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寺門静軒の歩み

寺門静軒『江戸繁昌記』
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寺門静軒

寺門 静軒
（てらかど せいけん）
寛政8年（1796年） - 慶応4年3月
24日（1868年4月16日）

幕末の儒学者。諱は良。字は子
温。通称は弥五左衛門。克己・
蓮湖という号もある。
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静軒の幼少期

　水戸藩大吟味方勤の寺門弥八郎勝春の次男。
名は良、字は子温、弥五左衛門と称した。静軒
は号である。父の諱は勝春、母は田中氏とし、生
母は河合氏の名が残されている。

　文化4(1807)年、12歳で同居の母を失い、翌年
水戸の実父の没後、母方の祖父母に育てられた。
山本北山の子緑陰に儒学を学び、上野寛永寺
の勧学寮に入学。学頭霊如仏隴に師事し、仏典
と性霊派風の漢詩に接した。
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寺門の先祖と静軒の生誕について

　静軒の先祖は広瀬長門守と称し、新田左中将
義貞五世の孫に係る一族としている。この長門守
が正長元年（1428）の戦いに敗れて三井寺には
いって自尽し、その子の義行という者が、東に
下って佐竹氏に属し、広瀬の姓を寺門と改めその
後にて水戸に住んでいた。

　静軒は水戸で生れたと一応考えられるが、実際
江戸で生れたと自称している。父が江戸に出仕し
ていたときに生れたのか、それとも生母の河合氏
が江戸に住んでいたからであるのか。この点は判
然としていない。
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幼年期における知性の修練

静軒は幼にして父母を失ったが、何歳のときで
あったかは明らかでない。外家河合氏に育てら
れ、生母の実家へ一旦引き取られたものと思
われる。

自身が没する19年前に自身で書いた墓誌によ
ると、「長じて磊落俊邁家道頓に寒し」、「既に長
じて不護放縦、家道頓に寒し」と残されている。
幾許もなく大に発奮して勉強し各地を周遊して
見聞を広め学識を博くし、知性を深めていった。
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静軒の青年期から文人へ

　天保1(1830)年,徳川斉昭が水戸藩主になる時期、仕
官活動を始めるが成功せず、以後、官途を断念し、詩
文においては「無用之人」を標榜するようになった。経
世の学を進めるとともに、江戸市中では文人として名声
を獲得した。

　江戸の文壇と多くの接点を持ち、代表作『江戸繁昌
記』(1832～36)で揶揄している俗儒たちとは昼夜相交わ
る時期もあった。同書は繰り返し刷られ、明治まで続く
漢文体「繁昌記」ものの大流行を生み出したが、天保改
革の際筆禍を起こし,武家奉公御構の処分となった。
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江戸での動き

墓誌には「文政年間江戸に帰る」と記してあるが、
文政時代は、彼が２３歳から３４歳までに該当する。

江戸へ帰った静軒は旧主のところ職を尋ねたが採
用されなかった。彼は「今儒者は位置は低いが、
書を携えて一生を送る、決して旧主に耻じるわけ
のものではあるまいと」と意識を固めたとされる。

　その後、駿河台に小屋を借り入れ、「克己塾」を
開き、門弟ができた。ところが、『江戸繁昌記』を発
端とする状況の悪化により、以後儒学者として渡
世することが難しくなった。『江戸繁昌記』の初編の
序言によれば、彼が本作を書き始めたのは、天保
２年であり、彼が３６歳のときであった。
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寺門静軒『江戸繁昌記』

江戸後期の漢文戯作。
5編5冊。1832～36年
（天保3～7）刊。さらに
第6編は『江戸繁昌後
記青楼之巻(せいろうの
まき)』として41年刊。ま
た第5編を書き継いだ
『江戸繁昌後記』は初
編・2編が78年（明治
11）に刊行。
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寺門静軒『江戸繁昌記』の内容

