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特　　集

１．はじめに
　名古屋大学附属図書館では「尾張藩御医師野間
家」についての史料を数年前に入手し、野間家藩
医としての功績を分析している。本研究ではその
史料とは直接の関係ない野間家についての資料を
集め、特にその分家の系譜と事績、さらには伊藤
圭介母方である野間家との関係について調査を試
みた。本研究が藩医野間家史料の分析に役立てば
幸いである。

２．尾張における野間家
　江戸時代、尾張において野間を名乗る家は『愛
知県姓氏歴史人物大辞典』から調べてみると以下
の１）−４）までの 4家が記載されている１）。こ
れに伊藤圭介の母方の野間家を入れると 5家にな
る。勿論これ以外にも多くの野間家があるかも知
れないが、ここでは３）と５）との野間を扱う。
　野間という姓の由来はよくわからないが、愛
知県知多郡美浜町野間東畠のいわゆる野間の大
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坊（源氏の総帥左馬頭源義朝公は、京都六波羅の
合戦に敗れ、東国へ向う途中この地の東方、野間
田上の湯殿で、家臣の長田忠致の為に入浴中謀殺
された）のあたりから出た有力な野間家が源流と
なっているのかもしれない。
１）知多郡野間（美浜町）発祥の藤原氏支流
　野間忠右衛門安信で織田信長に仕え、その子
忠左衛門重安は徳川家康に仕え、関東移封に
よっての武蔵国豊島郡に采地を得た。
２）藤原秀郷の流れで波多野義通の後裔
　野間次郎左衛門宗善は尾張に住み、その子の
左衛門次郎宗安は織田信長に仕えその孫の成岑
は医業を学び、徳川宗家に仕えた。
３） 藤原氏の流れで、初代を野間久兵衛とするも

の
　初代久兵衛が豊臣秀吉に仕え、子の庄次郎は
大坂で医業を学んだ後、尾張に移ったという。
その子の林安隆昌は尾張藩の御医師となった。
４）尾張藩士中村元教の家老
　野間佐五右衛門というがその系譜は不明。
５）尾張藩士林三郎右衛門家来の野間又兵衛
　野間又兵衛、伊右衛門、伊藤圭介母多喜と続
く。

３．尾張藩御医師野間林庵
　尾張藩奥医師野間家（姓藤原）の系譜は、『稿
本藩士名寄』「野間林庵貞隆」の項によれば野間
右兵衛までさかのぼる２）。右兵衛は野間長栄男で
摂州小清水之城主というから知多郡の野間とは
関係ないかもしれない。その後は図 1のように続

き、隆長 3（道安、長十郎）は曲直瀬一渓翁門弟
として医業を学んだ。この人物が医業を興した
最初の人であろう。その嗣子隆紀 4（自求、庄次
郎）は初代藩主義直の時代に召し出され、延宝 3
年（1675）に法橋に任ぜられた（口宣案あり）よ
うである。続いて野間隆昌 5（法橋林安、庄二郎）
が２代光友時代に相続、その後林庵（あるいは琳
庵）を名乗り、代々尾張藩奥医師（給知 300 石）
として幕末まで御医師を務めた。
　『稿本藩士名寄』を中核にして『士林泝洄』３）

および『尾参士族名簿』４）を参照にして野間家の
系譜をみてみると下記（図 1）のようになる。士
林泝洄ではもう少し詳しいが、ここでは今回の分
析と関係ある家系のみを実名で示した。

　本家の右兵衛 1 から隆廣 12 までを通称名も加え
て示すと以下のようになる。
　右兵衛 1（野間長栄男）→長前 2（佐吉兵衛尉）
→隆長 3（道安、長十郎）→隆紀 4（自求、庄次郎）
→隆昌 5（法橋林安、庄二郎）→隆重 6（林庵、策庵、
林昌）→隆喜 7（林庵、養春）→貞隆 8（林庵、養春）
→隆直 9（道策、養春）→隆房 10（昌甫、庄蔵、
安之助、与兵衛）→道安 11（道庵（『尾張分限帳』
によれば）、琳庵）→隆廣 12（文久 3年に相続（滝
口））→菊若

　名古屋大学附属図書館野間家史料を概観してみ
ると、家職（医薬業）に関わるものとして、先述
の口宣案ほか、尾張及び江戸での勤務記録、在方
療法も含めた医薬に関する書物、成瀬隼人正や生

