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評伝の誕生――徳富蘇峰『吉田松陰』論 

 

Birth of a Biography――The Study of Tokutomi Sohō〝Yoshida Shoin〟 

 

吉岡亮 

YOSHIOKA Ryo 

 

In this paper,I clarify the features of the text of〝Yoshida Shoin〟written by 

Tokutomi Sohō from the perspective of the birth of a biography. 

 

 

 はじめに 

  『吉田松陰』は，これまで徳富蘇峰の思想的転換と関連づけられて言

及されることが多かった。それは，端的に言えば，平民主義から帝国主

義へという転換である。そこでは『吉田松陰』は，蘇峰の帝国主義的な

主張の起点に位置づけられ，『大日本膨張論』や改訂版『吉田松陰』と関

係づけられて読み解かれることとなっていた。 

 確かにこうした指摘は初版『吉田松陰』のある側面を言い表している。

しかし，一つのテクストは常に複数の言説によって成立しているという

視点を取るならば，右のような見解とは異なる言説やテクストと関連づ

けていくことで，『吉田松陰』のこれまで指摘されてこなかった側面を明

らかにすることが可能だろう。本論は，こうした問題意識に基づいて，

評伝という観点から『吉田松陰』を捉え返す試みである（１）。以下，各

節での議論の概要を述べると，第一節では，その準備作業として蘇峰の

『人物管見』を取りあげる。第二・三節では，そこからの展開として『吉

田松陰』を位置づけ，その評伝としてのあり方を検討していく。第四節



2 
 

では中江兆民の『革命前法朗西二世紀事』と比較することで，評伝とし

ての『吉田松陰』の特徴を別の角度から考察する。 

 

第一節 『人物管見』再考 

「国民叢書第二冊」として民友社から刊行された『人物管見』は，蘇

峰が『国民之友』に発表した人物評論を発表順にまとめたテクストであ

った。そこには，1888 年 3 月に発表された，福澤諭吉と新島襄を論じ

た「明治の二先生」から，1891 年 6 月に発表された，中村敬宇を論じ

た「君子国の真君子」まで，一四篇の人物評論が収められている。当時，

それらは従来の伝記や人物論とは異なる新しい人物表象として受け取ら

れ，様々な領域に大きな影響を及ぼした。その一端についてはすでに検

討したことがあるが（２），本節では，それとは別の角度から『人物管見』

の人物表象の方法に焦点を当て，『吉田松陰』の特徴を考える準備作業と

したい。 

 『人物管見』の人物評論の方法をよく表しているのは，例えば，「明治

の二先生」の以下のような部分であろう。 

 

 吾人は今日に於てボスウエルがジヨンソンに於けるが如く二君の人物，

儀容，品行，性情等をは，顕微鏡的の眼光を以て之れを観察し，其の

一顰一笑に至る迄之れを模写して，以て二君を後世の紀念に伝ふるが

如き業を為さゝるべし。（中略）然れとも二君を教育家として観察し，

二君が教育世界に於けるの位地と，感化とを観察して，之れを天下に

告白するは，敢て僭越の業に非さるべし。（３） 

 

 ジェイムズ・ボズウェルの『サミュエル・ジョンソン伝』は，対象と

する人物の人間性を細かく観察し，出来事に際してのわずかな表情の変

化に至るまで詳細に写し出すことで，一人の人物の全体像を描き出して



3 
 

いた。「明治の二先生」の目的は，そうした個人の全体像の記述にあるの

ではなく，福澤諭吉と新島襄の二人を「教育家」という側面に限定して

捉え，その教育世界における位置と影響力を明らかにすることにある。

蘇峰は「明治の二先生」の狙いをそのようにまとめていたわけだが，そ

うした対象とする人物のどのような側面に着目するのかを明確に限定す

る点に蘇峰の人物評論の一つの大きな特徴があり，その際に用いられる

のが「○○として（の）」というフレーズであった。 

 『人物管見』全体で言えば，最も多いのは対象とする人物を「政治家」

として分析するものである。それは，大隈重信・伊藤博文・井上馨の三

人を比較した「政界の三隠居」，鳥尾小弥太を論じた「明治年間一種の人

物」，「矢野文雄氏」，板垣退助を取りあげた「板垣退助君」「板垣伯に与

ふるの書」などであり，これらの人物評論のそこかしこで「政治家とし

て（の）」という言い回しを見ることができる。 

 そして，こうしたカテゴリー化によって議論の枠組みを明確化した上

で，そこに様々な概念やサブカテゴリーを導入していくことで，蘇峰は，

その人物の政治家としての特質を浮き彫りにしていく。例えば，鳥尾小

弥太であれば，「建設的の政治家よりも，批評的の政治家として卓出した

るもの」（４）と評され，矢野文雄は「政治家としては余り哲学者らしく，

哲学者としては余り政治家らしゝ」（５）とされ，板垣退助に関しては「人

民の先導者として為したる事業は，一として成効せざるは莫し。政治家

として為したる事業は，一として失敗せざるは莫し」（６）という評価が下

される。そこでは建設的／批評的という分割や哲学者・人民の先導者と

いったサブカテゴリーが導入されることで，その人物の政治家としての

あり方が分析されている。蘇峰の人物評論は，対象とする人物のどこに

焦点を当てるかをカテゴリー化によって明確化した上で，そこに二項対

立的な分割やサブカテゴリーを持ち込んでいくことで，その人物の「○

○として」の側面を鮮明に浮かび上がらせるものとなっていたのである。 
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 『人物管見』では，政治家以外にも，「経世家」「文学者」「改革家」と

