…

一
一
…

(
• rw
•
l ••
，.円

…

・
・
．
．
．
．
．

﹃
福津諭吉全集﹄は︑私の学生
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大きな政治的︑経済的なできごと

昨年の十 二月に拓大総長の任期が

一人にして両身あるが如く﹂生きて︑

したから︑時間の経過とともに考え

が福津思想だ︑という見方を私はと

ぎりあり得ません ︒現実の社会の虚
実を見つめて苦悶する筆致そのもの

カレントなテl マを論じ続けてきま
方が変わっていることもある ︒論理

巨人ですから︑そういう見方じゃな

渡辺利夫

…

まったく同じように︑その根本にお

人間は他の生命体と同じく︑いや︑

しただろうか︒私はそういう空想を
することがよくあります︒

たら︑日本の現状を見て︑どう発言

たないんじゃないかという感さえあ
ります︒福津がもし生きていたとし

このままでは 二十 一世紀の日本はも

あまりに強いナショナリズムへの
警戒感に︑私は正直もううんざりで
す︒うんざりしているだけでなくて︑

て︑それを勝手に福津思想と名づけ

てほしいと思う福津像を拡大照射し

考えているところに福揮を閉じ込め
てきた︒逆に︑自分たちがこうあっ

あまりにせせこましく︑自分たちが

ますか︑福揮のイメージというのは︑

月ほどで書き上げたのが︑この ﹁
士魂
福揮諭吉の真実﹄です︒
今までの日本人の福津理解といい

私なりの﹁福揮語録﹂をつくり︑一気
かせい
阿成というと言い過ぎですが︑六カ

トだと思えるところを切り抜いて︑

ますか︑ここが福津の論説のポイン

v

上も経っています︒東西冷戦も終わっ
たではないですか︒ それどころか︑

ナショナリズムへの嫌悪感といって
もいい ︒ 一体︑何を言っているので
しょうか︒戦争が終わって七十年以

ナリズムと いう感情が湧き出てこな
8e
いはずがない ︒ これを︑福津は︑
侃蜘
︐

つまり︑国民としての私情︑ナショ

胞としての私情が湧き出してくる︒

外国に対する場合には︑必ずや同

う存在が人閉じゃないか︑と福揮は
考えていたのではないかと思います︒

こんにち︑ますます強いものになっ
いて私︵わたくし︶です︒私︵し︶です︒
ていますが︑このイズムの底にある
個の ｜ ｜個人の個です｜ ｜個の私情
のは︑ナショナルなものの否定です︒ こそが︑至上の価値を持つ︑そうい

戦後の左翼リベラリズム︑これは︑

ります︒あれほどの多元的な思想的

矛盾しているところもあります︒幕
末の三十三年︑維新後の三十三年間︑

いと︑真実は探り当てられません ︒

あたか

作の心

渡一時間

辺徳 司

の諭両
氏漂

ω

力吉坊

﹁恰も一身にしてニ生を経るが如く︑

福津諭吉は︑ ﹁
西洋事情﹂を出版し 六十六で死んでいきます︒そんな男
修身要領﹄に至るまで︑ の思想が首尾一貫しているというの
てから最後の ﹃
休むことなく書き続けた言論人です︒ は︑よほどの原理主義者でもないか

てきたのではないか︒

したので︑ひたすら福津を読み直し
するのだろうかと︑考えるクセのよ
うなものが私には身についてい ます︒ てみました︒そこで得た直観といい

満了になり︑多少のゆとりができま

があります︒

は︑かなりの福津読みだという自負

れども︑福津の論説に親しみこれを
自分のものにしてきたという意味で

より日本思想史の研究者でもないけ

私は福津研究者ではないし︑もと

E

が起こると︑福津ならどんな発言を

作品は︑ほほ読んでいました︒

献は慶躍の図書館に整っていました
ので︑後にまとめられることになる

時代にはまだ完結していませんでし
た︒しかし︑福揮の書いた主要な文

渡辺

その論説を虚心に読めば福津こそ現代に通じる真のナシヨナリストだ

一
一

中国の膨張によ って﹁新冷戦﹂時代が
始まってもいます︒
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宿津諭吉は
誤読されている

