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上田秋成と大坂の精神

ハンブルク大学助教授　ユーディット・アロカイ

　上田秋成は大坂の生んだ最も重要な人物の一人として知られています。彼は大坂で生まれ大坂
で育ち、市中で 38 歳まで油・紙商人として成功をおさめました。商店が火災により焼失した後
も秋成は大坂を遠く離れることはなく、加島（現在の大阪市の一部）や淡路に仮住まいを持ち、
また大阪市に接した近郊都市を転々としました。60 歳にして初めて秋成は大坂を離れ、京都に
居を構えています。
　このような人生を送った秋成ですから、これだけでも大坂が彼の特別な人柄に影響を与えてい
ることは大いに有り得ましょう。しかし問題は、どのような観点から、大坂が秋成の、特に知的
生活を特徴づけているかということです。本発表では、本居宣長との論争を通じて秋成のリベラ
ルな精神を読み取り、そこに見られる大坂の学術的・芸術的雰囲気との関連を可能な限り追求し
てゆきたいと思います。
　秋成はその前半生を典型的な、なおかつ並外れた教養を持つ大坂商人として過ごしました。彼
はその当時普通に行われていたように儒教的な教育を受けましたが、早くから俳諧にも興味を示
し、この分野では高い熟練の域にまで達しました。そのかたわら、井原西鶴の文学的影響のもと、
二作の浮世草子（『諸道聞耳世間狙』、『世間妾形気』）を完成させてもいます。同時に秋成は、当
時盛んだった、都賀庭鐘や建部綾足の名に代表される中国からの翻訳文学からも影響を受け、中
国の物語モチーフに熱心に取り組みました。秋成の中国物語への関心が『雨月物語』として成就
したのは今日私達の知るところです。
　秋成が国学への関心を高めたのは宝暦年代（1750 年代）です。彼はまず契沖（1640-1701）の
著作を幾つか独学で学び、後には京都で賀茂真淵の弟子である建部綾足（1721-1777）のもとで
講義を受けますが、綾足の能力には失望させられたと言われています。綾足の紹介で、同じく真
淵の弟子である加藤美樹（1721-1777）のもとで教えを受けた秋成は、美樹を生涯唯一の師とし
て高く評価するようになります。国学の勉強と並んで秋成は 1773 年から医学の勉強も始め、大
坂で診療所を開いてもいます。この点で本居宣長の活動との一致が見られるのは興味深いことで
す。
　秋成の国学研究は、『万葉集』『伊勢物語』『源氏物語』の研究、柿本人麻呂の初の包括的伝記、
賀茂真淵の幾つかの作品の編纂、真淵の枕詞に関する作品（『冠辞考』）の続編上梓、言語史また
言語学に関する論文の著述から、歴史的・民俗学的・考古学的問題への関心に至るまで、多岐に
わたっています。物語・詩作の他に、同時代人の注目を特に集めたのは彼の人麻呂研究と枕詞に
関する業績であり、その点で秋成の国学への文献学的寄与はおおいに認められるところです。秋
成はその全作品を通じて、自国の歴史・文化に関心を寄せていますが、これに加えて中国の文学
ジャンルやその題材に対する関心も示しています。彼の国学に関する論文を特徴づけているのは
率直さと寛容さであり、秋成が国学をイデオロギーとしてではなく、文学・言語学および歴史学
的行為として捉えていたことがわかります。
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本居宣長・上田秋成論争

　1787年から1790年に亘って、本居宣長は、上田秋成との一年間に及ぶ論争を記録した二部作『呵
刈葦』を著しています。この作品は、二つの包括的な争点に関する秋成と宣長それぞれの論証を
口語体で記したものです。二つの争点とは、一つは古代日本語の音声学上の詳細についてのもの、
もう一つは古事記に示される日本建国神話についてのものです。