いったカテゴリーが用いられている。例えば，「明治の二先生」では専ら

教育家としての福澤諭吉が論じられていたのに対して，「「文字之教」を

読む」では，経世家であると同時に文学者でもあるという視点から福澤

が取りあげられている。また，「森有礼君」では，蘇峰は，あえて政治家

としてではなく改革家という点から彼を論ずるのだと述べ，森有礼の政

治家というレベルにとどまらない様々な業績を取りあげている。 

 さらに，『人物管見』では，そうしたカテゴリーを個人の経歴と重ね合

わせ，一人の人物の人生の軌跡を描き出すような試みもなされている。

例えば，沼間守一を論じた「徳川武士の典型」では，彼の経歴に合わせ

て「第一武人としての―第二官吏としての―第三民間に立つ公人として

の」（７）という三つのカテゴリーが用意され，それぞれの側面での業績や

影響力が明らかにされている。その上で，そこに一貫して見られるのが

「自信の念最も篤く，恒に一個の成見を取りて，何れの時にも必ず貫徹

せんと欲したる」という思考法，「法律家の眼を以て軍人の手を揮ふ」と

いう行動様式，「野性」「真率」の性情であるとされる（８）。そして，蘇

峰はその生涯を次のように結論づける。「独立孤行，自家額上の熱汗を絞

りて，途に当るの荊棘を剪伐し，終に嶄然たる頭地を明治社会の一角に

露はし，圧政の敵となり非法の敵となり（中略）多くは正義に近きの行

為を遂げ，豪然たる一個の硬漢を以て，一生を始終したるは，亦以て三

百年前徳川武士の典型を存したるものと云はさる可らず」（９）。ここでは，

武人・官吏・公人という三つのカテゴリーによってその人生の変化を辿

った上で，その中に一貫して見られる思考法・行動様式・性情を抽出し，

それらを「徳川武士の典型」というキーワードによってまとめることで

沼間の人物像が明らかにされているわけである。 

 同様の方法は先に触れた「森有礼君」でも見ることができる。そこで

は，「徳川武士の典型」とは逆に，森有礼の人生で一貫している性質がキ
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ーワードとして最初に示され，その後に，その人生の変化が示されるこ

ととなっている。すなわち，森の手がけた事業は千種万別ではあるけれ

ども，「奇矯なる偏理的の改革家」という性質は一貫している。ただ，「其

の性質の動く所一正一反し，君か一生の歴史に於て大ひなる原動及ひ反

動を見」せることとなった（10）。具体的に言えば，その前半生は「米国

風の感化」を受けて，廃刀論・男女同権論・一夫一婦論を主張し，女子

教育・商業教育の重要性を説く，「非常なる自由家」「急進家」であった。

ところが，その後半生は「欧州大陸風の感化」を受け「国家の二字に其

の精神を併呑せられ」てしまい，「武事教育」の必要性を説く「非常なる

（中略）保守党」「専制家」へと変貌していった。ただ，こうした変化の

中でも，森は世間の「流に逆ふて遡るの人」であることは一貫していた。

と言うのも，「世人か旧習に恋々たるの日には，旧習の破壊者となり，世

人か旧習を破履の如く抛ち去るの日には，却て旧習の保存者となり，復

古者となる」という形で，世間の流れとは逆の主張を彼は唱えていたか

らであり，そうした思考様式を支えていたのはおそらく「拝自己宗
イ ゴ イ ズ ム

」で

あろう（11）。森有礼の人生の軌跡を蘇峰はこのように描き出していた。 

 森の人間像を表現する「奇矯なる偏理的の改革家」というキーワード

を最初に提示した上で，その改革家としてのあり方を，自由家・急進家

から保守党・専制家へという変化として描き出していく。さらに，時勢

との関係において彼の主張の特徴を分析し，その思考様式や信念を明ら

かにすることで，「奇矯なる」「偏理的」という森に対する形容に説得力

を与えていく。ここではそうした方法が取られているのであり，それは，

一人の人間の人生の軌跡を変化と一貫性という視座において描き出して

いく新しい方法であり，評伝による人物表象の原型となるものであった。 
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第二節 評伝としての『吉田松陰』 

 本節では，前節で検討した人物評論とのつながりという点から『吉田

松陰』の特徴を検討してみたい。 

 同時代評において，『吉田松陰』の特徴を最も的確に指摘していたのは，

『郵便報知』のそれであった（12）。『郵便報知』の評は冒頭で「人物の評

論に於て最も長ぜりと称せらるゝ徳富氏の人物評論中未た此書の如きも

のを見ざればなり」と記している。ここで指摘されている「徳富氏の人

物評論」とは，前節で見た蘇峰の一連の人物評論を指しているわけだが，

『郵便報知』はそれらと『吉田松陰』の差異を強調した上で，次のよう

に記している。 

 

