳に私淑して琳派を
完成させた人物と言われています。江戸小石川の酒井家別邸で生まれ、７歳で父・忠
仰を、１１歳で母・里姫を、１２歳で祖父・忠恭を亡くし、兄・忠以を親代わりに生
きてきました。兄が若くして亡くなると剃髪し、大名の束縛された生き方を嫌い、市
井に住んで悠々と文雅の世界に生きました。おそらく、酒井家の歴史上、もっとも有
名な人物と言っても良いでしょう。  
 
赤茶碗白玉椿図（宗雅、抱一 作） 

   
酒井宗雅と抱一の兄弟共作の一枚。宗雅手作
りの赤茶碗と白椿の対照が見事な、ほのぼの
とする作品。赤茶碗を宗雅が、白椿を抱一が
描いた。 
 
 
酒井抱一が絵画の世界に没頭する頃、兄の宗
雅の興味は絵画から茶湯に移っていきました。
もともと石州流を学び、宗雅と号した茶人大

名でもあり、自ら「石州三百箇条」（全 34冊）を書き写しているほどですが、当時
の最高の茶人大名と言われた松平不昧（ふまい、1751～1818）との出会いが茶道に
没頭する切っ掛けになったのは間違いないようです。 
とくに晩年の茶湯に賭ける情熱は凄まじく、酒井宗雅が残した「玄武日記」「逾好日
記」（ゆこうにっき）には、彼の茶会の様子が亡くなる直前まで記録されています。  
 

逾好日記（一得庵宗雅筆） 
 
松江藩主・松平不昧の指導で茶道への造詣を深めた宗雅は、 
天明六年（1786）末、江戸上屋敷に新たな茶室「逾好庵」
を設けた。これに因んで名付けられた『逾好日記』には二年
半にわたって１７９回の茶会記が記されている。  
 
 
「逾好日記」によれば、酒井宗雅は山田宗偏が製作した茶杓
を好んで使用しています。例えば、天明七年 8月 17日の江
戸藩邸での茶会記では、「茶杓宗偏銘小ふり」とあり、「花入
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れ 山田宗引」（宗偏流二世）とあります。 また、同年 11月 18日正午の茶会では、
「松平甲斐守」（柳沢保光、1753～1817）、「小笠原佐渡守」（小笠原長堯（ながたか）、
1761～1812）とともに、「山田宗也」（宗偏流四世）の名前があります。さらに小笠
原と山田宗也のコンビは、翌年 3月 3日にも見ることが出来ます。山田宗也には「茶
ノ時入」と記載があるので、はじめは大名たちに懐石料理が振る舞われ、シメの茶湯
のときに山田宗也の登場となったようです。  
なお、さらに同年 12月 21日には、「山田宗圓」の名前がありますが、宗偏流三世は
すでに亡くなっているので、山田宗也の間違いだと考えられます。  
宗偏流四世の山田宗也は、小笠原家の茶頭であるとともに、当時の江戸でも高名な茶
匠として知られていた人物でした。宗偏流中興の祖とも言われています。山田宗也が
酒井宗雅の茶会にしばしば登場するのは、同じ茶人として宗雅が山田宗也に尊敬の念
を抱いていたからに他なりません。  
 
この後、山田宗也が酒井忠以の日記に登場することはありませんでした。 酒井宗雅
は参勤交代で姫路へ帰国し、江戸へ戻って亡くなってしまうからです。３６歳の若さ
でした。  
 
さまざまな芸事を極めた酒井宗雅でしたが、その晩年にもうひとつ熱中していたもの
がありました。それは刀鍛冶です。  
 

宗雅作脇差（姫路神社蔵）  
 
もともと祖父の酒井忠恭が、現在の姫路城南方にある護国神社
に鍛冶小屋を設けたのが始まりでしたが、宗雅はその鍛冶小屋
を城内に移築してしまいます。これがどのくらい異例なことか
と言えば、徳川二百六十諸侯のなかで刀剣を製作した大名は何
人かいますが、城内に鍛冶小屋を設けて刀鍛冶を置いたのは、
じつは姫路酒井家だけなのです。  
酒井宗雅作の刀剣は、現在も姫路城や姫路神社に保存されてい
ます。  
 
しかし、酒井宗雅にとっての刀鍛冶は、趣味の工芸だけで終わ
りませんでした。  
宗雅は、自身で焼き入れした太刀を使って、それまで絶えてい
た家伝の自鏡流居合の稽古を始めたのです。天明九年に姫路城
内で刀剣を製作した宗雅は、翌年に江戸へ戻ると、自鏡流居合
の稽古を始めました。このとき酒井宗雅は稽古相手として、少
年時代に江戸中屋敷で無辺流槍術の稽古相手をつとめさせた、
高橋八助充亮という江戸詰藩士を召し出します。酒井宗雅の居
合の稽古相手を命じられる高橋八助こそ、姫路藩で途絶えてい
た無外流剣術と自鏡流居合を後に復興させる立役者となった人
物です。  
 
なお、酒井宗雅が無外流剣術に興味を示したという記録はなく、
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自鏡流居合のみ稽古したことは、自ら焼き入れした刀剣を使うことに意義を見出して
いたからだと考えられます。  
無外流剣術の家元が代々の剣術指南役を勤めた土佐藩山内家では、併伝していた自鏡
流居合は残らず、無外流剣術だけが、まるで将軍家における新陰流のように扱われた
のに対して、酒井家では幕末まで無外流剣術と自鏡流居合が併伝していく背景を考え
ると、その切っ掛けは酒井宗雅の刀剣作りにまでさかのぼることが出来るのです。  
 
酒井家における無外流剣術の復興は、次の藩主で長男の酒井忠通（ただひろ）によっ
て行われました。  
 
酒井忠以公之像（姫路神社境内） 

  
江戸と姫路に風流の種をまいた宗雅の思いは、後世に続く
者たちに受け継がれたのである。  
 
 
酒井宗雅が藩主だった時代は、田沼意次と松平定信が老中
だった頃で、財政赤字の増大は深刻となり、徳川幕府の屋
台骨が崩れ始めようとしていました。天災が続き世情が混
乱するなかで、譜代大名筆頭という現実と、雅遊の世界の
間を行き来しながら短い生涯にその才能を燃やしたので
す。あり余る才能を開花しつくすには、短すぎる人生だっ
たのかも知れません。しかし、彼の残した美意識の種は確
実に次の世代に受け継がれ芽を出しました。 

 
とくに、絵画は弟の酒井抱一に大きな影響を及ぼしたと言われ、やがて抱一の画風は
「江戸琳派」と呼ばれ現代でも人気の高い近世を代表する画家になります。茶道は宗
雅の師でもあった松平不昧が、宗雅の茶道具とともに受け継ぎました。 
刀鍛冶は歴代の酒井家当主に受け継がれ、藩主による焼き入れは幕末まで続きます。
同時に、復興された自鏡流居合と無外流剣術も藩主による稽古が続けられ、無外流居
合として現代に受け継がれたのです。 
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武道浪漫 山口流剣術とその時代 
 

古伝二刀流から始まった山口流剣術 
 
無外流剣術の母流とも言うべき山口流剣術は、宮本武蔵と同時代に生きた兵法家・山
口卜真斎（ぼくしんさい）によって創始された剣術の流儀です。 
宮本武蔵と山口卜真斎の生没年を並べると、二人がまったく同じ時代を生きたことが
わかります。  
 
  宮本武蔵   1584 ～ 1645  
  山口卜真斎  1582 ～ 1656  
 
なお、山口流剣術は、本来の名称は「山口流兵法」です。「兵法」以外にも「刀術」
「剣法」と記載された目録類があり、江戸後期になると「山口流剣術」が一般化して
いることから、ここでは「剣術」に統一して話を進めます。  
 
無外流という名称がようやく知られるようになった今日でも、山口流剣術について語
られることは皆無のようで、たとえば江戸時代を通じて、富山藩、土佐藩、会津藩に
山口流剣術が伝承されたことを、藩の記録で確認できることすらほとんど知られてい
ません。  
 
歌舞伎「仇討天下茶屋」に登場する伊藤将監。 

 
大野治長に仕えた武 芸者だったが、辻月丹の師匠と同 
一人物かは不明である。 
土佐藩系無外流に伝わる「都治記摩多資幸口伝書」によれ
ば、山口流剣術は、山口卜真斎から伊藤大膳を経由して辻
月丹に伝授されています。伊藤大膳という名前は、「都治記
摩多口伝書」「月溪随筆」などの土佐藩系の史料にしか登場
しない謎の人物です。 
なお、豊臣秀頼の重臣だった大野治長の家臣に、伊藤将監
という武芸者が確認できるため、これを山口流剣術の伊藤
大膳だと書いた文献がありますが、裏付ける資料は見つか
りません。  
 

土佐藩系無外流に伝わる伝書類の中でも、とくに興味深いのは「山口流劔法仕方繪図」
で、この伝書が描かれたのが都治記摩多資英から都治記摩多資幸の頃と言われていま
すから、土佐藩系の無外流には、少なくとも初期においては山口流剣術の大刀術や小
太刀術が伝承されていたことがわかります。  
 
ここでは、無外流の研究目的という視点から、山口流剣術に注目しましょう。  
 
山口卜真斎は、天正 10年(1582)に常陸国の鹿島（茨城県鹿島市）に浪人の息子とし
て生まれました。伝書から確認できる姓名は藤原家利で、家紋は「下り藤」、どうや
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ら藤原氏の末裔を名乗っていたようです。幼名は武蔵之助、後に十郎兵衛、その後に
右馬之助を名乗ります。目録で確認できる姓名は、藤原朝臣山口右馬之助家利（ふじ
わらのあそんやまぐちうまのすけいえとし）で、卜真斎は武号になります。  
 
下り藤 

 
文禄3年(1594)に13歳で鹿島の天流庄平保高と言う武芸者に入
門します。このとき学んだ流派は天流で、この天流という流儀は、
天流保高の父・天流左衛門尉（さえもんのじょう）保国によって
創始されたと説明があります。 
さらに鹿島で天流の修行を続け、慶長 7年(1602)21 歳のとき、
天流保国の門人の吉川兵庫入道重次という人物から天流の奥義
を授かります。 