　浪人儒者の生活の資とするために書き始められた
本書は、相撲、吉原、両国烟火（花火）などについて
江戸の世俗の繁華を漢文で戯れ書きするという新し
い試みに評判となるが、皮肉な視線と批判精神により、
江戸期には希有の現実風刺の文学ともなり、そのた
めに初編・2編がまず1835年に発禁処分を受けた。

　しかし、3編以下を刊行したため、天保の改革（1841
～43）において、作者はついに「武家奉公御構い」の
処分を受け、現実風刺の徹底した『江戸繁昌後記』は
明治時代にようやく刊行された。幕末・明治期には本
書の評判に倣って、「繁昌記もの」とよばれる一分野
ができた。
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静軒の遍歴

江戸での処分を前後し、以後,関東・越後地方を
転々とし,胄山の門人根岸友山の邸宅で死去。
著作はほかに『太平志』(1834),『静軒詩鈔』
(1838),『江頭百詠』(1850)など多種。

特に熊谷地域（妻沼、熊谷、大里）における足
跡は後世に残る偉業の一つとして語り継がれ
ている。奈良村吉田家、妻沼聖天山、両宜塾、
根岸家などとの関わりの歴史を伝える。
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放浪の旅へ
江戸での儒学者としての静軒の生活は急に苦しく
なったらしく、その後、各地に漫遊放浪の旅をつづ
けた。窮地や地元有力者の配慮などで上毛や北
武蔵地方にも多く来訪した。

天保13年　奈良村四方寺の吉田市右衛門を来訪。
翌年の14年、上毛伊与久村の細谷一成の家に寓
したことは「静軒文鈔」に書かれている。

同13年には、島村の金井烏洲の「自沙翠竹村舎」
に来遊した。鳥洲を「学を好み詩を善くし、殊に油
染に巧なり」と称えている。鳥洲は安政４年に62歳
で没し、静軒と同年であった。
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熊谷と江戸の往来

静軒は安政４年にも四方寺に再来し、蓮華院
（湯殿山と号し新義真言宗で、成田村一乗院の
末寺）を訪れるなどした。「静軒文鈔」などには、
その当時の往来の様子が記されている。

静軒は「太平志」という随筆に、浅草蔵前町の
伊勢屋安右衛門（松本月痴）の遊び仲間となり、
天保12年頃、花柳界に足を踏み入れたことが
書かかれている。その翌年頃から「繁昌記」の
問題が露呈する。
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新潟への足跡と健全なる静軒

静軒は新潟に寓居を有し、『新斥富史』（「新潟繁
昌記」に附録をつけて改題）を書いた。

静軒の詩集「江頭百詠」の序文は、門人の青木
錦村が記している。そこには、「遇事後」の恩師は
憔悴しているであろうと心配しながら、門人の松
本文斎、小松春山と共に先生に会って見ると、
「眉宇更伸、胸界蓋濶、康健如故」と記され、予
想に反し、意気消沈とした姿をしていなかったこ
とが示されている。
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周遊する静軒

彼が漂泊の旅から江戸に還ったのは、嘉永３年
の５５歳の時で、生前に自身の墓誌を書いた翌
年の頃になる。

江戸に還ったといったところで、必ずしも身を落ち
着かせていたのではなく、時々、各地に出向し経
学を講じることや、旧友との交情を温めるなどし
ていた。新潟行きの旅も単にその地に足を向か
わせただけでなく、各地を周遊しながら見聞を深
め、辿り着いたと想像される。
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妻沼へ。静軒の新たな旅

万延元年（1860）、静軒は、武州の妻沼に居を
移して「両宜塾」を開く。年代としては、新潟での
寓居の翌年に当る。

妻沼に来る前に行田の医家遠藤氏方に寓居し
ていたことが推察される。

彼の自筆による「両宜塾記」があり、妻沼小学
校の職員室に額（副本）に、その両宜塾の設立
に係る内容を見ることができる。
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両宜塾