・音韻論争：閉音節と堕落した音声（腐敗音声）について 

　『呵刈葦』第一巻は 1785 年に完成された『漢字三音考』に対する秋成の反応の要約であり、別
名『上田秋成論難同弁』とも呼ばれています。この第一巻の主要な争点は、古代日本語において、
例えばカンナガラ /カムナガラ、ユカン /ユカム、カエラン /カエラムのような鼻音的・口音的
音節末尾音　(n またはm）、そしてパ行やワ行といった半濁音が存在していたか否かという問い
です。特に秋成の批判を浴びたのは、宣長がこういった音にたいして、不正確・不正解・腐敗の
意味をこめて「不正である」という軽蔑的な評価を下した点でした。
　宣長の関心が外国に向いていないことは明らかであり、ましてや個々の外国語や異文化など
は彼の興味をまったく惹きませんでした。宣長が外国について語る場合、それは主に中国のこと
であり（皇国と外国語・他国の対立構造）、梵語（サンスクリット）に至っては、宣長にとって、
中国語に対する侮蔑の念を他の全ての外国語に対してまで広げるための論拠が一つ増えたに過ぎ
ないといった体のものでした。宣長の主張によれば、全ての外国語は文法的な語形変化を欠いて
おり、文脈・語順といった統語法に全面的に依存するしかありません。これに対し、日本語の不
変化詞（テニヲハ）は、言語の到達し得る最も完全な状態を示すものであると述べています。
　宣長は『漢字三音考』に「皇国ノ正音」について次のように述べています。

　 「サテ如此尊ク萬国ニ上 [ カミ ] タル御国ナルガ故ニ。方位モ萬国ノ初ニ居テ。人身ノ元首
ノ如ク。萬ノ物モ事モ。皆勝レテ美 [ メデタ ] キ中ニ。殊ニ人ノ声音言語ノ正シク美キコト。
亦ハルカニ萬国ニ優テ。其音清朗トキヨクアザヤカニシテ。譬ヘバイトヨク晴タル天ヲ日中
ニ仰ギミルガ如ク。イササカモ曇ナク。又単直ニシテ迂曲 [ マガ ] レル事無クシテ。眞ニ天
地間ノ純粋生雅ノ音也。…」

　また、「皇国言語ノ事」については、次の通りです。

　 「皇国ノ古言ハ五十ノ音ヲ出ズ。是天地ノ純粋正雅ノ音ノミヲ用ヒテ。混雑不正ノ音ヲ厠 [マ
ジ ] ヘザルガ故也。サテ如此ク用ル音ハ甚少ケレドモ。彼此相連ネテ活用スル故ニ。幾千萬
ノ言語ヲ成ストイヘドモ。足ザル事ナク尽ル事ナシ。…　又上件ノ外ニモ種々ノ活用アリテ。
千言萬語各皆其例格違フコトナシ。又言ヲ連ネテ語ヲナスニ。ハ　モ　ゾ　コソ　テ　ニ　
ヲ　ヤ　カ　ム　等ノ辞 [ テニヲハ ] アリテ其意ヲ分ツ。凡テ如此ク。活用助辞ニ因テ。其
義ノ細ニクハシク分ルル事甚妙ニシテ。外国ノ言語ノ能及ブ所ニ非ズ。凡ソ天地ノ間ニ。カ
クバカリ言語ノ精微ナル国ハアラジトゾオモハルル。」
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　また、「外国ノ音正シカラザル事」については、