 
その後に廻国して、慶長 13年(1608)には 27歳で鞍馬流の皆伝を許されます。さら
に 35歳までの九年間で、天然流、丸目流、神当流、富田流、伊井流（ママ）などの
諸流を学び奥義を極めました。 
この九年間の諸国武者修行で七人の武芸者と立ち合い、誰にも負けなかったと書いて
ありますが、少々信憑性に乏しいと言わざるを得ません。なぜなら、この七人のうち
六人までは伝書に名前が記載されているのですが、その名前を見てビックリです。例
えば、伊井流の伊井篠長威斎（ママ）。おそらく、今日では香取神道流の祖として知
られる飯篠長威斎のことだと思われますが、飯篠は 15世紀頃の人ですから時代が合
いません。それ以外にも、丸目流の丸目蔵人佐（一般には新陰流、タイ捨流として知
られている）、流派名は不明ながら疋田豊五郎（新陰流、疋田陰流？）、有馬豊後守（徳
川家康の三河時代の剣術指南役の有馬満盛のこと？）、八重垣兵衛介（八重垣流小太
刀？）などの「諸国諸流の達人と試合をして誰にも負けなかった」となると、大ボラ
と決めつけることは出来ないものの、真面目に詮索しない方が良いようです。 
 
山口卜真斎が山口流剣術を創始した経緯については、富山藩に伝わる伝書類から知る
ことが出来ます。例えば、「山口流感応之巻」の冒頭には、山口卜真斎が 39歳のと
きの出来事として、つぎのような内容が記されています。  
 
 
元和六年(1620)4 月 28 日の朝、自宅の南側の庭で美しい掛け声を聞いた
山口家利（卜真斎）は、怪しんで物陰から覗き見をした。すると、異人
の童子が、扇形の長短二本の木刀を恭（うやうや）しく両手に持ち、呪
文を唱えながら「車勝剣」「破勝剣」「砕勝剣」の三つの術をお遣いにな
っていた。天空には竜巻・稲妻が激しくとどろいていた。童子が短い方
の木刀を空に向かって投げ上げると、木刀は雲の合間に消えてしまった。
山口家利が木刀の飛行に気を取られている隙に、童子も消えていた。山
口家利は、先ほどの童子が摩利支天の使者だったと観念し、この神術を
奥義として山口流剣術を創始した。       
                     （山口流感応之巻）  
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丸目長恵筆「新陰流目録」より。 

  
「扇形の木刀」とは修験者の羽扇の 
 ことだと思われる。 
ここで登場する「異人」とは、外国人の意味ではなく、山岳
修験者（山伏）を意味すると考えられます。「扇形の木刀」
とは、修験者が持つ「孔雀扇」「羽扇」と呼ばれる物で、修
験者は普段これを腰に差しています。 
 
また、ここに登場する「童子」とは、本来の解釈は子供のこ
とではなく、例えば酒呑童子のような仏や菩薩に仕える者の
総称を意味しますが、この従者を子供の造型として描かれる

こともあるため、子供の姿をイメージしても間違いではありません。 
「恭（うやうや）しい」は、本来の意味は「丁寧で礼儀正しい」ということですが、
動作を表現するときには転じて「両手」で行う動作を表現します。片手の動作よりも、
両手の動作の方が、より「丁寧で礼儀正しい」ということです。  
 
こうして山口流剣術を創始した山口卜真斎は、京都で「日本無双」の高札を掲げてい
た七人目の剣客・新富田某との勝負に挑み、「車勝剣」で新富田に勝利します。以後、
新富田は「日本無双」の称号を山口卜真斎に譲り、自らも山口卜真斎の門に下り、後
に山口流剣術のほとんどの形（かた）の編纂を努めることとなります。 
 
ここで重要なのは、山口流剣術が二刀流からスタートしたということです。それも、
戦国時代かそれ以前より続いていた古伝二刀流とも表現すべき流儀です。 
さらに同伝書を読み進めると、山口流剣術では初めに授かった技が二刀流であり、「車
勝剣」「破勝剣」「砕勝剣」の三本の二刀流の技と「秘剣之大事」「口呪之大事」の計
５つを「根元」と呼んでいることがわかります。  
「秘剣之大事」とは、二刀流において所持している
片方の剣を手裏剣のように相手に投げつける技法
で、逆に相手の投げた手裏剣を封じる技法が「飛剣
留」として同伝書に記されています。  
「口呪之大事」は密教や修験道で用いられる「九字
護身法」のことで、同伝書にも九字印（横 5本縦 4
本の線からなる格子形）が記載されています。また、
「口呪」とあるので、異人の童子がしたのと同じよ
うに呪文を唱えながら刀剣を振り回したのでしょ
う。  
「九字護身法」で有名なのは、映画や漫画に登場する忍者が、術を使うときに両手で
印を結ぶ（切る）動作です。この印を結ぶ動作は、「九字九通り（＝８１通り）」と言
われるほど多くの方法が存在し、ほとんどが「口伝」（くでん）であるため、真実は
謎に包まれています。山口流剣術でも、九字印を切り呪文を唱える目的が「護身」と
相手を「金縛り」にするためである．．．までは読み取れるのですが、印の結び方や呪
文については「口伝」とあるのみでよく分かりません。ただ、摩利支天の呪法である
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「穏形法」であることは伝書にも記載されています。 
よく知られた「穏形印」であれば、下図のような手印を結び「オンマリーソハク」と
いう呪文を唱えます。 
 
隠形印の一例 

 
ちなみに、こうした印の切り方は百種百様ではあるもの
の、どんな動作であっても到達する結果は同じであるこ
とを、真言密教では「萬法帰一」（ばんぽういつにきす）
と表現します。この「萬法帰一」という言葉は、無外流
の辻月丹が到達した境地を表現した、「景徳傳燈録」（け
いとくでんとうろく）や「碧巌録」（へきがんろく）にあ
る公案の禅語と同じです。 

断定は出来ませんが、辻月丹が禅修行に目覚める前には、天狗伝説でも有名な修験道
の本場である愛宕山（京都）や岩尾山（滋賀県）で荒行を繰り返していたわけですか
ら、辻月丹は山口流剣術の修行のカリキュラムの一環としての密教修行をしていたの
かも知れません。 
 
 
 
 
天流から生まれた山口流剣術   
 
新当流略系図 

 
ここで、山口卜真斎が 21歳まで鹿島で学んだ天流
という流儀に注目しましょう。 
 
天流といえば、塚原卜伝の高弟だった斎藤伝鬼（伝
鬼房、伝鬼坊）によって創始されたというのが通説
です。また、念流の樋口又七郎と、天流の村上権左
衛門の勝負の逸話は、講談でも語られたほど有名で
す。 
             
斎藤伝鬼勝秀（1550～1587）は、常陸国真壁郡井
出村に生まれ、父親は小田原北条氏の小番衆だった
と言われています。幼名は金平、後に主馬之助と名
乗り、十二歳の頃に鹿島の塚原卜伝に鹿島新当流の
手ほどきを受け、また鹿島神宮の神官だった吉川氏
から鹿島中古流を、同じく鹿島神官の家系だった松
岡兵庫助則方から鹿島新流や香取神道流を学びま
す。 
この頃の流派名は、必ずしも確立していたとは言え
ないので、要するに「鹿島・香取の太刀」を学んだ、
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ということでしょう。 
享保年間の「本朝武芸小伝」には、天正九年(1581)に 32 歳の斎藤伝鬼が鎌倉の鶴岡
八幡宮に参籠したときに、修験者風の老人に妙技を伝授されたとあります。 
去ろうとする老人に斎藤伝鬼が流派を尋ねると、老人はカラカラと笑い、天を指差し
て一条の煙のごとく姿を消してしまいました。 
「そこで伝鬼坊、得たとばかり、我が頓悟した兵法を天流と名づけた」とあるように、
この瞬間に天流が創始されたのです。この物語は、山口卜真斎が異人から妙技を授か
る話と酷似していることがわかります。 
 

 
「武芸百人一首」の斎藤伝鬼坊の図。 
一説では、20 人以上から弓矢を浴びせられ、
ハリネズミのようになって殺された。  
 
 
その後、正親町（おおぎまち）天皇の紫宸殿
で「一刀三礼」と言う秘術を披露し、「左衛門
尉」（さえもんのじょう）の位を賜ったと云わ
れています。「左衛門尉」は、律令制度におけ
る四等官のうちの第 3位の役で、通称「判官」
（ほうがん）と呼ばれます。ちなみに源義経
は、歌舞伎や講談では「判官」と呼ばれます
が、これは朝廷から「左衛門尉」を授かった

ことに起因します。 
 
斎藤伝鬼は、「羽毛を以て衣服と為す。其体殆ど天狗の如し」と言われたように天狗
のような格好をしていたようです。斎藤伝鬼の名前に「坊」を付けるのは、室町時代
に天狗の名前に「坊」を付けるのが習慣になったからだとも言われています。 
 
数々のエピソードを持つ斎藤伝鬼でしたが、兄弟子筋の真壁闇夜軒の息の掛かった者
たちに誅殺され、38歳で生涯を終えました。 
斎藤伝鬼の後の天流は、息子の斎藤法玄らに受け継がれました。 
 
山口流剣術の目録には、山口流剣術が斎藤伝鬼の天流から始まっ
ていることを示したものもある。  
 
 
ここで、もう一度山口卜真斎が学んだ天流と比較してみましょう。 
 
山口流剣術の目録では、天流の創始者は「天流左衛門尉保国」と
なっています。 
山口卜真斎は、天流二代目の天流庄平保高に入門します。 
天流保国の「天流」と斎藤伝鬼の「天流」が同じ物であれば、天
流保国と斎藤伝鬼は同一人物ということになります。この二人が
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同一であることを立証する資料は存在しませんが、まったく同じ名前の流派が、同じ
時代に同じ土地で創始され、どちらも「左衛門尉」であることから考えて、二人は同
一人物と考えて間違いないと思います。 
また、上写真のように、山口流剣術の目録のなかには、斎藤伝鬼の天流から始まった
ことを断言しているものも存在するのです。 
山口卜真斎には、斎藤伝鬼の実名を隠さなければならなかったなんらかの理由があっ
たのでしょう。 
 
天流保国と斎藤伝鬼が同一人物とすれば、山口卜真斎が師事した天流保高とは、斎藤
法玄のことになります。 
 
では、山口卜真斎に免許皆伝を与えた、吉川兵庫入道重次とは何者でしょうか？ 
吉川重次が仮名である可能性も大きいので、これも確かなことは言えません。仮名と
すれば、天流保国の高弟ですから、系図に登場する多賀谷重経などが該当しますが、
おそらく系図には載っていない人物も候補と考えて良いでしょう。 
 
安藤広重「常陸鹿島大神宮」  

 
吉川と言えば、代々鹿島神宮の神官の吉川家は、常陸鹿島
城主・大掾（だいじょう）家の家老職をつとめた名家とし
て知られています。 
鹿島神宮の神官の中で、とくに刀術に優れた七人を鹿島七
流と呼び、吉川家もそのひとつです。 
吉川氏の姓は「卜部」（うらべ）と言います。例えば徳川
家康なら、姓は「源」（みなもと）です。 
吉川家に生まれた最大のスーパースターが、塚原卜伝で、
彼は塚原家の養子になってから剣術を極めるのですが、自
分が卜部氏の出身であることは生涯忘れず、「卜部氏の伝
える剣」という意味の「卜伝」を名乗ります。 
吉川重次が、この卜部家の一族であれば、山口家利が「卜

