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1. はじめに

　本論は、司馬遼太郎(以下、司馬氏)が残した多数の対談集の研究を通して彼の歴史観

と現実観の特徴を探るのに目的があり、対談集の先行研究である｢対談に見る司馬遼太郎(1) 

－日本人と日本文化(1972.5.)、日本人への遺言(1999.2.)｣と｢対談に見る司馬遼太郎(2)－

日本人を考える(1978.6.)｣の引き続きの研究である。今回の対談集歴史を考える
(1973.10.)と日本人の顔(1980.8.)は、先行研究のテキストの中の日本人への遺言を除け

ば、ほぼ同じ時期刊行されただけに、重複のところもある反面、新たな意見や認識の変化

も見当たる。

研究方法は、まず対談集の先行研究でまとめられた司馬氏の表現を紹介し、対談集歴史

を考えると日本人の顔の司馬氏の表現と比較して論じることにする。

  * 本論では、第4章＜司馬遼太郎×李進熙＞と第5章＜司馬遼太郎×沈寿官＞だけを取り上げた。

 ** 九州情報大学 経営情報学科 准教授
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区分

日本人と日本文化
初刊：1972年5月

テキスト：1984年4月

日本人への遺言
初刊・テキスト：1999年2月

日本人を考える
初刊・テキスト：1978年6月

歴史

①｢日本精神｣という暗いナ

ショナリズムは、昭和初期

から20年までの時期までの

わずかの期間のことであ

る。<p.104>

①満州国支配には何もリアリ

ティーがない。<p.69>
②(近代まで)世間一般では、京

都の人といえども天皇という言

葉は使わなかった<p.162>

①明治から終戦までの天皇制というの

は、朱子学の影響を受けたフィクショ

ンである。<p.21>
②太平洋戦争のボタンを押したのが誰

なのか。いまだにわからない。今後も

わからないでしょう。こんな不思議な

国ってない。<p.43>
③日本の歴史は、縄文式のころから、

飢えるかも知れないという恐怖心の歴

史である。<p.89>
④横の関係に歴史と伝統はない。

<p.184>
⑤(政治家が歴史を認識して演技をす

る中国とは違って)日本では、徳川慶

喜だけが歴史認識があった。<p.265>

政治

①いくら資本主義がすばらしい

ものでも、倫理やルールがなけ

れば大変である。<p.15>
②バブルを起したのは誰かとい

うよりも、バブルを起すことに

ついての倫理観が我々の伝統に

なった。<p.25>
③我々は昭和30、40年代、土木

絶対主義みたいな時代を経たと

言わざるを得ない。そして、今

はその反省期に来ている。

<p.124>

①日本人は、絶対権力・権威を一つの

ものに考えるのを嫌がる。<p.40>
②核拡散防止条約は、こっちだけカー

ドを広げたトランプをやるようなもの

で、こんな一方的なバカげた話もな

い。<p.101>
③幕末の攘夷論は、無知こそ行動のエ

ネルギーであるという精神のようなも

の。<p.116>
④今は特効薬など期待せずに、社会は

苦しみに苦しんだほうがいいかも知れ

ない。<p.162>
⑤今は｢文｣によって成立しているか

ら、日本人は退屈して｢もっと緊張が

ほしい｣と考えがちなものかも知れな

い。<p.176>
⑥戦争に負けた当座はこれから面白い

日本人が出てくると思ったが、負けた

ことを知らん若い衆が出てきたら、元

通りになってしまった。<p.211>
⑦日本の政治家はだいたい｢口舌の徒｣
である。<p.269>

2. 論者の先行研究資料 － 対談集研究(1)、(2)の司馬氏の表現

【資料 1】
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日本

・

日本人

①日本人の原形は｢たおやめ

ぶり｣の民族である。<p.31>
②日本人は原理に鈍感であ

る。<p.51,138>
③日本人の素晴らしい所は

原理というややこしいもの

に煩わされることが少な

かった所である。<p.140>
④日本人は、ぎりぎりの正

念場になると、人変りし

ちゃうところがある。

<p.199>
⑤あまり日本的なものとし

て頑張りすぎると、いやら

しいものになる。<p.231>

①日本は集団ヒステリーが極め

て起こしやすい国である。

<p.69>
②日本はペロンとした国であ

る。<p.71>
③日本人の｢単一性｣は長所でも

あり、短所でもある。<p.71>
④ほとんど海外については無知

で、増悪か過度の尊敬の念で見

ていたし、今も続いている。

<p.169>

①日本は｢無層社会｣である。<p.10>
②日本人は頭から単一民族である。

<p.37>
③世界連邦なんていうのは、日本の特

産物である。<p.37>
④日本人は、｢あっけらかん｣ところが

ある。<p.48>
⑤私は日本の国民的盛り上がりなんて

言うのは、もう信用しない。<p.53>
⑥日本人の 大の発明は、天皇であ

る。皇帝でも王様でもない、なんか捕

まえ所のない存在である。<p.55>
⑦日本人は国外亡命を考えられないた

ちの民族である。<p.120>
⑧外から見れば日本は｢躍起の形相｣で
あるらしく、それは日本の宿命のよう

なものである。<p.189>
⑨日本人の混血の割合は複雑で、だか

ら、日本にはいろんな面白い人間がい

る。<p.210>

日本

文化

①日本はミニ中国である。

<p.22>
②日本文化の起源は室町か

らである。<p.66>
③日本文化は開放の｢金｣、
閉鎖の｢銀｣の世界の繰り返

しであり、閉鎖期に日本的

なものが生まれた。<p.83>
④閉鎖の江戸初期は豪華な

金の世界をまねた異常な時

期で、日光は日本的なもの

ではない。<p.89>
⑤日本社会は裏側のあるド

ラマ性を持っている。

<p.96>

①日本人は一つの文化に呼吸

し、泣いたり笑ったりする。

<p.72>
②日本文化には原理的なものを

持っていない。<p.73>

①日本は相対的思考法の国である。

<p.38>
②日本民族の相対的体質は、案外我々

を救っているかも知れない。<p.54>
③日本では建て前と内実がちがう。

<p.134>
④日本は｢武｣によって統御すると、比

較的安定する社会かもしれない。

<p.176>
⑤｢侠｣とまでいかなくても、｢友｣とい

うものが日本にはあまり発達しなかっ

た。<p.177>
⑥｢侠｣の精神は縦割りの日本社会に合

わない。<p.178>
⑦日本社会の大抵は｢臨戦体制的緊張｣
のもとに組織化されている。<p.182>
⑧日本の大社会に銃と大砲を持たせる

と、そのまま軍隊になるし、戦闘意欲

に旺盛であのまま軍事的に転換しても

戦争ができそうな気がする。<p.187>
⑨大人口を養わなければならぬという

至上命令は、時には強迫観念になり、

時にはそれが、国家行動の正当理由と

なって、侵略を思い立ったこともあ

る。<p.189>
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時代

①江戸時代はきらいで、戦

国時代の方が好きである。

<p.210>
②江戸時代の伝統の匂いが

残っているような人は、侍

的な人ではなく、職人とか

商人である。<p.212>
③江戸時代には人間があま

りないし、体制は退屈だっ

た。<p.221,231>

①徳川時代は、上にも下にも行けな

い、日本人全部に等級をつけた社会で

ある。<p.20>
②僕は昔ばなしがきらいやし、江戸文

化を何も礼讃するつもりはないが、文

明が秩序美であるとすれば、日本の文

明は江戸時代で極まって、それで終っ

たのかいなと思う。<p.203>
③中国には聖人が出る、本朝には出た

ことがない、というのが江戸時代の日

本の儒者の劣等感だった。<p.259>

人物

①私は織田信長という一個の思想的毒

素が好きで、彼の無神論は世界史上希

有なことである。<p.70>

仏教

①仏教は宗教と哲学ではな

く、｢美｣として受け入れら

れた。<p.51>
②日本人に適合した宗教は｢
禅｣である。<p.57>
③日本の仏教は、うなぎ食

わずにうなぎの蒲焼の匂い

だけを嗅いでいるような感

じのものである。<p.201>

①聖徳太子は、仏教を思想として受け

入れたのではなく、一種の芸術的

ショックにやられた。<p.17>
②一神教がわからないし、絶対的なる

随順感覚がよくわからない。<p.38>
③｢禅｣は天才のための道だと思う。

<p.65>
④日蓮宗は、日本人の縄文的体質とい

うか、荒々しい土着エネルギーを触発

する所がある。<p.79>

儒学

・

儒教

①日本の忠義は、｢犬の忠義｣
で、鎌倉から始まった。

<p.98>
②儒教は、生活規範・体制

のことで、ブッキッシュな

ものである。<p.116>
③日本人の忠義は儒教じゃ

ない。<p.214>
④日本人の忠というのは、

主人に対する忠義である。

<p.214>
⑤儒教は書物ではなくて、

社会体制である。<p.196>

①礼儀作法は大事である。

<p.53>
②縄文人だってきちんと礼儀作

法があって、貝をちゃんと葬っ

ている。<p.55>

①豊臣期の処世訓的な儒者が、徳川時

代に入って朱子学という合理主義に

なっていく。<p.73>
②建て前と内実の別は、儒教からきた

ものである。<p.72>
③陽明学がもてはやされたのは日本人

の何かと結びつたのであろう。

<p.251>

神道

①日本人というのはやっぱ

り神道である。<p.203>
②国家神道は邪道である。

<p.204>
③｢痴呆的空白｣というもの

が神道である。<p.205>
④神仏混淆というのは、朝鮮

人も中国人も笑う。<p.206>

①日本神道には教養もなにもな

いが、木の神が降りてくるとい

う教養だけはある。<p.140>
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武士論

①忠臣蔵の事件というのは

きらい。<p.216>
②日本的武士は鎌倉時代か

らである。<p.220>

戦争

①戦争はページェントであ

る。<p.95>
②太平洋戦争のナショナリ

ズムはドイツ的なもので、

ヤマト国の伝統とは関係の

薄い。<p.105>
③太平洋戦争は倭寇戦争で

ある。<p.110>

①戦争をしかけられたら、すぐに降状

すればいい。無抵抗で、ハイ持てるだ

け持っていってください、と言えるぐ

らい生産力を持っていれば済む。

<p.29>
②私は非武装論者である。<p.50>

土地

・

米

①少なくとも土地問題をいた

ぶったという意味での倫理的な

意味で決算しておかないと、次

の時代はない。<p.27>
②日本の土地は共有すべきだ。

<p.27>
③土地は本来天のものである。

<p.68>
④米の問題は、経済以上に哲学

的に考え込んでゆく必要があ

る。<p.83>
⑤日本人の米に対する感情は、

一種の神国思想である。<p.84>
⑥土地は供託すべきであり、自

分は真っ先に供託する。<p.95>
⑦土地問題も食糧問題も、もっ

と大きな文明理論で考えるべき

である。<p.95>

朝鮮

①渤海国はツングース系民

族の国家である。<p.20>
②朝鮮は中国に飲み込まれ

てしまった政治・文学であ

る。<p.27>
③百済は中国の六朝文化の

影響を受けた。<p.186>

①朝鮮との貿易は、決して清国

貿易やオランダ貿易より劣るほ

どではなかった。<p.159>
②朝鮮は亡んだ中華、明の唯一