　 「外国人ノ音ハ。凡テ朦朧ト渾濁 [ ニゴ ] リテ。譬ヘバ曇リ日ノ夕暮ノ天 [ ソラ ] ヲミルガ如
シ。故ニアアト呼 [ ヨブ ] 音ノ。オオノ如クニモ聞エ。ワアノ如クニモ聞エ。又オオト呼音
ノ。ウウノ如クニモオホノ如クニモ聞ユル類。分暁ナラザル事多ク。…　諸ノ音皆皇国ノ音
ノ如分明ナラズ。…又外国ニハ。韻ヲントハヌル音殊ニ多シ。ンハ全ク鼻ヨリ出ル声ニシテ。
口ノ音ニ非ズ。故ニ余ノ諸ノ音ハ。口ヲ全ク閉テハ出ザルニ。此ンノ音ノミハ。口ヲ堅ク閉
テモ出ル也。サレバ皇国ノ五十連音ノ五位十行ノ列ニ入ズシテ。縦ニモ横ニモ相通フ音ナク。
タダ孤立 [ リチ ] ナリ。然ルニ外国人ノ音ハ。凡テ渾濁 [ クモ ] リテ多ク鼻ニ触ルル中ニ。殊
ニ此ンノ韻ノ多キハ。物言 [モノイフ ]ニ口ノミナラズ鼻ノ声ヲモ厠 [マジヘ ]借ル者ニシテ。
其不正ナル事明ラケシ。皇国ノ古言ニハ。ンノ声ヲ用ル者一ツモアル事ナシ」

と述べ、さらに「鳥獣萬物ノ声」については、

　 「大凡ノ上件ニ云ル。外国ノ引音曲ル音急促 [ ツマル ] 音ンノ音ハノ行ノ半濁音等ハ。皆是不
正ノ音ニシテ。人ノ正音ニ非ズ。鳥獣萬物ノ声ニ類セル者也。イカニト云ニ。先 [ マヅ ] 鳥
獣ノ声ハ。馬ハニイ牛ハモオナドト。皆必長ク鳴テ。ニトモモトモ短クハ鳴コトアタハズ。
彼外国人ノ引音コレニ近シ。又雉ハキン犬ハワン鼠ハチウ猫ハニヤウト鳴タグヒ。外国人ノ
曲ル音ンノ韻ナド是ニ近シ。……サテ又絲 [ コト ] ノ声ハ　ピン　ポン。竹 [ フエ ] ノ声ハ　
ヒイ　フウ　ビイ　ブウ。金ノ声ハ　チン　チャン　チョン　グワン　ボン。革 [ ツヅミ ]
ノ声ハ　デン　ドン　カン　ポン。木ノ声ハカッカッ。石ノ声ハコッコッナドト鳴ル。萬ノ
物ノ声皆此類ニテ。長キ者ハ必響アリテ短キ事アタハズ。短キ者ハ必急促 [ ツマリ ] テユル
ヤカナラズ。凡ソ鳥獣萬物ノ中ニ。其ノ声ノ皇国ノ五十音ノ如ク単直ニシテ正シキ者ハ。一
ツモアル事ナク。皆サマザマトクセアリテ。外国人ノ音是ニヨク似タルモノ也。コレ皇国ノ
音ハ正シク。外国ノ音ハ正シカラザル明徴也。」

と述べています。

　宣長によれば、中国人は、その言葉の発音が動物や音楽の発する音声に似ていることから、動
物や物に近いことになります。さらに、中国人およびその他の外国人も、動物と同様、日本語を
正しく発音することはできないとしています。宣長はこうして、幾人かの儒学者（中にはオラン
ダ人と交流のある者も含まれています）の、日本語はあまりにも単純な音声構造しか有しておら
ず、それ自体では（他言語の要素なくしては）コミュニケーション不全に陥るような言語である、
という批判に応えたのです。
　これに対し、秋成は以下のように反論しています。

