の

︶

め

が﹃痔我慢之説﹄を書くき っかけ
となったのは︑概ね次のような事
情があったのだと思われます︒
福揮は明治 二十四年の秋︑明治
維新を経て静岡の駿府城あたりに
移封された 徳川藩の様子が気にな
り︑東海道を下 って現地 へと出向
きました︒そして途次︑清水港に
近い興津清見寺に建立されたと聞
く﹁威臨丸殉難諸氏記念碑﹂を訪
れ︑その死者を弔うのです︒
しかし︑線香を上げた後︑石碑
の後ろに回ってみると︑そこには
﹁従二位榎本武揚﹂の名で﹁人の食
を食む者は人の事に死す﹂ ︵
徳川家
の幕臣として仕え禄を食んだ者は
徳川家の事に死すべきだ ︶と記さ
れており︑福津は驚きます︒
榎本は︑江戸城開城後に軍艦八
隻を率いて 品川を脱出し︑函館に
入港︒ ここに蝦夷地政府を樹立す
るに至りま したが ︑官軍による猛
攻を受けて降伏︑東京に護送され
禁固刑を受けます︒ ほどなく して
赦免を受け︑その後は北海道開拓
使を皮切りに︑文部大臣︑枢密院
顧問官︑外務大臣︑農商務大臣な
ど華麗なる経歴を歩みま した︒
函館で榎本に従い︑官軍への投
降を拒否して惨たる戦死を遂げた

渡辺利夫

特殊な時代であることを身を以て
知 っています︒そして世の福樺像
も︑実はその左翼リベラリズムの
時代において﹁造作﹂された非常
に偏った福津像なのです︒自らの
えん げん
思想的淵源を福津諭吉という権威
に求めたいという︑左翼知識人の
願望が︑偏りを持った福揮像を生
み出したのだと私は考えます︒
福樺の思想は︑戦後につくられ
たイメ ージより蓬かに多面的
︑ 多
層的であり︑遥かに懐の深い思想
です︒本欄 では︑福揮が遺した文
章に触れながら︑戦後につくられ
た﹁既製品﹂ではない真実の福揮
像に迫 ってみたいと思います︒

回
一
旧士族社会の道徳を
−一失ってはならない
これまでの福津像の対極を鮮や
かに浮かび上がらせている論説の
一つが︑明治 二十四年 に脱稿され
やせがまんのせっ
た﹃椿我慢之説﹄です︒福揮は同
書 で︑徳川幕府にお いて 高位の幕
臣であったにもかかわらず︑明治
新政府で再び要職に就き権勢をふ
たけあき
る った榎本武揚と勝海舟の 出処進
退を︑﹁武士は 二君に仕えず﹂とい
って徹底的に非難しています︒
様々な文献を調べる限り︑福津

）I
i
'
士 魂一福 浮諭
ジアを救った近代日本史講義』
（PHP新書
吉の真実』（海竜社）などがある
。

拓殖大学学事顧問の渡辺利夫氏に︑福津の
知られざる実像に迫っていただいた ︒

神﹂を非常に強く持った人であった︒五十年
以上にわたり福津の著作に親しんできた

として広く知られる福津だが︑実は旧士族
社会の士風を重んじる﹁ナショナリズムの精

幕末・明治期を代表する思想家・福津諭吉 ︒
﹁文明開化論者﹂﹁啓蒙思想家﹂﹁欧化論者﹂

福津諭吉が日本人に遺したもの
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わたなべ・としお一 一昭和 1
4年山梨県生まれ。慶 麿 義 塾
大学卒業後、同大学 院博士課程修了。経 済学博 士。筑 波
大学教授、東京工業大学教授、拓殖大学長、第四代総長
などを経て、現職。外務省国際協力有識者会議議長、 アジ
JICA国際協力功労賞、外
ア政経学会理事長なども歴任。
務大 臣表 彰、第 27回正論大賞など受賞多数。著書 に『ア

−
一
福津諭吉の
由
一
知られざる実像
福津諭吉と聞けば︑多くの方が
激動の幕末・明治期に︑ ﹁
西洋文明
を取り入れ新生日本の建設に精出
すべし﹂と説いた︑文明開化論者︑
欧化主義者としてのイメ ージを思
い浮か べることでしょう︒
少し詳しい方なら︑福揮は﹁天
は人 の上に人を造らず︑人の下に
てんぷ
人を造らず﹂と語 った天賦人権説
の人であり︑﹁政府は国民の名代に
て︑国民の 思う所に従い事を和す
ものなり﹂と主張し︑社会契約説
の立場をと った啓蒙思想家だと理
解しているかと思われます︒福揮
諭吉の名を世に知らしめた明治初
期の 一大ベス トセラ ーである ﹃
学
問のす︑め﹄には︑確かにそのよ
うな内容が 書 かれています︒
それからもう 一つ︑世に広く知
られる福揮像を決定づけているの
が︑福揮が晩年に著した﹃被釈自