図 1．野間家系譜
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駒大膳といった尾張藩重臣及び張振甫などの医師
仲間と交わされた書状、幕末維新期の診療処方記
録などがある。家政関係では、藩主御目見や家督
相続、300 石の給知支配に関わる記録のほか、華
道や香道などの学芸関係、蔵書目録などが注目さ
れる。このほか、名古屋城下図や江戸城通行線書
入図、天皇葬送や日光社参の行列図、幕末の政情
を伝える風説留など多彩な史料が含まれており、
総点数は 990 点とされている。これらについては
別稿「西島太郎著、尾張藩「奥御医師」野間林庵
家の研究」を参照されたい５）。
　林庵家で特記すべきことを挙げれば、尾張藩が
推奨した医薬である烏犀円、紫雪、沃雪の調薬に
かかわり、医療への貢献があった。『名古屋叢書
三編第十四巻金明録』の文政二年四月二日には
　「二日曇辰の中刻、中納言様御着城。但し、三
月廿一日江戸御発駕、木曾御登り、昨夜、小牧御
殿御泊り、志水口より東大手、西鉄より御入。
　御供　惣押　御年寄　津田縫殿殿、、途中略、、
御医師　石井隆庵、小鹿淳庵、野間林庵」とある。
この野間林庵は隆房 10 のことと思われ、斉朝の
参勤交代に御医師として勤務したことがわかる。
さらに、琳庵（道安 11）は、弘化の始めころから
忠孝堂という塾を開き、交友厚き岡田文園ととも
に、軽輩のものに忠勤孝養の念を養成させようと
して、杉本蘭皐、岡田寛齋らに和漢の典籍詩歌、
連俳の類に至るまで講義を行わせた。時の藩主は
之を賞し、忠孝堂の三字を書いて、扁額とさせ
たという。このことは『名古屋人物史料十六』６）にも
　「俗称琳庵俳名青芥　幅下前の川　野間精華

製薬にくはしく古器物を鑑定す。士外官士の者文
学に疎きを愁ひて上宿に忠孝堂を興隆して四五人
の学者に命じて講談をなさしめ手代、同心御中間
等を教諭なさしむ」と記載されている。
　また隆廣 12 は北越戦争には村井左一郎（村井
甫庵（春岱）300 石）とともに従軍医師として参
戦し、褒美をもらったとのことである。
　野間家家紋は丸の内井桁、江戸時代の屋敷は幅
下前ノ川辻番より西へ３軒目南側、旦那寺は隆重 6

の時には養林寺（名古屋南寺町）、貞隆 8 の時に
は妙行寺（名古屋光明寺町）、隆房 10 のときには
本龍寺（名古屋押切、現住職田辺栄明氏）であり、
分家隆寛 31 家の旦那寺は本龍寺であった。林庵
家の墓は名古屋市平和公園本龍寺墓地にはない
が、隆寛 31 家の墓が存在している（図 2）。

４．野間林庵家の分家について
　野間林庵家は隆重 6（林庵、策庵、林昌）の代
に長男隆喜 7（林庵、養春）が医家を継ぎ、二男
隆置 21 と三男隆寛 31 とが分家した。前者は加右
衛門（新太郎）家で隆置 21（新吾、加左衛門）→
隆恭 22（平治、加右衛門）→隆弼 23（新太郎）→
隆敬 24（新吾）→新六とつながり、他の一つは利
兵衛（佐兵衛）家で隆寛 31（利兵衛、久蔵「普請
組寄合」）→隆則 32（久蔵、平八郎、彦兵衛「御
馬廻組」）→隆忠 33（佐兵衛、鉄之助、佐吉「小
普請組」）→孫八郎 34 →隆喜 35（烏（焉）蔵）→
隆賢 36（昌蔵、芳（由）郎）→隆彦 37 →隆季 38

→太郎 39（嗣なし、妹に水野澄子（水野與兵衛を
継ぐ）あり）とつながる。利兵衛家は後裔の方と
連絡がとれてその系図が明らかとなった。
　幕末期、加右衛門家の屋敷は伏見丁花屋町南
東角で扶持米 56 俵であった。利兵衛家は弘化年
間には日置町あたりに住居（稲垣六右衛門同居）、
野間烏蔵の役は長イロリで扶持米 30 俵であった。
また『仮名分名寄』には野間昌蔵について「父隠
居焉蔵、五十俵、日置北組之内、大御番組一、昌
蔵事野間芳郎」とある。
　この家で特記すべきは隆喜 35 と隆賢 36（由郎）
であろう。
　隆喜 35（烏（焉）蔵）は植松茂岳７）の門人であり、
かつかなり懇意な間柄であったようである。『植
松茂岳』第二部によれば、茂岳は嘉永 3年 9 月 7
日、本居宣長の五十回忌の歌会『嘉永三年鈴屋大図 2．野間隆寛家の墓、左側は野間隆賢と妻ふさの墓
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人五十回忌追悼会』を催し、その時の兼題「朝花」
として茂岳をはじめ、150 名が歌を詠んだ。その
12 番目に隆喜 35 は次の歌を詠んでいる８）。