「両宜塾跡」（市指定史跡）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当時の両宜塾

17



当時の両宜塾
（石坂養平記）：昭和36年ごろ記述
「両宜塾の位置は少し変わったが、建物は殆どその
まま残っている。すなわち、紅葉で名高い大我井神
社前の三叉路を南に直進すると、約百三十メートル
位の東側にある。瓦茸二階建方形造りで、高さ十五
尺（四・五三メートル）間口奥行共に四間半、総坪十
八坪、表は三尺の廊下が玄関を兼ねて四間通しに
なっている。玄関のついた間が八畳で、九尺の押入
付、そのかみに昇降階段がある。客間（書斎）は押入
付の六畳、本床脇床がついている。二階は低く、やっ
と六尺か。八畳の間で、東と南とに中窓がある。」

（参照：妻沼町江森知治調査）：平成5年（1993）解体。
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両宜塾記

万延元年(1860)、土地の人々に請われて開いた
塾舎「両宜塾」の開設にあたり、塾名の由来や
塾舎の様子、自らの心境等を寺門静軒が記した
書跡。正・副二点が残されており、副本は下書
用に書いたもので、正本は一部訂正された。
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両宜塾記　訳文①
静軒居士は年六十五で行脚にもあきたので老にふ
さわしいことをやるのが宜しい。しかしまだ適地を得
ない。万延紀元、妻沼坊に遊んで歓喜院公と坊甲鈴
木小池二氏に会った。郷学創建の志はあるが、いま
だその主をつかんでいない。居士に寓居して主とな
らんことを求められた、居士諾して日く、僕はこの器
ではないし因果応報の理を解さない、しかし祖師名
を存する以上、くよくよしてはいられないと。乃ち地を
卜し功に就き日ならずして目出度でき上った。堂は
南向きで坊を距てて数十歩のところにあり、利根川
の風帆数うべく、漁笛の響きも聞えてくる。筑波の翠
峰も時には眺めうる。
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両宜塾記　訳文②

こういう風光明媚の勝地は老いた者が止まって子弟を教え
るに宜しい、騒音の至らない静堂は経学を講ずるに宜しい。
これが両宜塾と名をつけた所以である。聖人の道は孝弟
である、孝弟は仁の本である。学問の道は修身を本とする。
万巻の書をよんでも道に背けば学問とはいえない。学者は
菜根を咬んでも百事が成った。疏食を厭うなかれ。酒は怠
業の具だから、戒めて飲むなかれ。拭掃は子弟の役目だ、
労を憚るなかれ。騎慢ぶって敬を外人に失するなかれ。桃
達で謗を郷閭にうけるなかれ。その他論ずべきことはいろ
いろあるが、読むところの経伝中にある。何ぞ必ずしも一
つつあげんや。請うこれを省みよ。
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寺門静軒と妻沼八景

画家豊洲が描いた江戸時
代末期の妻沼八景の墨絵
に、寺門静軒が「妻沼八勝」
と題した、当時の妻沼の四
季に応じた風景を、七言絶
句の八詩を讃として書き添
えた。水墨の風景と七言絶
句の八詩が見事に調和した
美術作品。歓喜院が所蔵し
ている。当時の歓喜院と静
軒の親交を知る資料。
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静軒の門下生

両宜塾の塾生となって静軒の教
えを直接受けた妻沼・熊谷地方
人として一般に知られているの
は、松本萬年、吉田六三郎、吉
田二郎、東条芹水、竹井澹如、
石川弥一郎、長谷川敬助、田中
正彝、稲村英隆らの諸氏が挙げ
られる。

松本萬年
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松本萬年への継承

子弟の中、秩父出身の松本萬年は江戸におい
て既に静軒と師弟の間柄であり、静軒の文や
詩にその名が散見できる。静軒は塾にて６年間
教え、慶応３年熊谷石上寺で講義をするように
なった。萬年はその間しばらく両宜塾に止まっ
て子弟の薫育につとめた。静軒の弟子ではな
いが、萬年の弟子と称する門下生が多かった
のはこのためであり、日本初の女性医師、荻野
吟子もその一人に数えられる。
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静軒と荻野吟子