ひa
v

綜﹄に記された﹁門閥制度 は親の
敵で御座る﹂という強烈なメッセ
ージです︒同書には︑無類の学問
︿す？
好きであった父・百跡が︑﹁中津藩
では︑漢籍において彼に敵う人物
はいない﹂といわれるレベルにま

部下をそのままに︑明治新政府で
犬いなる重用を受け名声をほしい
ままにしている者が︑後世 に残る
石碑にそんなことを刻みつけてよ
いはずがない︑という怒りが福津
の心頭に発したものと想像されま
す︒そして怒気を含んだ気分を収
めることができない福揮が東京に
かせい
戻り︑ 一気町成 に書き上げたのが
﹃
清我慢之説﹄だ ったのです︒
福揮は︑榎本の 出処進退 につい
て︑次のように −
記しています︒
維新の際︑脱走の一挙に失敗した
るは︑氏が政治上の死にして︑仮
令いその肉体の身は死せざるも最
はや
早政治上に再生すべからざるもの
ただ
Zし も っ
と観念して唯一身を慎み︑一は以
て同行戦死者の霊を弔して又その
遺族の人々の不幸不平を慰め︑又
一には凡そ何事に限らず大挙して
あ
その首領の地位に在る者は︑成敗
が
せめ
これ の
共に責に任じて決して之を遁るべ
からず︑成ればその栄誉を専らに
あた
し敗すればその苦難に当るとの主
義を明にするは︑士流社会の風教
上に大切なることなるべし ︒即ち
是れ我輩が榎本氏の出処に就き所
望の一点にして︑独り氏の一身の
為めのみにあらず︑国家百年の謀

32
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171
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数知
201
7‑11 数知
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3

年1明治泊 ︵1901
︶年︒明 治 期 を 代
表する思想家︒大阪 生まれ︒父の死後中
︑ その後︑
津に戻り
大阪に出て緒方洪庵に
関学を学ぶ︒ 万延 元
︵ 1860
︶年から慶
応 3︵
1867︶年にか けて幕府の遺欧
使節固な どで3度の 洋行︒4年度慮義
塾大学を創設︒﹃学問のす ︑め
﹄ ﹃文明論之
概略﹄など著書多数︒

で達しながら︑下級士族であった
ために︑学聞を通じての身分上昇
かな
は叶わず︑失意の生涯を送ったこ
となどが 書 かれています︒
そして福揮は︑﹁門閥制度は親 の
敵で御座る﹂という旧社会への憤
まん
滋を抑えられず︑親の敵を討つた
めに西洋の学問 の修練に努めるよ
り他なしと決意︒長崎で蘭学を学
こうあん
び︑次いで大坂に出て緒方洪庵の
もとで才能を見出され︑さらに東
京に出て英学に転じて︑知識人と
しての道を歩み始めるのです︒
しかし︑﹃学問のす︑め﹄やョ福
翁自伝﹄ のスト ーリー から浮かび
上が ってくるイメ ージは︑福樺の
実像を正確に捉えているのでしょ
うか︒福樺は生涯にわた って膨大
な文献を書き遺しています︒私は
学生時代から現在に至るまで︑折
に触れて福揮の著作に親しんでき
たのですが︑文明開化論者︑欧化
主義者︑啓蒙思想家とい った福津
の世間のイ メージは︑彼の思想の
ほんの一面にす︑
ぎないことを︑読
むたびに悟らされてきました ︒
第 二次大戦前の 昭和十四年に生
まれ︑青春時代に安保闘争︑全共
闘運動に固まれてきた私は︑戦後
の日本が左翼リベラリ ズ ムの強い

＼

一剣を持して起つ
特集

おいしょう

Zう ゐ

JA71

ドしい

に於て士 風消長の為めに転制罫島
すべからざる 所のものなり ︒
戦いに勝てばその栄誉を受けて
もよいが︑敗退 した者はその責を
負うべきであり︑敗退の後は苦難
の道を歩まざるを得ないのは当然
ではないか ︒ これはかつて武士と
して生きた人間であれば︑主義と
して擁していなければならないこ
とだ︒榎本は戦いに敗れ︑あまつ
さえ脱走に失敗して捕らえられた
のであるから︑これは﹁政治上の
死﹂を意味する︒ にもかかわらず
政界で再生を図るとは 何事か︒
自分が榎本の身の処し方にコメ
ントするのは︑榎本を個人として
難じたいからではない ︒榎本は武