真斎」を名乗ったのも、卜部家ゆかりを意味したものと考えられます。 
 
また、吉川兵庫入道重次の「兵庫」にも注目です。 
吉川家と同じ「鹿島七流」の中のもう一方の雄が松岡兵庫守家ですから、松岡一族の
出身と考えることも出来ます。 
 
山口卜真斎に皆伝を与えた吉川兵庫入道重次が、実在の人物なのか仮名なのかは不明
です。仮名だったとすれば、この時代の鹿島香取出身の剣客にとって、吉川・松岡と
いう名前が、「鹿島・香取の剣」の象徴として意識されていたことを意味するのでし
ょう。 
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古伝二刀流と山口卜真斎   
 
 
山口流剣術の形（かた）の体系は、中太刀を使った「表」九本と、小太刀を使った「裏」
七本で構成されています。中太刀には、「三尺二寸内七寸柄」とありますから、刀身
2.5 尺の普通の長さの日本刀で、小太刀は脇差のことです。  
 
表の技    中太刀  
 一本目 燕帰  
 二本目 燕迎  
 三本目 車  
 四本目 着目  
 五本目 半月  
 六本目 発走  
 七本目 即意付  
 八本目 紅葉賺  
 九本目 打霞  
 
裏の技    小太刀  
 一本目 一拍子  
 二本目 滝落  
 三本目 打痿  
 四本目 沸留  
 五本目 入隠顕  
 六本目 心々不動剣  
 七本目 三済刀  
 
根元の技   二刀  
 一本目 車勝剣  
 二本目 破勝剣  
 三本目 砕勝剣  
 
表の「燕帰」「燕帰」はそれぞれ「陰」「陽」と呼ばれ、この二本のみが山口卜真斎の
オリジナルで、残りは門弟の新富田某との稽古の中で生み出されました。 
つまり、山口卜真斎が新富田某と「日本無双」を賭けて争った頃には、山口流剣術に
は二刀剣術の技の三本と「燕帰」「燕帰」しかなかったことになります。 
鹿島新当流には、初期の頃から富田流小太刀術が「外物」（そともの）として伝えら
れているので、山口流剣術の「陽」七本は、山口卜真斎が学んだ富田流の影響を受け
たとも考えられます。また、新富田某の名前が富田流を連想させることから、新富田
自身が富田流小太刀の達人で、山口流小太刀術は新富田の影響で創られた小太刀術だ
った可能性もあります。  
 
表と裏をマスターした者には、「目録」「免許」「印可」「感応」という順にステージが
上がります。  
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我々は、富山藩庁の記録や膨大な系図・目録類から、富山藩伝の山口流剣術の免許・
印可取得者全員のリストを全江戸時代で作製し、山口卜真斎から続く系図も製作して
みました。あまりに膨大な人数なのでここでは発表できません。  
 
その中でいくつか面白い話題があります。  
まず、富山藩の山口流剣術は、三代目の児玉勝信の後、
小柴貞義の系統と奥田貞行の系統に別れ、どちらも幕
末まで続きます。小柴の系統では、「目録」を「陰目
録」と呼び、奥田の系統では「奥目録」と呼びます。
明治時代になって、この奥田の系統から登場するのが
中山博道です。  
膨大な系図を調べても、山口卜真斎の直系の弟子は渡
辺勘兵衛と山本家継だけで、伊藤将監の名前はありま
せん。ただし、山口卜真斎の門弟には、 
「渡辺と山本の二人が知らない門弟が多数存在する」 
との記述がありますので、富山藩以外にも多数の系統
があったことを認めています。  
 
また、直弟子の渡辺勘兵衛と山本家継、そして山本の弟子の児玉勝信の三人が、偶然
にも辻月丹と同じ近江国の出身だと言うことです。山口ト真斎と近江には、なんらか
の因縁があったのでしょう。 
児玉勝信は、富山藩に山口流剣術を伝えた人物ですが、その後は富山藩に永住して生
涯を終えています。  
 
ここで、山口流剣術の最終奥義とも言える二刀剣術に注目しましょう。 
剣術の技として二刀の技法は珍しくはありません。しかし、大抵は一刀剣術をメイン
とした流派の奥伝に併伝されている程度で、あくまでも一刀の技術の延長上に二刀遣
いが存在するというパターンが普通です。 
山口流剣術の中核は一刀剣術と小太刀術ではありますが、山口流剣術が二刀流からス
タートしているという点、つまり一刀剣術の延長上には存在していないことは重要な

ポイントです。  
 
では、山口卜真斎は二刀剣術をどこで学んだのでしょう
か？そもそも、山口卜真斎の時代より以前から二刀流剣術
は存在していたのでしょうか？  
 
宮本家伝の当理流の流れをくむ鉄人十手流の伝書から。右
手の太刀と左手の十手を組み合わせた剣法だった。この十
手は、鉤付き短剣のことで、捕り物で使用される十手とは
異なる。 
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二刀流と言えば、山口卜真斎と同じ時代に生きた宮本武蔵が有名です。  
宮本武蔵が二刀流に開眼した時期には諸説ありますが、「二天記」では、伊賀で鎖鎌
の宍戸某と対戦したときに、太刀を構えた武蔵が宍戸の振り出した鎖にカウンターで
小太刀を投げつけた場面が、武蔵が二刀を使った最初として記されています。宮本武
蔵が宍戸と対戦したのは慶長十年(1605)頃と言われており、山口卜真斎が二刀流に
開眼した元和六年(1620)より十五年も前のことです。 宮本武蔵の二刀流は、宮本家
の家伝である当理流十手術の応用という説もありますが、いずれにせよ山口卜真斎や
宮本武蔵の時代以前から、二刀剣術が存在していたことは確かなようです。  
 
武芸流派の発祥伝説では、「天狗」「猿」「摩利支天」「異人」「仙人」などから秘術を
授けられるというパターンは珍しくなく、剣術の元祖とも言うべき「念流」の慈音（じ
おん）は、京都の鞍馬山で「異人」から秘術を授かっています。鞍馬山は天狗伝説で
も有名で、鞍馬流には「天狗」が登場しますし、神道流を創始した飯篠長威斎も鞍馬
山で「天狗」から秘技を伝授されています。 
「天流」の斎藤伝鬼に剣術を伝授した修験者風の老人も、おそらく天狗のような風体
だったのでしょう。 
 

能に登場する鞍馬天狗。 
 
孔雀扇を使って義経に武芸を教える。 
 
 
武芸伝説に登場する「天狗」の正体は、山岳修験者のことだ
と言われています。 こうした超現象の信憑性についての議
論はしませんが、伝承を知っておくことは重要だと考えます。  
 
前述したように、山口卜真斎は、まず鹿島で「天流」を含め
た「鹿島・香取の剣」を学び、鞍馬流、天然流、丸目流、神
当流、富田流、などを学んだ後に山口流剣術を興したことか
ら、山口流剣術の二刀技法は、これら既製流派の影響を受け
ていると考えてよいでしょう。 
ただし、現在に伝わる天流、鞍馬流、富田流、神当流などが、
戦国末期や江戸時代初期の技を正確に模倣しているとは言
い難いので、今日に伝わっている技法面から四百年前の山口流剣術の歴史に迫るのは
難しいと考えています。  
 
断っておきますが、我々はこれら流派が正しく伝承されていないと主張しているので
はありません。当時の山口流剣術を考察する上で、現代の鞍馬流や富田流の動作を基
にすることは危険であると考えているのです。 
例えば、今日の尾張柳生家の新陰流は、正しく伝承された流儀であることを否定しま
せんが、流祖・上泉信綱の新陰流とどの程度同じなのかは甚だ疑問なのと同じです。  
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柳生宗厳が竹田七郎に与えた絵目録から「智羅天」
という技。現在の新陰流では、抜刀した状態か 
ら技が始まる。これは柳生宗厳の絵目録を反映し
た動きになっている。   
 
少し脱線しますが、ご覧の方には剣術や居合に興
味を持っている方もいるようなので、剣術と居合
を例にして説明しましょう。  
 
 

柳生宗厳（むねよし／石舟斎）が慶長六年(1601)に竹田（金春）七郎に与えた絵目
録にある技は、師の上泉信綱が柳生宗厳に与えた目録にある技と同一の動作なのかを
考えてみます。  
もちろん、目録上の技の数や名称の違いは簡単にわかります。しかし、同じ名称の技
の動作の比較は、上泉信綱と柳生宗厳の形（かた）を正確に窺い知ることは出来ない
以上、容易ではありません。 
 
ここで、柳生宗厳と同じく上泉信綱から新陰流の印可を受けた丸目長恵（ながよし／
蔵人佐）が、元亀 3年(1572)に田浦美濃守に与えた新陰流の免許状にある同一名の
形の図と比べると、面白いことがわかります。 
ちなみに、上泉信綱の数多い高弟の中でも、最晩年の弟子である柳生宗厳と丸目長恵
は、上泉が晩年に創作した奥伝まで許された唯二人でした。この二つの新陰流は、後
に「東の柳生、西の丸目」と讃えられることになります。  
 
では、「柳生新陰流」と「丸目新陰流」の決定的な違いとは何でしょうか？  
 
  丸目長恵の新陰流目録より。 
  抜刀する前の状態から始まって 
  いる。 
 
それは、今日まで伝わる柳生宗厳の形（かた）は刀を
抜き放った状態から始まるのに対して、それより 30
年前の丸目長恵の形は、まだ刀を抜いていない、鞘の
内から始まっている形がほとんどなのです。例えば
「智羅天」という技です。 
つまり、「柳生新陰流」は「立合」から始まる
のに対して、「丸目新陰流」は「居合」から始まっていたのです。 
ちなみに、丸目長恵はその 15年後の天正 15年(1587)頃から「タイ捨流」を名乗る
ようになるのはご存じの通りです。  
 
同時代の新陰流であっても、このように大きな違いがあるわけです。 
柳生よりも古い丸目長恵の方が上泉信綱の新陰流に近いと仮定すれば、現在の柳生家
伝新陰流の動きから上泉信綱の形を推測することは危険という結論になります。  
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このように、形（かた）の分析から歴史に迫るというアプローチは難しいと考えざる
を得ません。やはり鞍馬流や富田流に伝わる逸話から山口流剣術に注目するしか無い
ようです。 
 
 
 
 
山口流剣術と義経伝説 
 
 
前述した山口流剣術の誕生エピソードに注目して、キーワードを「山岳修験者」「天
狗」「二刀流」として焦点を絞ると、我々は源義経の頃にまで考えを広げなければな
らないという結論に至りました。 
所謂、京八流と呼ばれる剣術です。  
 
