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江藤新平における「道学」論の形成基盤  
一佐賀蒋時代の教育的背景を辛がかりとして一  

大間 敏行＊   

序  

本稿は、創設期の文部省において政策決定をめぐる重要な立場に  

あった初代文部大輔江藤新平1）の教育構想解明の一端として、江藤の  

「道学」論形成の思想的基盤について明らかにすべく、佐賀藩時代に  

おける教育的背景の検討を行うものである。ここでいう「道学」と  

は、江藤によって構想された学問区分の片翼であり、もう一方の  

「芸学」とともに全体が構成される。江藤の定義によると、「道学」  

は「人道ヲ論スルモノニシテ先ツ人ノ宗敬スル所及ヒ身ヲ修ムル所  

ノ方面ヲ暗定スルモノ」であり、「芸学」は「天文地理政治及ヒ百部  

百技ノ事ニシテ人ノ智ヲ弘メ識ヲ棉クスルモノ」であった2）。さらに、  

「道学ハ我皇国ハ神道アリ」とされる一方、「芸学」は「西洋ノ丸写  

シニシテ施行スへキナリ」と、その具体的内容が示されていた3）。文  

部省創設期の教育行政に中心的な役割を果たし、また教部省創設に  

も深く関与した江藤のこのような樽想の内実を解明する作業は、明  

治初年の教育政策・国民教化政策の成立と展開を論じるうえでも大  

きな意味を持つ。   

上述した江藤の「道学」「芸学」に区分された構想は、毛利敏彦の  

研究によって初めて明らかにされたものである4）。毛利は江藤のいう  

「芸学」に着目し、江藤が「西洋学立脚原則を断然選択したこと」に  

よって「以後の日本社会近代化のあり方に絶大な影響をもたらした」  

と高い評価を与える一方、「道学」面に関してはそれほど積極的な意  

義を見出そうとしていない5）。しかし、江藤の「道学」論の背後に、  

文部省において管轄する教育内容の問題、神儒仏合同布教による国  

民教化体制構築の間置など、政策的に喫緊の課題が存在していたこ  

とを考慮するならば、「道学」論の解明は非常に重要な問題である。   

本稿では、「道学」論解明の基礎的作業として、特に「道学」論形  

成の基盤となったと考えられる教育的背景に絞って検討村象とした。  
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「道学」が「人ノ宗敬スル所及ヒ身ヲ修ムル所」の問題、すなわち宗  