 此書は彼れ自から吹聴する如く題して『吉田松陰』と云ふと雖も其の

実は維新革命前史論なり先つ徳川幕府は何故に且つ如何にして顚覆し

たる乎を説き，外交の問題突如として起りて幕府顚覆の機運頗る熟し

開国鎖港の論沸騰して国情痛く紛擾せる時に於ける種々の政略種々の

人物種々の事業大概其中に網羅列挙せざるなく夫より，時勢，境遇，

血統が遂に吉田松陰を作りたるを説き進んて家庭に於ける松陰，天下

の士としての松陰，革命家としての松陰，教育家としての松陰等を描

く所精細巧妙一たび之を披けば容易に巻を放つに忍びず 

 

 冒頭の指摘は，『吉田松陰』の緒言の以下のような文言をパラフレーズ

したものである。「題して『吉田松陰』と云ふも，其の実は，松陰を中心

として，其の前後の大勢，暗潜黙移の現象を観察したるに過ぎず。若し

名実相副はずとせば，或は改めて『維新革命前史論』とするも不可なか

らむ」（13）。 

 この点を確認した上で，右の『郵便報知』の評に戻ると，そこでは『吉

田松陰』が二つの側面から読み解かれていることが分かる。 
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 一つは「維新革命前」という長いスパンの中で徳川幕府が顚覆してい

く原因と過程を描き出した全体史の側面である。『吉田松陰』本文では，

「封建社会」が「中心点を失ふて（中略）傾覆」し始めた時期は，「宝暦

明和」の頃とされている（14）。そこから安政六年の松陰の刑死までが主

な記述対象となっており，1750 年前後から 1860 年前後までのおよそ

110 年の期間が扱われている。『吉田松陰』は，こうした長い時間的推移

の中での「大勢」と「暗潜黙移の現象」を見ていくことで徳川幕府が顚

覆した原因を明らかにすると共に，維新革命へと至る過程を「種々の政

略種々の人物種々の事変」を「網羅列挙」することで描き出していたの

である。 

 もう一つは吉田松陰に焦点を当てた個人史の側面であり，「○○として

（の）」というフレーズが列挙されていることからも分かるように，『郵

便報知』の評はそれを人物評論の延長上にあるものとして捉えていた。

そこでは，「時勢，境遇，血統」との関連で松陰の思考法や行動様式が説

明され，「家庭に於ける松陰，天下の士としての松陰，革命家としての松

陰，教育家としての松陰」というカテゴリーによって彼の人生の軌跡が

辿られている。前節の表現を使えば，人物評論の方法によって松陰の思

考法や行動様式の一貫性と人生の変化が描き出されていたのである。 

  

 右のようにまとめてみると，『郵便報知』の評がその冒頭で強調してい

た，それまでの人物評論と『吉田松陰』の差異は，全体史の有無による

ものであることが分かる。人物評論で参照されるコンテクストは，基本

的に，対象とする人物の人生の枠内での同時代史であった。それに対し

て，『吉田松陰』では，松陰個人の人生を大幅に上回る時間軸が導入され，

松陰の個人史が全体史という歴史的なコンテクストの中に位置づけられ

ることとなっていたのである。そうした全体史と個人史の結合について

は，『早稲田文学』の同時代評（15）でも『吉田松陰』の特筆すべき点とし
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て取りあげられていた。そこではそれは「個人を考察すると同時に時勢

を考察す」と表現されていた。 

 全体史と個人史をつなぎ合わせ，一つのテクストの中で時勢と個人を

同時に考察すること。同時代評の評価軸をそのようにまとめてみるなら

ば，『吉田松陰』を，文明史的な伝記から評伝へという系譜の中に置くこ

とが可能となる。 

 文明史的な伝記とは，1887 年前後の歴史改良論を踏まえて書かれたテ

クストで，その代表例として，藤田鳴鶴『文明東漸史』や島田三郎『開

国始末』をあげることができる。歴史改良論とそれらのテクストのつな

がりについてはすでに論じたことがある（16）ので，ここでは概要のみを

記すことにしたい。当時の歴史改良論の争点の一つは，従来の和漢の歴

史記述のテクストにおいて乖離していた，出来事に関する記述と人物に

関する叙述をいかにして統合するかという点にあった。すなわち，全体

史と個人史の両方を兼ね備えた歴史記述が要求されていたのであり，そ

こで理想化されていたのが，両者を批評によって連結している，マコー

レーのテクストだったのである。そうした歴史改良論を踏まえて，『文明

東漸史』は，「泰西文明ノ東漸セル情勢」を記した「正史」と，「泰西文

明」の普及に尽力した渡辺崋山と高野長英の伝記をまとめた「副史」を

組み合わせた形式を，また，『開国始末』は，井伊直弼の言行を軸として

幕末期の状況を記した「史」と，それに対する筆者の批評である「論」

を組み合わせた形式を採用していた。そうした形式によって，全体史と

個人史の統合という課題に応えようとしていたわけである。 

 先に見た『吉田松陰』の同時代評の評価軸が，こうした歴史改良論の

系譜を踏まえたものであることは明らかだろう。そして，『吉田松陰』は，

文明史的な伝記とは異なる，人物評論を内在化した個人史と全体史の組

み合わせという形式によって，全体史と個人史の統合を実践していた。
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その意味で，『吉田松陰』は，文明史的な伝記の系譜上にありながら，そ