の後継者だから｢小｣をつけて自

ら小華と呼んだ。<p.162>
③(朝鮮の)葬式の服装を平安時

代の菅原道真とか光源氏が強装

束で着ていた。<p.165>
④異国人は高麗人と決めていた

時代もあった。<p.165>
⑤韓国人と付き合って、感謝の気

持ちがある。一番近い隣人ですか

ら、若い人もぜひ韓国人のいい友

たちを持ってほしい。<p.172>

①朝鮮人は政治的論理をつくることで

は優れた能力を持っている。つまり建

て前主義である。だから日本人のよう

にクルクルと変わらないし、変れな

い。<p.55>
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中国

①中国は、地上に生えたも

の、地上に動いているも

の、目に見えるもの、食べ

るものができるものしか認

めない。<p.45>

①日本は、中国に対して常に贖

罪意識が働く。<p.58>
①昔から日本は、中国の現実を理解す

るという関心の示し方をせず、ある部

分を理想化し、尊敬しっ放しできた。

<p.170>
②中国人のほうが現実的なくせに、反

面、民族共通の一理念に対してひどく

充実である。<p.171>
③ヨーロッパは｢武｣で、中国は｢文｣で
ある。<p.253>
④日本人は古来貧乏で、個人の財布を

はたいても、中国風の礼などはとても

つくせない。<p.257>

人

・

人類

①子供の心を持たない大人はつ

まらない。<p.64>
②人類とか人間というような普

遍的な言葉は、実際には実体と

して存在しなかったかもしれな

い。<p.170>

①政治にも、人生にも教科書はない。

<p.138>
②僕は釈迦様が好きですから、人類は

滅びてもやむを得ないと思う。

<p.310>
③(人類は)アホな所があって、この文

明といずれは心中というように思って

ならない。<p.314>
④臓器移植をして3年ほど生命を伸ば

してたって、別に意味のあることでは

ないと思う。<p.324>
⑤(人類の問題は)偉大なる支配者が現

われて、その人物に偉大なる権力を持

たせないとできないことかも知れな

い。<p.324>

文化

①古い伝統を作るには、10
年ぐらいかかる。<p.105>

①文明(論)が合理と論理の整合

のみで展開されるとすれば、文

化は極めて非合理なものであ

る。<p.95>
②文化は非合理であってこそ文

化である。<p.95>
③琵琶湖に｢神｣を感じなければ

いけない。<p.128>
④エスノセントリズム、つま

り、自分の文化が 高にいいと

いうのを、人間はもう本性に近

いところに持っている。

<p.170>

①あらゆる思想はフィクションであ

る。<p.18>
②飢餓への恐怖心が宗教やイデオロ

ギーを生んでいる。<p.90>
③共同幻想と細分化は、下可分のもの

である。<p.145>
④文明をコントロールした唯一の例外

は、世界史上、徳川時代しかないん

じゃないか。<p.322>
⑤猛烈思想の持主が現われる場所とい

うのは、もうアフリカあたりしかない

だろう。<p.324>
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3. 歴史を考える
3.1 日本人よ“侍”に還れ ＜司馬遼太郎×萩原延壽＞

犬のような忠誠心で他国までひびいていた三河の家臣団のちょうど半分が｢われわれの永劫の主

人は阿弥陀如来であって、阿弥陀如来こそわれわれを救ってくださるものである。それにひき

かえ主従の関係は一代限りのもので、どちら側に忠誠をつくすかといえば、阿弥陀如来のほう

である｣といって、一向家のほうへ走り、国中の寺々をトリデにしてたて篭って、主である家康

と大戦したわけですものね。 ＜p.16＞

上記の引用は、戦国の末期に若い家康に反して一揆を起した浄土真宗系の本多正信(旧名

は鷹匠：たかじょう)が、結局は和解して後日、家康の唯一とも言われる忠臣の参謀となっ

て 後まで尽くしたという逸話の部分だが、同じ浄土真宗家であった家康が自分に反乱を

起した家臣を許して受け入れたことに、宗教的一体感をその原因として挙げている。さら

に、日本人はとことんまでの対決を避けて問題解決すると言っているが、これを国際関係

まで拡大していいのかという違和感がある。

ちなみに、本対談の１年前行われたドナルド・キーン氏との対談の中で司馬氏は、日本

の侍の忠誠は｢犬の忠誠｣みたいなもので、それは大陸の儒教と仏教を根幹とする原理とは

違う主従関係の一方的なものだと言ったことがある。1)

そして、浄土真宗が国家的あつかいに成れたのは、法然以来になって、政治に癒着しや

すい体質になったからだと言っている。つまり、日本の宗教というのは一大昂揚を発して

も長続きしないし、それが西洋の宗教と違う所だという、日本宗教の特性として強調して

いる。

たしかに日本では迷信はときとして座興として使われますね。＜p.21＞

　日本人は確固としたものがないから常に頼れるものを探しているという萩原の話に司

馬氏は同意している。また、日本人は迷信を信じないし、生活の飾り物みたいなものとし

て使われてきたと言っている。いつも何か頼れるモノを追求しながら、宗教も一時的で迷

 1) 司馬遼太郎 /ドナルド・キーン(1984)日本人と日本文化中公文庫、p.98
対談の初刊は1972年5月、＜中公新書285＞で刊行された。
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信も信じないというのは、｢現実中心｣の国民性と関係づけられると考える。

天神さんは、むろん神道です。しかし、神道では清めておきさえすればいい。建物をたてず、

縄を張って結界とすればいいわけだが、神道だけでは怨霊をなだめるききめがない。ともかく

も死後の道真たるや、雷に化けて京都の町に落ちてきたり大変なおそろしさ ― 藤原氏にとって 

― でしょう。＜p.22＞

いまでも天神さんは、真っ赤な建物でしょう。まあ天神さんは非常なる儒学者であったから、

やはり中国風の小道具でお慰めするほうがいいわけです。＜p.23＞

迷信の話は神道につながっている。周知のとおり、実物の人が神様となったのは菅原道

真が初めてである。司馬氏は天神様となった菅原に対して、漢学者・儒学者以外の側面で

はあまり評価していないし、ここでも同じ目線で見ているのが分かる。また、天神思想は

祟りの神様であった天神様の恨みを慰める機能 － 迷信を慰める新しい迷信 － が別の迷信

として融合したものであり、これは外来のモノが好きな日本人の性向によることで、例

え、占いを好む現代の日本人も同様だと分析している。つまり、｢実在の漢学者｣が｢祟の神

様｣となって、ついには｢学問の神様｣となった一連の過程には、｢外来の迷信｣が作用したと

いうことになる。

ところが日本でははじめから原理がありませんから、インド原理の枝葉をみてあれは迷信と錯

覚する。＜p.24＞

日本人は、ある種の民族や国家について、そういう枝葉のことでののしりますね。自分に原理

がないものだから、原理にまで理解がとどかなくて、枝葉のことで生ずるつまらないアクシデ

ントに猛烈に怒ったり、逆に猛烈に感心したりして、外国旅行から帰ってきた人はたいてい一

時的に一種の狂人の状態です。いつでも枝葉をみて、大きな人種論、民族論へもって行ってし

まう。＜p.26＞

本書の司馬氏の重要な観点の一つは、｢日本でははじめから原理がない｣ということであ

る。そして、この見解は彼の日本文化論の中心理論として、場合によっては肯定的に、場

合によっては否定的に適用されている。ここでは、日本は原理のない社会だから原理転換

もたやすい国であるし、反面、他国の原理が分からないから断片的な枝葉だけで判断を間
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違えやすい短所もあると忠告している。｢無原理｣を巧みに適用しているわけである。

朝鮮人の男性にとっては、自分の女房が日本人出身であろうとも、その母親、兄弟、姉妹およ

び数親等の遠い縁者まで全部一族だという発想があって、そこから紛争が起る。朝鮮人の原理

からすれば、女房の姉の貯金も、必要とあればふんだくっていいというちゃんとした原理から

出てきた考え方があるわけなんです。― 中略 ― 朝鮮人には、一族というものについて特別な原

理がある。だから場合によっては、親類を食いつぶしたっていいんです。食いつぶすという

と、卑しい言葉ですが、向こうでは食いつぶすことが、極端にいえば原理に忠実なわけです

ね。こういう事実は無数にあります。しかし、そういう国々の原理を無視して金をとられたと

いう枝葉をとりあげて｢朝鮮人はけしからん｣と、民族の問題にしてしまいがちなんですよ、日

本人というのは。＜p.27＞

｢日本人はつきあいかたを知らない｣、と外国人がいってくれた場合、それは非常に好意的ない

いかたですよ。お前たちは見当もつかない連中であるという激しい指摘を婉曲にいったので

しょうか。＜p.28＞

朝鮮についての司馬氏の原理論は批判的、否定的な立場で徹底していて、その要点は｢儒
学と仏教が政治理念と生活原理として定着し過ぎ、その悪影響によって停滞的弊害が生じ

た｣とまとめられる。ここでは、中国は濃厚すぎる原理国であって、朝鮮とアメリカも原理

国であると挙げている。引用では、朝鮮の儒教的原理について、やや否定的な例をもって

説明しながら、それも一国の原理として認めるべきだと締めくくっている。反面、原理の

ない日本人は相手側の原理的な行為を内側から理解する能力がないので、外交にも注意し

なければならないと言っている。

朝鮮の原理に対する司馬氏の批判的見解は他にも数多くあるが、それについて全面否定

はできないのが論者の立場である。先行研究でも明かしたことがあるが、朝鮮は壬辰倭乱

以後、滅ぼされるべきであったし、朝鮮の不幸な末路は、民意が踏みにじられて政治が停

滞してしまった半島国家の凄惨な結末の一例であると思っている。

江戸期のみ存在した原理といえるかもしれません。― 中略 ― しかしこれは躾ですから、厳密に

は原理的なものといえるでしょうか。＜p.34＞

野蛮というのは、いい言葉なんですよ。文明に対する野蛮で、野蛮の中には野蛮の原理があ

る。＜p.35＞
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たしかに、人間の行動を美しくさせる基準、原理が侍社会にはありました。― 中略 ― 江戸時代

にこそ文明があって、その後には文明はない。まったく、その通りだと私も思います。＜p.37＞

原理の話は続く。司馬氏は、江戸期の原理は侍の｢躾｣だから一般論としての｢原理｣その

ものとは違うのではないか － 彼が一貫して主張した － といいながらも、日本の唯一の原

理、すなわち、人間の行動を美しくさせる基準、原理が侍社会にはあったし、江戸時代に

こそ文明があって、その後には文明はないと、萩原氏の話に賛同している。また、士族的

世界が江戸的文明人間の原液であるとすれば、その中の一番濃厚な原液は、やはり薩摩武

士であるし、薩摩隼人は、中世のよさ、鎌倉武士のよさを持ち、そして、戦国の非常に強

烈な太陽に真っ黒に焼かれて、くぐり抜けて、やがて江戸的教養文化の中に入って行った

と分析している。2)つまり、侍の原理は｢鎌倉武士｣⇒｢江戸武士｣⇒｢薩摩武士｣に受け継が

れてきたということになる。さらに、このような侍の原理は、明治時代まで残っていた

が、大正・昭和になって無くなってしまったと付け加えている。

ここで二点を指摘したいのだが、やはり司馬氏がしつこく拘っている、(大陸の原理と)