簿諭吉I
ま誤読されている

あきらか

心と言ったり報国心と言っ ています︒ 人は︑ ﹁
文明論之概略﹄の第十章をぜ
ひ読んでいただきたい ︒
る以 上︑自分たちもこの心を重 んじ
﹁内外の区別を明にして我本国の独

外国が私情と偏頗心を露にしてい

なければ日本はもたない ︒そういう

立を保つことなり︒而してこの独立
ほか
を保つの法は文明の外に求むべから

トは捉えていますが︑それはや っぱ
り福津の読み込み方の間違いです︒
−｜｜﹁学問のす︑め ﹄の﹁天は人の
上に：：：﹂の影響が大きいですね︒

すべきものと考えているようです︒

ナショナルなものを胡散臭く︑嫌悪

なっていた福揮に対して︑現代人は

のをいかにして掴もうかと必死に

来てしまっている︒ ナショナルなも

この主張からますます遠いところに

読み込めば読み込むほど福揮の痛い

章 に到達しているのです︒第十章を

手段だと福揮は断言するのです︒ こ
の結論に達するために︑第一 章 から

ある︒文明は独立を達成するための

文明と独立とどちらが大切かと問
えば︑もちろん独立のほうが重要で

文明はこの目的に達するの術なり﹂

故に︑国の独立は目的なり︑国民の

め﹄から出ています︒
﹁
学問のす︑め﹂は︑実はそんな簡単

と言っ たり︑欧化主義者と 言っ たり︑
学問のす︑
そういう表現のすべては ﹃

明開化論者と 言っ たり︑啓蒙主義者

を天賦人権説の男だと言ったり︑文

ず︒今の日本国人を文明に進むるは
て福揮たらしめ︑福揮の名を高から
この国の独立を保たんがためのみ︒ しめた最初の衝撃的な著作です︒彼

﹃
学問のす︑め﹄は︑福揮をし

福津と言えば文明開化論者である︑
文
と人はいいます︒その主要著作が ﹃

ほどの心情が伝わってきます︒まさ

渡辺

明論之概略﹄だともいいます︒これは
私も否定しません ︒知識人に日本近
文
代の名著を 三 つ挙げよといえば︑ ﹃
にこの結論を導くために︑大著を書

思考が福津の心の底にはありました︒

明論之概略﹄が大抵入ります︒幕末か

応じて書き進めた長期にわたる論説
のいわばコレクションです︒必ずし
も首尾一貫してはいない ︒最初の 三︑
四編は︑文字通り天賦人権説と社会

現代の日本を見ていると︑福揮の

ら明治の初期において︑日本を文明
いたのです︒ この部分を︑福揮の惑

契約説に立脚しています︒ ここだけ

﹃
学問のす︑め﹄という著作は 一気に
書き上げられたものではなく︑時に

な文章ではないと私は見ています︒

てんぷ

化の道を進ませんと説いた本だとい
いであるかのように左翼リベラリス

三つ去すん

うわけです︒しかし︑そう主張する

に抗するかと問うて三策を提示して

このうちどれを取るべきか︒福揮 ことではないのです︒第七編が書か
はベストは第三策だと言っています︒ れたのは︑明治七年の三月末日です︒

精神の構えを最上策として提示する
というのは︑確かに意外なことです︒

この時期がどんな世相だったかとい

います︒
一 が﹁節を屈して政府に敵対

第九章までを書き進め︑そして第十

を取り上げてつくられたのが 一般的

けれども︑福津ののちの思想を見
する﹂︑二が﹁力を以て政府に敵対す
せいりまもりすっ
る﹂︑三が﹁正理を守て身を棄る﹂です︒ ていると︑これはすこしも不思議な

をよく読んでほしい ︒ この第七編と

﹁正理を守て身を棄る﹂とは︑﹁天の道

うと︑維新によって特権を奪われた

しかし︑ ﹃
学問のす︑め﹄の第七編
いうのが︑福津思想の中核にあると