こに一つの転換をもたらしたテクストであったのである。 

 こうした『吉田松陰』の形式は，その後，評伝という新しい伝記の形

式に引き継がれていくことになる。そのことがよく表れているのは，「拾

弐文豪」シリーズの一冊として刊行された山路愛山『新井白石』（17）であ

る。その章立てを見てみると，冒頭の「年譜」で新井白石の個人史の概

要が提示され，「元禄時代」という章で全体史が描かれ，その後，「詩人

としての新井君美」「政治家としての新井君美」「歴史家としての新井君

美」という三つの章で，白石の経歴を辿り直し，それぞれの側面での彼

の業績と影響力が分析されている。「○○としての」というフレーズから

も分かるように，後半の三つの章は明らかに蘇峰の人物評論を意識した

ものとなっている。愛山は，人物評論を内在化した個人史と全体史を結

合させるという『吉田松陰』で用いられていた形式を，自らのテクスト

において応用していたわけである。 

 

第三節 人物評論を内在化した個人史 

 本節では，『吉田松陰』の個人史の部分で人物評論の方法が具体的にど

のように用いられているのかを，一貫性と変化に焦点を当てながら検討

していく。 

 松陰の人生に一貫して見られる要素は，「家庭の児」「時勢の児」とい

う概念のもとで次のように説明されている。 

 

 彼は実に杉氏家庭の児也。其の義勇公に殉する公共心，其の尊王敵愾

の志気，其の至誠にして自から欺かさる精神，皆な荒村老屋の中に磅

礴したる家庭の感化中より得来りたるを疑ふ可らす。（18） 
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 （前略）彼は時勢の児に外ならす。彼が精神上の父は，敵愾尊王の気

象にして，其母は国歩艱難なり。則ち此二者の合体よりして，殉国殉

難の人物たる吉田松陰は出で来れり。（19） 

 

 蘇峰は，松陰の属性として，義勇・公共心・至誠・敵愾尊王の気象と

いった精神性をあげていたわけである。 

 また，その生涯を通じて浮かび上がってくる人物像は，「偏理的哲学者」

「執迷的盲信者」というキーワードによって示され，その思考法・行動

様式は，経世家と比較される形で以下のように説明されていた。経世家

は，「時勢を観，人情を察し，如何なる場合に於ても，調子外れの事」を

しない。それに対して，偏理的哲学者・執迷的盲信者は，「其の周囲に何

の頓着する所なく，其の見る所直ちに之れを語り，其の語る所直ちに之

れを行」おうとする。彼らは「結果に頓着せず」に「其の前提より奮進」

するため，「其の力量に比較して，動もすれば大なる出来事の張本人」と

なる。そのため，彼らは「社会不調和の要素」「社会の治安と相容れざる

厄介者」であり，時に「革命の卵子」となる存在なのである（20）。蘇峰

はこのように述べた上で，経世家として，ビスマルク・ハムデン・松平

定信・島津斉彬を，偏理的哲学者・執迷的盲信者として，ルソー・ミル

トン・山崎闇斎・吉田松陰をあげている。 

 先に見たように，『人物管見』では，政治家・教育家・文学者・改革家

といったカテゴリーが用いられていたわけだが，その大部分は「時勢を

観，人情を察し，如何なる場合に於ても，調子外れの事」をしない，経

世家としての側面を兼ね備えた人物として描かれていた。先節で取りあ

げた森有礼が，ここで用いられている「偏理的」という言葉で形容され

ていたが，それもあくまでも「改革家」というカテゴリーの中でのこと

であり，松陰のような「革命の卵子」となるような存在としては描かれ

ていなかった。その意味で，全体史と個人史の統合という形式的な側面
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だけではなく，人物像という点においても，『人物管見』では見られなか

った新しい試みが『吉田松陰』ではなされていたと考えることができる

だろう。 

 一方，松陰の人生の変化については，先に引用した『郵便報知』の同

時代評にあった「家庭に於ける松陰，天下の士としての松陰，革命家と

しての松陰，教育家としての松陰」というカテゴリーに基づいて描かれ

ていた。ここであげられているカテゴリーは，おおむね『吉田松陰』の

章立てに対応しており，家庭に於ける松陰は「第十八 家庭に於ける松

陰」で，天下の士としての松陰は「第八 旅行」から「第十四 打撃的

運動」までの複数の章で，革命家としての松陰は「第十五 革命家とし

ての松陰」と「第十七 松陰とマヂニー」で，教育家としての松陰は「第

十三 松下村塾」でそれぞれ取りあげられていた。そして，各カテゴリ

ーの中で，時勢・環境・人間関係等の外在的な要因の変化によって，先

に見た義勇・公共心・至誠・敵愾尊王の気象といった属性と偏理的哲学

者・執迷的盲信者としての思考法・行動様式が，様々な形をとって表れ

てくることが描き出されていたのである。 

右の点がよく分かる記述が「第十九 人物」にある。そこでは，至誠

が「真誠」「赤心」と言い換えられ，それが「父母に対すれば孝となり，

兄妹に対すれば友愛となり，朋友に対すれば信義となり，君に対すれば

忠となり，国に対すれば愛国となり，道に対すれば殉道となる」と変化

していくとされている。「其本は一にして，其末は万」であり，「一心」

から「万種の動作」が生まれてくるというわけである（21）。そして，「第

十八 家庭における松陰」で父母に対する孝と兄妹に対する友愛が，「第

十三 松下村塾」で朋友に対する信義が，「第十一 尊王」で君に対する

忠や国に対する愛国が，さらには，「第十六 最後」で道に対する殉道が，

それぞれ具体的に描き出されることとなっているのである。 
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この中から，「第十三 松下村塾」を見てみると，松下村塾が「徳川政