教的倫理的問題として定義される以上、その内容は江藤自身の思想  

的志向を含めて検討される必要があり、その根幹の形成に教育的な  

背景が大きな意味を持つからである。もちろん、江藤の「道学」論  
が教育史的に有する意義を総体として解明していくためには、現実  

に棉想が表明された時期の教育政策を巡る政治的諸問題との関連の  

なかで考察していく作業も重要であるが、それは稿を改めて論じる  

こととしたい。   

小塙においては、具体的には江藤の教育的背景を、佐賀藩時代に  
おける弘道館を中心とした教育環境、そしてそこで江藤が最も師事  

し、影響を受けた枝吉神陽との教育的関係に求めた。それらの検討  

を通して江藤の教育的背景の全容を明らかにしたうえで、江藤の佐  

賀藩時代における思想と活動を跡付け、考察を行うことにする。   

－、佐賀藩校弘道舘の教育体制と江藤の学習環境   

（1）創設期の弘道舘と佐賀の学問風土   

江藤が学んだ時期の弘道館について論じる前に、まずはその創設  

の歴史と佐賀の学問風土についてまとめておく。佐賀藩の藩校であ  

る弘道館は、天明元（1781）年9月、八代藩主鍋島治茂によって桧原小  

路の相良十郎太夫屋敷跡に「文武稽古場」が建設され、「弘道館」と  

命名されたたことに始まる。これに先立って佐賀藩には「聖堂」と  

呼ばれた教育施設が複数存在していたが、学生数の減少が甚だしく、  

「廃校寸前の状態にあった6）」。創設された弘道館では、寄宿舎を設置  

し内生寮と呼び、通学生は拡充局、少年の通学生は蒙養舎に学んだ。  
後には少年の通学所として九思堂と修業館が増設されている7）。   

弘道館の創設以前、佐賀藩には「藩学を風廓8リ していた狙裸学の  

興隆があった。それには、「我海西九州ノ文学ハ。肥前ノ僧大潮ヨリ  

開ケタルコト多シ9）」と広瀬淡窓に評された大潮元略10）の存在が大き  

い。大潮は荻生阻株と交流を持ち、多くの後進を指導した。「当時肥  

前における儒学者は、ほとんど大潮を頂点とする狙裸派の系統に属  

する者が多かった11）」といわれるほどの影響力を有していた。さらに、  

佐賀藩士長尾遁翁は荻生狙裸の高弟である服部南郭の門に学び、佐賀  

においても長尾東部・島内幸右衛門など多くの門人を輩出している。   

このように隆盛を誇った狙裸学であったが、弘道館創設の際、藩  

学は朱子学を以って正学とされている。弘道館の教授には、京都で  

52   



江藤新刊こおける「道学」論の形成基盤  

西依西斎に学んだ古賀精里が任命され、闇斎派栄子学の教説が基本  

方針として採用されている12）。これ以降も、佐賀藩に阻裸学派などの  

他学派を奉じる者はいたが、朱子学を正学とする弘道館におし1ては  

弱い立場にあった。   

しかし、創設期の弘道館における教育は必ずしも成功していたと  

はいえない。弘道館教授であった古賀穀堂13）が、文化3（1806）年9代藩  

主斉直に提出した28か条の意見書「学政管見」には、弘道館草創期  

の状況が記されている14）。それによると、開校当初「出席八雲霞ノ如  

ク」であった盛況は、数年もすると「ノト身貧窮ノ侍次男三男陪臣ナ  

トワッカ」しか集まらず、「年長スレハ多ハ廃学シテ誠二寺子屋同前  

ノ場所」へと徐々に廃れていったという状況が措かれている。この  

ような状況を前にした穀堂の危機意識に基づく建言を、穀堂が侍諦  

を務めた次代藩主の直正は積極的に取り入れ、弘道館の改革を進め  

ていくことになるのである。   

（2）鍋島直正による弘道館改革と江藤の学習環境   

弘道館の本格的な改革は、10代藩主直正によって推進された。生  

馬寛信は、直正による弘道館改革の過程を三期に分けて分析してい  

る15）。それによると、第一期が直正による家督相続以後の改革者手の  

時期（1829～1834）で、このとき直正は足繁く弘道館へ臨館し、弘道館  

での学習成果を藩の人材登用と結び付ける方針を明らかにしている。  

また第二期は、城内二の丸焼失事件を背景として人事改革が進めら  

れた時期（1835～1839）で、再建のための諸経費節減とともに役方420  

余人に及ぶ人員整理を断行し、門閥層に代わって弘道館出身の人材  

が登用される道を開いた。第三期は、新築された弘道館が完成Lそ  

の規模と内容が拡充されていく時期（1840～）で、藩士の弘道館への就  

学はさらに厳しく督励され、蘭学寮の創設や、西洋式の砲術訓練の  

開始など、幕末期の佐賀藩を特徴付ける西洋科学技術の摂取が開始  

されるようになった。以上の一連の改革の結果、嘉永5（1852）年には  

外生寮諸生寮が600余人に、安政2（1855）年には内生寮も400余人に通  

するなど、弘道館は活況を呈するようになっていた。   

江藤の弘道館入学は、轟永2（1849）年16歳のときであった。本来な  

らば6～7歳の時点で蒙養舎に外生として入学するところであるが、  

江藤は経済的事情によりそれができなかったという。江藤が学んで  

いた頃の弘道館の教育について、江藤より四歳年下の大隈重信が、  

「其教授法は先つ四書五経の素読を為さしめ、次に会読を為さしむる  
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ものにして、其学派は専ら頑固窮屈なる栄子学を奉せしめ、痛く他  

の学派を濱斥したり」と回想している16）。この栄子学派に対抗して  

「史学派」を形成した枝書神陽に師事した江藤も、大隈と同様、この  

ような栄子学派に対し批判的な立場であったと考えられる。   

江藤はまた、弘道館時代副島種臣に格別引き立てられていた。こ  

れは、江藤と親交の深かった中野方蔵が、江藤を副島に紹介したこ  

とがきっかけであったという17）。副島が言うには、「佐賀では教授よ  

りも何よりも畳もに学校中で、先輩が後輩を導く順である、そこで  

各々好々で後輩を導くものである」ということであった18）。この、副  

島は、弘道館での学習と生活の風景を次のように振り返っている19）。  

佐賀の学校は寄宿生である、朝晩は武芸を教え、さうして丁度明   

け六つ時と云ふたら起きるて、さうして夜の四つと云ふ、今で云   

ふたなら十二時ぢゃらう、其時にならぬと寝ることはならぬと云   

ふ、朝飯ハ香の物と云ふて沢庵潰のことだ、香の物四切づ、で飯   

を食ふ、昼は豆腐か務誘かを半切づ、、七日に一度鮪の煮付位食   

はせられるて、夜は計り飯と云ふて僕が計って飯は二杯たけ、塩   

を掛けて食ふと云ふたけて、夫れに甘んじて各は戻ると云ふばか   

りのものだ、  

また、奈良本辰也編『日本の藩校』では、改革後の弘道館の一番  

の特色が、「徹底した自学自習主義」にあったことが強調されている20）。  

弘道館改革によって急増した「計千名を超える生徒数」に対し、「教  

師の数は教授一人、助教授一人、教諭五人、指南十人の少人数にす  

ぎなかった」のであるから、無理もない。このような弘道館の学習  

環境であったからこそ、江藤が中野を介して副島に引き立てられる  

機会を得たことは、江藤の弘道館生活にとって大きな転機となった  

と思われる。実際、江藤が佐賀藩時代最も影響を受けた師の枝吉神  

陽は、副島の実兄であったし、次に述べる石井桧堂の私塾にも副島  

とともに通っていた。   

この他、江藤入学の翌年には、「課業規則21）」が制定されている。  

これは25歳までに課業を修了できない者には「出米」を課し、さら  

に役職にも就けないようにするという厳しいものであった。   

（3）石井松堂・福田東洛との教育的関係   

江藤は弘道館に学ぶ傍ら、私塾にも通っていた。『江藤南白』には、  
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江藤新判こおける「主踵撃j励の形成賜恕  

「南白叉弘道館の余暇を以て石井松堂の塾に遊べり。石井通称は敵右  

衛門、当時膵を垂れて子範を教授せり」とあり、また、「磯田東洛に  
放て軽史を学びしことあり。東洛名は大介、字は公菟、東洛又は長  

翁と号す」とあって、江藤が石井松堂、福田東洛の二名に師事して  

いたことが知られる。   

石井が開いていた塾は純粋社といい、幕末から明治初年まで続い  

ている。門下には江藤のほか、副島種臣、大木喬任、大隈重信らも  

学んでいた。石井の遺構として、文19牽と詩36嘗■を収めたIM純粋杜  

詩文紗」があるというがJ2㌢〉、所在不明のため未見である。この過稿を  

読んで記された千住武次郎稿「石井松堂先生の遺稿を読みで当 によ  

ると、石井は弘道館の指南役であったが病気のため職を辞し、「一家居  

静養の傍ら私塾を開いて子弟の教養に当」っていたことが記されて  

いる。   

石井の学問については、『網島直正公伝』に、「家紋宵雅の、長尾  

氏の学より出で、園明学にて栄子新注を説いて精製派に対したる衣  

鉢は、石井松食（龍右衛門）これを紹ぎて、強記弁才の下に後進を  

誘導し、以て枝杏派と政和して旧学の及ばざるを摘発せり当 とある  

ことから窺われる。「虜属氏の学」とは、先述した艮尾遁翁とその千  

束郭－ノ、仁】・一派の学を指すものと思われる。旧来の学問の範疇に憾まらず、  

また次節にて検討する枝密神階とも親交の探かったことがわかる。   

福田東洛も先に引用したとおり、「繚史」を講じる漢学者であった。  

なかでも福田が得意としたのは、中国の「官符語」（官符とは閉廷の  

命令沓のこと）であったという25j。後に、江藤が明治政府の中弁とし  

て膨大な公文番を取り扱う職務を遂行できた能力の一一端は、この福  

田の沸教によって身に付けたものであったと考えられる毀   

江藤の学習会般において私塾とは副次的なものであったであろう  

が、自ら師を選択する当時の慣習を鑑みると、江藤がこれらの師を  

選択したという革塞が】一・J川・・つの志向を示しているともいえよう。師の  

学問的志向と思想的志向とが江藤による選択の基準となったと考え  

られるからであるα この点を考慮したとき、石井が勤王思想で知ら  

れた人物であったことも記しておく必要がある。そのエピソードの  

－・一つとして、文久3（1863）年8月のいわゆる「－七卿落」の事件の際に、  

江藤を「密使にえらんで文通し、ひそかに気脈を通じたこともあっ  

た」という逸話が伝えられている2bノ。石井の勤王思想とともに、江藤  

と石井の師弟関係の緊密さが窺い知られる。  
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ニ、横昔神陽との教育的関係   