山口卜真斎の学んだ流派で、源義経にイメージが近いのは鞍馬流になりますが、鞍馬
流そのものが謎の多い剣術流儀ですし、「鹿島・香取の剣」も京八流が源流だという
説もあるので、ここでは特定の流派に限定はしないで考えようと思います。  
 
鞍馬山奥にある僧正ヶ谷の魔王殿。 

   
義経はこの付近で天狗を相手に剣術の稽古に励んで
いた。 
 
 
当時の義経剣法に二刀の技法が存在したことを実証
する証拠を示すことはできませんが、源義経の剣術
に注目すると興味深い事実に到達することができま
す。  

 
そもそも、源義経の時代に本当に剣術は存在していたのでしょうか？  
鎌倉時代に成立した「平家物語」には「蜘蛛手（くもで）」「角縄（かくなわ）」「十文
字（じゅうもんじ）」「蜻蛉返（とんぼがえり）」「水車（みずぐるま）」という剣術の
技が、平安時代末に存在していたことを物語っています。刀剣に鎬（しのぎ）が生ま
れ、反りのある彎刀（わんとう）に変わったのは平安時代の中期と言われていますか
ら、新たに登場したこの「日本刀」に相応しい操作法として、剣術が生まれたのは自
然の流れだったのでしょう。  
それ以前に刀剣が使われた伝承としては、日本書紀で八岐大蛇を退治するスサノオ尊
や、七世紀後半の大津皇子（おおつのみこ）の武勇が知られています。 
彼らは二刀流ではありませんが、一刀流剣術のように両手で一本の刀を握る諸手刀法
ではなく、右手だけで刀剣を握る片手刀法でした。もう一方の左手は、防御のための
楯を持ったり、別の武器を持っていたようです。  
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疋田伝新陰流の目録にある軍配勢法の例。 
 
このように、一本の刀を片手で操作する片手刀法は、
室町時代になって二刀剣術、小太刀術、軍配勢法など
に昇華して行ったと言われています。 
軍配勢法とは、右手に太刀、左手に軍配や扇子や陣笠
などを持つ刀法で、疋田文五郎の新陰流目録にも登場
します。 
中世の戦場では、軍配を持って兵を差配することもあ
ったのでしょうが、軍配を持たない場面では陣笠や扇
子、あるいは脇差や太刀の鞘までもが利用されます。 
 
こうした片手刀法と二刀流に密接な関係が存在した
ことを臭わせる例が、じつは講談の世界にもあります。江戸時代でもっとも人気があ
った剣豪・荒木又右衛門の物語です。 

「荒木又右衛門奉書試合」という話では、荒木又
右 衛門が、又右衛門の師柳生十兵衛三巌から授かっ
た 「松陰（まつかげ）」という技を、柳生宗冬（十
兵 衛の弟）に伝授するために、牛込の柳生屋敷の道
場 を訪れます。そうとは知らない柳生宗冬は、刀を
抜 いて荒木又右衛門に斬り付けます。このとき、荒
木 又右衛門は太刀を取らず、道場の神前の御神酒徳
利 の奉書紙を丸めてを右手に持ち、柳生飛騨守宗冬
と 立ち合います。 
 
 
 
                         講談やドラマに描かれる荒木 
                         又右衛門は、片手刀法や二刀 
                         流で登場する。（「天下の伊賀 
                         越 暁の決戦」東映映画） 
 
 
そして、お馴染みの講談「鍵屋の辻・三十六番斬り」では、
荒木又右衛門は二刀流で登場するのがスタンダードです。 
 
このように、片手刀法と二刀流は、講談やドラマの世界の
中でも、昔から深い関係があるものとして描かれているの
です。  
 
余談ではありますが、江戸時代の剣豪で、荒木又右衛門が人気ナンバーワンというの
は、今日では信じられないことかも知れません。これは、当時の武士や庶民にもっと
も人気があった物語は、苦労して仇（かたき）を探して本懐を遂げるという「仇討ち
物」で、荒木が「仇討ち物」の最大のヒーローであったこと、またその話が実話を下
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敷きにしている点が受けていたのだと考えられます。 
例えば、享保年間に作製されたされた「剣法名誉侠客倚人鑑」という剣客の人気ラン
キング（人気剣豪番付）にしても、荒木又右衛門は最高位の東の大関に君臨していま
す。この時代の相撲の最高位は大関で、西の大関より東の大関が上になります。ここ
では番付外の後見役として「柳生流剣法 柳生十兵衛」「一刀流剣法 伊東一刀斎」
の両人が名を連ねています。 
 
剣法名誉侠客倚人鑑（部分） 

 
 
なお、この番付での荒木又右衛門の流
儀は「柳生流一刀」となっています。
講談では「一刀柳生流」と扱われるこ
とも多いので、おそらく西の大関の
「神免二刀流」とのバランスを配慮し
て、「一刀」の文字を左側に独立させ
たものと考えられます。ただし、「柳

生一刀流」とすれば解決する話なのですが．．．．。ちなみに、講談では「柳生一刀流」
という言い方も使われます。 
 
 
さて、源義経の剣術は二刀流だったのでしょうか？  
源義経と言えば、「壇之浦の八艘跳び」「鵯越（ひよどり越え）」のエピソードが有名
で、剣術家として活躍したイメージはありません。それもそのはずで、源義経の伝説
の中で剣術が登場するのは、牛若（丸）と名乗った幼年時代しかありません。  
「平治の乱」の敗北で父・源義朝は殺され、まだ乳呑み児だった牛若は、母・常磐御
前が嫁いだ平清盛のもとで育てられます。後に、常磐御前は藤原長成という身分の低
い公家と再婚し、長成の配慮で牛若は鞍馬寺に預けられました。牛若が七歳の頃と言
われています。  
 
鞍馬寺は平安京の北の鎮守として古くから朝廷の信仰が厚かった寺院ですが、その境
内は昼でも陽が差さぬほどの森林に囲まれ、反権力的で不穏な雰囲気が満ちた場所で
した。 
牛若は鞍馬寺に入るにあたり、僧になることを義務づけ
られていましたが、おとなしく経文を読むような子供で
はありませんでした。  
この頃のことを「平治物語」では、「昼は終日に学問を
事とし、夜は終夜武芸を稽古せられたり」と記していま
す。  
 

牛若鞍馬修行図（部分） 
 
 
さらに、牛若は鞍馬寺の背後の僧正ヶ谷に出かけ、天狗
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のような姿をした荒法師と武芸の鍛錬に励みます。この荒法師こそが、後に「天狗」
として語られる存在で、例えば江戸時代の歌川国芳が描いた「牛若鞍馬修行図」では、
鞍馬山の大天狗・僧正坊から剣術を習う牛若が二刀剣術を用いた姿が描かれています。 
また江戸時代の講談「鞍馬山上の武術」には、木の枝から縄にくくりつけて吊した棒
を、牛若が両手の木剣で左右に叩いて修行したという話が残されています。 
 

こうして十六歳までの多感な時期を、牛若は
鞍馬山で過ごしました。 鞍馬山中での修行の
合間には、しばしば洛中を彷徨して自らの武
芸の腕を試したとも言われ、そんな時期に出
会ったのか武蔵坊弁慶でした。  
牛若と弁慶の出会いエピソードもいくつか存
在しますが、もっとも有名なのは、五条大橋
で牛若の刀を奪おうとした弁慶が、牛若に敗
れて主従関係を結んだという話でしょう。こ
のときの牛若の描かれ方として定着している

のが、右手に剣を持ち左手に扇を持つパターンです。 
つまり牛若は、諸手刀法ではなく、片手刀法で弁慶と戦ったと語られているのです。  
 
 
 
結局のところ、義経が二刀流だったかについては断定も出来ませんし、山口流剣術の
二刀剣術が、どの流派の影響なのかも証明できません。 また、牛若が諸手刀法を用
いている絵図も存在します。 
しかしこうして伝承されてきた物語は、戦国時代の剣術に二刀剣術の技法が存在して
いたことを示していると言えるでしょう。 
そしてこうした片手刀法や二刀剣術の技法は、小太刀術や軍配勢法として、あるいは
二刀流として受け継がれていくことになったと考えられます。 
 
 
 
 
会津に伝わった山口流小太刀術 
 
 
土佐藩では、山口流剣術が無外流剣術の稽古の中でひっそりと生き延びたのに対して、
藩の流儀として正式採用されたのが富山藩前田家と会津藩松平（保科）家です。 富
山藩における伝承は、明治以降まで途絶えることはなく、「最後の剣聖」と謳われた
中山博道にまで受け継がれました。 
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会津松平家の藩祖となった保科正之。兄・徳川家
光の名代として、姉・東福門院に謁見したときに、
今泉又兵衛を召し抱えた。 
 
 
会津藩松平家と山口流剣術の繋がりは、初代藩主
の保科正之が、承応 2年(1653)10 月 10 日に甥で
ある四代将軍・徳川家綱の名代として、正之にと
っては異母姉である東福門院和子に拝謁するため
に京都御所へ参内したときに始まります。 
保科正之は、このとき御所の衛士で山口流剣術を
学んでいた今泉又兵衛家利を三百石で召し抱えました。 
 
山口流剣術には、太刀と小太刀のそれぞれに「目録」「免許」があり、「目録」「免許」
は巻物で、その先の「印可」は書状で与えられました。 
その先には、「奥伝」として「勝身」という心法の伝書が与えられ、最終段階では「感
応」という一子相伝の巻物が授与されます。 
今泉又兵衛は、山口流剣術の小太刀術のみを皆伝したのか、太刀も皆伝したのかは不
明ですが、「会津藩家世実紀」には「山口流新小太刀兵術」という流儀で仕官したと
書かれており、「小太刀」のスペシャリストだったようです。  
 

  
 会津藩家世実紀は初代 
 藩主保科正之から六代 
 松平容住に至る 176 年間 
 を編年体で記述した会津 
 藩史である。 
 
 
ちなみに、土佐藩に伝わる伝書によれば、辻月丹の師で
ある伊藤将監が、元禄時代に江戸の辻月丹を訪ねたとき
に、辻月丹に対して小太刀で立ち合ったエピソードが残
っています。これらの話は、山口流剣術の技の中でも小
太刀術が中核を占めていたことを示していると言える