　 「叟云、自然の音にも、金石、糸竹、革木、羽毛の音は人の音にあらねば、不正音とすべし。
漢土の人も音声それに似たれば、これ又正しからずとや。糸竹、不正の音ならば、人の言語
に合奏すべからず。革木いかで神を和め奉ん。上古は言語を糸竹の音匀に合せて声を調へ、
咏哥せしにあらずや。彼踏とどろこす覆槽の音、音楽の声に叶はでうたて響かんには、大御
神はいよよ深く閉じこもらせ給ふへし。人と物と音匀和諧せず、聞 [ キキ ] のうたてき物な
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らは、其始にいかでさることの出来べき。又風は級戸神の御息とかいふを、大呼ましませば
於々の匀あるも、音を引は不正といふや。又物に触ますれは、其物の音と和して響動す。水
音の許袁呂許袁呂[コヲロコヲロ]も、正しからぬ音に始めて御国は成出たりといはばいかが。
糸竹、革木の音、神をも人をも和めまつれるを、一民の己か私なる思慮を以て不正也といふ
共、人信せんやは。海外之国々の人の言語、羽毛に等類すといふも、又私の甚しき者也。か
の右衽左衽を叟か論せし如く、万国皆音の長きを、御国のみひとへなるが反て正しからすと
いはむにはいかが。元来ひとへなるが正きといふも、音の長きが不正といふも、叟一人の心
にてこそあれ、いつれの国々も自然に出る声なれば、何の論なき事也。我尊し他卑しの説は、
直き御国魂の人心ともなし。昔の人はささ栗はかりの言過ちなりけるをや。」

　宣長は日本古来の文化が完全無欠であることをより明確に示すために、中国及び他の外国を否
定的な要素でうめつくした引き立て役として使っている、というのが秋成の見解です。もっとも
実際には、宣長の国粋主義的な語調がそもそもの争点であり、論争の出発点であったと言われて
います。

・日神論争

　『呵刈葦』第二部では日神（ひのかみ）をめぐる論争が中心になっており、これは「日神論争」
と呼ばれています。古文書に記された内容を断固事実として信じる宣長は、日本人のみが真の道
を記した伝承を受け継ぐ民族であり、他の民族はこのような伝承を全く所有していなかったか、
もしくは所有していたとしてもこれを失ってしまったのだと主張しました。これに対して秋成は、
西洋から得た一般的な経験や知識を引き合いに出して反論を試みています。すなわち、宣長は『日
本書紀』と『古事記』に登場する日神とは、全世界（四界万国）を照らす太陽にほかならず、こ
の太陽は日本で生まれたのだから、日本は他のあらゆる国に勝っていると主張したが、日神の物
語は神話にすぎず、万象の実際の知覚とは関係がない、また、神話の文面を正確に解釈すれば、
日本の神話を全世界に適用する上での矛盾がわかるはずである、と反論したのです。そして画図
を事例に、外国から取得された技法や知識を高く評価するのです。すなわち、

　 「此に画図といふ物は、事理才覚にも渉らす、たた其物を其あるがままに写しなす物也。
是も漢土の上古、史皇妹　の跡はいかなりけむ、しらす。唐朝以来は彩色をも巧出て、もは
ら美観を求むるより、其真物に勝劣有て、写生の古意は疎く成たり。皇国の画図は、其末流
に習て、近世はますます正しからす、技芸也。今も一字を画せぬ児童らか物を写しなすに、
大抵其形をなすは、却て上古の遺風ある物也。ここに阿乱它国の画図は、其物をよく見あき
らめて、其形の大小高低、寸を計り、尺に度り、遠近浮沈暗光に附て、美醜のいたはりなく、
もはら写生を事とすれは、さらに展観の望なき物也。此国の人、性貪利、万国に超ゆ。凡大
世界の内、舟楫の到らむ限は往廻りて、交易を事とす。是か往返の便に図せし地球之図とい
ふ物を閲るに、文字以て事理の通ふ国は少にて、其余は国号をさへ聞知らぬが多く、しかも
地形広大なるが見えたり。此図中にいでや吾皇国は何所のほどと見あらはすれは、たた心ひ
ろき池の面にささやかなる一葉を散しかけたる如き小嶋なりけり。然るを異国の人に対して、
此小嶋こそ万邦に先立て開闢 [ ヒラケ ] たれ、大世界を臨照まします日月は、ここに現しま
しし本国也、因て万邦悉く吾国の恩光を被らぬはなし、故に貢を奉て朝し来れと教ふ共、一
国も其言に服せぬのみならす、何を以て爾 [ シカ ] いふそと不審せん時、ここの太古の伝説

