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松平定信のジェンダー観 

―風俗政策の背景 

 

鬼頭 孝佳 

 

1. 序論 

松平定信(1758-1829)は享保改革を理想とした寛政改革の立役者として知ら

れている。1寛政改革では、形式上幕閣合議制を採っていたが、「定信の強力な

指導」が発揮され、彼の影響力は老中引退後も「寛政の遺老」により、「寛政改

革の基調」として継続していた。2この改革の主眼は「江戸の社会秩序の再建維

持」にあり、その一環として数々の風俗政策が实施される。3 

具体的には民間風俗の矯正を目的として、隠売女の厳禁と公許の娼楼・女芸

者の取締り、江戸での混浴禁止令、好色本の出版統制等を次々に实行していっ

た。これらの政策は大奥改革や旗本への倹約令、文武奨励の訓令、遊興取締り

といった士気の振興を促す目的に最終的には収斂していくことになる。4こうし

た一連の政策に「倹約」を奨励した享保改革の影響が存在したことは疑いない

が、「江戸の社会秩序再建維持」を主眼とした政策には、定信の思想的背景を見

て取ることができるのではないかと考え、特にそのジェンダー論的思想を考察

しようとするのが本稿の目的である。 

戦前の先行研究には、彼の風俗政策に関して佐藤(1942)、渋沢(1937)、三上

(1940)及び(1944)に言及が見られるだけで、しかも「定信を英雄視する」こと

から、いずれも彼の政策を田沼時代に乱れた風紀粛清の成果として、また後の

水野忠邦の天保改革の先駆として、彼の風俗取締りを手放しに礼賛するのみで、

当然ジェンダー視点は含まれていない。5 

一方、戦後の先行研究も彼の風俗政策に関する検討例は尐なく、僅かに中井

(1972)と関口(2005)が確認できるのみである。6中井(1972)は、实証的な史料解

釈に基づき、男女入込湯禁止令とそれに伴う湯屋組合の番組組織化を、都市打

ち壊しに揺れる幕政を立て直すために、細民層の多く居住した場末町に特化し

て封建秩序を再建しようと試みた政策として再検討しているが、これもジェン
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ダー視点の研究ではない。 

また、関口(2005)は定信の大奥改革の背景を定信の著作に散見される「女訓」

に見出すという点においては本稿に直結するジェンダー視点の研究と言えるが、

後述のようにその一連の「女訓」解釈には、『自教鑑』13 条を始めとして「女

性に対する警戒心」にしか焦点を当てていない恣意的な引用が目立ち、彼の「ジ

ェンダー観」の全体像を明らかにするには至っていない。 

従って、本稿ではこうした定信の風俗政策が彼個人の「ジェンダー観」の全

体像とどのように関連していたのかについて考察する。その際、まずは定信の

「ジェンダー観」を明らかにするために、寛政改革の風俗政策への影響に関連

付けて考察する。そして帰納的に「男女の別」・「内治と外事」・「色欲の戒め」

の 3 つのカテゴリーに分類し、彼の著作の通説の執筆年代に基づいて、『楽翁公

遺書』に翻刻の、明和から寛政年間(1764-1800)に執筆された『自教鑑』・『難波

江』・『修身録』・『燈然漫筆』・『責善集』・『立教館童蒙訓』・『楽亭かんな筆記』

といった彼の著作を整理する。7この時、可能な限り著作相互の比較を通して、

先行研究が見落としがちだった彼の「ジェンダー観」の連続性についても言及

していく。 

また、彼が男性として女性にどのような性役割を求めたのかのみならず、女

性を男性に「従属」させる為に男性にいかなる性規範を要求したのかについて

も考察する。こうした考察を通じて彼の著作に残された言動から、フェミニズ

ム視点に偏らない彼の「ジェンダー観」を明らかにすると同時に、彼の「ジェ

ンダー観」が、彼の著作の執筆時期にまたがる先述した彼の風俗政策意思決定

にどのような間接的影響を及ぼしていたのかについても検討し、定信の思想と

風俗政策との影響関係をより緻密に素描してみたい。 

 