府顛覆の卵を孵化したる保育場」「維新革命の天火を燃したる聖壇」と位

置づけられ，そうした多大な影響力を有したのはなぜかという点から教

育家としての松陰が分析されている。そこでは，松陰は「天成の鼓吹者」

「感激者」，「率先者」「実行者」，「思ふて言はざるなく，言ふて服せざる

なく，服して共に行はざるなき勧化者」といった多様なサブカテゴリー

で言い表されている。また，弟子との関係については，「彼の眼中師弟な

し，唯た朋友あり」とされ，「其の嬰児の如き赤心を以て，其の子弟を愛

し，自から彼等の仲間となり，彼等の中に住し，彼等の心の中に住」し

ていった。さらに，そこでの学問は，「活世界の時事を以て実物教育の資」

とするもので，「坐して言ふべく，起ちて行ふべく，行ふて敗るゝも更に

意とする所なし」とされ，「学問即ち事業，事業即ち学問」と考えられて

いたのである（22）。 

 こうした分析の上で，教育家としての松陰に対して蘇峰は次のような

評価を下している。 

 

 彼は教育家としては，多くの欠点ある可し。彼か主観的にして，客観

的ならざる，彼か一角的にして多角的ならざる，彼か情感に長して，

冷理に短なる，胸中今日多くして明日少なき，是皆な欠点の重なるも

のなる可し。彼は教育家としては実に性急の教育家也。（23） 

 

 至誠という属性は，弟子との信義を基盤とした強い絆として表れ，周

囲の目や結果の如何に頓着することなく「其の見る所直ちに之れを語り，

其の語る所直ちに之れを行」うという思考法・行動様式は，学ぶことと

実践することを等価とする学問観や，欠点をも含めた教育家としてのあ

り方として表れていた。ここでは，松陰の人生に一貫して見られる属性・

思考法・行動様式が，時勢や松下村塾という場，あるいは，弟子との関
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係性に応じて，具体的な形をとって表れていることが示されているわけ

である。 

 分かるように，右のような方法は，第一節で指摘した，一貫性と変化

を視座として一人の人物を描き出していく『人物管見』の方法を活用し

たものであった。そうした方法が，『吉田松陰』における各カテゴリーで

も用いられていくことで，松陰の多様な姿が描き出されることとなって

いたのである。 

 さらに，『人物管見』の「森有礼」で見られた，時勢の変遷に即して，

カテゴリーからカテゴリーへの変化を辿るという方法も『吉田松陰』で

見ることができる。 

 先に確認したように，蘇峰は，松陰の属性の一つとして，尊王敵愾の

志気をあげていた。そして，その敵愾心が「凝結」することでもたらさ

れたのが，松陰の「攘夷」観念であった。そのように説明した上で，蘇

峰は次のように記している。 

 

 彼は攘夷家（寧ろ敵愾家）にして鎖国家に非ず，彼は尊王家にして討

幕家に非ず。而して其遂に鎖国に類するの策を主張し，討幕の率先者

と為りたるは，惟ふに時勢の刺激然らしむる為めと知らずや。（24） 

 

 時勢の刺激が，攘夷家・尊王家から鎖国に類するの策を主張する者・

討幕の率先者へという松陰の変化をもたらした。では，そこでの時勢の

刺激とは何だったのか。蘇峰は，鎖国に類するの策を主張するようにな

った理由と，討幕の率先者になった理由を分けて記している。 

前者は当時の開国論者と鎖国論者に対する松陰の認識という点から説

明されている。すなわち，開国論者の多くは，「徒だ敵愾の気を失し，外

人の恫喝に辟易し」ているだけで，真の開国論者ではない。それに対し

て，鎖国論者には「敵愾，有為，活溌の徒」が多く見られる。それゆえ，
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このまま開国したとすると「国家の元気索然として，遂に復た奮はず，

此膝一たひ屈して遂に復た伸」びないであろう。それならば「一時逆流

に立ち，天下の人心を鼓舞作興し，然る後徐に開国の国是を取ん」と松

陰は考えたのである（25）。 

 一方，後者は，安政五年六月の日米修好通商条約の調印が松陰の思想

の変化をもたらしたとして，次のように説明されている。 

 

 彼は尊王家に相違なしと雖，其首脳は日本の国家に在り。国家的観念，

敵愾的観念，外国の侮辱に対する猜疑心，其自国同胞の卑屈に反撥す

る慷慨心等は，実に彼が満身の熱血を沸騰点迄上衝せしめ，此の熱血

の凝る所遡りて尊王の観念となり，而して斯観念と両立する能はざる

に到りて，遂に討幕と迄進みし也。則ち攘夷は一国の大事なり，天皇

は一国の最上位に在ますなり，其の一国の最上位に在す天皇の詔に於

て，一国の最重事たる攘夷を命じ，下田条約を拒絶すべしと命じ，幕

府之を奉せず。是に於てか勢ひ幕府を諫争し，彼れ聴かざるに於ては，

勢ひ討せざる可からざるに至る。（26） 

 