（1）枝雷神陽の学問系譜   

枝膏神陽は佐賀藩時代の江藤に最も影響を与えたと思われる学者  

である。江藤は神陽に、藩校弘道館及び神陽が開いた私塾において  

師事した。「神陽は、尊王主義を佐賀藩に鼓吹したる予言者にして、  

南白は、之を実行したる代表者27）」であったと言われるほどに、江藤  

と神陽の間には緊密な教育的関係が存在していた。江藤の「道学」  

論に関する思想基盤を明らかにするうえで、神陽の思想と学問を分  

析し、その江藤への影響について考察することは不可欠である。尚、  

枝膏神陽に関しては従来まとまった研究がほとんど存在しなかった  

が、近年島車高によってその足取りを含め多くの点が明らかにされ  

ており28）、本研究においても少なからず示唆を得た。   

枝蕾神陽は名を経種といい、字を世徳、室号を焦冥巣と称した。  

神陽は号である。文政5（1822）年5月24日、父南濠、母喜勢の長男とし  

て佐賀城南堀端で生まれ、文久2（1862）年8月14日、41歳で病没した。  

枝書家は代々槍術師範として鍋島藩に仕え足軽組頭に任じられてお  

り、神陽の父南濠も文化9（1812）年2月に宝蔵院流槍術の目録を拝領し  

た。しかし、南濠は19歳のとき朋友に武技一一辺倒であることを諌め  

られてから学問に志すことを決し、結果文政8（1825）年2月には藩校弘  

道館の教諭に任じられるまでになっている2馴。神陽はこの父南濠の影  

響を最も大きく受けて育ち、その思想と学問を継承したとされる。   

南濠について、『鍋島直正公伝』では次のように紹介されている。  

枝書種彰は南濠と号し、書付（南濠の友人書村瑛のこと一筆者註）   

と同年なり。初め牟田口（牟田口天錫一筆者註）の勧誘にて弘道   

館に入学したりしか、非常の勉強家にして精力強かりしかば、業   

成りて指南役となり、更に高揚の死後数年にして教諭となる、経   

学の外に五言詩を能くせり。其持説としては一家の卓見を有し、   

日本には天子の外に君無し、君臣とは唯天子と国民との関係をい   

ふべきのみ、然るを其他の主従関係にも猶君と称へ臣と呼ぶは、   

大義を誤る甚だしきものなりとて、之を弾斥すること最も烈し。   

是れ、長尾東郭が租裸の束西帝説を論賛したるを、一層推拡した   

るものにして、此論旨を貫徹すれば、幕府が諸藩に君臣の礼を執   

らしむる非を破毀するに止まらず、諸藩士が藩主を君と唱へ、自   

らを臣と称することをも、否認すべき結論を生ずるなり。枝吉氏  
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は斯かる主張を以て、㌦▲筒の学風を閃きたりき：抑  

ここでいう「日本には天子の外に君無し」という主張が「日本一  

君論」と称され、南港から神陽へと継承された思想として著名であ  

る。また、長尾東部とは服部南部より狙裸学を学んだ長尾遁翁の長  

男であり門人でもあった。『鍋島直正公伝』の長尾遁翁に関する記述  

は以下のようである。  

長尾矢治馬元弼なるもの、江戸の服部南都に学び、帰りて大弘公  

（亜茂）の侍諦となる、其主義は唐宋の学に捗りてこれを折衷せる   

ものにあり。彼嘗て狙裸文集に国家に対する称謂の失体多きを見   

て、詩を賦してHく、日下平安周鏑京、是音大盗倍神兵、先生休   

説東西帝、魯仲通存踏海情と。乃ち幕府の起りを大盗借神兵と痛   

斥し、魯仲連を引いて自信の高裁を声明し、以て勤王論の唱始を   

なし、以て枝吉氏の君臣論を喚起せり：－い  

このように、長尾遁翁は佐賀藩における「勤王論の咽始」とされ、  

それをト・闇推拡した」のが両液の説であるといわれる。また遅番  

の友人には、これも勤王家として知られる横尾紫洋禦がいた。直接的  

な師弟間係にあったわけではないが、佐賀藩内におけるこれら勤王  

思想の系譜が蘭漆そして神陽に連なるものとして位置付けられる。  

遁翁は狙練学徒であったが、蘭濠の主たる学問は佐賀語が正学とし  

た栄子学であった。これは、両液が弘道館に学んだ時期を考慮すれ  

ば錬理のないことである。また、そうでなければ年長して学問に志  

した南潅が弘道館の教諭になることは難しかったと思われる。これ  

により神階もその年少期においては、傍らに日本叫一君の思想を父蘭  

偉から継承しつつも、「－その学は父の栄子学を受け‥与3ノ」て育つことに  

なるのである。   

（2）枝書神陽の学問と「日本一君論」   

後に弘道館において江藤らを教授する神陽も、かつては自ら弘道  

館で学んでいた。そ・の成績は極めて俊秀であり、佐野栄寿左衛門（常  

民）とともに選ばれて蘭学修業を命じられたこともあった。しかし、  

このとき、「佐野伯は欣然として請けられたけれども私（副島種臣一筆  

者註）の兄枝書平左衛門は此命を辞せられた」という封㌢－。その後の神陽  

は、二度の江戸遊学を経て藩校弘道館の教諭に任じられている。神  
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陽の教諭就任は、江藤の弘道館入学と同年である。江戸遊学期の神  