理を信じて疑わず︑如何なる暴政の

不平士族による反乱が続発した頃で
す︒その先駆けになったのが︑前司

ていちゅうやせがまん

下に居て︑いかなる苛酷の法に碧め

法卿︵司法大臣︶江藤新平による佐賀

もとかこくくるし

丁丑公論﹄や ﹃
靖我慢
ころののちの ﹃

らる﹀も︑その苦痛を忍びて我志を

の乱です︒ この乱は大久保利通率い

のせっ

之説﹄につながっているということを︑
福津研究者は指摘しません ︒想像す

挫くことなく︑一すの兵器を携えず︑
ただとなえ

たずき

うれえ

わがこころすし

らしていないようです︒

片手の力を用いず︑唯正理を唱て政

る新政府軍によって鎮圧され︑江藤

マルチルドムとは

当然︑西郷に加勢を求めるわけです
けれども︑西郷ははっきりとこれを
拒否します︒そのうえで西郷は︑﹁殉

ルドムを書いたのではないかと私は
想像しています︒西郷隆盛は征韓論
に敗れて下野していました︒江藤は︑

この事件を背景に︑福揮がマルチ

きょうしゅ

府に迫ることなり﹂と説き︑﹁世を患

は巣首の刑となったのです︒

日本社会に新規範を示そうとした福
津が︑このような旧時代そのままの

天賦人権説や社会契約説により︑

のことです︒

︒Eという英語ですが︑殉死
ERq邑

と い い ま す︒ マ ル チ ル ド ム と は

あるい

て身を苦しめ︑或は命を落すものを
西洋の語にて ﹃マルチルドム ﹄と云う﹂

｜ ｜第七編に出てくるマルチルド
ムというのは︑どういう意味ですか︒
渡辺殉死と訳したらいいでしょう
ね︒ この言葉の意味を考えて以来︑
学問のす︑め﹂の読み方は
私自身︑ ﹃
随分と変わりました︒第七編で福揮
は︑政府の暴力︵暴政︶に人民はいか

歴史通 17‑JanuaryI
234

2351歴史通 17‑January

な福津イメージです︒福津諭吉が一
万円札の肖像になっている理由も︑
まさにそのイメージの故でしょうね︒

福i論雷除講読さ机ている

福簿諭吉l
ま誤読されている

死の道を選べ﹂というたぐいのことを
物だと︑福揮は西郷を見抜いていた
地をさまよい︑最後に城山で自刃し

の後をついて死に場所を求め九州山

か︒福津の言︑つマルチルドムの体現

たというのが本当じゃないでしょう

のだと思います︒

西郷隆盛と佐倉惣五郎

言 ったのではないか︒
実 は︑福揮は西郷とは面識があり
ません ︒けれども︑おそらく次のよ
者は西郷隆盛に他ならないというの

上の人物は︑佐倉惣五郎ただ一人﹂と
書いてあります︒佐倉惣五郎という

ると︑﹁マルチルドムを実践した歴史

例えれば︑様々なことが思い起こさ

｜｜士魂やマルチルドムを現代に

癖我慢之説﹂です︒そう
論﹄であり︑ ﹃
した見方を再確認できたことが︑今

丁丑公
をは っきりと建言したものが ﹃

うな経緯で福津は西郷のことを知っ
たのじゃないかと私は想像していま
す︒福津の慶踏義塾の門下生に︑中

人物が存在したことは確かですが︑
歌舞伎や浄瑠璃などによって随分と
れます︒たとえば外務省批判がそう

が︑私の見立てです︒ この西郷思想

津藩の増田宗太郎という人物がいま
﹁福翁自伝﹂によると︑増田は
した︒

脚色されて︑庶民の人気を博した人
です︒武力の背景のない丸腰の外務

﹃
学問のす︑め﹄の第七編を読んでみ

福揮を 一度は暗殺しようと企んだの
ですが︑その後︑福津という人物に
物です︒おそらく福揮は西郷という
人物を惣五郎に仮託して言いたかっ
省に果たして何ができるのかなとい