でしょう。  
 
ところが、今泉又兵衛は会津藩に採用されてわずか 3年後の明暦 2年(1656)12 月に
病死してしまいました。今泉家の家名断絶は免れたものの、息子の今泉茂太夫はまだ
幼かったため、「家芸小太刀の業未秀につき、跡式知行の内、減らし下す」（会津藩家
世実紀）とあるように、知行を減らされた上に剣術指南役を免じられてしまいます。  
今泉又兵衛の没年齢は不明ですが、まだ息子が幼かったことから推測すると、高齢で
病没したとは考えにくいです。また、例えば宮本武蔵が晩年に食客として肥後細川家
に召し抱えられたのと比べれば、今泉又兵衛が正式に会津藩士として仕えていること
や、「家芸小太刀」の教授が出来なくなると知行を減らされている点からも、あくま
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で小太刀術の現役として召し抱えられた、つまり会津藩に採用された時点で、まだ若
かったと推測が出来ます。  
なお、今泉又兵衛と山口卜真斎の没年が同じ明暦二年で名前の家利も同じであるため、
山田次朗吉の『日本剣道史』には二人が同一人物と記載されていますが、これを立証
する証拠はありません。同一人物であれば、今泉又兵衛は 72歳で会津藩に新規に召
し抱えられたことになり、山口卜真斎とは別人と考えた方が辻褄が合います。  
 
 
 
富山藩では、富山に立ち寄った児玉勝信に師事した小柴貞義から始まり、明治維新ま
で御流儀として伝承されました。中山博道の弟子によって書かれた文献の中には、「山
口一刀流」と記載したものがありますが、少なくとも斎藤重栄までの目録は「山口流
剣術」です。おそらく「山口一刀流」というのは「一刀流」との関与を示したわけで
はなく、「柳生一刀流」と同じ程度の言葉のアヤだと考えられます。 
 
今泉又兵衛から「山口流新小太刀兵術」の唯一の印可を授かったのは、会津藩目付役
の鈴木多門重為（たもんしげため、後に小左衛門重為）でした。 
鈴木重為が天和 3年(1683)に 63 歳で江戸に死去した後は、息子の鈴木重知に継承さ
れましたが、それ以降は続かず失伝してしまいます。  
 
ちなみに、今泉又兵衛と同じ承応 2年(1653)に会
津藩に 250 石（後に 300 石）で採用された望月新
兵衛安勝は、父の安光（やすみつ）が興した安光
流剣術と家伝の太子流軍学を併せて「太子伝安光
流」を創始しました。望月安勝の高弟の中林弥一
右衛門尚堅は、後に心清流の小荒田吉郎兵衛時定
から「唯授一人」の印可を受け、元禄 2年(1689)
「（聖徳）太子流」を創始しました。この流儀は、
天明 8年(1788)に藩校の日新館内武学寮で採用さ
れ、幕末には白虎隊の少年達も学ぶことになりま
す。  
 
会津藩では、享保 17年(1732)と宝暦元年(1751)
の二回にわたって、各種武芸の師範名を幕府に提
出しています。幕府の記録で享保 17年の会津藩の
武芸流派と師範の名前を確認すると、「軍法（軍略）」
3家、「弓術」7家、「馬術」5家、「槍術」3家、「剣
術」7家、「居合術」13家（据物斬りを含む）、「柔
術」1家、「砲術」10家、と、全 49家のうち「居
合術」「砲術」が突出して多いことがわかります。  
ここで、享保 17年の会津藩の剣術と居合術の師範
と流派を紹介しましょう。もちろん、この頃には
「山口流新小太刀兵術」はすでに失伝していまし
た。 
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   享保 17年の会津藩の剣術と居合の流儀と師範 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
根元之一  飛鳥翔車勝剣 
（ひちょうかけりしゃしょうけん） 
 
ここで、山口流剣術の根元となった「車勝剣」「破勝剣」「砕勝剣」を、複数の伝書で
補完しながら再現してみましょう。ただし、体捌きや足遣いなどは伝書にも記載がな
く、ここで再現するのは、その雰囲気を知るくらいにお考えください。 
 
今回の試みにあたっては、打太刀と仕太刀のそれぞれに特別ゲストに登場してもらい
ました。 
椿三十郎と柳生十兵衛です。 
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打太刀   椿三十郎（三船敏郎） 
仕太刀   柳生十兵衛（佐藤浩市） 
 
  
 
まずは、「車勝剣」です。 
この技は、正式には「飛鳥翔車勝剣」
と言います。 
初めに、動作の概観からお話ししま
す。 

 
 
椿三十郎が、正面から柳生十兵
衛に斬りかかります。十兵衛は、
身体を右にかわしながら、左手
に持つ脇差と右手に持つ長刀で、
連続して椿三十郎に斬り付けま
す。今度は、右の長刀と左の脇
差しで連続して斬り付けます。 
これを、繰り返すのが「車勝剣」
の主要な動作です。 
 
 
 
 

①．椿三十郎は、八相（または上段）に構えます。 
柳生十兵衛は、右手に長刀、左手に脇差を握り、両刀の切先を下に向けながら、落と
していた腰を上げます。 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

②．柳生十兵衛の正面が空いているのを見て、椿三十郎は正中線に向かって斬りかか
ります。柳生十兵衛は、身体を右にずらしてこれをかわします。そのときに、左の脇
差を首の右側に回します。 
椿三十郎は、急いで体勢を立て直そうとしますが、十兵衛は右手の長刀で椿三十郎の
太刀を押さえつけることも可能です。 
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③．柳生十兵衛は脇差を横一文字に斬り付けます。 
  椿三十郎は、後ろに下がります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

④．柳生十兵衛は、間髪入れずに、右の長刀を斜め下から左上へ切り上げます。十兵
衛は、この動作で前方に進みながら、左側に身体を移動させます。 

 
   
 
 
 
 
⑤．柳生十兵衛は、右下から斬り上げ
た長刀を、そのまま左肩に担ぎます。 
 
この後、左肩にある右手の長刀を横一
文字に斬り付けます。そして、左手の
脇差しを左下から右上に斬り上げます。 
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この一連の動作は、延々と繰り返すことが可能です。二人の移動に注目すると、椿三
十郎がまっすぐ後退していくだけなのに対して、柳生十兵衛は右、左、右、左、とジ
グザグに身体を運びます。 
 
また、この車勝剣は、前後左右の敵に囲まれた状況でも遣うことが可能です。もし前
→後の順に敵を倒すのであれば、前の敵は通常のように右に移動して倒し、次に左に
移動せずに振り返るのです。 
 
 
 
根元之二  鶴羽重破勝剣 
（つるのはがさねはしょうけん） 
 
 
「車勝剣」では「二星の目付」（にせいのめつけ）が大事であることが述べてあり、
「破勝剣」「砕勝剣」では「遠山の目付」が大事と述べてあります。 
 
「二星の目付」とは、柳生十兵衛三厳の「月見集」という剣術書に次のように書かれ
ています。 
 
二星の目付之事 
 
二つの星と申候は、敵の柄を握たる両拳を申候。何ほど懸り成る敵にて
も、その拳の動かざる内は、此方には当たらざるものにて候。然故に、
此の動きを能く見て、其の動きをぬかさず勝心持能候。二星と二つに見
るは悪く候。二つを一つに見なしたるが能く候。是を二星と云う。 
                 柳生三厳著「月見集」より 
 
敵が自分を斬るときには、太刀より先に握っている拳が必ず動くのだから、その拳の
動きを見逃さなければ敵を制することが出来る。両手の拳は、別々に認識するのでは
なく、一つと見なすことが肝要である。このような意味のようです。 
 
したがって、「車勝剣」では、相手が真っ向から斬り出す太刀を、ギリギリのタイミ
ングで見切ることが重要なポイントとなります。また、自分の身体を左右交互に移動
させるため、敵の正面を越えるときにも、敵に真っ向斬りをされないように注意しな
ければなりません。このとき、敵の拳に注目するのが秘訣なのかも知れません。 
 
もう一方の「遠山の目付」は、もう少し複雑です。これについては、次の「砕勝剣」
で取り上げましょう。 
 
 
「破勝剣」の正式名は「鶴羽重破勝剣」と言います。 
名前からは、優雅な技の印象を受けますが、実際はどうでしょうか？ 
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①．椿三十郎は、八相（または上段）から正面に斬り付けます。それを柳生十兵衛は
脇差と長刀を交差させて受け止めます。 

 
   
 
 
 
 
 
 

②．柳生十兵衛は、脇差で椿三十郎の太刀を受けながら、長刀を右にスライドさせな
がら椿三十郎の太刀をはじき返します。 
  椿三十郎は太刀を返されて後ろに下がり、柳生十兵衛は両腕を大きく広げます。 
  椿三十郎は、上段か斜に構えますが、ここでは上段と解釈して進めます。 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

③．間髪入れず、柳生十兵衛は左の脇差を前に出しながら両足をそろえます。 
 
 
 
 
④．柳生十兵衛は、右腕を振り回して
長刀を下から上に振り上げ、右足を出
しながら椿三十郎の正面に斬り付け
ます。右腕は後ろからオーバースロー
でボールを投げるような軌道で前に
出します。 
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⑤．同じように、今度は左腕を振り回して脇差を上から正面に振り落とします。左足
が前に出ます。 

 
   
 
 
 
 
 

⑥．更に、柳生十兵衛は右腕を振り回して長刀で正面に斬り付けます。 
  椿三十郎は、後ろに下がります。 
 
次に、また左腕を振り回し、上から正面に斬り付けます。 
その後、前に出ていた左足を半歩下げて右足にそろえます。 
両足が揃ったところで、再度④に戻ります。ただし、今度は④と逆で、左腕と左足を
最初に出します。 
 
このように、両足そろえ→右、左、右、左→両足そろえ→左、右、左、右、 と繰り
返していきます。 
 
 
この動作は、剣術としてだけでなく、鎖鎌（くさりがま）にも応用可能とのことです。
しかし、実際にどのように応用するのかは記述されていません。 
 
 
 
 
根元之三  龍岸崩砕勝剣 
（りょうがんくずしがんしょうけん） 
 
 
山口流剣術の根元三本目の「砕勝剣」は、「龍岸崩砕勝剣」が正式な名称です。 
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伝書を読み込んでも、分からない点が多い技です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①．「破勝剣」と同じく、椿三十郎の太刀を、柳生十兵衛は十文字で受け止めます。 
弾き返された椿三十郎は上段か斜に太刀を構えます。 
おそらく「車の構え」で左肩を前に突き出していると考えられますが、ここでは上段
と解釈して進めます。 
柳生十兵衛は、脇差を上段に構え長刀を下段に構えます。 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

②．柳生十兵衛は、左の脇差を頭上高く上げ、上段から斬り落とします。 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

②．柳生十兵衛は、脇座とほぼ同時に下段の長刀を用いて下から斬り上げます。ある
いは、長刀は横に斬ったり、突く事も可能です。 
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柳生十兵衛は、小太刀を持つ左腕の前
腕（手首から肘の間）に、陣笠を縛り
付けて戦うことも可能とのことです。
つまり、変形の軍配勢法とも言える刀
法で、しかも二刀剣術を同時に実行し
ている点が興味深いです。陣笠で十兵
衛の脇差と長刀を、椿三十郎の視界か
ら消す効果が期待でき、陣笠が動いた
ときには脇差が来るのか、長刀が来る