−
一
ナショナリズムこそ

−一立国の公道
あら

実は﹃婿我慢之説﹄は︑﹁立国は
私なり︑公に非ざるなり﹂の一文
から始まります︒ これは︑自分が
属する共同体や国家を愛する﹁私
情﹂︑すなわち﹁ナショナリズム﹂
がなければ自国の独立を守ること
はできない ︑という意味です︒
さらに福揮は︑﹁勝敗の極に至り
て始めて 和を講ずるか若しくは死
を決するは立国の公道に して︑ 国
民が固に報ずるの義務と称ずべき
ものなり︒即ち俗に一安う靖我慢な
れども︑強弱相対して戒も弱者の
地位を保 つものは︑単にこの磨我
慢に依らざるはなし﹂と︑とりわ
け一国が衰退の危機に陥るような
時期においては︑死んでも国を守

治新政府に反旗を鮒附した西郷隆盛
を批判する時の 政府とジャ ー ナリ
ズムは︑西郷の﹁土風﹂を軽んじ
て﹁抵抗の精神﹂を衰退させる﹁文
明 の虚説﹂である︑と難じていま
す︒福津が武士の士 風︑私情を撲
なった榎本や勝を︑徹底的 に非難
した理由もこの点にあります︒
文明開化論者︑欧化論者のイ メ
ージの 強い福津が︑その対極にあ
る旧士族の道徳の大切さを︑とこ
とん説いていた事実を知っている
方はそう多くはないはずです︒

由一物事−
の優先順位を
−一怜例に見極める
福津諭吉といえば︑﹁国権﹂より
も﹁民権﹂の大切さを説いた自由
民権論者だとみなされがちであり︑

挙にして足るベし ︒眠してか釈の
時勢これを聞くことも射鞍きに非
ず︒仮令い難きも聞かざるべから
ざるの理由あり︒然りと難も国会
の一挙以て民権の伸暢を企望し︑
果して之を伸暢し得るにEて︑そ
のこれを伸暢する国柄は如何なる
ものにして満足すべきや︒民権伸
暢するを得たり︑甚だ愉快にして
あんど
安堵したらんと離も︑外面より国
権を圧制するものあり︑甚だ愉快
ならず︒
もちろん自分は民権論に反対で
はないが︑民権はただ 伸張すれば
よいというものではない ︒ 国会を
開設し︑どのような﹁国柄﹂の国
家を建設すべきかという肝心 の問

ををのて

るという私情を持つことが公道で
あり︑情我慢の精神であり︑国民

四な安縮
方る心し

士としての考え方や行動規範 から
逸脱しており︑そのようなことが
平気でなされるようであれば︑ 一
政権︑一国家のために死を酔して

し異そに
て常の収

事実そのように −
記している解説書
がいまでも数多くあります︒ しか
し︑国会開設や普通選挙の実現な
ど︑自由民権運動が大きな政治的

窺ま聞 最 愉

題を議論するめでなければ︑民権
など論じても詮なきことだ︒西洋
列強 による干渉や介入が恒常化し
ているいま︑ただ国会を開設すれ
ばよいというほど事態は単純 では
ない ︑というのが福揮の主張です︒
さらに緒言はこう続きます︒

をの思が

潮流
と
な
っ
て
い
た
明治十四年 に書
しょげん
かれた﹃時事小一 一
τ口﹄の緒言で ︑福
揮は次のように述べています︒
伸 喧 い 殻T
ば 嘩 、 中？