差別化した｢原理｣の問題である。例えば、｢侍は雨が降っても走らない。そして、道の真ん

中を歩く。雨に濡れないように軒先を歩くのは、見ていて浅ましいものだから。曲がり角

など、直角に曲がる。直角に曲がるのが侍｣という例は、日本の武士論によくある話である

が、韓国(朝鮮時代)の｢ソンビ｣3)を取り上げて説明する際の例と全く同じである。ただ、侍

は｢武｣でソンビは｢文｣であるのが違う。少なくとも、武士とソンビの生活規範や行動綱領

として定着した儒学の基本原理は同じであるわけで、司馬氏は枝葉にこだわり過ぎている

と言わざるを得ない。もう一点は、｢江戸時代にこそ文明があって、その後には文明はない

｣という言及は、江戸時代が嫌いな司馬氏の立場を勘案しても、侍の原理の連続性に矛盾す

る結果となってしまう。これは彼独特な｢時代細分化｣による認識であると思われるし、よ

く指摘されているように、歴史の｢連続性｣を無視する矛盾になる。そして、鎌倉武士と薩

摩武士の原理は、｢野蛮の原理｣になってしまうし、｢暗い昭和｣というのは伝統的原理の不

在が一因となって生じたことになる。

 2) 司馬遼太郎(1981)歴史を考える文芸春秋、pp.38–40 
対談の初刊は1973年10月、刊行された。

 3) ソンビ(朝: 선비)とは、学識が優れて行動と礼節が塗って義理と原則を守って権力と富裕栄華を貪らな

い高潔な人柄を持った人に対する呼称。特に高麗、李氏朝鮮王朝時代の社会に儒教的理念を具現しよ

うとした階層を示す。ソンビは熱心に勉強して官僚になることができる身分として士農工商で第一身

分である士民にあたる。― Wikipedia 引用 ―
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革命家としての西郷の名前は、維新前から、薩摩藩を凌駕するほどに巨大なものでしたが、維

新政府が成立すると、こんどは薩摩藩をこえて、日本国家を凌駕するほどに巨大な像になって

しまった。西郷の辛さはナマ身のままで一大巨像になったことにあると思います。― 中略 ― 西

郷の能力の問題ではなく、ここまで来れば歴史の物理作用のようなものでしょう。― 中略 ― 大

久保にすれば西郷の信徒たちがかついでいる西郷は、本物の西郷ではない、この有害な虚像を

滅ぼさないと日本が滅びてしまう、そう思ったに違いない。＜pp.45‐46＞

本書では、多くの人物について触れていて、その一番目は、司馬氏の好きな西郷隆盛で

ある。西郷には、原理性に憧れる要素のある革命意識があったが、極左なのか極右なのか

よくわからない謎の人で革命家としては不幸な人だったと評価している。要するに、司馬

氏は過渡期の革命家が好きだったことが分かる。

その福沢がアメリカで学びたかったのは、― 中略 ― 結局、自由と権利である、と理解した。そ

ういう文明の枝葉でなく原理に着目したところは、彼の天才的なところだろうと思います。― 

中略 ― 明治の開明期の人たちは、日本社会をこれから興すための原理や技術について、みんな

考えていたわけですね。― 中略 ― 福沢の場合は、江戸原理を否定しつくせば日本は空っぽに

なってしまう、だからこそ新原理を置かなくてならないと考えた。そういう明快な思想家は、

彼一人だったのではないでしょうか。＜p.51＞

次は福沢諭吉である。引用文のとおりに、司馬氏は、福沢が目に見える西洋文物ではな

く、｢自由｣と｢権利｣といった原理に着目した所に天才的面があると評価している。実際、

福沢は｢封建制度は親の敵でござる｣4)と旧秩序に反発したが、同時に尊敬心も抱いてい

た。その尊敬心の裏には、封建制を代替できる新原理が必要だろうという心配も内在して

いたと言われていて、ここから出たのが｢独立の精神｣の提言であると言える。結果的に彼

の願望とおりには進めなかったが、この点は、近代の思想家として肯定的に評価すべきで

あるし、司馬氏も同様に思っている。

大正・昭和となると、時代にも人間にも、立っている基盤がどこにあるのか、よく見ると何も

ない。秀才の人口はたしかに前の時代よりもはるかに多いけれども書くに価する人間がきわめ

て少ない。＜p.60＞

 4) 司馬遼太郎(1981)、前掲書、p.56
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国際関係というものは非常に微妙なもので、いろいろな要素が二重、三重に積み重なってい

る、ということが、なかなか日本人という地理的環境のなかではわかりにくいですよ。＜p.64＞

本書では｢暗い昭和｣に大正も含まれているのがいくつもあるが、明治に入って原理を

失ってしまった武士らが迷ったあげく日露戦争後に跡形もなく消えてしまったと判断して

いるのが分かる。国際関係については、国際感覚に鈍感な日本人の閉鎖性を指摘しなが

ら、国際関係の複雑性を自ら認めている。歴史の｢連続性｣に見落としがあったことを鑑み

れば、腑に落ちない所がある。日本の近代史は国際関係、特に東北アジアとの関係の上で

考えなければならないし、中村明の指摘のように、5)司馬氏は近代の朝鮮を看過している

と言わざるを得ない。

いまの中国人は、日本人をこわがってはいませんよ。論理が一応通っていますからね。しか

し、その論理が消えて行動が始まるということを、やはり警戒しているんじゃないでしょう

か。＜p.67＞

もう武力ですね。ふたたび軍国主義の国になることは、いまの状況からは考えられませんが、

しかし中国としては、過去にもやったのだからまたやるにちがいない、と考えざるを得ないと

いうことで、彼らの洞察とそこから出てくる演技を、日本人は汲み取らなければいけないと思

います。＜p.68＞

だから、いまこそ、福沢的原点に立ち還れ、ということを考えてもいいのではないでしょう

か。＜p.68＞

司馬氏は、中国がどうして日本を警戒するのか、その原因をよく把握しているのが分か

る。そして、原理のない日本を瀬戸際まで追いつめたら、日本はもう武力に頼るしかない

と断言している。だから、いまこそ｢福沢的原点｣に立ち返らなければならないと忠告して

いる。

つまり、無原理な日本社会の不安定を補うために、また、国際社会との摩擦を減らすた

めに、福沢が主張した｢独立の精神｣の原理に戻るべきだということである。しかし、福沢

の提案と努力はすでに失敗に終った不完全な原理であった事実に対する問題意識がないの

を挙げなければならない。

 5) 中塚　明(2009)司馬遼太郎の歴史観高文研、p.50
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菅原道真
すがわらのみちざね 菅原道真などは、何も大したことをせずに終わった。

あの人には政治家としての資質が非常にすくなかった。

安部
あべ

正弘
まさひろ

安部正弘の行動は、日本の宰相の本筋である。

北条
ほうじょう

泰
やす

時
とき

泰時はある意味で、日本の宰相の理想に近い姿といえる。

実に｢私｣の少ない人で、｢公｣ということをたえずいっていた人である。

泰時の道理は常識である。

藤原通
ふじわらみち

憲
のり

信西(藤原通憲の出家後の名)のいう道理とは、論理、つまりロゴスである。

織田
おだ

信長
のぶなが 信長の感心なところは、信長自身にかれの宰相がいたかというと、いない。機能

的な部将(部署部署の武将)たちはいた。

徳川
とくがわ

家康
いえやす

家康は 初から国主でしたから。生涯ただ一人で判断し、行動した。

豊臣
とよとみ

秀
ひで

吉
よし

秀吉は要するに織田家宰相とか、番頭とかいう位置であったことはない。かれの

信長における価値は信長に金をもうけさせてやるということで、秀吉ははっきり

そう認識して自分を位置づけていた。

島津
しまづ

斉
なり

彬
あきら 斉彬は治世期間がみじかかったために充分な評価が困難ですが、しかし見様に

よっては江戸期第一等の政治家かもしれない。

西郷
さいごう

隆盛
たかもり 西郷という人は、自分自身を人工的に作り上げた人なので、小説に書けない人である。

西郷は封建勢力も美学的には愛しながら自由民権運動も許容する認識があった。

井伊
いい

直
なお

弼
すけ

宰相が巨大な権力者であるとすれば、井伊直弼が一番宰相らしい。かれは自分で

情報をあつめ自分で判断して、自分で行動している。井伊直弼が思っていたの

は、幕末の権力を家康の時代をモデルにもっと大きくするということであった。

大久保
おおくぼ

利通
としみち 大久保は、いったんものごとが決まると動かない、これが大久保の特徴であり、

｢常識｣は大久保の政治姿勢の基盤であった。

勝海舟
かつかいしゅう 明治太政官政府から見た海舟の存在は、徳川勢力が巻き返しをやらないように、

それを防ぐ防波堤としての存在であった。

伊藤
いとう

博文
ひろぶみ 伊藤という人は、やはり明治以後の大宰相の一人だった。

伊藤には、天皇を重い存在に置くという思想はなかった。

山県
やまがた

有
あり

朋
とも 明治国家は、大久保の継承者である山県の作品である。

山県は、明治二十年代の後半で、天皇家を重苦しく装飾化した。

原敬
はらたかし

原敬その人は政治家としては問題が多い。

田中
たなか

角栄
かくえい 田中さんの｢日本列島改造論｣はいわばオーディションでの演技で、あれはあれで

効用をはたしたとすべきで、決して公的でもなんでもない。

3.2 日本宰相論 ＜司馬遼太郎×山崎正和＞

次は｢日本宰相論｣のまとめである。6)

【資料 2】

 6) 司馬遼太郎(1981)、前掲書、pp.71-128
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そして、宰相の条件は、(1)バランス感覚(2)｢公｣と｢私｣の区別(3)機能化(4)分業体制(5)実

務能力等であると挙げている。

義時、泰時の代になって、はじめて｢いざ鎌倉｣という言葉が出来るんですね。頼朝のころには

まだ出来ていない。やはり北条執権政府というのは、あれは必要なんだということ、御家人た

ちにそれだけ認められたんでしょうね。＜pp.84‐85＞

司馬氏は、北条政権は神聖者である天皇を閉じ込める自分たちの｢公｣の役割であると認

識しただけで、将軍家を乗っ取るとか、天皇家まで奪おうとしなかったと言っている。要

するに、北条政権は自分たちの｢機能｣とか｢機能性｣だけを認識してじっと見つめて過不足

を考えなかったから、独特な天皇制をより頑丈にしたし、朝廷にも認められるようになっ

たと言えるだろう。

日本史において民衆レベルまでが歴史に参加できたのは、頼朝の挙兵から足利尊氏の 初の段

階ですね。この二人がいなければ、日本のはついにわれわれのものではなかったんじゃない

か。＜p.87＞

そうです。そこが日本の伝統的な統帥法ですね。― 中略 ― 戦国時代の武将もそうです。＜p.89＞

日本人というのは、一人に権力や責任が集中するのを非常に恐れますから。― 中略 ― だから、

江戸幕府の制度もずっと複数制です。＜p.98＞

ここでは、日本の伝統的統帥法は、戦国時代まで遡れる分業体制であると言っている。

江戸期という社会のいやらしさはこういう成り上がりの連中は働くだけ働いて必ず誰かに殺さ

れるのです。＜p.92＞

ええ、いまでも続いているかもしれない日本の政治のいやな面ですね。＜p.93＞

江戸期の嫌な所を再度挙げている。そして、実務能力ではなく一分野の専門家として政

治をする現実を批判している。

対外危機感については、日本人は地理的環境として非常に鈍感にできていますからね。もっと

もひとたび過敏になれば軍部ファッショや戦後左翼の一時期にようにヒステリーになります
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が。そののんきさを考えておかないと、日本の政治家の質とか、大小を論じられないと思うん

