
1 

 

第 54回高畠ゼミＯＢ・ＯＧ会読書会 

小島 毅著『増補 靖国史観 日本思想を読みなおす』（ちくま学芸文庫）    
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報告：櫛野幸孝 

 

はじめに 

  「靖国神社の思想的根拠は儒教にある」。そもそもの起源においてそれが国内問題であ

ったことを訴えていく。 

  「靖国神社は国家神道であって、儒教の一流派たる水戸学とは直接関係ないのではな

いか？」の問に対して、「国家神道」なるものが明治初期に創設されるにあたって、最も

豊富な思想資源を提供したのが、水戸学であった。 

  靖国の「英霊」たちは、恨みを呑んで死んでいった者たちではない。明治以前に広く

見られた御霊
ごりょう

信仰とは、根本的・本質的に異なる。靖国神社は「日本国のために心なら

ずも戦場で死んでいった戦士を顕彰する施設」ではない。「天皇のためにみずから進んで

いった戦士を顕彰する施設」なのである。「国体」のために戦った「英霊」の功績によっ

て、明治の「維新」は成就したのである。徳川将軍家が握っていた政権を天皇が奪うの

を手伝って死んだ人物が「英霊」であり、その論理の準備をしたのが、水戸徳川家であ

った。 

 

第１章 国体 

 １ 国体の本義 

   「国体」とは、『全訳 漢辞海（第二版）』に、次のように載っている。１．国君の

手足ともいうべき最も信頼する大臣（『春秋穀梁伝』）２．国家の典章や制度（『漢書』

武帝紀）３．国の体面（『後漢書』孔融伝）4．国家の統治体制 １～３にいたる用法

は、いずれも 2000年前には既に存在していた。ポツダム宣言受諾の際に「護持」しよ

うとした「国体」とは、４の「国家の統治体制」すなわち天皇制ということであった。

だが、「国体護持」を条件とすることなく、大日本帝国は降伏した。軍が靖国神社を通

して「臣民」たちにふきこみつづけていたのが、この「国体」の思想であった。では、

この４の意味はどこで生まれたのか。江戸時代末期の会沢 安（号は正志斎）の『新

論』にその用法が登場する。 

 ２ 寛政の改革 

   『新論』は、1825年（文政 8年）に完成した。このとき 44歳。正志斎は、水戸藩

士の子として水戸で生まれ、10歳で藤田幽谷（当時 18歳）に弟子入りし、1826年（文

政 9年）の幽谷の死まで、二人三脚で、水戸藩の国家プロジェクト『大日本史』の編

纂にあたった。1788年(天明 8年)に、幽谷は当時の彰考館総裁立原翆軒の推挙で彰考

館に入所。このとき、松平定信が「寛政の改革」に着手する。「寛政の改革」により、
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水戸藩でも教育熱が高まり、『大日本史』熱の再興もこの傾向に呼応し、正志斎が彰考