 松陰の属性の一つとしてあげられていた「敵愾尊王の気象」が，天下

の士として活動していく中で，「国家的観念，敵愾的観念，外国の侮辱に

対する猜疑心，其自国同胞の卑屈に反撥する慷慨心」へと姿を変え，そ

れがまた時勢との関係において「沸騰点迄上衝」し，「尊王の観念」とな

っていった。ここでも，属性からの変化として松陰の思考を説明してい

く方法は一貫している。そして，その尊王の観念と，朝廷からの勅許を

得ずに日米修好通商条約を調印した幕府のあり方が衝突したために，松

陰は討幕の率先者へと変貌していくことになったわけである。 

 以上のような松陰の変化を分析した箇所は，『郵便報知』の評における

「天下の士としての松陰」を描いた部分に該当する。ここではそこに，
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攘夷家・尊王家，鎖国家・討幕家というサブカテゴリーが持ち込まれ，

前者から後者への変化が，当時の開国と攘夷をめぐる議論のあり方や，

外交上の出来事との関係から分析されている。それは，歴史的な状況の

中で，松陰が何を見，どのような思索を行い，どのような決断を下した

のかを，丁寧に辿るものとなっており，こうした記述が，「状況の変動に

即しつつ松陰を内在的に理解しようとする捉え方」（27）として高く評価さ

れているものであった。そうした把握を可能にしたのが，一貫性と変化

を視座として人物を描き出していく人物評論の方法であったわけである。 

 

 以上の検討からも分かるように，『吉田松陰』では，スケールを異にす

る複数の時間軸の中で，松陰の様々な変化が描き出されていた。それは，

「家庭に於ける松陰，天下の士としての松陰，革命家としての松陰，教

育家としての松陰」といったカテゴリーによって人生のターニングポイ

ントを印づけ，松陰の人生の大きな変化を辿るとともに，各カテゴリー

の中に様々なサブカテゴリーを持ち込み，例えば松陰の思想の変化とい

った，より細かなレベルでの変化を描き出していくというものであった。

『人物評論』でもそうした方法が部分的には見られたが，『吉田松陰』で

はそれが全面的に活用されているのである。 

『吉田松陰』の個人史の記述の基盤にあるのは，カテゴリー化による

限定，二項対立的な分割やサブカテゴリーを使用した人物像の立体化，

一貫性と変化を視座とする人生の追跡といった，人物評論で用いられて

いた方法であった。ただ，『吉田松陰』では，全体史との関連づけ，新し

い人物像の提示，そして，導入されている分析枠組みがはるかに多くな

ることによる，松陰という一人の人物に対する分厚い分析といった，人

物評論にはない特徴が見られたのである。 
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第四節 『吉田松陰』と中江兆民『革命前法朗西二世紀事』 

 本節では， 中江兆民『革命前法朗西二世紀事』（以下，『二世紀事』と

略す）が『吉田松陰』の全体史の記述の一つのモデルになっているので

はないかという仮説を検証してみたい。 

 

 『二世紀事』の広告記事（28）はその概要を以下のように伝えている。 

 

（前略）史籍に拠り蒐討するときハ斯無前の禍乱を階せし所以の吉

歴々縁由の存するありて決して偶爾の事突如の為に非ざるを見る本書

筆を王路易第十五の踐祚に起し一千七百八十九年代議士の来会に訖ハ

り其間法国内外政策の特失将相の賢否並に諸種学士の議論等凡そ革命

を醸出せし所以の者ハ羅列して一目に瞭せしめ書中人物の性行の如き

ハ摸写して其細を極め又其尤も顕著なる者に係りてハ彼士伝る所の真

像に拠り銅鐫して之を挿み読者をして直に其人と一堂の上に晤話する

が如くならしむ 

 

 この記事は兆民自身が書いたものであることが分かっているが（29），

ここでは，その記述に拠りながら，『二世紀事』の概要をまとめておきた

い。 

 『二世紀事』は，ルイ一五世・一六世の二代の治世を詳細に検討し，

フランス革命という「禍乱を階せし所以」を探ったテクストであり，上

下の二巻から構成されていた。記述が対象とする期間は，ルイ一五世が

即位した 1715 年 9 月から，ヴェルサイユにおいて全国三部会が開会さ

れた 1789 年 5 月までとなっている。「革命を醸出せし所以の者ハ羅列し

て一目に瞭せしめ」とあるように，その記述は政治・経済・社会・外交・

人物・文学等々，かなりの広範囲に及んでいる。兆民は，そうした様々
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な領域を横断しながら，フランス革命が複数の要因が複雑に絡み合って

起こったものであることを論証していたわけである。 

 ところで，『二世紀事』を歴史記述という側面から見た場合，一つの大

きな特徴はその構成にあったと考えることができる。ここではそれを内

容に応じて，年代記・分析・伝記という三つのまとまりに分けて考えて

みたい。 

 第一の年代記の部分では，時間軸に沿って出来事が整理されている。

そこでは年月日が明記され，出来事に関する説明と共に「政策の特失将

相の賢否並に諸種学士の議論等」が併記されている。 

 また，この年代記の部分では，出来事に関係する人物の「賢否」や「性

行」が明確にされ，「人ト為リ○○ニシテ」というフレーズによって丁寧

に人物が描き分けられている。先の広告記事で「人物の性行の如きは摸

写して其細を極め」と述べていたのは，一つにはこうした人物の描き分

けを指していたと考えることができる。 

 第二の分析の部分では，年代記の記述を踏まえた上で，革命前の状況

分析がなされている。そこでは，まず，それまでの年代記の記述が以下

のように概括されている。 

 