のか予測できないため、椿三十郎には恐ろしい刀法となりそうですが、現実にこんな
ことが可能なのか疑問も残ります。 
 
 
ここで、「破勝剣」「砕勝剣」で重視される「遠山の目付」について考えてみましょう。 
 
「遠山の目付」は、流派によって意味がかなり異なるため、山口流剣術ではどのよう
な意味で用いられているのかを考えなければなりません。 
「遠山」にしても、「えんざん」と読む流派と「とおやま」と読む流派が存在します。
「えんざん」と読む場合は、「１ヶ所だけを見ないで、遠くの山を見るように敵の全
体を見ること」、という漠然とした解釈をする流派が多いようです。現代剣道も「え
んざん」派です。 
いっぽうの「とおやま」の場合は、自分の肩や敵の肩の動きに注意を払うことを意味
します。柳生十兵衛三厳の「月見集」でも「とおやま」と読み、自分の肩先と敵の肩
先の両方の動きを見ることが肝要だ、と書いてあります。 
 
自分の肩先を意味する場合は、敵の太刀が自分の右肩を狙うか、左肩を狙うかを即座
に見分け、次の動作を決定する判断に利用するとあります。 
敵の肩先を意味する場合は、敵が「車の構え」のような拳や肘を自分の視界から隠す
構えのとき、敵の肩先が動くのを見て、敵の攻撃開始の瞬間を見破るという判断の基
準にするとあります。 
 

 
山口流剣術の場合、「えんざん」「とおやま」のどち
らなのかは迷うところです。目録には、「遠山の目付、
または蛙（かわず）の目付」とあることから、おそ
らく「とおやま」のことだと考えられます。「蛙の目
付」とは、有名な「五輪書」にも登場する言葉で、
敵の肩の表情を意味します。 
 
 
このように、フィギュアを利用して山口流剣術の根
元である三つの形（かた）の再現を試みました。も

ちろん完璧だとは考えていません。 
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四百年前に誕生した、ほとんど無名の一流派の始まりが、雰囲気だけでも紹介できた
としたら、今回の試みの目的は十分達成できたと考えております。 
 
なお、現在も同名の三つの形を稽古されている方々におかれましては、動作や理合い
の違いなどを感じられるとは思いますが、形の復興を目的としたものではありません
のでご容赦ください。 
 
 
 
 
山口流剣術とその時代 
 
 
最後に、山口卜真斎が生きた戦国最末期から江戸時代初期が、武芸者にとってどのよ
うな時代だったのかを検証したいと思います。 

 
今日の「武士道ブーム」から想像される武士の姿
とは、一人の主人に生涯の忠誠を尽くし、潔い生
き方を心情にする「葉隠」（はがくれ）や新渡戸
稲造的な「武士道」に登場する武士を連想しがち
です。しかし山口卜真斎の時代は、まだそうした
価値観が確立されていたとは必ずしも言えない
時代でした。 
例えば、山口卜真斎の愛弟子の渡辺勘兵衛に注目
してみましょう。 
 
渡辺勘兵衛正次は、永禄五年(1562)に近江国浅井
郡の郷士・渡辺右京の子として生まれていますか
ら、師である山口卜真斎よりも 20歳も年長にな
ります。どんな経緯で息子ほどの年齢の山口卜真

斎に入門したのでしょうか？ 
 
その前に、渡辺勘兵衛の経歴を簡単に紹介します。 
初めは近江の小豪族の家臣で、織田信長・信忠父子の甲州攻略に加わり、織田信長か
らは「槍の勘兵衛」として称賛され、一躍その名をとどろかせます。 
その後、主家に嫌気がさして浪人し、天正十年(1582)頃には羽柴秀吉の甥の羽柴秀
勝に仕え、ここでも数々の武功に輝きます。しかし、天正十三年(1585)に羽柴秀勝
が没すると、渡辺勘兵衛は再度主家を辞することになります。 
次に、近江国水口城主・中村一氏に仕え、小田原北条氏征伐では伊豆山中城攻めで一
番槍という大きな武功をあげるものの、戦後の恩賞に不満を持ち、三たび浪人します。 
続いて豊臣家五奉行の一人・増田長盛に仕えます。関ヶ原の戦いでは西軍についた増
田長盛の出陣中に、居城の郡山城を任され守り抜きます。 
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藤堂高虎像と今治城。 
 
400 年前に築城された今治城は、渡辺勘兵衛が
普請奉行を務めていた。 
 
 増田長盛の改易後、同郷でもあった藤堂高虎に
仕えます。 
山口流剣術の目録にある「藤堂和州」とは藤堂
和泉守高虎のことです。 
ここで、新たに藤堂高虎の居城となった伊予国
（愛媛県）の今治城の普請奉行や、伊賀上野城
代家老などを歴任しました。大坂冬の陣では、

藤堂勢の先鋒を務めたものの、主君高虎と戦術を巡って衝突し、長宗我部盛親の部隊
に大敗北を喫してしまいます。そのため、戦後出奔して再び浪人となり京都で暮らし
ました。 
多くの仕官の口があったものの再仕官はせず、京都で 79歳の生涯を閉じました。一
説には、他家に仕官できないように、藤堂家が手を回していたと言われています。 
 
京都での浪人時代に出会ったのが、「日本無双」を掲げていた山口卜真斎でした。渡
辺勘兵衛は、その晩年に山口流剣術を知ったのです。 
 
生涯浪人として生きた渡辺勘兵衛ですが、必ずしも貧しかったわけではないようです。
藤堂家の記録をまとめた「公室年譜略」という書物には、この頃の渡辺勘兵衛を「世
ニ知ラレタル浪人」として、京都中の浪人達の首領として過ごしていたことや、細川
忠興（肥後熊本藩主の父）や徳川義直（尾張藩主）らから援助を受けていたことが記
されています。 
浪人と言っても渡辺勘兵衛の場合は、裏長屋で傘張りをしているイメージとは異なっ
たようです。 
 

渡辺勘兵衛が城代を勤めた伊賀上野城。 
築城の名手として知られる藤堂高虎は、こ
の他にも江戸城、二条城、名古屋城、日光
東照宮などの建築を手掛けた。 渡辺勘兵
衛は、生涯にわたって五人の主君に仕えて
いますが、これはけっして珍しい例ではあ
りません。 
近江彦根藩の二代藩主・井伊直孝(1590～
1659)の言行を集めた「円心上書」には、
渡辺勘兵衛も顔負けの武士が登場します。
その名は大河内茂左衛門。大河内は、どこ
に仕官してもその年の暮れまで居着いた
ことがないため、別名「煤（すす）つかずの茂左衛門」と呼ばれていました。竈（か
まど）に煤が付くより前（１年以内）に去ってしまうと言う意味です。結局、井伊家
でも茂左衛門に逃げられてしまうのですが、井伊直孝は「侍一道に御座候」と大河内
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茂左衛門の去り方を見事であると讃えました。 
 
これらの例から、この時代の武士道には「忠臣は二君に仕えず」という価値観がまだ
希薄だったことが推測できます。 
では、武芸についてはどのように考えられていたのでしょうか？ 
 
じつは、戦場において刀槍が重要視されていたのは、むしろ山口卜真斎より以前の時
代でした。すでに卜真斎の時代には戦場での武器が刀槍から、長槍、鉄砲、さらに大
砲の時代に移っていました。長槍は武芸者が使う槍ではなく、訓練の未熟な足軽が使
用するものです。戦場で刀槍は使われていなかったのです。 
そのため、武士にとっての武芸とは、戦場で手柄を上げるための手段ではなく、例え
ば仕官するときの上申書（釣書）に記載するための「嗜み」（たしなみ）としての価
値に変わっていました。もちろん、武芸に精神性や深い価値を求めたり、健康増進の
一手段として捉えたりといった、「嗜み」以外の例も一部には存在しますが、少なく
とも武芸で出世や仕官を果たすとという利用価値は無くなっていたのです。 
 

例えば、関ケ原合戦で東軍第一の活躍をしたのは、首級十七をあ
げた可児才蔵（かにさいぞう）という人物です。可児才蔵は福島
正則隊の先鋒の一人で、寶蔵院流槍術の達人と言われた人物でし
た。しかし、関ケ原合戦後に、軍功で大名に取り立てられた人物
は、可児才蔵を含めて一人もいないのです。徳川家康の譜代家臣
の中に、大名に取り立てられた人物が 24人いるのみですが、こ
れらは長年の功労に対しての恩賞であって、軍功によるものでは
ありません。 
 
また武芸の流派において、家元を頂点にした教授システムを確立
するのは徳川家綱の時代と言われています。これは、幕府や各藩

の統治制度が出来上がる過程で、学問や武芸の師範が必要とされ、名のある武芸者の
元には人が集まり、やがて流派として成立することになるからです。山口卜真斎や渡
辺勘兵衛の頃は、まだこうした流派として確立する以前の時代でした。 
 
 
渡辺勘兵衛の生涯を描いた池波正太郎の「戦国幻想曲」。 
池波のほか、司馬遼太郎も渡辺勘兵衛を小説の題材に採り
上げている。  
 
 
渡辺勘兵衛の後、山口流剣術には山本新左衛門、児玉勝信
という、近江国佐和山出身の浪人が入門します。山口流剣
術の目録にある伝系図で不思議なのは、どの系図にも山本
と児玉の主家には触れていないことです。渡辺勘兵衛が藤
堂高虎の家臣だったことが書かれているように、こうした
目録にはたいてい主家が記載されているものですが、山本
と児玉の主家についてはまったく触れていません。 
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目録にあるのは、山本新左衛門が山口卜真斎から寛永十八年(1618)１月に免許皆伝
を受けたこと、児玉勝信が山本新左衛門から万治二年(1659)9 月に皆伝を受けたこと、
それから児玉が桜木流居合も皆伝していることのみです。おそらく、彼らには主家の
存在を明らかに出来ない事情があったはずです。考えられるのは、山本も児玉も、も
ともとは佐和山城主・石田三成の家臣だったからで、逆賊とされた西軍として従軍し
た経歴があったものと推測できます。 
関ケ原合戦後、徳川幕府が西軍に従事した浪人の新規召し抱えを規制したために、山
本や児玉の再就職に影響が生じたのでしょう。彼らは仕官先を求めて京都に出て、石
田三成とも縁のあった渡辺勘兵衛を頼りましたが、西軍に従軍したという当時として
は最悪の経歴が仕官の仇（あだ）になったと考えられます。 
 
こうして考えれば、山口卜真斎たちは、「遅すぎた剣豪」と言うよりも、むしろ「早
すぎた剣豪」と言うべきであり、彼らが道場流派の確立する元禄時代に生まれたなら、
もう少し違った生涯を送っていたに違いありません。 
しかし、彼らが残した剣術の遺伝子は、やがて辻月丹に組み込まれて無外流の中で生
き続け、また富山藩にも伝承されて中山博道を通じて現代剣道にまで受け継がれて行
くことになるのです。 
 