幼年期、父綾三郎は村内の教
育のために、両宜塾の寺門静軒
を、自宅に迎えて講義を開き、吟
子も同席したとされる。

松本萬年は慶応3年(1867)、師
の静軒の両宜塾を継ぐ。医療に
もあたった。吟子もここで学ぶ。

吟子が入院した大学東校主宰
者の佐藤尚中(たかなか)は、師
松本万年と同じ寺門静軒の門下
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静軒、冑山の根岸家へ

　静軒が大里郡吉見村冑山の根岸友山に迎え
られたのは没する１年前のことであった。両人
は旧知の間柄であった。

　「静軒詩撰」の中に、「天保丁酉（八年）夏、武
州甲山に遊び、易を根岸氏の三餘堂において
講じ、これを賦して別を留む」と示されている。
友山の開いた私塾「三餘堂」は根岸家邸内に
あった。現在は「三餘堂跡」が市の史跡の指定
されている。
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静軒の死

慶応4年3月24日死去
（73歳）
根岸家墓所に隣接して
静軒の墓として円筒型
の墓石が置かれている。
県の旧跡に指定されて
いる。
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根岸家・友山・武香

　　根岸友山　　　　　　　 根岸武香
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根岸家長屋門

　江戸時代後期の寛政年間頃（1789～）に建て
られた根岸家長屋門は、幕末に活躍した「根岸
友山」と、維新後の政治に深くかかわり考古学
者として活躍した息子「武香」の生家。現在もそ
の風格は残され、熊谷市の有形文化財（建造
物）に指定されている。根岸家長屋門は、その
偉容や建築美から郷土の顔として多くの人々に
愛されてきた。平成22年に保存修理工事が行わ
れ、建物全体の補修と共に外壁が原初の色と
同じ鼠色に復元された
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根岸友山（1809～1890）
　根岸家は江戸時代の豪農として栄え、幕末期の友山は、
16歳にして家督を相続し、名主となって村政を担った。そ
して自邸内に「振武所」という剣術道場と「三餘堂」という
私塾を開設し、子弟の教育に尽力した。しかし荒川の堤
防普請で、役人の不正を正すためにいわゆる「蓑負騒
動」に加担し、厳罰を受けたものの、村人の信頼厚く、安
政６年（1859）には赦免され、子弟教育を再開した。また
友山は長州藩と親交があり江戸藩邸に招かれることも
あった。幕末には、尊王攘夷論者であった友山は、浪士
組（後の新撰組）に一時参加したが、隊の中の意見や主
張の相違から途中で分かれ帰郷し、その後は村政に尽
力した。 
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根岸武香（1839～1902年）

　根岸武香は天保10年（1839）5月15日、大里郡吉
見村胄山の地に、根岸友山の二男に生まれた。父
と同じく文武両道に秀で、少年の頃より勉学を志し
て江戸に出向した。武術を千葉周作の道場に習い、
また国学を平田鉄胤や横山由清に学び、和歌は
小林歌城や安藤野雁に師事し、また儒学を三餘堂
に逗留した寺門静軒に教えを求めた。特に和漢の
学に特筆すべき能力を発揮し、その関心は考古学
や史学への研究に繋がった。大森貝塚を発掘した
Ｅ・Ｓ・モースが根岸家に来訪するなど、外国人と
の学術的交流でも知られる。
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終

寺門静軒と根岸家の歴史の更なる
啓発と情報発信に向けて。

今後の研究課題など。

『江戸繁昌記:寺門静軒無聊伝』 佐藤雅美／著 実業之日本社 2002.09. 
『寺門静軒』 永井啓夫／著 理想社 1966. 
「寺門静軒--「無用之人」の軌跡」 前田愛 1965.07. 
『江戸繁昌記 寺門静軒』／原著 ;竹谷長二郎／訳 教育社 1980.03. 
『根岸友山・武香の軌跡 : 幕末維新から明治へ』　根岸友憲 監修 ; 
根岸友山・武香顕彰会／編さきたま出版会2006.05.
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