です。＜p.97＞

　相変わらず、日本人の閉鎖的性向を指摘しながら、その原因は地理的環境のためだと

見ているのが分かる。

伊藤という人は、まだ充分な評価ができないんですが、やはり明治以後の大宰相の一人だった

と思います。― 中略 ― 彼の政治家としての 初の表現の場は征韓論の叩きつぶしだったと思い

ます。― 中略 ― 私は西郷が好きですが、征韓論はどう考えても結構じゃありません。― 中略 ―

山県も、伊藤も、長州の低い身分の人間ですが、いわゆるイデオロギー時代に、そのイデオロ

ギーを唱えたり、イデオロギストとして活躍したことはないんですよ。＜p.115＞

伊藤博文の反征韓論についての評価はないが、西郷隆盛の征韓論には反論しているのが

目立つ。そして、激動のイデオロギーの時代に、日本を率いた山県も伊藤もイデオロギー

に影響されなかったと言っている。

だいたい、一人のヒトラーも出さずに太平洋戦争を起すなどというのは、よほど深刻に考えな

ければならない体質ですね。だれが太平洋戦争を起したかというのがわからない国家ってある

でしょうか。― 中略 ― たとえばアジア侵略についても、もっと過激な無責任なことを言いま

す。あれは一種の野党気分、あるいは民間有志の気概みたいなものとして、わりあいニッパな

ものとされた形でいきますでしょう、それを一まとめにしているのが新聞ですね。新聞という

のは日本では非常に大きな政治的役割を果してきているんですけれども、しかし、マイナスの

ほうがはるかに大きかったかもしれませんね。＜p.121＞

引用文で、｢一人のヒトラーも出さずに太平洋戦争を起すなどというのは、よほど深刻に

考えなければならない体質｣であると注目すべき発言をしている。さらに、戦争を起した責

任者がいないことは有り得ないと加えている。しかし、その責任者を特定して取り上げて

いない、むしろ、当時の新聞言論に責任を転嫁しているのが分かる。

3.3 敗者の風景 ＜司馬遼太郎×綱淵謙錠＞

後醍醐天皇のグループにも、宋学を学んだ公卿が多かった。宋学ってのはマルクスだと思った



196  日本近代學硏究……第 41 輯

らいいんですね。儒教ももともと、神様はこうして祭る、先祖の霊はこうやって祭る、長幼の

序はこうだ、という多分にお作法であったのが、宋学に至ってにわかにイデオロギー学になっ

てしまったんです。夷は退治すべきだ、というものですね。これは尊王攘夷ということです。

これが幕末の尊王攘夷になり、日本人が大変昂奮する。－ 中略 － その昂奮教の始祖が、楠木

正成である。＜pp.136‐137＞

つまり、イデオロギー化した宋学が尊王攘夷の基になって政治的思想のない日本人を興

奮させたと言っている。そして、その始祖は楠木正成であると指摘している。

信長自身が痛烈なほどの無神論者です。われわれの歴史の中で、かれが非常に格調の高い無神

論者であったことは、世界的な意味があると思います。＜p.138＞

信長が無神論者だったのは周知のことで、格調が高かったと評価しても、世界的な意

味があるかよく分からない。当時の世界指導者のほとんどが無神論者ではなかったとし

ても。

自由民権運動そのものに、多分にフィクションの面がありますね。＜p.158＞

わたしは、自由民権運動は軽視する方なんです。＜p.159＞

司馬氏は他の所でも自由民権運動を低評価している。すなわち、維新に乗り遅れた不平

士族の不満の露出現象に過ぎないと見なして、だから自分は軽視すると言っている。

敗者っていうのは、自分の役割を世の中に表現しきれず死んだ人間、グループというようなも

のでしょう。＜p.161＞

正義は必ず滅びています。倒されてむごい目にあっています。― 中略 ― 政治的正義というもの

がスローガンとしてかかげられた場合、それを打倒しようとする勢力との競合の過熱にむごい

結果を生みます。そのむごさは宗教裁判に似ています。＜p.163＞

司馬氏は、人類の文明と文化に対して悲観的な認識を持っているが、7)ここでも｢正義は

 7) 司馬遼太郎(1999)日本人への遺言朝日新聞出版、p.170
司馬遼太郎(1978)日本人を考える文春文庫、p.53, 138, 162, 184, 257, 310, 314, 324 
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必ず滅びる｣と言っている。彼の現実認識は、論者の対談集研究の主なテーマであって、

｢人と人類｣｢文明｣だけではなく、｢正義｣という価値観にも悲観的に触れているのは、本書

が初めてである。これについては結論でまとめることにする。

西郷は封建勢力も美学的には愛しながら自由民権運動も許容する。西郷の思想の中に充分許容

できると思われる片鱗はいくつもあります。結局、西郷が敗れたので、日本の在野の希望はな

くなったという失望感が、明治十年代にずっとあり、いまにいたるまでありますでしょう。

＜p.171＞

前述に取り上げられたが、司馬氏は西郷隆盛の大ファンであって、ここでも長く述べて

いる。まとめると次のとおりになる。

(1) 西郷は人工的人物で、小説化に向いていない。

(2) 自分は無能力だとして、広く人材を登用する英知をもっていた。

(3) いやなのは、薩摩的でない人、すなわち、合理的な人間といった者はきらいだった

所である。

(4) 征韓論から見た西郷の世界政略は、理論的に見れば正しい。けれども、現実に合わ

なかった。

(5) 西郷は、｢新しい国民は焦土の中から成立する｣という考えを基に日本を薩摩士族的

社会にしようとした。

(6) ｢観念｣が先行してしまったし、征韓論もそうである。

そして、上記の引用では彼の不幸な結末を悔やんでいる。ただ、西郷の征韓論に対する

司馬氏の評価はつじつまが合わない所があると言わざるを得ない。前に、西郷の征韓論を

批判しているのに、引用文では、理論的には正しかったが非現実的、観念的だったから失

敗したと曖昧に述べている。そして、一途に薩摩主義であった限界性と封建的美学と自由

民権運動も許容する度量を共に認めているのは、矛盾であるとして指摘したい。というの

は、政権担当者が自ら自分の政権を倒して新政権を立ち上げて政治生命を延長した歴史の

例は殆んどないと思うからである。

日本人には農村的現実主義というものがあるだろうと思います。― 中略 ― わたしは不思議で

しょうがないのですけれども、日本人の集団というものはいまに至るまでだいたい時の勢いに

順応するのが正義である、と考えていることです。― 中略 ―　つまり二流の人の正義はそれなん
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です。― 中略 ― 日本では裏切りの方がたとえ二流的行動であっても一種、安定への正義であ

る、ということがありますでしょう。次の時代をつくるときにその方が流血が少なくて、安定

した社会ができるというので平然と裏切る。これはモラルと関係ないんです。― 中略 ― ところ

が、われわれが世界へ出て行く場合に、いちばん格好がつかないのはこれです。大勢順応とい

う形でいくのは二流の国家ですね。　＜pp.172‐173＞

むしろこれあるために日本の社会は安定し、これあるため日本人は徹底的な悪者にならずにす

み、ヒトラー的な大悪名もなかった。＜pp.174＞

本書のもう一つの目立つ項目は、｢日本的裏切り｣という表現である。要約すると、日本

人には、｢農村的現実主義｣があって、それは時の流れに順応するのを正義とする、謂わ

ば、｢二流の正義｣であると述べている。つまり、現実第一主義の日本人の可変性を認めな

がら、それは｢二流の正義｣であると自認している。さらに、それはモラルと無関係だと加

えている。論者は、｢二流の正義｣という表現を｢二流国家・国民の属性｣として解釈しても

構わないと考える。そして、｢二流の行動としての裏切りはモラルと関係がない｣と言って

いるのは、外国人の立場で言わせれば、本書で司馬氏が一筋に言っている｢原理のない日本

人｣という脈略で、｢(そのような)モラルがない｣と言わざるを得ない。

もっと驚くべき言及は、｢(現実主義を基に社会の安定化を重視して、場合によっては裏

切りも辞さなかったから)日本人は徹底的な悪者にならずにすみ、ヒトラー的な大悪名もな

かった｣ということである。前述で司馬氏は、太平洋戦争を起した主犯のない日本は可笑し

いと述べたことがあるが、これにも反する矛盾である。そして、二流の正義をもって国際

社会に臨んだら、二流国家になってしまうと警告をする意味も無くなってしまう結果とな

る。

3.4 日本人の世界構想 ＜司馬遼太郎×山崎正和＞

農村漁村という産業地理的にいえば、明治までの日本は一種の完全国土でしたからね。＜p.185＞

日本は四方が海だといっても、どうも海国でない感じですね。やっぱり小宇宙、自己完結した

世界なんでしょうかね。＜p.203＞

閉鎖的日本は、｢完全国土｣｢小宇宙、自己完結した世界｣であったと述べている。
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倭寇というと、いつも喧嘩、略奪ばかりしていたみたいだけど、ふつうは平和に貿易してい

る。それが面白いのは、倭寇が中国の沿岸へいって要求するのは、牧谿の絵を売ってくれと

か、だれそれの書を売ってもらいたいとか、そんな品物が多いんです。金銀をくれ、そんなこ

とはいわない。書画をほしがるようなこんな海賊、もしくは貿易商は世界になかったと思いま

すね。― 中略 ― もう一つおもしろいのは、こうして入ってきたものは、いわば面としてやって

きたものではなく、点として来たものですね。＜pp.187‐188＞

引用で司馬氏は、平和の時の倭寇は貿易をしていて、その品目の殆んどが｢書画｣だった

のは世界的に希な例だと言っている。倭寇が、平和の時に貿易をやっていたというのはい

いだろうが、持ってきたのが｢書画｣であって、それが珍しいという言葉には、疑問があ

る。　倭寇が書画を嗜んだわけではないし、輸入してお金になるものを取引するのは商売の

基本である。つまり、当時の日本社会に｢書画｣への需要があったという反証であり、日本

の書画文化が発展していなかた反証でもあると考えられる。中世のヨーロッパが国を挙げ

て東洋の焼き物を輸入したことと同じである。論者に言わせれば、文化というのは水のよ

うなもので、必ず上から下へ流れていくのだから。

日本には宝石を尊ぶという伝統がまったくないですね。＜p.189＞

上代でも、蘇我氏というのは、渡来人の末裔じゃないかといわれているんですが、彼らを思う

とき、やっぱり金色燦然としたイメージがある。おっしゃるように、たしかに金銀趣味は日本

人にとっては多分に海外のイメージですね。＜p.193＞

戦後の日本人はよくも｢経済動物｣だと評価されてきたし、今もその傾向は色濃く残って

いると思われる。それでも、日本文化を全体的に判断した場合、司馬氏の指摘とおりに、

華麗な黄金、宝石の文化ではないと思われる。どちらかというと、渋い銀のような気がす

るし、金銀趣味は渡来人以来の文化で海外のイメージであると思われる。

(朝鮮は)中国式ですね。ミニ中国ですよ。＜p.195＞

朝鮮のように多分に政府の思惑でやったようなものではなく、日本の場合はだったでしょう。

＜p.196＞

漢文の読み方でも、朝鮮はずっと音読して、シナ音で読んできている。だから朝鮮の民族言語

による文化というものがなかなか発達しなくて、日本の室町にあたるころに、やっと春香伝
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がでてくる。＜p.197＞