女 累
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を以て示さむに、其如き伝説は吾国にも有て、あの日月は吾国の太古に現はれまししにこそ
あれと云争んを、誰か截断して事は果すへき。…… 余又戯て云、今大人を漢土、西竺の国
いつれにも生せしめ、三国の事跡を兼学せしめて後の覚悟いかなるや、可承思ゆ。」

　宣長に欠けていたのは、こうした様々の観点から洞察を試みる相対主義的な視点であり、この
視点の欠如こそが国学から発展した国家主義的なイデオロギーの基礎となったわけです。
　秋成の主張は、神話中の出来事の妥当性は限定的なものであり、相対性を加味して解釈すべき
だという批判的な市民の意見を代表するものです。ここでは、論争の内容よりも、むしろ宣長・
秋成両者の立場や性格の違いが問題になっています。つまり宣長は、日本民族の持つ、歴史的な
規定を大幅に欠いたモラルを絶対化し、神話を通じて、現在は失われてしまった政治と今日の生
活の間の、つまり支配者と国民のあいだの関係を再構築しようと試みていました。論争の中で常
に歴史が問題になってはいますが、歴史とは宣長にとって、空間的・時間的に連続・並存してい
るものにほかなりませんでした。論争の最初の部分では、宣長と秋成の意見が一致する限りにお
いて、古代の再構築とその際の文献学的手法が問題になっています。歴史的な隔たりを克服して、
古代との完全な融合一致を行うには、まず、歴史を過去や現在としてではなく、現在の空間的な
延長、連続体として捉える姿勢が必要でした。ここで、宣長の古代回帰への要求がいかに具体的
に考えられていたものであったかということを、秋成の批判文から知ることができます。宣長の
弟子、荒木田末偶（1735-1801）に宛てた手紙（文反古）のなかで、秋成は狼狽の様子を隠さず
に次のように述べています。すなわち「復古と云事をもはらおしゃれどもさらにさらにいにしへ
にかへり来事有へからす」と。
　この論争の後に秋成は宣長との交流を絶っており、秋成が『呵刈葦』について知っていたのか、
またそうだとすれば、知ったのはいつか、等についてはわかっていません。1786 年に秋成は病
気になり、1787 年に淡路の庄村に居を戻しますが、このことに関してはその後一切コメントす
ることはありませんでした。しかし秋成はこの問いに引き続き取り組み、宣長の活動にも注視し
ていたのです。1792 年に執筆した『安々言』では『古事記傳』中の幾つかの点について反論し
ており、1793 年には秋成の仮名理論を知る上での手がかりとなる『霊語通』を完成。そして死
去した年にも、死の直前に『膽大小心録』で宣長を「古事記傳兵衛」と茶化しています。

　 「又此古言をしいてとく人あり。門人を教への子と云て、ひろく來たるをあつめられし人あり。
やはり此人も私の意多かりし也。伊勢の国の人也。古事記を宗として、太古をとくとせられし
とそ。翁口あしくて、

　　ひが事をいふて也とも弟子ほしや古事記傳兵衞と人はいふとも。」

　この論争において、上田秋成は国学の良心的な立場を代表する者として登場します。並外れた
教養をもつ秋成の研究は厳密であり、排外的な言動に走ることもありませんでした。彼は宣長の
ことは、むしろ地方の田舎学者と見下していました。秋成を繰り返し挑発したのは、宣長の狂信
的な愛国心と確固たる宗教心だったのです。

論争の背景　

　以下では、二人の学者の明らかな性格の違いと、どのような外的環境によって、二人の意見が
これほどまでに対照的なものになるに至ったと考えられるのか、これらの点についてまとめたい