るや︑﹁中津藩には戻るな﹂という福
津らの引き留めにもかかわらず︑義
塾を辞めて中津に帰り︑中津隊を率
ともに自刃します︒ この増田を通じ ないかという反論もあろうかと思い
て︑福揮は西郷という人物の器量を ます︒しかし︑西南戦争は︑西郷の
知らされたのではないでしょうか︒ 意に反した私学校生徒の暴発だと私

無き道理を造るの器械なり﹂︒ つまり

なってしまいます︒福津も当時の外

やっていくと︑今の外務省みたいに

回の福津読み返しの収穫です︒

惚れ慶膳義塾に入った人物です︒

たのではないかと︑想像しています︒

う気がします︒
渡辺 まったくです︒投致問題一つ

増田は︑西南戦争勃発の報に接す

西南戦争とは文字通りの戦争で
あって︑マルチルドムじゃないんじゃ

は見ています︒西郷は私学校の生徒

万国公法・和親条約も兵力を前にす

いて西南戦争に参加︑城山で西郷と

﹃
丁丑公論﹄がナショナリズムを支え

ば
︑ ﹁
通俗国権論﹄は︑ナショナリズ
れば何の役にも立たないと前段で 言
い︑後段では︑兵力とはもともとは
ムに裏付けられた強兵の必要性を主
張したものだということができます︒ 存在しない道理を敢えてつくり出す

とってみてもね︒結局ナショナリズ
ムを背負うという気概なく外交を

正理を詩々と説いて正理に殉ずる人

る精神の構えを論じたものだとすれ

じゅんじゅん

務省を同じように見ていました︒ こ
の点をさらにあからさまというか︑
露悪的に表現したものが﹃通俗国権
論﹄です︒明治十一年の論説です︒彼
きんじゅう
は︑世界は禽獣︑つまりけだものの