司馬氏は、日本を｢ミニ中国｣と表現したことがある。8) そして、朝鮮半島の名前が中国

式に変ったことについて残念な気持ちを強く披露したことがある。ここでは、中国式名前

への変遷過程には当時の政府の思惑があったと述べている。また、言語も中国に頼りすぎ

たから、朝鮮の民族言語による文化も日本室町期にやっと春香伝が出たくらいだと言っ

ている。

秀吉の海外伸長という自己肥大の病気を育てたのは時代でしょうから、やはり時代だったのか

もしれませんね。＜p.198＞

　司馬氏は、豊臣秀吉の壬辰の乱を無謀な侵略行為だったと頻繁に批判したことがある

が、ここでは、その背景に｢時代｣の雰囲気とか、流れがあったと言っている。さらに、室

町中期から戦国末期にかけて生産力の増加によるエネルギーの集約が、歴史の｢大航海時代｣
のと合致して、秀吉と信長はその時代の潮流に乗ったわけだと見ているのが分かる。

中国的な秩序感覚が、当時の世界常識で、それによれば、中国の皇帝は天下に一人いるだけ

で、他国は蕃国です。だから中国的な教養を受けいれている国々が中国と外交関係をもちとき

には自らを｢臣｣というほうが礼儀というものですね。自分が中国の｢臣｣だということは、彼が

世界をよく知っている人間だということで、世界人としての常識だったんです。それはナショ

ナリズムとは関係ないものですね。＜pp.204‐205＞

近代化以前、中国中心の東洋の秩序は常識であって、それはナショナリズム的な西洋の

属領とは違うものだったと述べている。

外交関係で非常に現実感覚を外してファナティックになるのは、日本人のばあい、明治以後は

必ず国民のほうですね。＜p.209＞

大久保政権の感覚というのは、日本はもうどうしようもなくやっていけないというところから

発想している。― 中略 ―ところが、征韓論で昂奮した不平分子はそのあと自由民権運動にい

く。自由民権運動の闘士のほとんどが同時にアジア侵略主義という点では国権的ですね。

 8) 司馬遼太郎 /ドナルド・キーン(1984), 前掲書、p.22
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＜p.210＞

もし織田信長のようなリアリスティックな人間が昭和初期にいたら、彼もやはり、満州にはア

メリカの資本を入れて、アメリカとは仲良くし、ドイツとは適当につきあって、漁夫の利を狙

えるような時期を待ったと思う。＜p.211＞

要するに、明治以後の日本の政治と外交には現実性が欠けていたと主張している。特

に、大久保は当時の日本経済に対する現実認識があったから征韓論を反対したわけで、現

実的認識の乏しかった不満勢力の連中が自由民権運動に乗っかって結局はアジア侵略主義

に陥ったとその非現実性を批判的に分析している。

おもしろいのは、織田信長のリアリティーを讃えながら、彼が昭和初期にいたならば、

日本の歴史は間違いなく変っただろうと例えている所である。とにかく、｢現実｣と｢リアリ

ティー｣中心的な司馬氏の認識世界が分かる。

ともかく明治期の日本のいわゆる国民的世論というのは、実にむずかしい。＜p.212＞

だから自由民権運動というものの評価はじつにむつかしい。＜p.212＞

安保条約を廃止せよというのは私も観念的には賛成なんですが、これをやる場合いろいろ考え

るとじつにむつかしい。＜p.220＞

上記の引用は、司馬氏の悲観的現実観を表していると思われる。明治期の世論も、自由

民権運動も、安保条約も非論理的な日本人の特性で、分り難いと言っている。問題意識の

提起はあっても解決策は見当たらないと言える。

どうもぼくらは、外交問題でいつも醒めた状態でいられないような柄合の国に生まれてきたよ

うな気がしますね。＜p.213＞

日本文化に普遍性がないということは、日本人自身が一番よく知っているんでしょう。＜p.215＞

アシアは日本人にとって生臭すぎるかもしれませんね。＜p.219＞

私どもはやっぱりむつかしい国に生まれたんだな。フランスとかドイツに生まれていれば、外

交なんか単純だからいいですね。＜p.221＞

そして、彼ならではの独特な日本人論は、｢柄合の国｣｢普遍性のない文化｣という今まで
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の比喩と似たようで別の言葉で述べられている。当たり前に、独特な日本だからこそ、ア

ジアは生臭すぎで、日本の外交は複雑になるしかないのではないかと考える。

4. 日本人の顔
4.1 古代の朝鮮と日本 ＜司馬遼太郎×李進熙＞

中国大陸の文明の伝播の仕方には、一つ特徴があるように思うんです。地中海のように、文明

が海を渡って島から島へどんどん広がっていくという形でなくて、海を恐れる特徴があると思

うんです。＜p.93＞

もし朝鮮半島という、東アジアの古くからの文明が半島の形で北九州に接していなければ、

もっと長く未開の時代が続いたろうと思うんです。＜pp.93‐94＞

日本には古代があったというよりも未開時代があったというべきなんじゃないか。＜p.94＞

確かに、中国文明は陸路を中心に広まったとは言えるが、海のシルクロードもあった

し、明の鄭和は東南アジア、インドからアラビア半島、アフリカにまで航海したのは周知

のことである。つまり、中国の歴史において、元を除けば、大陸の東側の海は眼中にな

かったと考える。また、中原対辺鄙の対決構造のためでもあると思われる。従って、海を

恐れたという言及は無理な点がある。

他に、日本の古代歴史は朝鮮半島と深い関係があったに違いないという観点は、司馬氏

の一貫した論旨であって、ここでも触れている。ただ、｢古代があったというよりも未開時

代があった｣ということは、日本の考古学者から相当な反論にぶつかると思われる。

日本人の顔は、何か一つのたけだけしさを持っていて、いい意味でも悪い意味でも、一種の緊

張感を持っているということです。＜p.95＞

私は日本らしさの出発というのは、この鎌倉幕府の成立からだといつも思うんです。― 中略 ―

たけだけしき競争を認めた体制ともいえます。ここでアジア離れするわけです。＜p.96＞

日本人の原形に触れて、｢倭の｢野蛮｣というのはあくまでも凛々しさということであり、
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武士たちはそれをもって人間の行動を律した｣と言ったことがある。9)ここでは、日本人の

顔には｢猛々さ｣の緊張感があると表している。そして、それは律令制度が壊れてから出来

たもので、鎌倉時代の猛々しい競争を認める体制から日本らしさが出発したし、アジア離

れするようになったと述べている。

百姓が耕している土地は、原則としては、天が公有なるがごとく、地も公有である。この土に

生きている百姓は無競争の心を持つわけです。これが朝鮮半島の百姓の姿で、いまもなおその

においを残していると思うんです。＜p.95＞

上記の朝鮮土地論は、どうしても解らない。他の紀行文で、｢土地はそもそも天のものだ

｣10)といいながら土地供託制を主張したことがあり、韓のくに紀行では、当時の韓国南部

の農村風景から日本の原風景が感じられると述べたことがある。11) このイメージが基に

なっているかどうかは定かではないが、1970年以後、未開発の韓国農村のイメージだけを

もって、｢無競争の百姓の心｣云々するのは、無理な所があると言わざるを得ない。これも

また司馬氏の韓国に対する無知な所であって、非現実的観点として指摘しなければならな

い。

つまり儒教ですね。それが国家原理に採用されて体制化していくのは、やはり鉄器が盛大に生

産される条件が弱くなったからだとはいえないでしょうか。鉄生産には燃料としての木炭を猛

烈に食います。中国も朝鮮も乾燥地帯とはいえないですけれども、半乾燥地帯で、樹木の復元

力が少ないわけですね。日本のようなモンスーン地帯に比べれば。＜p.97＞

上記で、｢つまり儒教である｣と言っているのは、朝鮮半島で古代以来盛んだった鉄と金

属の文化が衰え始めた理由の話である。論者はこの指摘に同意する。ただ、自然環境に対

する言及は、広大な中国に限ることで理解すべきだと思う。常識的に日本と朝鮮半島を別

の気温帯とか自然環境で規定する場合はないからである。

要するに律令国家をつくるのに、全部といっていいくらいに朝鮮半島の行政経験者とか軍事経

 9) 司馬遼太郎(2008)街道をゆく2韓のくに紀行朝日文庫、p.155
初刊は1972年4月刊行された。

10) 司馬遼太郎(1999), 前掲書、朝日文庫、p.68, 89
11) 司馬遼太郎(2007)街道をゆく28耽羅紀行朝日文庫、p.71
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験者の渡来を仰いだわけですね。＜p.100＞

日本 初の文部大臣でしょう。それまで日本にはこの制度はなかった。平安初期では、近畿の

住民の三割までは新渡来人でしょう。＜p.101＞

古代日本地域はそういう意味では未開地帯ですから、文明の意識と技術を身につけて朝鮮半島

からやってきて文明を扶植した場合、渡来といういい方がリアリズムです。＜p.103＞

歴史以前の南朝鮮半島と北九州の頻繁な交流説について、司馬氏も多様な形で言ってい

るが、ここでは｢渡来人｣について具体的に述べている。

(1) 渡来人は大和政権の行政、軍事制度の構築に大いに寄与した。

(2) 例えば、百済の渡来人である｢鬼室集斯｣は日本 初の文部大臣となった。

(3) 当時の近畿地方住民の三割が渡来人であった。12)

(4) 従来｢帰化人｣と言っていた言葉は、文明と技術の扶植と言ったリアリティーの側面で

は｢渡来人｣が似合う。

しかし、論者が注目するのは、次の言及である。

朝鮮半島を武力統一した新羅に百済がやっつけられた時に、百済はほとんど国ぐるみ日本に移

住したんじゃないか。百済は、人口も少なくて、五百万もいればいいほうじゃないですか。だ

けど、五百万ごと来ても、入植できるだけの地方は近畿地方でさえたくさんあった。百済の上

層階級は日本の官僚を形成するし、農民階級は山野の地主になる。＜p.100＞

盛期の百済の人口については、120万説と620万説があるが、司馬氏が挙げている500万

という話は数字よりも、国ぐるみで移住してきたという事実確認と例え500万人であっても

受容できたはずだということである。

これは、司馬氏の日本文化に対する誇りと自信感の表出ではないかと考えられる。そし

て、その裏には渡来人に対する肯定的評価が敷かれていると推定できる。ちなみに、渡来

人の問題について、論者がいつも疑問点として思っているのは、百済・高句麗・新羅の流

民らが時差を超えて多様な形で無数に日本に定着したのにもかかわらず、時間が経つにつ

れて跡形もなく、政治も文化も吸収されてしまったということである。確かに、平安前期

12) 司馬遼太郎(1980)日本人の顔朝日新聞社、p.101
対談者の李進熙氏は、関東地方には高句麗が圧倒的に多く、奈良の高市郡の飛鳥あたりは八割から

九割を占めていたと加えている。
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まで政治権力の中核となっていたことを － その権力構造を渡来人政権であると － 認める