 蓋シ王路易第十一ヨリ以降王政駸々乎日月益々張リ大王路易ニ至リテ

其盛ヲ極メ一変シテ頓ニ衰運ニ属シ二三賢相有リト雖モ復タ之ヲ振フ

コト能ハス遂ニ在野有識ノ士ヲシテ嗷々トシテ口ヲ騰ケシムルニ至ル

是レ固ヨリ時世ノ変ナリト雖モ抑々亦王家ノ積弊ヲ蕩滌スルコト能ハ

スシテ専ラ旧ニ安ンシ陋ヲ守ルノ致ス所ナリ（30） 

 

 このようにまとめられた上で，その「積弊」が具体的に指摘されてい

く。その小見出しを追っていくならば，「官制ノ紛乱」「法衙ノ錯雑」「断

獄ノ遅緩」「法吏ノ貪濁」「官家ノ不信」「財政ノ濫慢」「兵制ノ弊習」「刑
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律ノ不公」「出版条例ノ煩苛」「民間の窮困」となっている。司法・立法・

行政・財政・兵制等々の制度上・運営上の問題，さらには，民間の庶民

の様子まで，その指摘が多方面にわたっていることが分かるだろう。 

 兆民はこうした積弊を「中古封建ノ制ノ遺習」であるとする。そして，

「封建割拠ノ政廃シテ郡県一王ノ治行ハルゝコト既ニ久ヲ経」ているに

もかかわらず，そうした遺習が残存していること，さらには，「民間稍々

智識有ル者ノ中ニ行ハレシ所ノ議論ヲ察スルトキハ人ヲシテ早已ニ第十

八紀ノ世界ヲ望視セシムルニ足ル者」がいるにもかかわらず制度がそれ

に追いついていないことをあげ，それらが「禍乱ノ早晩ニ免ル可ラサル

所以」であるとしている（31）。さらに，そうした「議論」の中でも，特

に「文芸」が大きな影響力を持ったとして，その実例として兆民はモン

テスキュー・ヴォルテール・ルソーの三人の議論をあげている。彼らが

「書ヲ著ハシ自由ノ理平等ノ義を倡道」したことで，「国王宰相朝紳ノ外

ニ於テ隠然トシテ別ニ大威権有ル」「輿論」が形作られてゆくことになっ

たのである（32）。そして，輿論が旧体制の変革を強く求めるようになっ

たことが，革命を準備する重要な要素となったと兆民は考えていたので

ある。 

さて，第三の『二世紀事』の伝記の部分とは，先の広告記事で「顕著

なる者に係りてハ彼士伝る所の真像に拠り銅鐫して之を挿み」と述べら

れていた，小伝の部分である。ここで言う「顕著なる者」とは，右で見

た輿論を形作るのに大きな影響力を有した者のことであり，巻ノ上では

モンテスキューとヴォルテールが，巻ノ下ではルソー・シエイエス・ミ

ラボー・ヴェルニヨ・ロベスピエール・ダントンが取りあげられていた。 

 以上のような形で『二世紀事』を見てみると，兆民が年代記・分析・

伝記の組み合わせによって『二世紀事』を構成したのには，二つの理由

があると推測できる。 
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 一つは，年代記と分析を組み合わせることで，クロノロジカルな変化

と，長期に亘る観察で見えてくる変動の両者を記述できるようになり，

それによって革命を引き起こした複数の要因の連関を提示できると考え

たからである。 

 もう一つは，年代記の中での人物に関する記述と小伝を組み合わせる

ことで，個人の言行の歴史的意味を明確化できると考えたからである。

それはまた，全体史と個人史，時勢と人物をいかに関係づけるかという，

第二節で取りあげた問題に対する，一つの実践的な応答でもあった。 

 

 では，『二世紀事』と『吉田松陰』にはどのような関連があるのであろ

うか。 

 まず，見やすい点から指摘すれば，蘇峰が『二世紀事』を高く評価し

ていたことがある。それは，蘇峰の手によるものであろう『国民之友』

の書評（33）や，『国民新聞』での言及（34）からうかがうことができる。前

者では，『二世紀事』が「和漢歴史の陳套を脱し泰西歴史の結搆に憑りた

る者」とされ，「作者十二分の学識と感情を其時代の出来事に有したるの

故を以て或は記し，或は叙し，或は評し，或は論し，或は諷し，或は刺

し，意匠惨憺，固より彼の平凡者流が肉を画て骨を画かさるの類にあら

す」と評価されている。後者では，「『仏国革命前二世紀事』は，君が時

勢に慨して，著したるもの，君が叙事の妙を知らんと欲せば，此書に若

くはなし」と述べられている。 

 また，第二節で確認したように，蘇峰は『吉田松陰』を「維新革命前

史論」でもあるとしており，革命前に焦点を当てているという点で両者

は共通している。 

 さらに，『吉田松陰』本文に『二世紀事』で扱われていた事象がいくつ

か取りあげられていることも傍証になるだろう。蘇峰は，「維新革命を以

て仏国革命と同一視」するのは「眼孔未だ社会の表裏に徹せざるものと



20 
 

云ふ可し」（35）としながら，比喩的な形でフランスの事象を参照していた。

例えば，「第三 徳川制度」には，『靖献遺言』が「復古的革命の気運を

鼓舞したるのみならず，復古的革命家自身に向て刺激を与へたる」点は，

「仏国革命のルーソーか民約論に於けるが如きもの」としている箇所が

ある（36）。また，「第六 水野越前守の改革」では，水野忠邦と徳川家慶

の関係が，テュルゴーとルイ一六世の関係に近いものされ，天保の改革

が失敗し，水野が失脚したことが，「宮廷の陰謀は，閣僚の陰謀と相結へ

り。彼はチユルゴーの去るか如くに去れり」と形容されている（37）。 

 