 
 
 
無外流と忠臣蔵 
  
元禄赤穂事件外伝 
 
 
元禄十五年(1702)12 月、播州浅野家旧家臣による吉良上野介（きらこうずけのすけ）
邸討入り事件が起きました。後に「忠臣蔵」と呼ばれ、日本人にもっとも愛された物
語のひとつです。 
今日では、元禄を代表する大事件と捉えられている「忠臣蔵」ですが、無外流や辻月
丹とこの事件の接点を探るのが今回のテーマです。 
 
 
この事件は、人々に「忠義・武士道とは何か？」を問いかけただけでなく、武士にと
っての武芸の重要性を覚醒させたと言われています。元禄時代は、武士が武人ではな
く官吏になった時代でもあり、この事件が華美軟弱に流れた気風に大きな一石を投じ
たのです。 
大名も武芸の重要性を痛感し、あらためて家臣たちに武芸の鍛錬を奨励しました。 
とくに「勝負試合」を重視していた辻月丹の無外流は、入門者が増えたと言われてい
ます。  
 
    
フィクションの世界では、村上元三の短編小説「辻無外」が有名です。これは、辻月
丹の生涯を描いた数ある小説の中でも、もっとも優れた小説です。キャラクターを動
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かすための動機付けや前振りが巧みで、辻月丹の行動に何ら違和感を感じずに読み進
んでいくことが出来ます。辻月丹が、禅修行に没頭してしまう経緯についても、また
日本の剣豪（三）旺文社 

 
京都から江戸に出てくる理由についてもストーリーは自然に
展開していきます。ただし、それらはほとんどがフィクショ
ンなのは言うまでもありません。 
例えば、他の小説では「大海を見たくなった」という理由で
辻月丹が江戸に出るのですが、村上元三の場合は、辻月丹と
吉良上野介との交流という前振りを配置してストーリーを展
開しています。面白い着想ですが、もちろん実話ではありま
せん。京都を去るときに、公家の高辻少納言から餞別で「辻」
という苗字をもらうという点などは、やや作り過ぎの感があ
ります。 
 

 
「忠臣蔵」というストーリー自体が、ほとんどフィクションで構成されていますから、
ここでは「忠臣蔵」と史実の「元禄赤穂事件」を切り離して考えたいと思います。 
まず、史実の「赤穂事件」について確認しておきましょう。  
 
毎年、将軍家の名代が京都御所へ年始の挨拶に参内し、京都御所からは年賀の答礼の
使者が江戸へ下向します。この儀式は、江戸幕府の年間儀式の中でも最重要なもので
した。 
元禄 14四年は、勅使（天皇の使者）御馳走役に播州赤穂藩主・浅野（内匠頭）長矩
（たくみのかみながのり）が、院使（上皇の使者）御馳走役に伊予国吉田藩主・伊達
（左京亮）宗春（さきょうのすけむねはる）が任命され、その指南役に高家肝煎（き
もいり）の旗本・吉良（上野介）義央（こうずけのすけよしひさ）が命じられます。  
 
円山応挙「義士復讐図」より 

 
事件は、元禄 14年 1月 14日、勅使
一行が将軍に謁見する直前の江戸城
の白書院前の廊下で、浅野長矩が吉
良義央に斬り付けてかすり傷を負わ
せたことに始まります。  
この刃傷事件は、将軍徳川綱吉にと
っては、思いがけない偶発的な事件
でした。浅野の一方的な犯行であり、
勅使接待という神聖かつ重要な儀式
の日に、御馳走役の当事者が犯した

不敬かつ職務放棄という重大犯罪で、浅野家の改易と浅野長矩の即日切腹はやむを得
ない処置だったと思われます。  
徳川綱吉にとっては、それほど気に留めるような事件ではありませんでした。 
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事件はこれで終わるはずでしたが、厄介なことに、翌元禄 15年 12月 14日、浅野
家旧家臣の一部が、筆頭家老だった大石（内蔵助）良雄を首領に吉良義央邸に討ち入
り、吉良の首を取ってしまったのです。  
これは、どう考えても赤穂浪人側が一方的に悪く、幕府も彼らを夜盗同然と見なし、
全員打ち首という処分案がすぐに出ることになります。  
ところが、世間がなぜか犯罪者側に同情を寄せたため、幕府内でも赤穂浪人の処分に
ついては議論となり、武士としての面目が保てるような処分（切腹）に落ち着いたと
いうのが真相です。  
 
 
冒頭に述べたように、この事件が契機となって、無外流が注目されたという話は興味
深い話ですが、赤穂事件が注目されるのは、むしろ享保年間になってからです。享保
年間になって、「仮名手本忠臣蔵」の上演が始まったこと、徳川吉宗がこの事件を利
用して武士の綱紀粛正を奨励したことがきっかけでした。ですから、この事件で無外
流の入門者が激増したとは考えにくいです。  
 
なお、赤穂浪士 47人の中に、無外流を学んでいた人物はいません。国許藩士は東軍
流を学んでいた者が多く、堀部安兵衛（馬庭念流・一刀流）のように江戸採用の武士
の流派も判明していますが、無外流は一人もいません。  
吉良側の死傷者については正確にはわかりませんが、無外流の剣客が存在した記録は
ありません。 
 

   
月岡芳年(1839-1892)の代表作「月百姿」から、小林平八郎
を描いた「雪浮の暁月」 
 
 
映画や講談では、 吉良側の剣客といえば清水一学に小林平
八郎、と相場が決まっていますが、実像はかなり異なったよ
うです。清水一学は池の架橋の上で 3人の赤穂浪士を相手
に二刀で立ち向かい、小林平八郎は女物の被物を装って奮戦
し、2人とも最期は華々しく雪の上で討ち死にするのが名場
面となっています。ところが、米沢藩上杉家が翌日に検分し
た「大河原文書」によれば、そんなに格好良いものではなく、
とくに小林平八郎に至っては、自分は吉良家の家臣ではない

と偽って逃げ出そうとしたところを赤穂浪士側に見破られて殺害されたようです。 
 
では、この事件の関係者に範囲を広げて考えてみましょう。  
 
まず、このドラマで必ず登場する二人の人物が、辻月丹に無外流を学んでいます。  
一人は、将軍側用人の柳沢吉保です。柳沢吉保は、元禄 11 年にはすでに大老格で、
老中首座の土屋政直よりも上席でした。つまり、赤穂事件の頃には、幕府の最高実力
者だったのです。 
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無外流を学んでいた最高権力者の柳沢吉保 
 
「忠臣蔵」は、享保年間以降、その時の為政者によって武
士の綱紀粛正の教材としてたびたび利用され、明治以降の
軍国主義の中では、「忠義」のためなら命も惜しまないとい
うストーリーに書き換えられたため、柳沢吉保を極悪人に
仕立て上げなければなりませんでした。昭和 30年代の時
代劇映画全盛時代のドル箱と言われた、「忠臣蔵」「水戸黄
門」「旗本退屈男」などは、すべて元禄時代が舞台なので、
極悪人・柳沢吉保が大活躍します。今でも「忠臣蔵」は柳
沢吉保がフィクサーであるかのようなドラマがありますが、
進歩が無いと言わざるを得ません。  

 
桃井若狭之助 

 
もう一人は、浅野長矩と同役の、院使御馳走役だった伊達宗
春です。  
伊達一門は、辻月丹の最大の後援者だった酒井雅楽頭家とと
くに親しい関係があるため、伊達宗春もそのつながりで辻月
丹の無外流に入門したものと考えられます。 
「仮名手本忠臣蔵」に登場する「桃井若狭之助」は、伊達宗
春がモデルです。伊達宗春は、享保十年に若狭守を受任して
おり、「仮名手本忠臣蔵」ではそこから命名されました。 
 
この事件が他に類を見ない点は、大石良雄ら旧家臣たちが、1
年 9ヶ月もの歳月を経て、吉良義央邸を襲撃した事実に尽きます。 
期間を空けることは、相手を油断させる効果はあるでしょうが、脱落者や密告者（裏
切者）がでるリスクが大きく、普通ならばもっと早く討ち入るべきです。また、あえ
て警備の厳重な屋敷を襲撃することも、戦術からすれば最良とは言えないように思え
ます。  
襲撃までに期間を要したのは、浅野家再興運動の結果が判明するまで一年半かかった
からで、御家再興の望みが絶たれてから討ち入りを計画するという、一応の順序を踏
んでいたためでした。 
吉良義央の外出先ではなく、わざわざ厳重な警護をした屋敷を襲撃した理由は不明で
すが、あえて困難な手段を選択したのは、「幕府に御政道の過ちを気づかせるため」
「敵は上野介にあらず。将軍徳川綱吉だった」という、ドラマ性のある解釈を生むこ
とになります。  
 
いずれにせよ、大石良雄としては 2回目のない襲撃だったはずで、確実に吉良を殺
傷できるように細心の計画が練られています。例えば、襲撃時刻は 12月 15日午前
4時頃、つまり人間がもっとも深く眠りに就いている時刻を選んでいる点、吉良邸に
進入して最初に、吉良邸内の藩士が住む長屋の戸を外から鎹（かすがい）で押さえて、
藩士を閉じこめてしまった点などです。 
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本所松坂町の吉良邸跡（現東京都墨田区松坂町公園） 
 
その中でも、一回必殺の必要条件として、吉良義央が
確実に屋敷内にいる日を選ばなければなりませんでし
た。12月 14日を襲撃決行日と定めたのは、その日に
吉良義央が屋敷に滞在していることを突き止めたから
です。大石良雄は、この日に吉良邸で年忘れの茶会が
催されることを知り、ホストの吉良義央が当日は自宅
にいるのが確実と読んだのでした。  
 
そして、この日の茶会の主賓が、老中の小笠原長重（佐

渡守）です。（副賓は、隠居した吉良義央に代わって高家肝煎に就任していた大友（近
江守）義孝です。）  
小笠原長重は、元禄 4年(1691)に京都所司代となり、元禄 10年(1697)からは老中も
兼任しているため、職務で京都での滞在が多い吉良義央とは、もっとも親密な幕閣の
一人でした。  
小笠原長重が接待を受け、吉良邸を出た数時間後に赤穂浪士の襲撃が始まったのです。
この晩、小笠原長重が吉良邸に宿泊でもしていたら、命を落としていたかも知れませ
ん。  
 