としても、それほどの先進文化・文明を持ってきたのだから、大げさに言うと、例え日本

列島に新国家の立ち上げもできたのではないかと思うわけである。それが出来なかったと

いうのは、①渡来人自らの正体性確保・維持に失敗してしまったという推論　②渡来人政治

勢力に対する歴史的評価に重大な欠如がある可能性　③ 日本文化の包容性、すなわち、ア

メリカ式の｢Melting Pot｣みたいな文化収容能力が作用したのではないかという推論が挙げら

れると思う。

明治の陸軍参謀本部が、日本史学を、つまり明治の歴史観をつくることの母体もしくは推進

役、もしくは刺激剤の役目を果たしたというのは、私に資料がすくなくてちょっとよくわから

ないのです。＜p.105＞

そういうわけで、日本の参謀本部がつくられたと同時に、参謀本部の一番優秀な連中がスパイ

になって ― 主に朝鮮、中国ですけれども ― 派遣されるのが常例になっているんです。日露戦争

の時だって、開戦の前にほとんど全員が行ってる。＜p.106＞

結局、彼らの聖像は神功皇后だったことにぼくは賛成ですね。＜p.107＞

神功皇后的な征韓行動というのか、エネルギーというのか、そういうものは低い生産しかない

地域で成立しっこないわけです。常識からいってね。― 日本では鉄器の大量生産は六世紀から

ですから。＜p.107＞

＜p.105＞の司馬氏の話は、旧日本陸軍参謀本部の桂太郎が高句麗の第19代王である広開

土王の業績を称えた｢好太王碑｣13)の｢任那日本部｣に関する所を改ざんしたという李進熙氏

の主張に対する返事である。が、何よりも歴史資料に徹底していた司馬氏が｢私に資料がす

くなくてちょっとよく分からない｣と言っているのは、納得できない。もっと可笑しいの

は、次のページで、陸軍参謀本部の優秀な将校らがスパイとして、朝鮮と中国で幅広く活

動していた事実を認めている部分である。 率直な返事を遠回して回避している印象を拭え

13) 好太王碑は、高句麗の第19代の王である好太王(広開土王)の業績を称えた石碑である。｢広開土王碑｣
とも言われ、付近には陵墓と見られる将軍塚・大王陵があり、合わせて広開土王陵碑とも言われ

る。4世紀末から5世紀初の朝鮮半島の歴史・古代日朝関係史を知る上での貴重な一次史料である。

この碑は好太王の業績を称えるために息子の長寿王が414年旧暦9月29日に建てたものである。のち

1880年頃に清の集安(現中華人民共和国吉林省通化地級市集安市)の農民により発見され、翌年関月山

より拓本が作成された。1961年、洞溝古墓群の一部として、全国重点文物保護単位に指定される。

― Wikipedia 引用 ― 
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ない。

矛盾な話は引き続く。司馬氏は、陸軍参謀本部の密偵役を果たした連中が、三韓征伐を

指揮したと言われている神功皇后を聖像として仰いでいたことに賛成の意を明らかにしな

がら、当時日本の鉄生産能力を鑑みたら、あり得ないことだと述べている。文化というの

は水のように上から下に流れるものだから、当たり前の話である。神功皇后の仮想人物説

まで挙げられないかも知れないが、｢三韓征伐説｣の虚構性は間接的に認めているのが解

る。

近代国家がわれわれの幸福の源泉だという考えは、明治維新以後の日本人は無造作にそう思っ

てきたし、これに馴れてしまって古代もまた重量の重い国家があったように錯覚しがちだけ

ど、意識の上でこれをとっぱらわないと古代がわかりにくいように思います。＜p.111＞

後に、古代を理解するためには、近代に縛られた認識体系ではだめだと忠告してい

る。

4.2 薩摩焼と鉄とアジア ＜司馬遼太郎×沈寿官＞

朝鮮船が漂着したというのは、面白い言い方だし、いまのお話、日本史のなかでまだ光のあ

たっていない部分ですね。＜p.129＞

島津家が苗代川郷士に対して、朝鮮の古俗を残せということだったといいますね。それで、日

本の苗字・名前をなるべく名乗らずに朝鮮の名前を名乗っておけというのも方針だったわけで

すね。＜p.131＞

沈寿官氏は、薩摩藩の第8代藩主で、江戸時代の島津氏第25代当主である島津重豪が苗代

川に残っていた朝鮮人と朝鮮語に非常な関心をもって、多方面で奨励支援策を施したと明

かしている。上記の引用は、朝鮮の漂着船から得られた淑香伝が今も残されているとい

う証言に対する司馬氏の反応だが、朝鮮からの漂着船の話を｢日本史のなかでまだ光のあ

たっていない部分｣だと言っているのは、常識的に判断してもよく解らない所である。今に

なっては、日本の西海岸は勿論、九州の西南部海岸は朝鮮半島と中国からの漂着物で地域

ごとにその処理の問題で悩まされているのは、話題にもならないぐらいのこととなってい

るので、司馬氏の観点がよく解らない。
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遠い昔、朝鮮が未開の状態にあったのがいつまでかよく分からないんですが、紀元一、二世紀

はほぼ未開で、三世紀ぐらいに非常に華やかに開花する感じがあります。これは腰だめに言っ

てのことですが、それは中国、揚子江河口との接触によるものですね。＜p.137＞

どういうわけだか百済というのは、六朝との接触が盛んですね。― 中略 ― 百済風流尊重という

ものが、そのまま奈良朝を経て王朝に伝わったと思うんです。＜p.138＞

百済が中国の六朝文化の影響を受けたことは、韓国でも定説で、司馬氏もいたる所で述

べたことがある。ここでは、その百済の文化が奈良朝に流れ込んだと再度確認しているの

が分かる。

要するに山を裸にする技術、その技術の上に古代冶金文明ができあがるわけです。そして世界

でもまれなくらい森林の復元力の盛んな日本で、鉄器が栄えるのは当たり前であったわけで

す。＜p.140＞

朝鮮の普通の家庭の食器、その他雑器が、焼き物から金属器になってしまったのは、一つには

そうした不自由になったという心理が底に働いているからなんでしょうね。＜p.140＞

日本で鉄の生産が本格的に軌道に乗り始めたのは五世紀から六世紀のことで、その以前

までは朝鮮半島からの輸入に依存していたことは、前にも触れたし他にも述べられてい

る。ここでは、鉄の生産には莫大な木と労働力が欠かせなかったから、朝鮮半島の一定の

地域の集団が森林資源の枯渇によって九州辺りに移住してきたのではないかと推察してい

る。この推察は十分可能性のある話として受け入れられると思うが、しかし、｢日本は世界

でもまれなくらい森林の復元力の盛んな国である｣という指摘は、気候とか自然環境に対す

る専門的根拠が足りない所があると思われる。

人間、人類は全部、頭は平等です。そういうことを考える、いろいろなものをこしらえたいと

いう文化があるんです。それには鉄が大きかったと思うんです。＜p.143＞

人類の頭は平等だと言って、対談では珍しく人類の肯定的面を示している。そして、人

類文化の差別化には鉄の文化が大きく作用したと述べている。
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区分

歴史を考える
初刊：1973年10月

テキスト：2010年2月

日本人の顔
初刊：1980年8月

テキスト：1984年5月

歴史

①(外国からの)外圧というのは元寇以来、何回かある

けれども、それもほんの皮膚摩擦程度で終った。

<p.76>
②日本史において民衆レベルまでが歴史に参加できた

のは、頼朝の挙兵から足利尊氏の 初の段階である。

<p.87>
③山県が結局明治体制をつくるわけだけれども、｢官
僚国家｣と｢軍｣の二つの根幹を握って離さなかった。

これは陰鬱な明治です。伊藤がつくったのは明るい明

治だともいえる。<p.117>
④明治国家は大久保の継承者である山県の作品であ

る。<p.117>
⑤尊氏の偉大さに比べて、そのあとに始まる室町幕府

というのは実にだらしない政権で、政治的没理想のモ

デルみたいなものである。<p.88>
⑥(会津藩の悲劇は) 日本史の中でもっとも痛ましい情

景である。<p.150>
⑦一人のヒトラーも出さずに太平洋戦争を起こすなど

というのは、よほど深刻に考えなければならない体質

である。誰が太平洋戦争を起こしたかというのがわか

らない国家ってあるか。― 例えば、アジア侵略につい

ても、もっと過激な無責任なことを言います。

<p.121>
⑧歴史的緊張期に反革命の側に立つ会津藩としては、

きわめて演劇要素の高い存在であった。<p.157>
⑨秀吉の海外伸長という自己肥大の病気を育てたの

は、｢時代｣であったかも知れない。また、信長、秀吉

は、大航海時代の潮流にのったわけである。<p.198>

①日本には古代があったというよりも未開

時代があったというべきなのではないか。

<p.94>
②(鎌倉期)は、人の田地を武力で取ったりす

ることも公認する体制であったから、猛々

しき競争を認めた体制とも言える。ここで

アジア離れするわけである。<p.96>
③(朝鮮半島との)往来が少し不自由になるの

は律令体制の出発からである。<p.100>
④律令国家をつくるのに、全部と言ってい

いくらいに朝鮮半島の行政経験者とか軍事

経験者の渡来を仰いだわけである。それで

彼ら(渡来人)は大和、今の飛鳥の辺りに住ん

だわけである。<p.100>
⑤百済は、人口も少なくて、五百万もいれ

ばいいほうじゃないか。だけど、五百万ご

と来ても、入植できるだけの地方は近畿地

方でさえたくさんあった。百済の上層階級

は日本の官僚を形成するし、農民階級は山

野の地主になる。<p.100>
⑥平安初期では、近畿の住民の三割までは

新渡来人である。<p.101>
⑦(当時の密偵で生き残った連中)彼らの聖像

は神功皇后だったことに賛成する。<p.107>
⑧常識から言って、神功皇后的な征韓行動

というか、エネルギーというか、そういう

ものは低い生産しかない地域で成立しっこ

ない。日本では鉄器の大量生産は六世紀か

らなんだから。<p.107>
⑨百済風流尊重というものが、そのまま奈

良朝を経て王朝に伝わった。<p.138>

政治

①国際関係というものは非常に微妙なもので、いろい

ろな要素が二重、三重に積み重なっている、というこ

とが、なかなか日本人という地理的環境のなかではわ

かりにくい。<p.64>
②完全な分業体制は、日本の伝統的な統帥法である。

<p.89>
③政治的正義というものがスローガンとしてかかげら

①古代日本地域は未開地帯だから、文明の

意識と技術を身につけて朝鮮半島からやっ

てきて文明を扶植した場合、｢渡来｣という

言い方がリアリズムである。<p.103>
②明治の陸軍参謀本部が、日本史を、つま

り明治の歴史観をつくることの母体もしく

は推進役、もしくは刺激剤の役目を果たし

5. 司馬氏の表現まとめ

【資料 3】
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れた場合、それを打倒しようとする勢力との競合の過