2. 男女の別 

本節では定信が男女のジェンダー越境について不快感を示し、それを防ぐ手

段として女手による子育てを忌避していたことと男性・女性のそれぞれに「相

応しい」振る舞い方を奨励していたことについて明らかにしていきたい。 

まず、『燈然漫筆』では、「男子の女中めきたる遊びも似合ず」と述べた後、

更に 
 

然るに諸侯の世子などは始め奥向にて女中の手にてそだち給ふ故に、衣朋 
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のよしあし目つき、其好みなども女中めき、（中略）是畢竟其はじめ婦人の 

手にそだち給ふ弊なり、（中略）婦人は小児のあてやかなるを愛し、花やか 

なるを好みて、男子をも女子か又は芝居役者などいふいやしきものゝやう 

にこしらへなすもあり、見る目も耻かしき事(あ) 
 

という記述が続いている。8関口(2005)は「諸候の世子が奥向きで女中の手で育

てられること」のみに着目し、定信が下線部(あ)で男子のジェンダー越境への

不快感を示していたということを見落としている。9 

同様の記述は、『楽亭かんな筆記』の 7 条にも見られ、「をのこなんどは久し

く女の手にてそだてたらんは、もの事はか――しからぬものぞかし」という、

彼が老中引退後も引き続いて、女性による男子育成を忌避していたことを示す

記述がある。10 

また、彼は「酒宴」等で「打交」る男女の入り乱れをひどく嫌悪し、男女の

別の徹底を強調している。『立教館童蒙訓』によれば、夫婦さえ「別をたゞす」

から「まして他の男女の間は、嚴しく差別をなす」という。11「男女七歳よりし

ては坐席も別にし、同器にてものくふ事をせず、衣朋も別々にわかつべき」は

『礼記』内則「七年。男女不同席。不共食。」を受けているが、衣朋の言及に独

自性がある。そして「畜生とていやしむ」と、『詩経』周南「関睢」を引き、「奥

ゆかしい」淑女像を説いている。12ここでの男女の狂乱の否定は、家維持からの

観点で、武家子弟向けの色彩が強い記述に見えるが、動物にも男女の別があり、

それが無い者は「睢鳩」に务ると結論する点から、庶民にも援用される階層に

無関係な倫理とすべきであろう。 

三上(1939)によれば、『燈然漫筆』から『立教館童蒙訓』の間には、定信が寛

政元年(1789)に「遍く諸國に令して、新たに娼楼を開くことをとゞめ、從来よ

りあるものは、自然に減尐するを期せしめたり」と、男女の「打交」る空間と

しての「娼楼」の減尐を企図している。一方、寛政三年(1791)には「混浴禁止

令」が出されているが、これも「猥褻なる徒は、まゝ不潔なる擧動をなし、風

俗を害すること」が尐なくなく、「娼楼」の減尐と同様に、男女の「打交」る空

間を可能な限り廃絶しようとした意図が窺える。13そして、寛政七年(1795)には

「遊女並に歌舞伎役者の、女形風に結立」る「女髪結」の禁令が出されており、

先述の下線部(あ)との関連性を認めることができよう。14 

以上、全体の論調を踏まえれば、定信が外見・行動上の「男女の別」を強く

称揚していたこと、そして男女が「打交」る空間としての混浴・売春に否定的
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な傾向を示す可能性が高かったことが指摘できよう。 

 