12 月 15 日朝、幕閣全員が柳沢吉保から緊急の招集を受け、高輪泉岳寺に立て籠も
る赤穂浪士の処理について協議をします。このとき、全員打ち首という方針が決まり
ます。「柳沢家秘蔵実記」には、老中の阿部豊後守、土屋相模守、小笠原佐渡守、稲
葉丹後守たちから、浪士たちが町人や日雇い人足になって生計を立てていたことや夜
中に人家に忍び込んだことを「武士道にあるまじき致し方」と非難の意見が出たと記
されています。さらに、「全て夜盗の輩の致し方に付き、その御取り捌（さば）きに
て然るべきとて、四十六の輩打ち首に仰せ付けらるべき御沙汰に相極まり候」と、こ
の時点では全員打ち首で意見が統一されていたことがわかります。 
したがって、この時点での最大の問題は、浪士側の兵力が不明なため、どのように武
装解除させるかという一点でした。  
 

泉岳寺（東京都港区） 
 
武装解除のための交渉の進め方を幕閣内で議
論するのですが、小笠原長重だけが終始一貫
して、「幕兵を差し向けて、命令に従わなけれ
ば全員を討ち取る」という強硬な意見でした。
藤沢周平の「用心棒日月抄」では、小笠原長
重が赤穂浪士の支援者のような設定で描かれ
ていますが、これはまったくのフィクション
です。  
 
小笠原長重は、柳生（対馬守）宗在（むねあ
り）に師事した新陰流の達人で、一刀流も免
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許皆伝だったと言われています。その激しい剣風は、若い頃から「小笠原流」「手強
風」などと呼ばれて恐れられていましたが、後年は無外流一筋で、晩年は辻月丹を自
宅に招いて武芸談に華を咲かせていました。辻月丹が亡くなって 5年後の享保 17年
(1732)に、八十三歳で亡くなりました。  
 
辻月丹に係わりを持った人物としては、若年寄の加藤明英（越中守）と、林（大学守）
鳳岡（ほうこう）の存在も見逃せません。  
 
宝永 6年、辻月丹が 6代将軍・徳川家宣へ謁見を願い出ますが、これを幕閣に取り
次いだのは加藤明英～林信篤のコンビでした。 
また、加藤明英の嫡男である加藤嘉矩（よしのり）は、辻月丹に入門して無外流を学
んでいます。  
 
林鳳岡は、幕閣から赤穂浪士の処分について意見を求められたときに、「忠義」を貫
いた浪士への賛美助命論を展開しますが、結局は、「法」を遵守するべきという私義
切腹論を主張する荻生徂徠（おぎゅうそらい）の意見が採用されてしまいます。 
 
では、加藤明英は赤穂事件とどのような係わりがあったのでしょうか？  
 

1702（元禄 15）年、兄・浅野内匠頭長矩 
の刃傷事件で閉門となっていた浅野大学 
長広の処分通達を行う加藤越中守明英  
 
 
じつは、加藤明英は「忠臣蔵」のドラマには
レギュラーのように登場します。  
前に書いたように、大石良雄は浅野家が改易
処分を受けた後、弟の浅野長広（大学）を押

し立てて御家再興運動を開始します。しかし、一年半後の幕府の回答は、浅野長広の
閉門を解いた上で、芸州広島浅野本家に御預けという厳しいものでした。これで浅野
家再興は絶望的となり、大石が吉良邸襲撃を決断する切っ掛けになったと言われてい
ます。  
この重要な回答を、浅野大学に伝えた幕府の上使が、加藤明英なのです。  
 
忠臣蔵に登場する、これだけ重要なメンバーが、無外流と関係を持つことになるわけ
ですから、忠臣蔵と無外流には十分な関係があると考えても、間違いではないでしょ
う。 
 
無外流祖・辻月丹は、麻布桜田町にある吸江寺で長年にわたる参禅の末、一法実無外 
（一法実に外無し）の偈（げ）を与えられ、ここから無外流に到達したと言われてい
ます。  
この吸江寺は、元禄 14年に渋谷に移転してからは、安中藩主・板倉周防守家の菩提
寺となりますが、麻布時代に最も係わりが深かった藩に、奥羽一関藩・田村家があり
ます。  
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三春駒（みはるごま） 
 
田村家は、征夷大将軍の坂上田村麻呂（さかのうえ
のたむらまろ）の末裔と言われている一族で、戦国
時代の伊達政宗の正室である愛姫（めごひめ）の実
家としても知られています。民芸品の三春駒は、全
国的に知られた郷土玩具です。  
 
ここで、田村家の江戸藩邸の実記から、葬儀に関係
する記述と、元禄 14年 3月 14日の記述を紹介し
ましょう。 
 
承応 三 1654 十一月六日宗良公ノ御娘御誕生。 
           於鶴様ト申奉。 
           十二月十三日御卒去。  
           御法名露直真女渋谷吸江寺ヘ葬ル。  
明暦 元 1655 松之助様御卒去 
           七月二十二日一本ニ二十七日ニツクル。    
           御法名傑叟秀英居士葬武州吸江寺。  
寛文十二 1672 七月十八日お亀様御卒去 
           江府渋谷吸江寺御法名桂岩良女薫童女。  
延宝 五 1677 七月十七日他人之助様御卒去。 
           葬芝正伝寺御法名清浄院道円居士。  
延宝 六 1678 宗良公御病気ニ付 
           三月十九日建顕公御上着同 
           二十六日宗良公御卒去御年四拾二歳 
           御法名随雲院殿前隠州太守乾外禅就大居士 
           葬武州芝東禅寺。  
天和 三 1683 五月二十九日お府好様御卒去 
           葬武州渋谷吸江寺、 
           御法名慈照院殿月林如光大姉。  
元禄 四 1691 十月十三日春千代様御歳八歳ニテ御卒去。 
           法名雪怪舟童子葬武州東禅寺。  
元禄 五 1692 二月二十六日永井日向守様御奥様御卒去 
           御法名玉寒院殿琵林宗光大姉 
           武州東海寺の内清光院に葬。  
元禄 七 1694 五月四日玄蕃様御卒去 
           御法名伝法院様如海宗信士 
           江府渋谷吸江寺に葬。  
元禄 九 1696  七月四日主殿様御卒去 
           御法名謙光院殿返照自牧居士 
           葬武州東禅寺。  
元禄十四 1701 三月十四日浅野内匠頭殿御預 
           同於御屋敷御切腹。  



 235 

このように、田村家の江戸屋敷では、吸江寺と親密な関係があったことがわかります。  
 
どうやら、田村家では高輪東海禅寺（現・東禅寺）と、麻布吸江寺を使い分けていた
ようで、辻月丹が参禅を続けていた頃、吸江寺で 5回の葬儀を行っています。 
 
そして、問題の元禄 14年です。  
 
藩主・田村（右京大夫）建顕（うきょうのだいふたつあき）は、将軍・徳川綱吉から
寵愛されていて、元禄 4年（1691）には外様大名でありながら、譜代大名にしか許
されない江戸城奥詰に任じらており、藩邸の記録を読む限りは、元禄 5年（1692）
には奏者番に出世しています。  
 
元禄 五 1692 建顕公四月六日於殿中忠度の御能勤。 
           八月十五日御奏者番役被蒙仰則 
           数寄屋御門番御免。  
 
田村建顕の江戸城中における勤務ぶりを見ると、徳川綱吉や幕閣から気に入られよう
という下心もあったのでしょうが、誰よりも早く登城して、遅く帰宅するという、忠
勤ぶりが窺えます。 
 
しかし、これが裏目に出ました。  
 
元禄 14年 3月 14日は、刃傷事件が発生したため、大名たちはこぞって早く帰宅し
ました。その日の晩に、浅野長矩の即日切腹処分が決まりますが、柳沢吉保が城中に
残っている大名を訪ねると、田村建顕だけが帰宅せずにいました。そのため、田村建
顕邸への浅野長矩の御預けとその晩の切腹が正式に決定されたのです。  
 
田村邸の庭先で切腹する浅野長矩 

 
田村邸での切腹は、浅野長矩のような五万石の大
名では考えられない、庭先での切腹という異例な
ものでした。田村建顕としては、幕府の命令に従
ったに過ぎないのですが、後日、大名たちからは
情けを知らない奴だと、非難が集中することにな
ります。  
まず、翌十五日に浅野家本家の芸州広島藩浅野家
から田村家に対して、「何故庭先で切腹させたのか」
と厳しく抗議され、田村家の本家筋にあたる陸奥
伊達家からは、一族の恥とばかりに、絶縁状を叩

き付けられてしまうのです。 
なかには、日頃から田村建顕の忠勤ぶりを苦々しく思っていた大名たちもいたでしょ
うが、田村建顕としては、とんだ貧乏クジを引いた思いだったことでしょう。  
 
辻月丹が参禅を続けた麻布吸江寺が、浅野長矩の切腹を見届けた一関藩・田村家と深
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い関係があったことも、「赤穂事件外伝」として知っておけば、今後は違った思いで
ドラマに入り込めるかも知れません。  
 
 
辻月丹は享保 12年(1728)、79 歳の生涯を閉じ、高輪にある如来寺に葬られたと言
われています。現在、如来寺は品川区大井町にありますが、辻月丹が葬られた頃は、
港区高輪にありました。 
如来寺は、寛永年間に木食但唱が建てた寺院で、五智如来像のあったことから「高輪
の大仏（おおぼとけ）」と呼ばれた、江戸でも有名な観光名所でした。 
 
辻月丹が葬られた享保年間には、如来寺よりも隣接する寺院のほうがすでに有名にな
っていました。 
それが浅野長矩と赤穂浪士が眠る泉岳寺です。  
 

つまり、如来寺と泉岳寺は、まさに隣接し
ていたのです。 
辻月丹は、泉岳寺に墓参したかも知れませ
ん。また、近くには伊達家の菩提寺で、伊
達宗春や田村建顕が眠る東海禅寺（現・東
禅寺）もあります。  
 
 
 
 
 

 
幕末の東禅寺山門の写真が残っています。 
 
安政年間頃の東海禅寺 
現在の泉岳寺の山門も、この写真の東禅寺に良く似ていますから、辻月丹が葬られた
頃の如来寺も、おそらくこのような雰囲気ではなかったかと想像できます。 
現在は、お寺の前は京浜工業地帯の埋立地ですが、この時代は門前が海だったのです。 
 
 
我々は、「忠臣蔵」は史実の「赤穂事件」とはまったく別の物語だと考えています。
では、「忠臣蔵」が嫌いかと聞かれれば、好きだと答えるでしょう。この物語には、
日本人が愛してきたすべての物語が含まれているからです。 
そして、どのような解釈であれ、日本人が「忠臣蔵」を受け入れている間は、日本と
いう国はまだまだ大丈夫だと、根拠のない自信を持っています。  
 
年末年始に「忠臣蔵」に触れる機会があれば、無外流との係わりという視点から見直
すだけでも、同じ物語をいっそう楽しむことが出来るかも知れません。  
 
 