陽の足取りについては島論文においてかなりの部分が明らかにされ  

ているので、まずはその成果に依拠しつつ神陽の足跡を簡単に確認  
しておきたい35）。   

神陽の遊学は、天保15（1844）年から弘化3（1846）年までと弘化4年か  

ら轟永2（1849）年までの二回行われた。最初の遊学では、昌平坂学問  

所書生寮に入寮し、同じ佐賀藩出身の栄子学者古賀個庵36）についてい  

る。ここでは毎月開催される儒者役宅での講会のほか、詩文会や出  

役の講会、そして各種勉強会に出席したという。少し間が空くが、  
弘化3年3月9日から6月15日の約3ケ月間には、書生寮の同僚とともに  

鎌倉、水戸、房総、奥羽、越後などへ旅行している。旅行から戻り、  

9月8日には遊学期間を終えて佐賀へ向かった。   

二度目の遊学のため出発したのは、翌弘化4年3月26日である。帰  

薄から再遊学までの間に、神陽は木原しづとの婚儀を済ませていた。  

江戸に到着したのは5月5日であり、再び書生寮へ入寮したが、委し  

づが女児を出産したとの知らせを受け、11月4日佐賀へ一時帰郷して  

いる。その後再び江戸へ戻り、翌弘化5年正月27日には書生寮の舎長  

を命じられた。また3月には、江戸の佐賀藩邸内明善堂での講義の任  

を終えた父南濠を品川まで見送り、7月には知人二人と富士山に登頂  

したことが明らかになっている。そして嘉永2年3月11日、書生寮舎  

長を桑名藩の永橋章助と交代し、神陽は佐賀へ向かった。帰路、京  

都や大阪、四国を旅行し、佐賀へ到着したのは7月18日であった。弘  

道館指南役への就任は、8月1日のことである。   

神陽の江戸遊学は、昌平坂学問所書生寮における学習や他藩出身  

の人々との交流を通して、様々な面で神陽の学問に大きな影響を及  

ぼしたと思われる。『神陽先生遺稿』にほ、神陽が他藩出身者と交わ  

した詩文が数多く収録されており、その交流が活発なものであった  

ことを表している。なかでも神陽が最も懇意にしていたのが、国学  

者の矢野玄道であった37）。神陽が二度日の遊学を終えての帰途、四国  

に寄った際には矢野を訪ねており、矢野は神陽を見送りに桧山まで  
同行している諷。   

また、神陽が佐賀へ帰港する際、昌平校の同僚が多く送別の辞を  

神陽に送っているが、その中の一つ、久留米藩の広瀬光による次の  

一節などは、神陽の学問的志向とその具体的内容を端的に示してい  

る。すなわち、「世徳為人魁岸杏偉、才高識明、学博而精、最熟朝典、  

而其志在於格君安民、大非世之拘々章句文字間者比也」との箇所で  
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妾l二戯新平における r一遇学＿j 曲の形成基盤  

ある脚。これによると、神陽の草間は博くEニ】．つ精確であったが、決し  

て「章句＿」や「文字」に拘泥するような学者ではなかったこと、そ  

の志は「格君安民」にあり、実際上に役立つものでなければならな  

いと考えていたことが窺われる。そ・してそのような志向を有してい  

た神陽が、最も熟達していた学問が「新興・」のことであった、とい  

うのである。「朝典」とは、朝廷において定められた規則や法を記し  

た番物を指す言葉である。   

この「朝輿」の研究こそが、神陽にとって自らの「日本品君論」  

を体硯するための学問として位置付けられたのであった。ここで確  

認しておくが、そもそも「Eヨ本一君論」とは、次のような考え方に基  

づくものである。  

藩主と云ふものは自己の藩士に対しても君臣と云ふものでない、   

君臣と云へば日本臣民は唯だ朝廷に対して丈けが君臣である、普   

天の下、率土の浜、王掛二非ぎるなしと云ふ、斯う云ふ訳であら   

う、仮令開墾（鍋偽直正のこと一筆者註）であらうが何であらう   

が農は主従と云ふに外ならず、我々が家僕を佗ふと同じことで主   

従と云ふならば不可糎きも之を君臣と謂ふは非也】い〉  

「君臣」と「主従」の関係を明確にl那IJすることによって名をiE  

そうとする名分諭が、「日本両君論」の根本にあった。これは、方向  

性としては先に紹介した長尾遁翁の思想の延畏線上にあるといえる  

であろう。副鳥は神陽について、「盈は勤王家であるから、好雄のこ  

とは一口も褒むることは嫌ひである、モー日本でも封建の始まる噴  

からの褒傑らしい人のことは、［二ほ極めて濁Lって好かれなかった41〉」  

と語っている。このような神階であったからこや、［】本■－▲■一君の名分  

を正そうとしたとき、自然「朝典」の研究へと向かうことになった  

のであろう。   

具体的にいつ頃、神階が「断典」の研究を自らの学問と位匪づけ、  

取組み始めたのかは明らかでない。しかし島は、弘化3（1846）年頃、  

昌平坂学問所とは目と魔の先の葦原倍充邸で開かれていた「経史や  

歴代の沿革」の勉強会に、神陽が同僚とともに出席していたことを  

明らかにしている4ゴ〉。この勉強会が神陽にとって「朝典」研究の端緒  

であったかどうかはわからないが、神陽にとって江戸遊学が自らの  

学問を発展させる重要な契機となったことは間違いない。   

神陽にはまた、江戸から持ち帰った番物があった。それは蒲生君  
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平の著書であった。神陽は蒲生の著書を、「古人の著述中一番有益の  
友として細」、「殊の外服しでl－i）」いたという。持ち帰ったといっても  

自ら書写したものだったようであるが、副島が言うには、「職官志、  

山稜志、それから不他緯と言ふやうな滞生の著述がある、それから、  

蒲生の詩集も写して居られた」ということである45－。   

江戸遊学によって自らの「朝典」研究を深めることができた神陽  

は、嘉永2（1849）年8月1日、藩校弘道館の国学指南となった。弘道館  
では、自らが深めた学問によって生徒を感化し、正学の栄子学派  

（「経学派」と呼ばれた）に対し、「史学派」を形成した。神陽に師事  

した江藤もこの「史学派」に属していた。神陽の下で学んだ学問の  

具体的内容について、大隈重信は、「日本ノ馴鹿ヤ大宝令、古事記、  
日本紀、大日本史、職原抄、其他支那ノ歴史ヲ調べル」ことであっ  

たと述懐している～1（～）。神陽の門下生は、これらの学習を通して日本の  

歴史や制度を知識として獲得するとともに、その背後に通底してい  

た「日本一君論」の思想を体得したものと思われる。特に江藤は、  

神陽の思想と学問を吸収することに貪欲であったようである。副島  

は、「江藤新平の如きは、ズツト何も彼も残らず質問をした47リ と、  

当時の江藤の梯子を振り返っている。   

後述するように、この後神陽を中心とした義祭同盟が結成され、  

江藤もこれに参加することになる。江藤には、神陽が弘道館教諭を  

辞した際、行動を共にして退学し、神陽の私塾において学んだとい  

うエピソードもある4S）。まさに、「何も彼も残らず」江藤が吸収しよ  

うとした神陽の学問とは、日本一君思想に基づく「朝輿」の研究で  

あり、具体的には「日本ノ制度ヤ大宝令、古事記、日本紀、大日本  
史、職原抄、其他支那ノ歴史」であった。明治初期の新政府におい  

て、王政復古の理念に基づく新たな政治制度の構築にあたり、江藤  

がその手腕を政府首脳に認められた理由の－一つには、こうした学問  

を神陽の下で学んでいた背景があったのである。   

（3）南里有隣と佐賀薄利学寮   

南里有隣とは佐賀藩を代表する国学者であり、神道家である。文  
化9（1812）年1月11日に生まれ、元治（1864）元年10月14日、53歳で没し  

た。別名を博作、元易、居易等と称し、松門と号した。父は十蔵元  
寿といい、藩校弘道館において和学を教授していた。壮年時代、父  

とともに江戸で塙塾に入り国学を学び、天保9（1838）年27歳の頃帰港  

した。天保11（1840）年皇学寮が和学寮と改称された際、南里は教授に  
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江藤新利こおける「道学」諭の形成基盤  