3. 内治と外事 

前節では定信の「男性」性の過度な強調と男女関係の乱れへの嫌悪感に力点

を置いてきたが、本節では彼がどのように男性主導の「家族」を構築しようと

してきたのか、彼の恣意的な『礼記』解釈の検討を軸に検証してみたい。 

そもそも彼の夫婦観は、『自教鑑』12 条に「夫は唱へ婦は從ふべし」とある

ように、陰陽説（「陰陽の道」）に基づき、男性には活動主体という動的役割、

女性には従属という静的役割が割り当てられている。15 

『難波江』もそうした性役割観の上に成立した著作だが、近藤(2000)によれ

ば、定信のジェンダー観には、男女の性役割のどちらかに優位性を認めるよう

な思想性は無かったという。16その理由として、1 条では理気二元論を背景に、

孟子の性善説を敷衍した「性即理」から「五常」という「個別的差異を有する

以前の人の人たる所以」としての「性分」を説き起こし、それに基づいて 2 条

以降の具体的な西洋の垂直的「個体差」とは異なった、水平的「個体差」とし

ての「職分」を述べているにすぎないという。 

従って、近藤(2000)は「男女の職分の違いを明確にした上で、人間存在のス

テージの相違に応じた至誠が、男女の性別以前の人の人たる所以への上達」を

目指すという「復性」に根差した「朱子学的ジェンダー観」が『難波江』の主

題であるとする。故に、このような立場からは一見「全人格的朋従」を要求し

ているように見える 2 条以降は、全て一方が他方を「支配と朋従の上下関係」

に置く発想は無く、「二者相俟って一物を構成する」「呼応関係」、例えば「陰の

極まりの中に陽の兆しがある」というような陰陽説本来の相対的関係から、『難

波江』を読み解くことが可能になるという。172 条の『大戴礼』本命・『列女伝』

孟母譚に由来する「三從之道」は、この「朱子学的ジェンダー観」に従えば、

「外事」で女性が男性に生涯従属するという意味にすぎず、女性に男性への「全

人格的朋従」を強いたものではないと説明されることになるのである。18 

しかし、『難波江』にそうした「朱子学的ジェンダー観」は成立しているのだ

ろうか。第一に、近藤(2000)は 1 条を「人の人たる所以」を述べたものとする

のは、「夫婦別有」といった「職分」としての「五倫」への言及から無理がある。

寧ろ、1 条は「性分」と「職分」を定義し、両者の関係を定義したものとみな

すべきであろう。 
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また第二に、5 条には礼記内則「男不言内。女不言外。（い）非祭非喪。不相