44

と思います。
　宣長は大坂のような大都市に比べると、ずっと辺鄙な一地方都市である伊勢松坂に暮らしま
した。興味深いことに、彼は生涯を通して数度しか松坂を離れたことがありません。学問のため
に５年間京都に滞在した後には、30 年以上この故郷の地にとどまっています。その生活は平穏
かつ勤勉で、『古事記傳』の他にも 36 の主題の下に 98 巻もの著作を残すほどでした。宣長が松
坂をほとんど離れることがなかったのは、医師として患者に対する責任感を持していたからでも
あったでしょう。しかし彼自身が、環境の変化を求めることがなかったというのも事実です。例
えば宣長は、その後京都にさえ 30 年間足を運ぶことはなく、60 歳を過ぎてから名古屋に三度、
和歌山に一度、そして京都に二度赴いているに過ぎません。そして『古事記傳』の完成から没す
るまでの２年間に宣長は和歌山を二度訪れ、その後に一度訪れた京都では、学者仲間から熱狂的
な歓迎を受けています。その３ヶ月後に宣長は死去しました。
　それに対し、秋成はつねに変化を求める人物でした。生涯のうち最も長い時間を大坂で過ごし
ているとはいえ、市内で頻繁に居を移し、環境を変えています。秋成はまた妻と共に何度も旅行
し、60 歳で京都に移り住んだ後も、定まった住居を持つことは事実上なく、京都を拠点に繰り
返し旅に出ています。
　一方、宣長は、日本の精神的中心地である伊勢の近くに住み、神社の責任ある地位の人々との
接触も容易で、彼の弟子の多くも神社に勤める人々でした（荒木田末偶、荒木田経雅、かつて賀
茂真淵の生徒であった荒木田久老など )。幼少期や青年期の出来事に加えて、神道の中心地に近
く住むといったことが、宣長の宗教心に裏打ちされた古典文学への絶対的な信仰、ときに非合理
的とも言える学問への姿勢に結びついていると思われます。これに対して秋成は、しばしば「論
理的・批判的・懐疑的」などといた形容詞で語られる大坂の学問・文学分野でのエリート達とつ
ねに交流を持っていました。
　権力の座に近い学問は、その権力から直接的な影響を受けるものです。特定の立場・意見など
は学問的な意味を超え、生活世界においても決定的な意味を持つことがしばしばです。したがっ
て江戸の学問世界は論争・対極化等の性格が強められていたと言えるでしょう。このような点か
らも、大坂での儒学研究は、江戸の儒学とは異なった独自のものとなっています。江戸で行われ
ていた儒学が政治や経済分野に偏った応用的な学問であったのに対し、大坂の儒学は基礎的な分
類作業やその伝承を特徴としていました。大坂の儒学は江戸のそれよりも支配階級との結びつき
が薄く、国家のコントロールを受けることも少なかったのです。町人にとっては、例えば士農工
商のような儒教的価値観を受け入れることは基本的に困難でした。また儒教は、金を儲けたり所
持する富を保つためには全く役に立ちませんでした。江戸では、卓越した儒学の知識は行政機構
における高収入の地位を保証していたのに対して、大坂では儒学研究は専ら学問的な興味から行
われていました。このような理由で、江戸における学問の政治化は避けられないものでした。
　江戸・大坂二都市の「学校」、つまり学問伝承の施設も、このような違いを反映するものでした。
大坂の懐徳堂は私塾であり、1691 年に将軍綱吉が設立した江戸の昌平黌は国立、つまり幕府の
統制下にありました。それぞれの学校に学ぶ生徒の出身もまた異なっています。懐徳堂では町人
が学び、昌平黌では武士階級に属する者のみが入塾を許されるといった具合です。大坂では、こ
うした教育機関を通して、平民と武士階級（または、分野は違うものの京都の公家達）とのあい
だの教養・教育の差を埋めることができたのです。
　蘭学においても同じような違いが見られます。江戸では武士または地方出身の医者の子弟が学
び手でした。つまり、教養の高い、西洋の学問に打ち込む人々です。彼らはオランダ語書籍の翻
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訳と注釈を中心に行い、これらの実際の使用は幕府の厳しい統制下に置かれていました。しかし
大坂では蘭学を学んだのは出身の低い町人たちで、彼らは実践的な関心をもって学び、実証的か
つ批判的に西洋に対峙する姿勢をとっていました。その例として解剖の実践があげられます。江
戸では人体解剖は杉田玄白らの立会いの下で初めて行われましたが、その後も江戸の他の医師達
は見学者であるに過ぎませんでした。それに対して大坂では医師達は自ら死体にメスを入れ、内
臓を計測し、腸の伸縮性を実験したりしたのです。これに加えて動物の死骸を用いた興味深い実
験も行われました。さらに大坂では、画家が解剖に参加し、解剖の様子や内臓を図絵に記録する
ことが慣例にさえなっていました。同様の描写・図絵は江戸からは見つかっていません。
　また、国学の目的やスタイルも江戸と大坂では異なっていました。大坂で行われた国学は、む
しろ和学と呼ぶのがふさわしく、そこには国学のイデオロギー化が欠けていたことがわかります。
仏教研究や中国学も排除されず、むしろ創造的な形で取り入れられていますが、「神ながらの道」
や古道の研究は、却って重要な役割を果たすことはありませんでした。この点から言っても、真
淵や彼の後継である宣長の国学は、上田秋成に代表される国学とは明らかに異なるものです。こ
のことは、上述の二人の発言からも明らかです。さらに若干の例を下に挙げてみましょう。秋成
は仏教に対して批判的ではありましたが、この宗教が日本文化にとってどのような意味を持って
いたのかという問いに真剣に向き合っています。宣長にとっては、このような問題は提起するこ
とさえ承服しがたいことでした。宣長はできることなら中国漢字を完全に排除したいと考えたの
ですが、秋成にとっては文字とは伝統に基づいた言語手段であり、維持すべきものでした。秋成
の関心は変化を続ける言語の方にあり、文字は二次的なものに過ぎなかったのです。さらに秋成
は古代日本に関する中国人の知識や記録は日本の過去の歴史の再構築になくてはならないものだ
と考えました。これと同じく、学問的な洞察のために役立つと考えられる限り、秋成は蘭学はも
とより一般に西欧の提供する知識さえ、拒否することはなかったでしょう。