任命されている。その他にも、藩主直正の娘に和歌を教え、自ら開  
いた私塾（本数館）においては神道と和歌を教授したとされる欄。   

南里の存在は、神道史上においてもまた佐賀県史上においても久  
しく看過されてきたが、相同典嗣の研究によって初めてその事接が  

広く知られるようになった。しかし、史料的制約のため、その後も  
研究の進展はほとんどない状況が続いている50）。神陽が教授を務めた  

とされる佐賀清和学寮についても同様で、現在その全容はほとんど  

明らかにされていない。後年副島種臣の談話中にも、「天保弘化の際  

私の兄枝吾平左衛門」の建議によって「和学寮を皇学寮と改められ  

而かも其規模組織を革新して盛に之を興し始めた」とか、「佐賀弘道  
館内に於て皇学寮（其前に和書局と称せられたるを改めて之を皇学  

寮と為されたる也）を設立し」たと述べられている箇所があるが51）、  

これが具体的にいつのことであるかは明らかでない。   

古賀穀堂の「学政管見」には、次のように「和学」についての言  
及がある52）。  

和学ハ和歌和文ノコトニミニアラス日本上代ヨリノ典故制度治乱   

ノ事績等ヲ考へシル乃チ上方ニアル職原学衣紋方ナトノルイニテ   

其番ハ日本紀ヲ初トシテ職原律令等ノ番移キコトナリ イワユル   

神道ナト云ハ日本ノ事実ヲシル分ハ学フヘキコトナレトモカノ称   

宜山伏ナトノスルトコロノ神道ハ仏法ヲトリマシュテ別二一道ヲ   

立シモノナレハコレヲスルコト無用ノコトナリ 官職衣紋等ノ儀   

諸方ニハ何レナクテ叶ワヌトミエテ尾張紀州ヲ初ノ大諸侯ノ国ニ   

ハ必ス和学ノ家コレアリ 讃州高松奥平ノ家中ニサヘ和学ヲ今セ   

ラレテ京都ヘマイルナリ サレハ不断入用ハコレナキコトナレト   

モ大国ニー人モ和学ノ達セシモノナキハ欠点ナルヘシ、  

先述したように、「学政管見」は穀堂が弘道館の現状を憂えて文化  

3（1806）年に当時の藩主斉直に提出したものである。引用文中にある  
「大国ニー人モ和学ノ連セシモノナキハ欠点ナルへシ」とあるのは、  

佐賀の現状に和学に通じる者がいないことを噴いたものであろうか。  

とすれば、副島のいう「和音局53リの設置はこれ以降のことであるか  

もしれない。一方で、副島は和学寮の創設について、「其創設年代は  

未だ詳らかにせぬが、まあ泰国公（鍋島治茂一筆者注）此の方と云  

って宜しからう」とも推測している朗）。   

このように、南里自身についても佐賀藩和学寮についても不明な  
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点が多いが、蘭里は古川松根、糸山貞幹、枝書南濠らと交流があり、  
また門人には同書胤、西川須賀雄、吉相正兼等があり、副島も南里  
の教えを受けた一人であった55）。相同によると、南里の神道説は平田  

篤胤の神道説を受け、それを更に精赦に徹底させたものであるとい  

う。平田が神道を、「来世教としての精神数的性質」を持った「霊の  

宗教」として説いたのに対し、南里は「純霊至善なる神」が「不完  

全な人間に対して、絶対的信頼の対象たる愛の神として、互いに親  

しみむつむべきもの」になった、いわゆる「愛の宗教」としての神  

道を説いたのである56）。このように、村岡によって「我国思想史上に  

於ける注意すべき一思想家57）」として位置付けられた南里が、和学寮  

（皇学寮）という、佐賀藩の正式な国学研究機関の教授としてその神道  

説を講義していたことは、佐賀藩における神道思想の広がりを考察  

するにあたって看過できない事実であり、江藤の神道意識について  

論じるうえでも留意すべき問題であると思われる。   

三、佐賀藩における江藤新平の思想と活動   

（1）義祭同盟への参加と「諭郡羅斯撒」   

既述の通り、江藤の弘道館での学習環境や師である枝音神陽の学  

問に主に焦点を当ててきたが、ここではそれらを背景として有する  

江藤の佐賀藩時代の思想と活動に着目して論じる。   

嘉永3（1850）年、枝吉神陽らを中心として義祭同盟が結成された。  

義祭同盟とは、楠正成正行父子の木像を佐賀郡西河内村の高伝寺の  

別院梅林庵に祭り、天皇に対するその忠孝を称えるための祭儀を行  

う団体である。この年の5月25日、梅林庵に38名が集まり同盟発会の  

祭典を行っている。これを発端として、以後義祭同盟は明治13（1880）  

年まで存続した。   

江藤の義祭同盟参加に関しては、『鍋島直正公伝』に、「同志の士  

十余人」が結集した中に、江藤と大木が最年少でこれに加わったと  

の記述がある5S）。しかし、「義祭同盟連名帖59）」によると、「江藤又蔵」  

（新平の別名）の名が現れるのが嘉永5（1852）年であるのに対し、大木  

の名は、嘉永3年の連名中に「大木幡六」として現れている。参加状  

況が「連盟帖」の通りであったとすれば、二人の祭儀参加には時間  

差があったことになる。なお、「連名帖」によると、江藤は嘉永5年  
から安政5（1858）年まで連続して参加していることがわかる師。   

嘉永6（1853）年7月、長崎にプチャーチン率いるロシア軍艦が入港す  
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江藤斯削こおける r遊撃」歯の形成施療  