外交に関しても︑弓を﹁引て放たず

ひき

のに︑この期に及んでなお極めて限

満を持するの勢いを張る﹂国民の気力
と兵力の後ろ盾を持たない外務省が

ものだとさえいいます︒

世界だといいます︒ 日本が独立を維
持するには︑軍事力の強化が不可欠

定的な集団的自衛権の行使しか容認

周辺に膨張主義の中国を抱えている

だという主張を初めて前面に押し出

べき体たらくです︒
べき道は必死の獣力にあるのみ﹂

前に書かれているのです︒

ベラリストの幼稚さをあざ笑ってい

交渉を通じて外交を決することなど
できはしないといいます︒現代のリ
これが ﹁
通俗国権論﹄の問題提起で
あり︑かつ結論です︒憲法九条があ

通じます︒まったく︑あの立憲主義

三
つ
つ
れ
﹄

いきお

したものが ﹃
通俗国権論﹄です︒
世界は国家を基本単位としそれぞ

﹁今の禽獣世界に処して最後に訴う

できないというのが現代日本の恥ず

れが政府をいただいて競い合ってい

るから日本は平和を保っていられる
と左翼リベラルは言いたいようです

じゅうりよ︿

地化に遁進している︒そうした状況

が︑福揮は愚論だと否定しています︒

者たちの猛々しきを︑福揮が生きて
いたら︑なんと見るだろうか︒安保

これは現代の立憲主義者批判にも

るようなこの論説が︑もう百四十年

下にあってひとり日本のみが高尚な
る文明を求めようと努めても︑その

﹁百巻の万国公法は数門の大砲に若

法制に反対する憲法学者の生硬な議

る︒列強諸国は︑国力の伸長を求め
てアジア諸国の開園︑属領化︑植民

努力は無に帰してしまう危険性が大

かず︑幾冊の和親条約は一匿の︵ひと

論を聞いていると︑﹁憲法栄えて国滅

まいしん

いにある︒ この禽獣世界で日本が生
き延びていくのには︑士風︑士魂を

箱の︶弾薬に若かず︒大砲弾薬は以て

ぎよう

擁した指導者のもと国家としての凝

ぶ﹂としか思えません︒ここに民権と
あそなえあら

有る道理を主張するの備に非ずして

しゅうりよ︿

集力を発揮しなければならない︒
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じ巴しようげん

国権という概念が出てきます︒

が実にたくみですね︒
学問のす︑め﹄を書いて
福揮は︑ ﹃

本来は民権の立場に立っているはず

ー ーその次に書いた ﹃
時事小言﹄に
ある言葉ですね︒
渡辺 ﹃
時事小言﹄におけるキーワー
ドが︑民権と国権です︒自分は︑民
です︒しかし︑禽獣の世界にあって

啓蒙思想家として国民の前に立った
人 物 で す︒ 民権と国権に分ければ︑

権論を大いに歓迎する︒しかし︑民

ていた明治の福揮の論説に目を通す
ことが︑何よりの妙薬と信じます︒

なぜ ﹃
脱亜論﹄
を書いたか
士魂福津
｜ ｜ いままでのお話が ﹃

国家的危機に対するには︑権道︵国権︶
しかない ︒﹁我輩は権道に従う者なり﹂
ところですね︒

諭吉の真実﹂というご本の肝に当たる

ような国柄の国家を建設すべきか︑
すが︑福津といえば朝鮮蔑視論者あ

渡辺ここで論を閉じてもいいので
るいは脱亜論者という左翼陣営から

と福津は宣言しています︒自由民権
福揮のどこを読んでもそれをサポー
の批判はやむことを知りません ︒最

運動は明治十年代に起こりますが︑

無いことだとはっきり言っています︒
トする言説などありません ︒教科書
後に︑この点について私見を少し述

ければ︑民権など論じたところで詮
﹁僅話に︑青螺が殻中に収縮して愉
などを見ると︑自由民権運動イコー
べてみます︒

という肝心の問題を議論するのでな

快安堵なりと思い︑その安心の最中
ル福津諭吉となっていますが︑これ

たちま

かくがい

ひそかうかがあに

守ることなどできないと言っている

れてしまえば︑国民の生命や財産を

の温上に在りということあり﹂
国家という殻が外敵によって壊さ

の方法は︑同じような状況に置かれ

ムに目覚めてほしい ︒目覚める 一つ

ズム等に関わる人たちは︑リアリズ

戦後日本の知識人︑特にジャーナリ

して清国から独立しなければ︑強大

た人は他にいません ︒朝鮮が近代化

福津ほど朝鮮近代化の必要性を論じ

ぎません︒明治のあの時代にあって︑

モじよう

のですが︑福津という文章家は比轍

それを指揮したのは紛れもなく支那

ちゅう

に忽ち殻外の喧嘩異常なるを聞き︑
は間違いです︒福揮は徹底したリア
福津が朝鮮蔑視論者だというのは︑
脱亜
リストです︒ マキャベリズムに通じ 福揮の本心を知らずにのちの ﹃
る考え方の持ち主でもありました ︒ 論﹂をかじっての稚拙な決めつけに過