熱にむごい結果を生み、そのむごさは宗教裁判に似て

いる。<p.163>
④西郷の征韓論の根本は対ロシア恐怖心で、征韓論か

ら見た西郷の世界戦略は理論的に見れば正しいが現実

に合わなかった。<p.167>
⑤大久保が征韓論に反対したのは、朝鮮を攻めるため

に軍備を借りれば日本は破産するからであった。

<p.210>
⑥昭和初期に信長のようなリアリスティックな人間が

いたら、満州にアメリカの資本を入れて仲良くし、ド

イツとは適当に付き合って、漁夫の利を狙える時期を

待ったと思う。<p.211>
⑦われらは、外交問題でいつも醒めた状態でいられな

いような｢柄合の国｣に生まれてきたような気がする。

<p.213>
⑧安保条約の廃止に対して、観念的には賛成である。

<p.220>

たというのは、私に資料がすくなくてよく

わからない。<p.105>
③日本の参謀本部がつくられたと同時に、

参謀本部の一番優秀な連中がスパイになっ

て ― 主に朝鮮、中国に ― 派遣されるのが常

例になっていた。<p.106>
④十九世紀のヨーロッパは異常の帝国主義

時代で、日本が強国になるには侵略する － 

例えば｢征韓論｣－ 以外にないというのは心

理的にあるもので、正義であった。<p.106>

日本

・

日本人

①日本人は常に何か頼るものを探し続けている。

<p.20>
②日本では初めから｢原理｣がない。<p.24>
③対外危機感については、日本人は地理的環境として

非常に鈍感である。<p.97>
④日本人には農村的現実主義がある。<p.172>
⑤日本人の集団というものはいまに至るまでだいたい

時の勢いに順応するのが正義であるし、それは二流の

人の正義である。<p.172>
⑥日本では裏切りの方がたとえ二流的行動であっても

一種、安定への正義である。ところが、我々が世界へ

出て行く場合に、一番格好がつかないのはこれで、大

勢順応という形でいくのは二流の国家である。<p.173>
⑦(二流的行動の裏切り)これがあるために日本社会は

安定し、日本人は徹底的な悪者にならずに済み、ヒト

ラー的な大悪名もなかった。<p.174>
⑧金銀趣味は日本人にとっては多分に海外のイメージ

である。<193>
⑨私どもはやっぱりむつかしい国に生まれた。フラン

スとかドイツに生まれたいれば、外交なんか単純だか

らいい。<p.221>

①日本人の顔は、猛々しさを持っていて、

一種の緊張感がある。反面、アジアの人

は、もっと大気に溶け込んだような、景色

に合うような顔をしている。<p.95>

日本

文化

①縄文人はサハリンから来たのではないか。<p.141>
②自由民権運動はフィクションの面があって、不平士

族の旗じるしにすぎなかった。だから、自分は軽視す

る。<p.158>
③日本人には、徹底的な危機感がないから、裏切りと

いうものを何となく働きなんだと思っている。

<p.175>
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④倭寇は平和に貿易する時、金銀ではなく書画を欲し

がっていたが、そんな海賊、貿易商は世界になかった

と思う。<p.187>
⑤日本には宝石を尊ぶという伝統がまったくない。

＜p.189＞
⑥金銀趣味は日本人にとっては多分に海外のイメージ

である。＜p.193＞
⑦自由民権運動の評価はじつにむつかしい。<p.212>
⑧日本文化に普遍性がないのは、日本人自身が一番よ

く知っている。<p.215>

時代

①江戸時代にこそ文明があって、その後には文明はな

い。<p.37>
②大正・昭和となると、時代にも人間にも、立ってい

る基盤がどこにあるのか、よく見ると何もない。秀才

の人口はたしかに前の時代よりもはるかに多いけれど

も書くに価する人間がきわめて少ない。<p.60>
③江戸期という社会のいやらしさはこういう成り上が

りの連中は働くだけ働いて必ず誰かに殺されるのであ

る。<p.92>
④江戸幕府の制度はずっと複数制であった。<p.98>
⑤明治期の国民的世論というのは、実に難しい。

<p.212>

①私は、日本らしさの出発というのは、鎌

倉幕府の成立からだといつも思う。<p.96>
②近代国家が我々の幸福の源泉だという考

えは、明治維新以後の日本人は無造作にそ

う思ってきたし、これに馴れてしまって古

代もまた重量の重い国家があったように錯

覚しがちだけど、意識の上でこれをとっぱ

らないと古代は解りにくい。<p.111>

人物

①西郷隆盛は原理性のある革命意識を持っていた。

<p.42,49>
②福沢の場合は、江戸原理を否定しつくせば日本は

空っぽになってしまう、だからこそ新原理を置かなく

てならないと考えた。そういう明快な思想家は、彼一

人だったのではないか。<p.51>
③いまこそ、福沢的原点に立ち還れ、ということを考

えてもいい。<p.68>
④安部正弘と島津斉彬が日本近代をつくったというこ

とになる。<p.94,95>
⑤菅原道真には政治家としての資質が非常にすくな

かった。<p.74>
⑥私は西郷が好きだが、征韓論はどう考えても結構

じゃない。<p.115>
⑦西郷は封建勢力も美学的には愛しながら自由民権運

動も許容する、そしてそう思われる片鱗はいくつもあ

る。<p.171>
⑦後醍醐天皇は、体を動かしての行動性とか、政治的に

も哲学的にも一種のモダニズムをもっていた。<p.133>
⑧信長が非常に格調の高い無神論者であったことは、

世界的な意味がある。<p.138>

仏教

①日本での宗教は、一大昂揚を発してもその程度で終

わる。<p.20>
②室町文化は禅一色で、禅は一種の合理主義である。
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<p.137>
③表徴性が通用せず、ナマな具象性で宗教的感動が起

こるのは、日本人には解り難い。<p.191>

儒学
・

儒教

①(徳川の)三河の家臣団は｢犬の忠誠心｣をもってい

た。<p.16>

神道
①天神さんは非常なる儒学者であったから、中国風の

小道具でお慰めするほうがいい。<p.23>

武士論

①人間の行動を美しくさせる基準、原理が侍社会には

あった。<p.37>
②武士の原形は｢鎌倉武士｣であり、一種の原理を持っ

た武士は｢江戸武士｣と｢薩摩武士｣であった。<p.40>

戦争
①(原理のない日本をあまりにも追いつめたら、日本

は)もう、武力しかない。<p.68>

土地

・

米

①田中さんの｢日本列島改造論｣はいわばオーディショ

ンでの演技で、決して公的でもなんでもない。<p.128>
②農村漁村という産業地理的にいえば、明治までの日

本は一種の完全国土であった。<p.185>

①土地は原則としては、共有のものであ

る。この土に生きている百姓は無競争の心

をもつ。これが朝鮮半島の百姓の姿で、今

もその匂いを残している。<p.95>

朝鮮

①朝鮮人には、一族というものについて特別な原理を

もっている。<p.27>
②朝鮮は、ミニ中国である。<p.195>
③朝鮮の姓名が中国式になったのは、政府の思惑のた

めである。<p.196>
④漢文の読み方もシナ音で読んだから、朝鮮の民族言

語による文化というものが発達しなくて、日本の室町

期になって、やっと春香伝が出てくる。<p.197>

①もし朝鮮半島という、東アジアの古くか

らの文明が半島の形で北九州に接していな

ければ、もっと長く未開の時代が続いたろ

う。<p.94>
②朝鮮船が漂着したというのは、面白い言

い方だし、日本史の中でまだ光のあたって

いない部分である。<p.129>
③どういうわけだか、百済は、六朝との接

触が盛んであった。<p.138>
④日本で鉄が国産化、大量生産になったの

は五世紀から六世紀で、それまでは朝鮮半

島からの輸入である。<p.139>
⑤朝鮮の普通の家庭の食器、その他雑器

が、焼き物から金属器になってしまったの

は、(高麗青磁から李朝白磁へ急変すること

によって)不自由になったという心理が底に

働いているからではないか。<p.140>

中国

①いまの中国人は、日本人をこわがってはいない。論

理が一応通っているから。しかし、その論理が消えて

行動が始まるということを、やはり警戒しているん

じゃないか。<p.67>
②中国の皇帝は天下に一人で他国は蕃国だという中国

的な秩序感覚は、当時の世界常識で、それはナショナ

リズムとは関係ない。<p.204,205>

①中国も朝鮮も半乾燥地帯で、樹木の復元

力が少ない、日本のようなモンスーン地帯

に比べれば。<p.97>

人
・

人類

①野蛮というのは、いい言葉である。文明に対する野

蛮で、野蛮の中には野蛮の原理がある。<p.35>
①人間・人類は全部、頭は平等である。

<p.143>
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文化

①正義というのは多分にイデオロギー的であり、多分

に得手勝手なものであり、抽象的なものである。

<p.137>
②正義は必ず滅びている。<p.162>
③(今の)アジアはさまざまあるから、単純な地域論は

時代遅れである。アジアは日本人にとって生臭過ぎる

かも知れない。<p.218, 219>

①中国大陸の文明の伝播は、地中海を島か

ら島へ広がっていく形ではなく、海を恐れ

る特徴がある。<p.93>
②山を裸にする技術、その技術の上に古代

冶金文明が出来上がる。そして世界でも稀

なくらい森林の復元力の盛んな日本で、鉄

器が栄えるのは当たり前であった。<p.140>

6. おわりに

歴史を考えるで注目すべき新たな表現は、次のとおりである。

①日本人には農村的現実主義がある。

②日本は、時代と現実に順応する二流の正義の国で、徹底的な危機感がないから裏切り

もできる。

③日本は、二流的行動の裏切りがあるために社会は安定し、ヒトラー的な大悪名もな

かった。 

④ 一人のヒトラーも出さずに太平洋戦争を起すなどというのは、深刻に考えなければな

らない体質である。

⑤日本は、アジア侵略についても、もっと過激な無責任なことを言っている。

⑥ 中国人は、日本人に論理が消えて行動が始まることを警戒する。

⑦ 信長と秀吉は、大航海時代の潮流に乗ってわけである。

⑧ 征韓論から見た西郷の世界戦略は理論的には正しいが現実に合わなかった。

⑨ 人間の行動を美しくさせる基準、原理が侍社会にはあった。

⑩ 原理のない日本はあまりにも追い詰められたら、もう、武力しかない。

①②③を総合すると、日本は｢農村的現実主義｣を基に時代と現実に順応することによっ

て国と社会の安定を追求するから｢裏切り｣も可能で、これは｢二流の正義｣で、日本は｢二流

国家｣だと、自ら分析し結論づけている。論者は、歴史と政治において、常に日本は二流国

家だと思っていたけれども、司馬氏にはっきりとお墨付きしてもらったような気がする。

③④⑤は、司馬氏の戦争責任に対する認識を克明に示している。特に、日本は｢ヒトラー

的大悪名もない｣し、｢一人のヒトラーも出さずに戦争を起した｣と｢ヒトラー｣云々するの

に、ただ驚かざるを得ない。 原理も歴史認識もない日本の政治と政治家に ― 司馬氏は、歴

史認識を持っていた日本の政治家は徳川慶喜が唯一だったと述べたことがある ― もう希望
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的な期待はできないし、だから、近隣の国々が頻りに警戒しているのは当たり前のことで