館に入所した 1799年（寛政 11年）には本紀と列伝 80巻がとりあえず完成した。 

   松平定信は、朱子学を国是としてさまざまな文化政策を推進した。従来は荻生徂徠

が始めた徂徠学が力を持っていたが、朱子学の観点から日本史叙述を志していた『大

日本史』は大きな心理的援軍を得た。また、朱子学は大義名分を強調した。『大日本史』

は強くこのことを意識して三大特筆というものを設け、従来の日本史常識を覆そうと

試みていた。(1)神功皇后を天皇代数に数えない。(2)大友皇子を天智天皇のあと即位し

たとみなす。(3)南北朝対立では南朝を正しい系統とする。であるが、三番目のものは

武家政権なるものの存在根拠を危うくしかねない性質を備えている。徳川家は北朝系

の天皇から任じられているからである。「天皇が将軍を選任する」という論理自体は、

『大日本史』の創作といってよい。もちろん形式上は征夷大将軍は天皇に任命されて

いるが、それは単に形式である。こうした実情に対して、『大日本史』は日本の歴史が

天皇家の歴史であるとの語りかたを創作し、天皇が日本の君主であり、最高権力者で

あったと主張する。さらに、松平定信は「大政」は天皇から預かっていると言い出し、

1867年（慶応 3年）「大政奉還」され、明治維新が成就した。 

 ３ 天祖の創出 

『新論』は、国土防衛計画について論じる内容であり、日本を国家として一体視し、

それを守るべき単位だとする意識が思想史的に見たときの特色である。正志斎以前の

「国」は律令官制以来の国郡制の地域を指して使うのがふつうであり、江戸時代では

藩を意味した。これに対して、正志斎は日本規模でものを考える。『大日本史』編纂事

業のなかに育まれてきた水戸藩ならではの「わが国」意識のなせるわざであった。日

本とは古来どのような国柄なのか。その本来の理想的なすがた、それが「国体」であ

った。その「国体」の中心にいるのは天皇であった。日本という国は天祖（天照大神）

が天孫ニニギノミコトに命令を下し、国土を治めさせたこととして始まる。アマテラ

スがその象徴としてニニギに渡したのが三種の神器であり、特にそのなかの鏡はアマ

テラスの神体として崇められ、君臣と父子の道、つまり忠孝が国を支える教えとして

布かれる。そして、祭政一致こそが日本の国体であり、それゆえに天皇家は万世一系

である。 

 ４ 祭政一致国家という言説 

   『新論』の「国体」篇は、上篇においてアマテラスがどのように日本の国体を定め

たかが記されていく。祭るとともに祭られる存在のアマテラスを、大嘗祭において描

き出す。正志斎は、昔の人が「天祖」というときはアマテラスだけを指し、「天神
あまつかみ

」と

いうのが神々の総称であったと区別する。天祖アマテラスは、穀物を育てることや蚕

の繭から糸をとることを人民に教えた、文明社会の創設者として描かれる。これは、

中国の古典が記録する帝王伝説と同じであり、儒教においては農耕と養蚕とを文明の

起源として重視し、これに陰陽思想を結びつけて、農耕＝男＝皇帝、養蚕＝女＝皇后
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を一対とする祭祀を構築した。籍
せき

田
でん

と先蚕
せんさん

である。籍田とは、春に皇帝みずから畑に

鋤を入れ、農耕を発明した先人（神農）に感謝し、彼を祭る儀式。先蚕は、皇后が蚕

を育てることで養蚕の発明者（一説には神農の夫人）に感謝する儀式。正志斎は、儒

教的な枠組みで日本創世記の祭祀を説明しようとしているが、秋の収穫祭ともいうべ

き大嘗祭についての説明であり、説明になっていない。そもそも、古代日本に籍田も

先蚕もなかった。天皇みずから田植えをしたり、皇后が蚕を育てることを朝廷では行

っていなかった。江戸時代になると、儒教かぶれの一部の大名たちが、籍田・先蚕の

まねごとを始める。水戸藩もそうであった。現在、皇居で行う田植は、正志斎らの流

れを汲む儒教風神道学者たちが明治になってこしらえた「創られた伝統」にすぎない。 

   大嘗祭は「古式ゆかしい（神道という宗教言説なかでのみ使うことの許される修飾

語）」祭祀であった。正志斎は、大嘗祭に関して、忠孝一本・祭政一致・天人合一と説

き、「祖宗が建国の基礎とされたところの根本」、すなわち国体といった。大嘗祭は、

正志斎が言うように天孫降臨以来絶えることなく続いてきた儀礼ではない。神武創業

の昔にこの祭祀がなかったのはもちろん、室町時代には廃絶し、再興は江戸時代にな

ってからであり、江戸時代に新たに創出された儀式である。 

   『新論』は、神武創業のいにしえにまでさかのぼって、祭政一致していた「この国

のかたち」を「国体」として措定し、それをもって「国家（＝徳川幕府）」の存立の基

礎を明らかにしようとしている。明国に臣と称した足利義満は天祖以来の歴史と伝統

をふみにじった国体への反逆者とみなされる。天祖以来の忠孝一本・祭政一致・天人

合一のありかたこそ国体であり、天皇を頂点に戴く国家体制こそが「国体」であり、

日本人の守るべき価値とされる。祭政一致をお題目として唱えているだけでは国体は

護持できない。それを日本で古来になってきたのが、「武士」であった。 

 ５ 戦闘者としての武士の再興 

   『新論』の「国体」中篇は武士論である。古代の朝廷記録の軍事作戦を列挙し、朝

廷の尚武精神とは、天皇の威光と彼に属する領土が「たえず四方に広がること」をめ

ざすものであった、とした。正志斎は、国防を外征の論理で語っている。国体を世界

に輝かすために、その事業の尖兵になるのが武人であった。日本の軍事制度は三変し

たと、正志斎は言う。第一変は天神の命令を受けての出陣ではなくなったこと、第二

変は幕府による武家政権ができたこと、第三変は武士が土着でなくなったこと。 

   徳川家康は、豊臣秀吉の刀狩令以来の兵農分離政策を完成させ、武士と百姓町人を

別個の階級にしたてあげていった。これが江戸幕藩体制の長期安定化をもたらした。

しかし、この政策が武士は文弱になり、ものの役に立たなくなった。西洋列強が沿海

部を虎視眈々と狙っているとき、武士を土着化させるという政策転換を実施すること

が正志斎の提案であった。だが、武士を土地から切り離したのは江戸幕府という武家

政権の施策であった。鎌倉幕府の成立が武士の存在様態、大きくは日本の国制に重要

な転機であったが、江戸幕府以前の鎌倉・室町幕府は、大義名分論の見地から正統を
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逸脱する事件であった。徳川家康は、兵権を中央に集中して社会混乱を終息させるた