戦後七十二年︑とりわけ高度成
長期の日本人は︑ひたすら真っ黒

すす台

になるまで働き︑経済大国に成長
のように論理を転換させます︒
し
︑ まるで 日本の 時代がやってき
ふいち・ろ
たかのように吹聴してきま した︒
目的を定めて文明に進むの一事あ
るのみ︒その目的とは何ぞや︒内
しかし現在の日本は︑平成不況
に蔽り込んで 以降 の長期低迷か ら
外の区別を明にして我本国の独立
を保つことなり︒而してこの独立
脱する見込みがなお立たず︑少子
高齢化 の急速な進行により︑経済
を保つの法は文明の外に求むべか
らず︒今の日本国人を文明に進る
社会全体が衰亡化 の様相を呈する
に至りま した︒国際社会にお いて
はこの国の独立を保たんがための
み︒故に︑国の独立は目的なり︑
も︑自国の防衛を他国に依存しな
がらぬくぬくと生きてきたために ︑
国民の文明はこの目的に達するの
国際秩序が大きく変わろうとして
術なり︒
いる中で︑右往左往せざるを得な
い状況に立ち至 っています︒
福揮は︑何のために日本が文明
それも戦後の 日本人 から︑福揮
化するのかと問えば︑それは自国
の﹁独立﹂ を保 つためであり︑文
が説いた︑自分 の国や 地域 は自分
で守るというナショナリズム ︑何
明はその﹁術﹂にすぎない︑と結
のために経済大国になるのかとい
論づけているのです︒ 日本の目下
う根本的な聞い ︒そして厳 しさを
の最大の課題は 独立であって︑独
増す国際社会の中で﹁ 一剣を持し
立のための手段と して文明を捉え
独立自尊﹂
︑ ﹁
て起つ ﹂という気概
るべきである︒思考の順序を取り
の精神がすっぽり抜け落ちて いた
違えては絶対にな らない︑という
のが福揮思想の核心だといえます︒ からだろうと思います︒ このまま
きたいひん
では日本の 独立はやがて危殆に瀕
ここまで︑世間とは正反対とも
してしまうに違いありません︒
いえる福津諭吉像を紹介してきま
激動の幕末・明治期に苦渋に満
したが︑福揮が遺した思想は︑現
H いなる
ちた思考を強いられた︑ 大
代日本 に深淵な問い を投げ掛け て
ナショナ リスト H福津諭吉の声に
いるように思えてなりません︒
最も耳を傾けるべきは︑現代 の日
本人なのだろうと私は思います︒

のれの
ーど敵

戦おうとする人聞がいなくなって
の義務であげぬれは兇技言 っています︒
そして︑群雄割拠 の時代に徳川
家の旗のもとに参じ︑徳川家康の
ことのみを考え戦い抜いた三河武
士を︑帯我慢 の義をいかんなく発

ら・う

揮した歴史上の一 例として生き生
きと描 いているのです︒明治十年
てU
に書かれた﹃丁丑公論﹄でも︑明

は︑その﹁事の軽重﹂を見極める
見識︑ ー
リアリズムを︑ いまこそ福
揮に学ばなければなりません︒

−一日本人が忘れてしまった
−
一﹁独立自尊﹂ の精神
福調停の最高傑作として︑明治八
ぷ ん め い ろ ん の が いり
年に 出版された﹃文明論之概略﹄
を挙げる方は多いのですが︑私も
その議論の密度と説得力︑文章の
格調の高さからして全く異論はあ
りません︒実際︑ 同書は福揮が最
も知力旺盛な時期 にその力の 限り
を尽く して書き上げた大作 です︒
とはいえ︑﹃文明論之概略﹄で福
樺が伝えたかった﹁結論﹂を知 っ
ている方はそう多くはないのでは
ないでしょうか︒ ほとんどの方が
﹃
文明論之概略﹄は︑福揮が 日本 の
文明開化 の必要性を正々堂々と論
じた傑作だという︑世に広く流布
されて いるイメ ージをお持ちだと
思います︒ しかし︑それも福樺の
文章そのものに当たりながらよく
検討してみる必要があります︒
﹁西洋の文明を目的とする事﹂﹁日
本文明の由来 L など︑様 々な観点
から文明 について論じた上で ︑福
揮は第十章の結論部 に入り︑何よ
り重要なことは何かと問うて︑次

もに
、非記
民ず者
権 。（
のそ福
伸t
の；畢
暢3
大き
）
はには
唯 欲 固t
国すよ
会るり
開所民
設な権

しまうではないか︒国家永続のた
めにも決して看過し てよ い問題で
はない︑と福揮は言うのです︒
福揮はその返す万で︑同じく元

。の こ 殻

幕臣でありながら︑明治新政府 で
栄達を極めた勝を斬りつけ︑激越
な非難の言葉を投げつけます︒

てのに身

国家とは生身の青螺の殻のよう
なものであり︑殻が外敵に壊され
てしまえば︑そもそも国民の生命
や財産の守護などできない ︒近年
の厳 しい国際情勢の中で︑その現
実を直視することなく︑民権と国
会開設について騒いでいるだけで
は国家の存立自体が危う い︒青螺
の比喰を巧みに 用 いて︑そう福揮
は警鐘を鳴ら しているのです︒
そのように ︑実際の福津は︑自
由民権論者というよりも国権論者
に近く︑現実に 即し て物事の優先
れいり
順位︑ ﹁事の軽重亡を怜倒に見極め
ていく徹底したリアリス トであっ
たといってよいでしょう︒
現在の日本も︑中国の海洋進出
や北朝鮮の核開発など︑様々な難
題に直面し ていますが︑国会やメ
ディアでは︑それほど重要とは思
えない 問題に延々と時間と労力が
費やされています︒ 日本にとって
一番大事なことは 何なのか︑い ま
何をしなければならないのか︒特
に組織や人の上に立つ リーダー に

可殻在は
ななり既
らりとに
ん 。云 そ
やそうの
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