りわきざえか︿

窃に頭を伸ばして四方を窺えば︑山一
旦
はか
おい ち
すで か ら う
計らんや身は既にその殻と共に魚市

な清国の圧力を受けて︑日本も危う

を親しむ者は共に悪名を免かるべか
おい
らず︒我れは心に於て亜細亜東方の
悪友を謝絶するものなり﹂と言います︒

ま由

いと考えた知識人が︑福揮です︒朝

人だと福揮は断じています︒朝鮮開
化派の処刑について福揮は︑ ﹃時事新

鮮を蔑視するどころか開化派の金玉

しかし︑福揮はこの後も朝鮮論を

ます︒ 二十日後の三月十六日付けの
﹃
時事新報﹄には︑激情を抑えきれず

パ ワ1ポリテ ィクスの波が極東の地
まで及んできたことはまぎれもない

ません ︒もちろん︑帝国主義時代の

評するのはいかにも軽率です︒
﹃脱亜論﹄は︑四百字詰め原稿用紙で

わたなべとしお
1939年︑甲府市生まれ︒慶慮義霊大学卒業︒経済学
博士︒筑波大学教授︑東京工業大学教授を経て︑拓殖大
学総長︒外務省国際協力有識者会議議長︷前︶ ︒第W期学
術会議会員︒アジア政経晶子会理事長︵元︶︑山梨総研理事
成長の
長︒2011年︑正論大貨を受賞︒著書として ﹃
開発経済学｜ 経
アジア停滞のアジア﹂︵吉野草逗君︑ ﹃
﹃西太平洋の時代﹄
済学と現代アジア﹄︵大平正芳記念賞︶ ︑
︵アジア太平洋貧大賞︶︑ ﹃
神経︒
症の時代わが内芯る森田
﹃放哉と山頭火死を生きる﹄はどがあ
正馬﹄︵開高健賞︶︑
り︑最新作は﹃士魂福津諭吉の真実
︒
﹄

の執筆後も朝鮮と謝絶などしてはい

を洗う争い︑そして朝鮮と清との関

﹁
脱亜論﹄を認めました︒期待が 一挙
に絶望に反転したのですから︑人間

書き続けます︒実際の福揮は ﹃
脱亜論﹂

係については︑﹃士魂﹄の中でコンパ
クトに論じましたので︑ぜひそちら

均や朴泳孝に対する福揮の思い入れ 報﹂の明治十八年二月二十三日付けと
は︑﹁恋﹂というほどに強いものでした︒ 二十六日付けの二回にわたって書き
朝鮮の開化派と事大派との血で血

を読んでいただきたいのですが︑福

クーデター︶の首謀者に対する残酷を

揮が ﹃
脱亜論﹄を書いた最大の契機は︑
こうしん
甲申事変︵明治十七年の開化派による

よう ま

というたったひとつの文章を見て︑
福津は根っからの朝鮮蔑視論者だと

なら当然そういう感情に襲われるの 事実ですから︑以降の福津の朝鮮論
も致し方ない ︒福津ほどの人物であっ
には︑パワlポリテイクスの論理が
ても致し方のないことです︒﹃脱亜論﹂ だんだんと強く入り込んでいき︑福
津一流の論理が構成されていくので
す︒
図

極めた刑罰にありました︒
しゃば

﹁人間婆婆世界の地獄は朝鮮の京城
ニの ︿ に も ︿

むし

に出現したり︒我輩は此国を目して

し︾金の

ぃ︑第五パラグラフの最後で︑﹁悪友

企句

野蛮と評せんよりも︑寧ろ妖魔悪鬼 五枚半ほどの長さのものです︒その
の地獄固と云わんと欲する者なり﹂と 第二パラグラフで︑﹁亜細亜全洲の中
ありあらた
最大級の表現で朝鮮を難じています︒ に在て新に一機軸を出し︑主義とす
ただ
あ
る所は唯脱亜の二字に在るのみ﹂と言
この処刑に直接手を下したのはたし
かに朝鮮の事大派官僚だけれども︑
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権を伸長し国会を開設しても︑どの

簿諭吉1
i
誤読されている