る事件が起きた鶏幕噺より畏崎懲鮪の任を与えられていた佐嚢蒲に  

とっては看過できない重大事態であったが、このとき江藤が草した  

のが「諭郡羅斯撤」 という徴文である6王∫。これに前後して、神陽も  

「擬諭俄羅斯王詔」を草しているが63盲、神陽の下で江藤が学んでいた  

時期のことであるから、これは偶然の山致ではない。神陽の文を見  

て、自らも思い立ったか、或いは神陽が命じて作らせたか、といっ  

たところであろう。いずれにせよ、この時期の江藤の思想を断片的  

に窺い知ることのできる史料である（：）   

この「諭郡羅斯轍」の内容を簡潔に紹介すると、以下のようであ  

る。まず江藤は、ロシアの奥の目的が「通商」と「争端」にあるこ  

とを指摘し、ロシアは r∬絞狩」であるという。そして、元滝や朝鮮  

出兵等過去の歴史を例に挙げ、歴代天皇の武威と仁徳を強調しロシ  
アを威嚇している。さらに、ここから当代の天皇に給は及び、「仁徳  

照臨海内、威武鎮定天下」する天皇に対し、ロシアはl‾敬礼」すべ  
きであるのに、今「通商争端」を【ニ‡的として「違天惇埋」の行為を  

しようとしている。率い我が天皇は「憐馳慈仁」でありまだこの件  

については論じていないから、ロシアはただちに 一山宜顧海探之恩、  

一取出稽之罪、IL二無益之繭願、守至順之天理」べきであると呼びかけ  

ている。さそして、もしこの酋を聞き入れないようなら、「皆謂於四海、  

伝倣於七道、命綱償之将、令俊傑之師、挙貌弥之士、率虎約之軍、  

以盤汝郡羅」と寛雷し、謹んで「園長」に報告するよう促している。   

ロシアを威嚇するに当って、歴代天皇の単機を引いていること、  

また日本の統治君主を幕府でなく天急に求めているところなど、明  

らかにこの時期神階の下で学んでいたことを端的に示す内容である。  

この時期の江藤は、忠実に神陽の学問を継承していたといえよう。   

（2）蘭学寮への入学と「図海策」   

江藤が蘭学寮への入学を命じられたのは瀦永7（185射年であったと  

きれる軋き‡£》 これに前後して、大本番任、長森伝次郎、申革即効之助な  

ども蘭学寮に入学を命じられているひ これより前、神陵も蘭学修業  

を命じられていたが、このとき神陽は、「‾拙者は爽秋の番は読まずf適才」  

といってこれを拒否したという。   

しかし神陽は、弟子が蘭学を学ぶことには否定的でなかった。江  

藤を始め、大木、大隈、副島などは、皆蘭学または英学を学んでい  

る。先に神陽が江戸に遊学中、国学者矢野玄道と親交があったこと  

を述べたが、この先野は、いずれ外国へ往来する時代が来ることを  
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見越し、「遊歴して万国を見物し、風土人物を見極め、万国を混同し  
て、我が神州へ帰せしめむ事の謀、二には、万国の制度を取て、我  

が邦家の為に取用ひ、万古不易の計策を立て度」と語っていた65）。そ  

してこのことは、「枝書、坂本等、同志の人と申合せて居候」とも述  
べている。これが事実であれば、神陽は外国をただ「夷荻」と見下  

していたのではなく、外国にも日本に取り入れるに催する制度が存  
在することを、認識していたことになる。実際、江藤らが蘭学を積  

極的に学んだ事実は、このことを裏付けているといえよう。このよ  

うに、江藤の蘭学寮入学は、学習環境の上では大きな転機であった  

が、このことは江藤と神陽の思想の間に断層が存在したことを表す  

ものではない。江藤は、神陽の意向に沿って蘭学寮へ入学したので  

ある。   

蘭学寮で欧米に関する知識を身に付けた江藤は、安政3（1856）年9月  

「図海策66）」を著した。先の「諭郡羅斯徴」から三年後のことである。  

この「図海策」で江藤は、現状での日本と外国との戦力差をまず論  

じ、これからの日本が採るべき具体的方策について述べている。そ  

れは、「招才」「通商」「拓北」の三項目として掲げられている。   

まず「招才」では、適材適所の原則を説き、硯在の日本が「人才」  
を「家格」によって登用していることを批判するとともに、「日本ノ  
中ハ勿論世界中ノ人才ヲ招キ集テ用ヒ」るべきだという、当時とし  

ては大胆な構想を明らかにしている。また、この精神は「通商」に  

も表れ、貿易そのものの利を説き、外国と通商を行うことは、船の  

操縦にも慣れて戦にも役に立つことであると、積極的な意義を見出  

している。三年前ロシアに村し、その真の目的が「通商」にあると  

非雉していたことを鑑みると、非常に顕著な変化であるといえる。  

また「拓北」の項においても、江藤は三年前とは大きく認識を改め  

ている。江藤は、蝦夷の地が多くの「金銀銅鉄」の産地であり、そ  

の他にも豊かな漁場があることを紹介し、よって蝦夷を開拓するこ  

とは、この「産物ヲ得ル」ことであり、また「百里四方」に及ぶ  

「地ヲ得ル」ことでもあるという。そしてそのためには、まずロシア  

と「界ヲ定メ」ることが必要であると主張している。「諭郡羅斯倣」  

においては、「正境」を求めるロシアに対し、その真の目的が「争端」  

にあると論難した江藤であるが、ここでは自ら積極的にそれを求め  

ているのである。   

このように、蘭学寮への入学は、それまでの姿勢を一変するほど  

の大きな衝撃を江藤に与えたものであった。その後の江藤は、明治  
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江藤新利こおける「道学」諭の形成基盤  

政府内でも非常に進歩的な人物として知られ、「西洋ノ丸写シ」で  

「芸学」を行うべきだというほどの主張をしたが、その原点にこの蘭  

学寮での学習があったことは疑い得ない。しかし一方で、キリスト  

教に対しては、「仮令日本全国土焼土トナルモ、決シテ解禁不可然67）」  
という姿勢を有し、「道学」は神道によって行うべきと主張するのも  
江藤であった。江藤のこの二面的ともいえる主張の背後には、蘭学  

寮での学習と神陽の「日本一君論」が透けて見えるのである。   

結語  

江藤が学んだ時期の弘道館は、直正による改革の効果もあって非  
常に大規模なものであった。教授にあたる側の人数が少なかったこ  

ともあり、「徹底した自学自習主義」が採られていたが、その中で江  
藤が神陽と緊密な教育的関係を構築することができた一因には、神  
陽の実弟である副島との交遊関係の作用があったことが考えられる。  