授器。其相授。則女受以篚。其無篚。則皆坐奠之。而后取之。」の下線部（い）

を省き、残りを変形して定信が引いた箇所がある。近藤(1999)は残りの変形し

た箇所だけを同条で「古の世は志かなり、今の世はかくの如しと、時の勢を審

らかにして、その宜きに随ふこそ、いみじく覚え候」と述べる「時措之宜」と

するが、下線部（い）の省略も「時措之宜」と無縁ではあるまい。もしこの省

略と「時措之宜」を関連付けて考えなければ、彼が同条で『礼記』が主張する

男性の外事、女性の内治に対する「男女の相互不干渉や隔絶による区別独立」

を強調する意図は無かったとする近藤(1999)の主張は成立し難いであろう。 

確かに下線部（い）の省略は直後に本来「内」に専念すべき女性にも、「外事」

を怠り、「内」に侵食する男性を諫める義務があると述べた 6 条が続き、「女不

言外」の原則を条件付きで犯すからだとも説明できる。しかし、『楽亭かんな筆

記』の 5 条、6 条を見れば明らかなように、男性は無条件でこの「男不言内」

を破り、「内治」に進入することができる。すなわち、5 条では富裕な家に嫁い

でも慢心すべきでなく（「富る家へ嫁したるとて、おごるべきにあらず」）、「無

非無儀」に基づき、たとえよい事であっても女が独断せず、夫に判断を委ねる

ように述べる一方（「夫の心にまかせてあるべきなり、たとへよき事にても、女

の心のみにて節儉し侍らんなどいふは、かの無非儀の德に背けり」）、貧乏な家

に嫁いだ場合も、夫と苦労して夫に従い、粗食粗衣にも耐えるよう戒めている

というように、（「まづしき家へゆきたらば、いと――ともに艱難して夫の心に

したがひて、（中略）麁衣麁食とても夫にしたかひ侍るべき」）、女の「倹約」と

いう「外事」への介入は徹底して排除される一方、男の「衣食」という「内治」

への侵入は無条件に容認されている。 

また 6 条では、女が「外事」に介入することで家や国の「乱れ」が起こる（「表

向きの政にも何かと口出し侍らんと思ふは、くれ――もみだるゝはしをひら

く」）ことを戒め、次いで女の「内治」における臣下応対の注意が説かれるが、

そこでも夫の意向を踏まえる必要がある（「夫の心にもたがはで」）ことには注

意を要するだろう。 

このような「時措之宜」の解釈により、近藤の主張する「朱子学的ジェンダ

ー観」は成立し得ない。つまり、この時出典が当初前提としていたはずの男女

の相補性は「時措之宜」により崩壊し、男女の非対称的関係が以上のように前

景化する結果、『難波江』も『楽亭かんな筆記』も女性役割を男性が極めて限定
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的に定義する文脈として立ち現れてくることになる。従って定信も当然男女の

相補性に基づく出典本来の意味はある程度踏まえていただろうが、時代の流れ

に即して原典の主張を取捨選択していたと見るのが妥当であろう。 

関口(2005)には、定信が老中就任以降、田沼派とつながりが深く、主に表に

口出しをしたという理由によって大奥老女を定信が次々と粛清する過程が描か

れているが、その過程には田沼派を排除するという現实の政治的要請のみなら

ず、定信が元来女性役割を軽視し、男性役割を恣意的に拡大しようとしていた

思想もその背後にあったと考えることができるのではないだろうか。19 

以上、「内治」と「外事」の「職分」に関する彼の恣意的な性役割観を概観し

てきたが、そこには出典本来の男女の相補性は全く看守できず、『難波江』も『楽

亭かんな筆記』も实質的には、男性が女性役割を「内」に限定する思想を説い

ていたものと見る必要があろう。 

 

4. 色欲への戒め 

さて、前節までは定信が女性を男性に従属させる性役割観を見てきたが、本

節ではその性役割観を实現する為に、男性にどのような性規範が要求されたの

かを考察してみたい。本節では彼が男性優位の社会秩序を維持する為に、女性

に厳格な性役割観を求める言説と、風俗政策と連動するかのように、売春を批

判する言説が頻出する。 

関口(2005)は「定信のこうした女性に対する警戒心は生涯変わらない」とし

て著作年代順に定信の「女性嫌悪・女性恐怖の心理」を追っていくが、まずそ

れが本当に「女性嫌悪」だけに収斂し得るのかについて疑問が残る。そして、

関口は大奥改革になぜ女性の協力を求めなかったのかを主題としている。20従っ

て、女性に厳格な性役割観を求める言説と売春を批判する言説の関連性とその

風俗政策への影響については当然全く論じられていないので、以下では関口

(2005)が触れなかった彼の著作を、彼女に倣って執筆年代順に比較し、執筆年

代前後に起こった風俗政策の背景を検討してみたい。 

まず、『難波江』16 条には 
 

源語伊語の類ひは、甚淫乱なることををしへ申候やうなる事にて、行ひに 

はなりがたく候、志かしゝひてふせぎみざるは、俗に背くにて候間、心さ

へ定り候はゞ、かの文などみるも、風流なることにて候はむ、 
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とある。先述のように『難波江』は妻宛の女訓であり、一見男性の性規範とは