　　朝さくら露そみたるゝいにしへの
　　　わかれをなれもしたふなるらむ
　　　　　　　　　　　　隆喜　　野間焉蔵
とある。
　また隆喜の歌と書が残っている（図 3）。
　わかなおふる沢べにいづるおとめ子はとしをし
つむもうれしかるらむ。

　隆喜の子、隆賢 36（昌蔵）は『植松茂岳』第三
部によれば、茂岳の講釈に参加し、国学を勉強し
ていた。慶応 3年（1867）の「講釈出席人名記」
に 7月 28 日から 12 月 18 日までの間に 11 回も出
席しており９）、やはり父隆喜とともに植松茂岳と
の関係が深い。
　明治二年二月五日には、茂岳が藩主徳川義宜に
従って上京した折、隆賢も同行したようで、明治
二年茂岳日記の二月には「廿三日。薄曇り。雨ふ
りいつ。出　殿。因州侯参上。今日廣幡殿へ御出。
今日宿へ野間芳郎来ル」とあり９）、茂岳との交流
を物語っている。
　隆賢は中京椿の一つにあげられる参平椿と関係
がある。その経緯は以下のとおりである。明治の
初め、廃藩置県で禄を離れた旧尾張藩士、野間隆
賢季行（のまりゅうけんすえゆき）は新政府に奉
職し、裁判官として武蔵浦和、常陸水戸、越後高
田、尾張半田と、各地の裁判所に転勤を重ねた。

その後半田にて退官し、同市内において公証人役
場を開いた。隆賢はある年の旧藩士の新年の宴に
て、旧尾張藩主徳川義親侯より一枝の椿を拝領し
た。それは御殿椿と呼ぶに相応しい濃紅色の上品
な椿の花であった。隆賢は帰宅後、この花を舅の
観古堂主人、初代小栗参平に贈った。松が明けて
後、参平が庭の隅に挿し木したところ、偶然枝変
わりし、今日の参平椿が誕生したというのである
（野間氏三女ミトより）。以後、参平宅では、「へ
りとり椿」と呼び珍重し、知人宅やお茶会の席な
どに贈り楽しんだ。後年参平の孫、恒六が初代日
本椿協会々長安達潮花の知遇を得、「参平椿」と
命名してもらった。その後、恒六の二男、恭明（三
代目小栗参平）が増殖に成功し、各種鉢植え、盆
栽などで珍重されるという 10）。

　興味があるのは『尾参士族名簿』の野間隆賢の
項には
　　第一区八小区下日置町六百七□住
　　　　元名古屋県士族
　　　　　　父亡野間烏蔵
　　　　　　　　　通称由郎事
　永世禄十七石五斗　　　士族　　野間隆賢
　　　　　　　　明治八年一月三十五年十一ｹ月
　　　文久二年十二月十七日烏蔵隠居跡家督相続
　　明治七年五月廣島県下寄留
　留守引請人第一大区八小区下日置町野村稲守㊞
とある。
　この留守引請人の稲守は植松茂岳の弟子でも
ある野村秋足の長男であるので 11）、隆喜（烏蔵）
は秋足とも懇意であったのかも知れない。秋足も
住居は日置町皿屋敷とあるので、秋足との交わり
の中で和歌や書への才能が培われたのであろう。
この後裔の野間太郎氏は大阪教育大学でバイオリ
ンを教えていたという。利兵衛家は文化の面で造
詣が深かったようである。

　実は本龍寺墓地にもう一基の「野間家之墓」が
ある。紋どころは丸の内井桁とは異なる。「昭和
五十九年九月吉日野間喜久恵建之」とあるのみで
他の情報は全くない。残念ながら林庵家あるいは
次項の野間伊右衛門家と関係するのかしないのか
はかは不明である。