その神陽から江藤が学んだことは、思想としての「日本一君論」、そ  

．して学問としての「朝典」研究であった。これらが、その後の江藤  
の「道学」に関わる言動を規定する大きな要因となったことは論を  

侯たない。江藤が「道学」を「耗皇国ハ神道アリ」と定義したこと  
と、天皇による君主制の統治体制を理想としたこととは、密接不可  

分の関係にあったことが推測されるからである。その点において、  

本稿が江藤の「道学」論の形成基盤として神陽との教育的関係を重  

視したことは、妥当であったといえるだろう。しかし、本稿では神  
陽の国学研究における神道の位置付けについては十分明らかにでき  

なかった。佐賀藩和学寮（皇学寮）の実態とともに、今後解明されるべ  

き課題としたい。   

一方、蘭学寮での学習が江藤の内面に及ぼした影響についても考  

慮する必要がある。「西洋ノ丸写シ」で「芸学」を行おうとする江藤  

の構想を生み出した原点には、蘭学寮での学習体験が大きく存在し  
ていたと思われる。だが本論で検討したように、それは江藤にとっ  

て、神陽の下で身に付けた思想と必ずしも髄解するものではなかっ  
たということが重要な点である。神陽は、これからの学問としての  

蘭学に対し決して否定的ではなく、むしろ弟子には積極的にこれを  
学ばせ、「我が邦家の為に取周ひ」ることまでも構想の内に置いてい  

たと考えられる。すなわち、神陽そして江藤においては、「日本一君  
論」の思想の下に蘭学までも取り込もうとする姿勢があったことを  
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確認できるのである。明治以後の江藤の「道学」「芸学」に対する姿  