無縁に思われるかもしれない。しかし、女訓が「一部特権男子のために書かれ

たもの」であるならば、女訓は逆説的に男性が抱く女性恐怖の封じ込めを説い

たものと見ることもできよう。21この 16 条では女性の学問の具体像として、「淫

乱」なことを教え、現实の行動としては不適切なことを描く『源氏物語』や『伊

勢物語』であっても、心を定めた「風流」な読み方だけは流行に遅れないこと

を理由として男性により許されている。22この記述は、以下で詳述する、男性に

対して女性の淫乱さへの注意を喚起する言説の端緒になっているという意味で

見逃せない。 

事实、『難波江』の 6 年後に執筆された『修身録』「夫婦の事」では「夫婦ほ

ど世にしたしきものはなし」と理想の夫婦観を説きながらも、「古へより英雄豪

傑の士、女にたぶらかされ、又は制せらるゝもの多し」と、女性が「外事」に

関与し、家や国が乱れた例を挙げ、その理由を「いかに」と自問して、「至剛」

の男性が「至柔」の女性を「大に侮りて（中略）油斷する」からであるとし、

女性の理想像を「柔弱にして和順」な姿として表象している。23この記述から彼

が男性への教訓として導くのは、奥向きから出たことは理に適っていても、政

事等に関わることは取り上げてはいけないということと（「理なる事にても政事

等にかゝる事に候て、奥向より出し事ならばとり上げ申まじく候」）妻や妾の性

質をよく観察して必ずしも乱れてはいけないということであった（「本妻妾媵の

しなをばよく立おき、かならずしも亂るべからず候事」）。これらの記述は、い

ずれも彼が理想とする内に籠もる女性を表している。冒頭の理想の夫婦像はこ

うした理想的女性との間でしか成立しない「究極の理想」であると考えれば、

これらの教訓はその理想を实現する為に不可欠な条件として出現してくると言

えよう。 

一方、同じ『修身録』「當風の事」には、やはり家や国を乱すことになるとし

て、武家の好色等の風俗退廃を戒める記述が初めて登場し、売春禁止の背景を

探る手掛かりとなる。 
 

好色と申ても（中略）一時慊するのみにて、心になき事をいひて狂誘する

を第一として、只實情のなき故にて候、（中略）自ら妓舞をなすものもある 

よし、（中略）ひとりあるきをなして遊里へゆき、（中略）淫女をまねき候

ものもあるよしなり、是决してなす間敷事なり、（中略）度を失ひて家中の

難儀に及び、困窮するに及ぶことあらば祖先の罰を蒙るべし、 
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また、『責善集』でも『修身録』と同様に女性への警戒心と風俗退廃の戒めが

述べられている。24即ち、前者は 
 

夫婦の間に色欲の害といふ事はなけれども、そのうちに婦妻の容色におぼ

れ、あしき事をもよきと思ひ、よろづ婦妻にまかせて、はてハ家道たゝず、

身をうしなひ家をうしなふに至るたぐひまゝある事なり、（中略）これ又容

色におぼれ巧言にあざむかれて、わが職事を怠り、費を生ずるをしらず、

（中略）つひに家を亡し身をうしなふに至るも、唯容色巧言の二つにあざ

むかるゝにて、（中略）婦女にうちまくるつたなきも、勇氣の私欲にかたざ

るゆゑにして、臆病の第一より起こる事、 
 

と述べられているが、「夫婦の間に色欲の害といふ事はなけれども」は『修身録』

の「夫婦ほど世にしたしきものはなし」の思想を継承し、ひいては「夫婦別有」

を暗黙の前提としているからであろう。25この記述では、女性の「容色令色」に

よる「外事」介入に対する注意を説き、その原因である男性の「臆病」を克朋

すべく、「勇気」の徳を鼓舞している。 

一方後者は、 
 

かの遊里章臺にのぼりて本心をうしなひ、ついにはまづしき中にも、衣朋

をとゝのへ、金錢を費し、當世輕薄の風をよき事と心得るやうになるたぐ

ひ、尤もまよひの甚しき事なり、（中略）只一時の歡をなさんとて永く名を

うしなふ事をしらす、 
 

というように、遊里通いと軽薄な風俗に染まることが最も甚だしい迷いとして、

ここでも家名を傷つけることを危惧している。26 

三上(1939)によれば、『修身録』と『責善集』の間の天明七年(1787)には「旗

本の士の、俳諧、楊弓、演劇、その他の遊興の耽るを戒めぬ」とあり、定信の

著作と風俗政策との連動が窺われる。また先述のように、寛政元年（1789）に

は娼楼の減尐政策が实施され、「遊里」への戒めを説く彼の記述と符合した政策

となっている。27 

このように、彼は女性に「内」への厳格な性役割を配当するために、夫が持

つべき「外」に介入する妻に対しての注意を頻繁に促すと共に、家・国家維持

の観点から、妻以外の女性と「打交」る状況としての「遊里」に対して根強い

不信感を抱いており、その発想が時期的に見て彼の風俗政策の一端に影響して
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いたことが窺われる。 