ある。

また、前述で西郷隆盛の征韓論を否定的に述べたのにもかかわらず、理論的には正し

かったが、ただ現実に合わなかったと矛盾した発言をしているのが解る。そして、秀吉が

大航海時代の乗っかったわけだと肯定的側面で言っているのは、他の対談で一貫して朝鮮

出兵の無謀さを批判したことに反する所として指摘せざるを得ない。

後に、侍の原理しか持っていない日本は、外国から追い詰められたら｢武力｣に頼るし

かないと述べたのは、現実の政治問題に対して｢悲観主義者｣であった直接的証拠として挙

げられると考える。

日本人の顔で注目すべき新たな表現は、次のとおりである。

① 日本には古代があったというよりも未開時代があったというべきなのではないか。

② 古代日本地域は未開地帯だから、文明の意識と技術を身につけて朝鮮半島からやって

きて文明を扶植した場合、｢渡来｣という言い方がリアリズムである。

③ (鎌倉期)は、人の田地を武力で取ったりすることも公認する体制であったから、猛々

しき競争を認めた体制とも言える。ここでアジア離れするわけである。

④ 百済は、人口も少なくて、五百万もいればいいほうじゃないか。だけど、五百万ごと

来ても、入植できるだけの地方は近畿地方でさえたくさんあった。百済の上層階級は

日本の官僚を形成するし、農民階級は山野の地主になる。

⑤ (当時の密偵で生き残った連中)彼らの聖像は神功皇后だったことに賛成する。

⑥ 常識から言って、神功皇后的な征韓行動というか、エネルギーというか、そういうも

のは低い生産しかない地域で成立しっこない。日本では鉄器の大量生産は六世紀から

なんだから。

⑦ 明治の陸軍参謀本部が、日本史を、つまり明治の歴史観をつくることの母体もしくは

推進役、もしくは刺激剤の役目を果たしたというのは、私に資料がすくなくてよくわ

からない。

⑧ 日本の参謀本部がつくられたと同時に、参謀本部の一番優秀な連中がスパイになって 

― 主に朝鮮、中国に ― 派遣されるのが常例になっていた。

⑨ 十九世紀のヨーロッパは異常の帝国主義時代で、日本が強国になるには侵略する－ 

例えば｢征韓論｣－ 以外にないというのは心理的にあるもので、正義であった。

⑩ 土地は原則としては、共有のものである。この土に生きている百姓は無競争の心をも

つ。これが朝鮮半島の百姓の姿で、今もその匂いを残している。
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⑪ 朝鮮船が漂着したというのは、面白い言い方だし、日本史の中でまだ光のあたってい

ない部分である。

⑫ 中国も朝鮮も半乾燥地帯で、日本のようなモンスーン地帯に比べれば、樹木の復元力

が少ない。

⑬ 山を裸にする技術、その技術の上に古代冶金文明が出来上がる。そして世界でも稀な

くらい森林の復元力の盛んな日本で、鉄器が栄えるのは当たり前であった。

日本史において、古代より未開時代があったと言うべきだとのいうことと渡来人という

用語をリアリズムの面で見ている司馬氏の観点、そして日本のアジア離れが鎌倉の武士文

化の定着からであるという意見には、大旨同意する。

百済の渡来人に関する④の表現についての論者の意見は前述のとおりである。つまり、

渡来人の日本定着過程に、(1)渡来人自らの正体性確保・維持に失敗してしまったという推

論　(2)渡来人政治勢力に対する歴史的評価に重大な欠如がある可能性　(3)日本文化の包容

性、すなわち、アメリカ式の｢Melting Pot｣みたいな文化収容能力が作用したのではないか

という推論が挙げられると思う。

⑤⑥と⑦⑧は、本書で一番目立つ矛盾な所である。特に、対談のかけ離れた所でもな

く、問答の前後の即答であることを勘案すると、返事に困った時の言い回しか、迂回した

認めである印象を拭えない。

⑨は、征韓論者別の否定的判断とは別の認識を表している。 ⑩で、司馬氏が言おうとし

たのは何であったのかよく解らない。また、当時韓国の土地問題や農業・農村の現実は反

映されていないのを指摘したい。⑪⑫⑬は、部分的誤解や間違いの可能性を挙げたい。

論者は先行研究で、司馬氏の歴史観の特徴の一つとして｢時代細分化｣を挙げたことがあ

る。これは、｢司馬史観｣の象徴的表現として言われている、謂わば｢明るい明治、暗い昭和

｣に関する分析方法として論者が名づけた用語である。まとめの資料から解るように、彼は

｢明るい明治、暗い昭和｣の他にも、歴史・政治・時代を事件別・人物別・時期別に決め細

かく分けている。つまり、司馬氏は歴史を｢線｣ではなく｢点｣として認識しているし、その｢
点｣のつながりを平面の｢横｣ではなく｢縦｣の関係で認識していると考えられる。だから、そ

こには｢英雄｣と｢勝ち組｣ばかりがあって、一般の｢庶民｣は無い。そして、司馬氏自らは、

いくら｢凛々しく猛々しい侍の原形｣に憧れていて、｢地味で渋い百姓｣を好んだとしても、

結果的には両立できない矛盾に陥ってしまったと言える。

歴史と政治においては、客観的判断を基に問題の提起はしていても、解決策または新た
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な思想の提案はほとんど無い。ただ、資本主義の土地問題の深刻さを呼びかけて｢土地供託

制｣を提案し自ら実践したことは、高く評価しなければならないと思う。結局、司馬氏は思

想家でもなく歴史家でもない、単なる｢歴史小説家｣であって、歴史に詳しい｢優れたドキュ

メンタリー作家｣であったと言わざるを得ない。

現実認識においては、｢人・人類｣｢文化｣｢仏教｣｢土地・米｣に関する表現から判断した場

合、司馬氏は｢理想主義者でありながら悲観的性向の人だった｣と考えられる。これは、司

馬氏自身も仄めかしているように、｢仏教的無常観｣みたいなもので、彼の歴史観と深く関

わっていると言えるだろう。それで、彼は歴史と英雄たちに対して悲観的無常観を感じ、

常に新たな英雄を待ち望んでいたのかも知れない。

後に、司馬氏の作品の登場人物が日本人の間で｢歴史の中の人物ではなく、作品の中の

新たな人物として認識されている｣傾向は、作品論を通して研究分析すべきであると思う。
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<要旨>

対談に見る司馬遼太郎(3)

‒ 対談集歴史を考えると日本人の顔を中心に‒
論者は先行研究で、司馬氏の歴史観の特徴の一つとして｢時代細分化｣を挙げたことがある。これは、｢司馬史観｣の象

徴的表現として言われている、謂わば｢明るい明治、暗い昭和｣に関する分析方法として論者が名づけた用語である。ま
とめの資料から解るように、彼は｢明るい明治、暗い昭和｣の他にも、歴史・政治・時代を事件別・人物別・時期別に決
め細かく分けている。つまり、司馬氏は歴史を｢線｣ではなく｢点｣として認識しているし、その｢点｣のつながりを平面の
｢横｣ではなく｢縦｣の関係で認識していると考えられる。だから、そこには｢英雄｣と｢勝ち組｣ばかりがあって、一般の｢
庶民｣は無い。そして、司馬氏自らは、いくら｢凛々しく猛々しい侍の原形｣に憧れていて、｢地味で渋い百姓｣を好んだ
としても、結果的には両立できない矛盾に陥ってしまったと言える。

歴史と政治においては、客観的判断を基に問題の提起はしていても、解決策または新たな思想の提案はほとんど無
い。ただ、資本主義の土地問題の深刻さを呼びかけて｢土地供託制｣を提案し自ら実践したことは、高く評価しなければ
ならないと思う。結局、司馬氏は思想家でもなく歴史家でもない、単なる｢歴史小説家｣であって、歴史に詳しい｢優れ
たドキュメンタリー作家｣であったと言わざるを得ない。

現実認識においては、｢人・人類｣｢文化｣｢仏教｣｢土地・米｣に関する表現から判断した場合、司馬氏は｢理想主義者で
ありながら悲観的性向の人だった｣と考えられる。これは、司馬氏自身も仄めかしているように、｢仏教的無常観｣みた
いなもので、彼の歴史観と深く関わっていると言えるだろう。それで、彼は歴史と英雄たちに対して悲観的無常観を感
じ、常に新たな英雄を待ち望んでいたのかも知れない。

後に、司馬氏の作品の登場人物が日本人の間で｢歴史の中の人物ではなく、作品の中の新たな人物として認識され
ている｣傾向は、作品論を通して研究分析すべきであると思う。

A study on RyotaroShiba through the dialogue (3)

‒ Focusing on Think about the history&The Japanese face ‒
I had mentioned“The Era‐subdivision” as one of the features of Mr.Shiba'sthe historical viewpoint in the previous studies. 

It had been named by myself as a measure of analysis aboutso‐called “Bright Meiji and dark Showa”thatissaid the symbolic 
expression of“The historic viewpoint of Shiba”. 

  As you can see from the summary datahe had finely divided‘History’, ‘Politics’ and ‘Era’into‘Another incident’, ‘Different 
person’ and ‘Different time’ with his pointin addition to “Bright Meiji, dark Showa”. 

After all, I thought that he had been recognizing history as a ‘Point’ and ‘Verticalrelationship’ not as a ‘Line’and ‘Side of 
the plane relationship’. Therefore, there were only ‘Heroes’ and ‘Winners’ not‘Common people’. And, it can be said if how 
much he was longing to the ‘Origin of dignified ferocious Samurai’ and even ifpreferred the ‘Modest sober common people", 
as a result, it had fallen to a contradiction that could notbe compatible. 

  In politics and history, even if he had had to raise the issue on the basis of objective judgment, there is little suggestion 
of a new idea or solution.However, I think that it must be highly appreciated of whichhe had practiced himself on proposing 
the ‘Land deposit system’by calling for the seriousness of the land‐problem in capitalism. As a result, it must be said that 
he was neither a historian nor a thinker, only a mere ‘Historical novelist’ who was an ‘Excellent documentary writer familiar 
with the history’.

In reality recognition, it is believed that he was a ‘Pessimistic propensity idealist’judging from the expression of ‘Human’, 
‘Culture’, ‘Buddhism’ and ‘Land and rice’. It can be said that has deeply involved with his viewpoint of history something 
like an ‘Impermanence view of Buddhism’ as himself alluding in his expressions. As so, he had feltpessimistic view of impermanence 
even for the heroes and history and he might be always looked forward to a new hero.

Finally, it is said that Japanese people have been recognizedthe hero in his works as a new person in it, not the person 
in the history. I think such a trend should be studied through other analysis with the work‐theory.