勢とは分けて、慎重に論じるべきところではあるが、佐賀藩時代の  

教育的背景を通して見えてくる一つの精神的態度として、留意すべ  

き点であろう。  

1）江藤新平（1834－1874）は、明治4（1871）年7月18日、文部省が創設されると同時に文部大輔   

に就任し、短時日の間にその後の教育行政を方向付ける重要な改革を行った。その後、8   

月4日に左院へ転出し副議長を務め、翌5年3月14日教部省御用掛兼勤となった。わずか一   

年余－）の間に、教育政策と国民教化政策の両方に中心的な立場で関与したことは注目に   

催する。江藤に関しては、伝記も多く著されているが、以下その代表的なものを挙げて   

おく。  

的野半介『江藤南白』（上下巻、南白顕彰会、1914年）、園田日膏『江藤新平伝』（大光堂、  

1968年）、杉谷昭『江藤新平』（書目弘文館、1962年）、毛利敏彦『江藤新平』（中公新書、   

1987年）、鈴木磯子旺［藤新平と明治維新』（朝日新聞社、1989年）、佐木隆三『司法卿江   

藤新平』（文芸春秋、1995年）、江藤冬雄『南自江藤新平実伝』（佐賀新聞社、2002年）ほか。  

2）「日記覚番」（『江藤新平関係文番』R9－257－1、北泉社、1989年）。  

3）同上。  

4）毛利ほ江藤の「芸学」論に瀞目し、「近代日本国家文教体制における酉洋学立脚原則の選   

択一初代文部大輔江藤新平の歴史的決断－＿」（『法学雑誌』48－1、2001年）を著した。こ   

の論考はその後、『明治維新政治外交史研究』（剖Il弘文館、2002年）の「第三部江藤新   

平給」にも収録されている。  

5）毛利は、江藤にとっては「道学」よりも tl芸学」が優位であったと見ている。それは、   

「芸学」に「付着」して「西洋の道学」が流人してきた場合、「江藤における理性優位の   

精神構造と論理尊重の思考様式からして」、「神道一辺倒の道学政策を放棄したであろう」   

という推測からもうかがえる。（前註4、『明治維新政治外交史研究』245－246頁）。  

6）佐賀県政青史桶さん委員会漏『佐賀県教育史』（第四巻通史偏（一）、佐賀県教育委員会、   

1991年、68頁）。  

7）「旧洋学校調」（『佐賀県政育史』第一巻資料編仁一）、1989年、4頁）。  

8）笠井助治『近世藩校に於ける学就学派の研究』（【■F●巻、剖lほム文館、1970年、1604頁）。  

9）「儒林評」（『淡窓全袈』中巻、日田郡教育会、1926年）。  

10）大潮に関しては、川瀬芳雄『背振tjは栄西・大潮と売茶翁』（1974年）を参照。  

11）副島贋之『勤王の先駆者横尾紫洋』（尊本社、2001年、42－43頁）。  

12）前註臥『近世藩校に於ける学枚挙派の研究』1604頁。  

13）古賀教生は、先述した古賀精里の長男。  

14）「学政管見」（『佐賀県教育史』第1巻資料編（一膚）、169【184頁）。  

15）生馬寛信「佐賀藩天保期の学政改革」（『研究論文集』36－1、佐賀大学教育学部、1988   

年）。  

16）日本史籍協会覇『大隈伯昔日謬』仁一、東京大学出版会、1980年覆刻、2頁）。  

17）片淵琢覇『蒼海閑話』（研学会、1898年、62頁）。ここには次のエピソードが紹介されて  

いる。  
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江藤新利こおける「道学」諭の形成慮態  

江藤斯、暑そといふ舅は・・J■軋ると鈍いやうな人であった、そこで人が知らなかった、先   

般人は鈍いと思って居った、太れを中野芳蔵が鼠廿＝ノて拙者に余禅語抜な所がございま   

すと；liげられた、そこで江藤を呼んで話をして見た所が、腺程見る所が頗る単組して騎   

る、それで矢張後輩中にも先輩か余計に瞥んで懇癒にすると云ふか、引立つると云ふて   

ほ失礼であらうが、夫張私が能く仕立ってそれからズツト此入は硯はれて来られた、  

18＝司卜、46乳、  

1釧匡＝∴ 60尉。  

20）奈良本辰也編『【l本の藩校』（淡交社、1970年、25〔卜260甫）。  

21）前誰7、『佐賀県教育史』（第一－・巻饗料碗ト）、45－‘ま6鍔）rJ  

22）佐鶉市文化財編集委員会編『佐敷市の文化財』（佐観市教麿屈服会、1962年、95貫）。  

23）『肥前史談』（ユ4∵8、肥前史談会、1940年）（〕  

24）久米邦武輔述・中野租四郎編纂『銅良麗正公伝』（節大箱、侯爵鍋島家硯茶所、1920年、   

304頁）（。  

25）訂鍋島麗正公伝』（第四稲、149頁）に、鍋島安房は「偉才俸能の士には各その所長1■カ   

を伸べしめて、隔憩なく交はれ－）。枝青木工助が国学に於る、相良架左衛門が洋更に於   

る、福田大助が滴の官符語に於る、皆之を延いて其脱を傾聴したりし」とあることから   

窺われる。 

26）前誰22、『佐磐市の史化財』95軋  

27）的野半介『江藤蘭【‘1』（卜巻、軌′1躍単会、1914年、105賢℃）． 

2釦鶴岡商l‾希求に錬る律嗜ト一粒朗中隊伝一岬・＿j（小林怒絹『律令給削、披rl瀾院、2003年）ー｝  

29）根杏樹濠については、掛掲偽論文及びl’副偽伯畔暦偶洒」甘東邦協会会報』41、1897椚   

参照．  

30）『鍋軌机上二公伝』韓卜牒臥305－306臥  

31）『銅幽直jI二公伝』第→・鏑、43臥  

32）横尾紫洋については前綻8、『勤‥仁の先駆者機尾紫洋』を参照。  

33）『鍋曲直正公伝』節三軋260凱  

封）「副j馴白樺歴偶舐」（『東邦協会会報』43、1898年）「）  

35）神陽に関する直接の史料としては、『神階先生遺構』しL下巻、写本が任那終立図緻館郷   

土潜料宴に所蔵されでいる）がある。本来はこれ以外にも神階の著述はあったようだが、   

副幽によると、神階の門人であった「基氏」が借り掴して東都へ蘭ち出し、そこで輩門   

の変に遭い焼失してしまったということである（『副馴鯛資腰偶紙』41）。  

36）古賀個噸（1788－1糾7）は、佐賀藩弘道館教授一打無精吸の三関む  

37）前紋29、「削飽伯経歴偶誰」41。  

3割前露主28、「幕末に解る律令酬桂台神馴云鵬」こ）  

39）針神格先生遺構』げ巻、97灘）。l同様の趣旨の締は、上田稽の瀧沢規過によっても衝か   

れている け巻、91紫）1。  

40）前註29、「削鳥イ自経歴偶談」41。ここでの定凝は副轟によるものである。「日本叫君論」   

を初めとする神陽の思想について、神階自身が著作を残していないため、それを窺い知   

るには副島の回顧談が傲も大きな辛がかりとなる。「我張は兄等の教育を受けて悟るもの   

てあるから、物に依て吾が雷ふ所は兄の甫ふ言葉なりとなる」とあるように、副島は神   

陽の実弟として身近に学び、神階の思想を最も正確に理解した人物であったと考えられ   

る 膵蒼海閑話』、143貰）。  
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41）前註17、『蒼海閑話』147頁。  

42）前証28、「幕末に蘇る律令一枝吉神階伝－」。  

43）前註29、「副島伯経歴偶談」41。  

44）前註17、『蒼海閑話』148頁。  

45）同上。  

46）「談話筆記他国冊」（「大木喬任文書（番墳）」69、国立国会図番館藩政資料室所蔵）。  

47）前註17、『蒼海閑話』147頁。  

48）前註1、『江藤新平と明治維新』30頁。  

49）南里有隣の略歴については、村岡典嗣「摘果有隣の神道思想」（『日本思想史研究』岡番   

院、1930年）を参照。村岡は天保11年に皇学寮が和学寮と改称されたと述べているが、   

これは後述の副島種臣の談話と離礁する。極めて畳要な問題ではあるが、事実の検証は   

今後の課題とし、ここでは村岡の記述通りに表している。  

50）管見の限りでは、前田勉「南里有隣の記紀注釈一村岡典嗣未見史料の紹介－」（『国学院   

雑誌』104－11、2003年）において、村岡未見の南里の著作に関して史料紹介がされてい   

るほか、青田寅『中国キリスト教伝道文番の研究¶『天道遡原』の研究・附訳註－』（汲   

古啓院、1993年）において、南里が「神理十要」の作成にあたって『天道遡別の初版   

本を参照していたことが指摘される程度である。  

51）前註29、「副鳥伯経歴偶談」41。  

52）前註14、「学政管見」。  

53）おそらくは和学寮を指す許葉と思われる。  

別）前註29、「副商伯経歴偶談」41。  

55）前註49、「南盟右隣の神道思想」340貫。  

56）同上、357頁  

57）同上、363頁。  

58）『鍋島直正公伝』第三稲、428頁。  

59）『楠公哉祭同盟』（楠公鶴舞同盟結成百五十牢記念顕彰碑建立期成会、2003年、116－136  

f＝し，  

60）この「連盟帖」の記録が、安政6（1859）年から明治2（1869）年まで欠落しているため、安政6   

年以降の江藤の参加状況に関しては不明である。だが、安政7（1860）年の祭儀には、江藤   

が祭文を捧げており、江藤の参加が続いていたことを表している。  

61）前註27、『江藤南自』上巻、114－115貫。  

62）前註35、『神階先生遺稿』下巻、1紫。  

63）前註1、『江藤新平と明治維新』32頁。  

64）『鍋島直正公伝』第四稲、532頁。  

65）愛媛県大洲中学校予帝会稲『矢野玄遣先生略伝』（国史研究会、1915年、19頁）。  

66）「図海策」（『江藤新平関係文番』R12－280－133）。  

67）東京大学史料編凝所締『保古飛呂比佐々木高行日記』（五、東京大学出版会、1974年、   

173－174頁）。これは明治4（1871）年7月の話である。  
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江藤新利こおける r道学」諭の形成基盤  

Theideologicalbaseofshaping‘E）ogaku，theoryof  
ShinpeiEto：  

FocusingonhiseducationalbackgroundinSqga励n  

ToshiyukiDaima   

ThepurposeofthispaperistoconsiderShinpeiEto’sideological  
base ofshaping‘Dogaku’theorybyexamininghiseducational  
backgroundinSagaHan．Thispaperthrowslightonthestudyofhis  

educationalplan．  

EtowasaleaderoftheMinistryofEducationinitsestablishment  

time．‘Dogaku’wasone ofthe categories classifiedbyEto，and  

‘Geigaku’wastheother．‘Dogaku’containsthemoralandreligious  

area，and‘Geigaku’contains the scientific and technological  

knowledgeandsoon．Etothought‘Education’isconsistedofbothof  

them．ToclearupthewholepictureofEto’seducationalplanisvery  

importantforthehistoryofJapaneseeducationpoliey．  

Thecontentsofthispaperareasfo1lows：  

Preface   

l．ThelearningenvironmentofEtocenteredon‘Kbdokan’  

2．TheeducationalrelationshipwithShinyoEdayoshi  

3．ThethoughtsandtheactivitiesofShinpeiEtoinSqgaHan  

Conclusion  

Thispaperconcludedasfollows：  

UnderShinyoEdayoshi，EtolearnedpoliticalsystemsinJapanese  

Oldtimes．ItwasbasedonShinyo’spoliticalideologyp’NihonIkkun  

Ron‘－．Itisconsideredthatthethoughtandlearningtaughtby  

ShinyoshapedEto’sbehaviorinMeijiEra．Ontheotherhand，Etohad  

achanceoflearningthewesternstudiesin‘RangakuRyo’．This  

experience had agreat effect on Eto’sthought．Butit never  

COntradictedhisthoughtwhichwastaughtbyShinyo．Etointendedto  

introducethewesternstudiesunderNhonlhkunRo柁’．  
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