 以上のような表面的な関連性とともに，歴史記述という点でより重要

な関連が両者にはあったと考えることができる。それは，長期的なスパ

ンの中で複合的な要因の連関によって革命に至る過程を描き出していく

方法と，時勢と人物を同時に考察する方法という二点における関連であ

る。 

 第二節でまとめたように，『吉田松陰』の全体史の部分とは，1750 年

前後から 1860 年前後までのおよそ 110 年の期間の中での「大勢」と「暗

潜黙移の現象」を描いている箇所を指している。そこでは，維新前の過

程が「種々の政略種々の人物種々の事変」を「網羅列挙」することで描

き出されている。 

 松陰の個人史に関わる部分でも，当然，その背景にある歴史的コンテ

クストが記述されているので，『吉田松陰』本文を全体史と個人史のどち

らかに属するものとしてきれいに区分けできるわけではない。ただ，議

論の便宜上，松陰の個人史に関わる部分以外を全体史の部分と見なすと

すると，本文の章立てでは，「第三 徳川制度」，「第四 鎖国制度」，「第

五 天保時代」，「第六 水野越前守の改革」，「第七 長防二州」，「第十

二 幕政の変局」がそれにあたる。 
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 そこでの全体史の記述は，時勢の分析と人物に対する論評から構成さ

れている。 

 前者の時勢の分析は，特定の事実・出来事・人物・史料に焦点が当て

られ，それがその時代のあり方を象徴的に表すものとして説明されてい

くという形で行われている。 

 例えば，「第三 徳川制度」では，「封建制度」が長く存続した理由と

して，「「株」の売買」「養子の制」「賄賂」の三つをあげ，それらが「積

極的に於て，封建社会に新奇なる元気，活動，刺激を与へ。消極的に於

て，封建社会の敵たる世襲以外の智勇弁力を，封建社会に吸集して，其

の反抗の精神を減殺した」ものと意味づけられている（38）。 

 しかし，宝暦，明和の頃に，封建社会が傾き始める兆候が表れてくる。

蘇峰はそれを「精神的革命」として，次のように説明する。徳川幕府は

「忠義を以て社会の生命」とし，「従来孝を重んじて忠を軽んじたる儒教

も････其の社会の情態に順応し」「君臣の大義」を強調するようになった。

ただ，この君臣の大義の強調が「封建制度を寸断する危険なる分子」と

なる。すなわち，「忠義の前提よりして遮二無二論理的必然の結論たる尊

王賤覇に到着せずんば，休せざる」者を生み出し，さらには「幕府を倒

して，王政に復古せんと欲し，手に唾して動乱の風雲を飛ばさんと試み

たる」者すら表れてくるようになったのである。その典型が竹内式部，

山県大弐，高山彦九郎であり，彼らはその「新天地」を「文学界」に求

めた。そして，先に見た『靖献遺言』がこうした傾向に拍車をかけるこ

ととなったのである（39）。 

 封建制度の存続を支えたものとして三つの典型的な事項をあげ，封建

制度を揺るがせることになった精神的革命を，それを体現している人物

や書物によって説明していく。それは「時代の精神的雰囲気や価値感情，

政治的・社会的状況の特徴を見事に捉え，ある事実ないしある史料を使

って大胆に再現する」「社会史的叙述」（40）であるわけだが，そうした方
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法によって，政治・経済・社会・外交・人物・文学等の様々な領域を横

断しながら，革命をもたらした複合的な要因の連関を記述することが可

能となっていたのである。 

 一方，全体史における人物に対する論評では，第一節で見た人物評論

の方法が用いられている。ただ，第三節で見たように，松陰については

その変化と多様性の記述に主眼が置かれていたのに対して，全体史部分

の人物評論では，一つのカテゴリーによってその人物が説明され，その

歴史的な役割に対する評価に記述の焦点が絞られているという違いがあ

る。それは，例えば，「第六 水野越前守の改革」での，改革家としての

水野忠邦に関する議論や，「第十二 幕政の変局」での，政治家としての

阿部正弘・堀田正篤・井伊直弼の三人の比較などに見ることができる。 

 以上のように，『吉田松陰』の全体史は，時勢の分析と人物評論によっ

て構成され，それによって，長期的なスパンの中で明治維新に至る過程

を検証し，時勢と人物を同時に考察することが可能となっていた。それ

は，年代記・分析・小伝を組み合わせた形式によって，革命に至る過程

を詳細に検証していた『二世紀事』の方法を，蘇峰なりの仕方で応用し

たものと考えることができるのである。 

 

［註］ 
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