 

5. 結語 

本稿では寛政改革の主導権が定信に集中していたことを重視して、寛政改革

が享保改革の延長線上に实行されたことも認めつつも、寛政改革における彼の

思想、特にジェンダー観が与えた間接的影響について論じてきた。彼のジェン

ダー観の基本線は「男女の別」にあり、そこには近代の母性保護思想や現代の

性的搾取から女性を救うというフェミニズム視点はいささかも看守できなかっ

た。 

まず、第 2 節では関口(2005)の批判を通じて、外見や行動におけるジェンダ

ー境界的な状況の忌避と、それを防止する方法としての女性による子育ての嫌

悪感、男女の乱れた振る舞いへの訓戒といった定信のジェンダー観を明らかに

した後、「娼楼」の減尐政策・混浴禁止令・女髪結禁令との関連性を論じた。 

次いで、第 3 節では定信の女訓書『難波江』・『楽亭かんな筆記』の比較を通

じて、元来同源である男女が相互の「職分」を全うすることで、人間としての

共通の完成を目指そうとしているという近藤(2000)「朱子学的ジェンダー観」

を批判した。すなわち、彼は女性役割を「内治」に厳格化しようとする一方で、

男性が「内治」に侵入できる余地を作り出したということを彼の大奥政策と関

連付けて明らかにした。 

最後に第 4 節ではフェミニズム視点に偏らないという意味で、男性学的視点

から、関口(2005)が扱わなかった記述を通して、男性に要求された性規範を論

じた。まず、彼の説いた男性への性規範が関口(2005)の述べる「女性嫌悪」の

心理に収束し得る否かを検討したが、定信は寧ろ「内」に籠もる女性を理想と

して、「女性」の性役割観の厳格化を意図していたのではないかと結論付けた。

また、彼は女性の淫乱さへの警戒心や「遊里」への警戒感を頻繁に表明してい

るが、これらの表明が旗本への遊興に対する訓戒や先述した「娼楼」の減尐政

策と連動したものであった可能性を執筆年代と政策施行年代の符合から示唆し

た。 

本稿の限界は彼が实施した風俗政策について、彼が著作の中で意図を直接的

にあまり言及していないため、間接的に彼のジェンダー観と一連の風俗政策が

「連動」しているとしか論ずることができないことにある。この限界を克朋す

るには、彼の風俗政策に関する新史料の「発見」を期待するか、彼の周辺人物
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や同時代人から見た定信像を再構築するか、この二つの方法が考えられるが、

差し当たり後者を今後の研究課題の一つとしたい。 

また、ジェンダー研究というよりも、定信研究としての課題ということにな

るが、彼の著作に対する書誌学的研究の蓄積が不十分である。本稿の執筆に当

たって、彼の著作の相互関係を示すべく、戦前の『楽翁公遺書』や『楽翁公伝』

の書誌情報を参照せざるを得なかったことは、ある意味で戦前の当該研究が今

日でも優れていることを示唆しているようにも思えるが、戦後にそうした基礎

的研究がほぼ皆無であることを棚上げする理由にはならない。近年、日本美術

史の分野から彼を論じる著作が次々と出版されているが、同時に、彼の著作の

全体像について、今後の書誌的基礎研究の充实が期待される所である。28 

さらに、彼の女訓が近世女訓史上どのような位置付けになるのかについても、

まず彼の女訓に関する本格的な研究蓄積が不足していること、次いで近年「女

訓史」という学問制度自体の見直しが進んでいることから、ドレスコードの独

自性や『源氏物語』・『伊勢物語』の淫乱さが同時代的に共有される意識であっ

たといった部分的な言及に止まった。この２点についても新たな近世女訓史を

構築すべく、定信に限らない、近世全般の具体的な女訓書の分析が急務であろ

う。 

 

※本稿は名古屋大学中国哲学研究会 2009 年 10 月例会（10 月 21 日）に口頭発表した

ものを加筆修正したものである。 
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