図 3．野間隆喜の歌と書
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５．野間林庵と伊藤圭介との関係
　伊藤圭介の母は多喜と言って、野間伊右衛門
（（利貞）四女多喜、嘉永 5年没）と記されている。
親類覚書から系図を書いてみると、図４.のよう
になる。
　野間多喜の祖父は野間又兵衛といって林三郎右
衛門（尾張藩士 400 石）家来とある。野間又兵衛
なる人物を藩医林庵関係の親類などを調べてもど
こにもつながりが見当たらない。遠祖でのつなが
りは否定できないが、江戸時代においては林庵家
と伊右衛門家との直接的な関係は明らかにできな
かった。ただ、伊藤圭介の実父西山玄道（町医か
ら文化3（1806）～6年の間、藩御用懸を務めた）は、
野間一族である野間休山（貞隆 8）の門人であり、
野間家の史料には林庵が玄道の功績に対し藩主に
扶助を願い出た書類等も含まれているとのことで
あるので、野間両家の関係については今後のさら
なる調査は必要であろう。
　伊藤圭介日記は圭介文書研究会によって翻刻
されているが、文政 10 年（1827）の『瓊浦游紀』
から明治 10 年（1877）までの間の分析では伊藤
圭介の日記に野間伊右衛門家に関する人物はどこ
にも出てきていない。圭介と母方の里とはほとん
ど交流はなかったのかもしれない。

６．考案
　野間林庵家は尾張において医療史上あまり目
立った功績はないように思われるが、幕末期、忠
孝堂を興して軽輩の藩士に忠孝の必要性を説いた
ことは、洋学対国学の図式で当時の世相を見た場
合、国学を盛りたて維新への流れを支えていたこ

ともうかがわれる。ここで少し尾張藩の国学・洋
学の状況をみてみる。尾張藩幕末期にはどこの藩
でも見られたであろうが、尊王・佐幕両派の動き
があった。尾張七代藩主徳川宗春は将軍徳川吉宗
の政策に反する政策を打ち出し、宗家より疎まれ
ることになる。九代藩主宗睦のあとは徳川宗家御
三卿からの「押し付け養子縁組」によって藩祖義
直の血統が途絶えたことに、尾張藩内に反幕の気
運がかもし出され、いつしか尾張高須家で水戸徳
川の血をひく慶勝（慶恕）を藩主にという気運が
高まってきた。慶勝は嘉永 2年（1849）尾張十四
代藩主に着任する。慶勝は水戸家の流れというこ
ともあり、勤皇の志強く、公武合体派として朝廷
との結びつきが深くなっていった。一方尾張藩内
にも佐幕寄りの考えをもつ集団もあり、勤皇佐幕
の対立構造が出来上がってきた。勤皇は金鉄党と
いって国学をよくする植松茂岳７）、野村秋足・秋
助（稲守）父子 11）らがその思想的中核を担って
いたようである。これに対して佐幕派と言い切れ
るかどうかは別として、青松葉事件で処罰された
渡辺新左衛門らは勤王派とは考えを異にしていた
ようである。これは著者の考えであるが、青松葉
事件で処罰された人物には洋学を積極的に取入
れ、推し進めようとする考え方をもつ人物が多い
ような気がしている。従って学術的思想としては
国学・洋学という対立構造があったと考えている。
　琳庵の忠孝堂設立の事績に加えて、林庵（隆廣）
が北越戦争に従軍医師として参加したことは仮に
野間家が国学派寄りとみた場合、蓋然性がみてと
れる事柄であろう。一方分家の隆喜方も国学者植
松家、野村家との関係がかなり深いことを考える

図 4．伊藤圭介と母方野間家との関係

( ) ( (
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と野間家一統がある程度の国学派寄りの考え方
をみせていたのかもしれない。享保 18 年（1733）
の名古屋図をみると野間林庵屋敷（幅下前ノ川辻
番より西へ３軒目南側）の南側に背中合わせの位
置で植松庄之助（信貞）（植松茂岳の義理の祖父）
の屋敷があった。享保年間は隆重 6、隆喜 7 の代
のころで、この頃から植松家とは結びつきができ
ていたのかもしれない。両家の配置は偶然として
も興味を覚える。因みに植松家は信秀（庄左衛門、
九郎兵衛）、信秀（九郎兵衛）、信好（庄左衛門、
九郎兵衛）、信久（十蔵、庄左衛門）、信貞（庄之
助、庄左衛門）、有信（市九郎、忠兵衛）、茂岳（庄
左衛門）、有園（茂岳二男、狗次）、有経（茂岳五
男、桂五郎）と続いた。

７．終わりに
　野間林庵家およびその分家の系譜と事跡とを明
らかにし、伊藤圭介母方の野間家との関連につき
考察した。野間林庵家は医療への貢献に加えて、
学芸、特に国学にも優れ、幕末期には、その分家
とともに尾張藩における明治維新への流れを底辺
から支えた可能性がある。野間林庵一統と圭介母
方の野間家とを直接結び付ける資料は見つからな
かった。
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