　以上に述べたことは、秋成の思想や特に国学に関する作品から明らかに感じられる大坂の精神
的雰囲気を形作る要素のうちの、ごくわずかな実例に過ぎません。直接的な接触や影響を証明し
たり、秋成の国学研究活動を町人文化に当てはめて概観しようとすれば、一冊の大部の書物をな
すほどに膨大な作業になることでしょう。興味深いことに、近年こうしたテーマを扱ったものと
しては、論説が二つと、富岡多恵子のどちらかといえば文学的な観点からの寄稿論文がみられる
だけです。
　生涯の終り近くになって、秋成の心は故郷大坂から離れていました。秋成は大坂人の度の過ぎ
た商売人根性や拝金主義に嫌気がさし、より繊細な感覚を持つ同時代人との出会いを期待して京
都へ移り住んだのです。また宣長のことは田舎者として扱い、彼にこれほどまでに多くの弟子た
ちが殺到することをいぶかしく思っていました。秋成は、そうした弟子たちの「師匠」であるこ
とは結局のところ拝金主義だ、と考えていたからです。このため秋成は、宣長が後代に得ること
になる意義を見誤ったと言えます。秋成にとって国学とは、政治的・イデオロギー的な活動では
なくあくまで学問的なものだったため、彼の国学に対する貢献は、春満、真淵や宣長といった人
物に代表される政治の手段と化した伝統的教養の影に沈んで、二次的な意味を持つにとどまった
のです。