めに、各大名に武士の城下町集住を強いたのである。そして、それらの大名の上に、

徳川直轄軍が存在することによって、武威による国内平和を実現した。これは鎌倉・

室町両幕府の弊害を矯める目的をもっていたと捉え直すことで、両者との切り離しに

成功したものである。第三変の武士の非土着化は、第二変がもたらした弊害を救うも

のとして捉えられ、兵権の集中をさらに進めていくならば、外敵を撃退するための国

防戦略を新たに構築するための環境を整えていたとも評せることになった。鎌倉幕府

がばらばらに解体してしまった軍事統制の権力を、ふたたび中央政府が回収すること

になる。その回収の主体として「東照神君」（＝家康）ではなく、「天祖」の神勅こそ

を目的としている。幕府は単に軍事権を束ねる国家機関としての位置付けになってお

り、それを理論的に可能にするのが政治のうえに本来そびえたつ祭祀の世界であった。

軍事が祭祀を抜きにした、人間社会だけで完結する事柄になったことが兵制の第一変

だということである。太古における戦闘行為は、天皇が天祖・天神の意を奉じて行う

聖戦であった。後世、武装した集団同士が行っている合戦は、領土や名誉を目的とす

る私闘にすぎない。これは国体に反する行為である。国体とは「天祖の神勅」を奉じ

る天皇を君主として仰ぐ体制である。「三種の神器」の象徴性・重要性はここにある。

天皇の軍隊が、まつろわぬ敵どもをなぎ倒していくことは、祭祀にもとづいて神の威

光のもとに戦うことである。だがしかし、正志斎の本意は国土の防衛＝攘夷だったか

もしれないが、国内を統一するための戦争が天皇の名で行われ、西洋勢力を東洋から

駆逐するという名目の戦争が天皇の名で行われた。 

 ６ 天壌無窮の信仰 

   1857年（安政 4年）『新論』は、執筆からおよそ 30年を経て刊行される。正志斎 76

歳になる。このころ、将軍家定の後継者問題をめぐって、一橋慶喜（水戸藩前藩主斉

昭の子）と紀州藩主慶福
よしとみ

（のち家
いえ

茂
もち

）とを各藩が推して対立した。結局、後者が勝ち、

井伊直弼が大老に就任。彼の弾圧が「安政の大獄」である。最大の標的が慶喜を推し

た水戸藩・福井藩・薩摩藩の藩主もしくは前藩主らの指導者たちであった。慶喜の実

家水戸藩は、幕府の外に支持団体を見いだす。京都の朝廷である。1858年（安政 5 

年）、攘夷を進めるようにとの密勅が水戸藩に降る。正志斎は、現実主義の立場から返

納を主張。だが、武田耕雲斎らは拒絶を主張。のちに耕雲斎は藤田幽谷の孫の小四郎

らとともに、1864年（元治元年）挙兵し敗れる。これが「天狗党の乱」で、水戸藩の

力を一気に殺ぐ大事件だった。正志斎はその前年に死去。『新論』を書いて以後、40年

がたっていた。正志斎がその危険性を説いていた外国勢力の進出が、1853年（嘉永 6

年）黒船来航によって、喫緊の課題となった。 

 1851年（嘉永 4年）水戸に正志斎を訪ねてきた吉田松陰もその一人であった。松陰

は、中国の政治体制のありかたと比較した日本の特殊性として、アマテラスの天孫降

臨の際の発言「天壌と共に無窮」の伝承をもとに、現実の政治権力（＝幕府）に超越
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する神聖な王権を説いている。現実・現下の政治権力を相対化する存在として天皇中

心の「ザ（アワ）・国体」を持ち出す指向が討幕運動の原動力であり、大日本帝国にお

ける「右」からの政府批判運動の理論的根拠であった。ちなみに、松陰は、王政復古

の殉教者として靖国神社の「英霊」として祭られている。 

 ７ 国体明徴運動 

   1935年（昭和 10年）、憲法学の権威であり、それまでの政府の憲法解釈もその学説

に依拠していた美濃部達吉の天皇機関説が、貴族院本会議で菊池武夫により批判され

る。この学説が「国体」に背くというわけだ。そして、1937年（昭和 12年）『国体の

本義』が作成・頒布される。討幕成功以来、政治の表舞台では封印されてきた「国体」

がふたたび跳梁することになる。天壌無窮の神勅にもとづく日本の国体を前面に押し

出した教育（国体明徴運動）が行われ、「祭と政と教の一致」が完成する。これこそ『新

論』がめざしたものであった。 

 ８ 平泉澄の歴史認識 

   平泉 澄は東大文学部の歴史において特異な存在である。国体明徴運動などと密接

にかかわりつつ、教育刷新評議会の委員として国体研究の講座を帝国大学に設置する

よう提案している。東大文学部教授会はこれに消極的であったが、神道研究の名目で

日本思想講座を開設した。しかし、敗戦後、この講座を閉鎖している。東京大学の日

本史研究は実証的な、つまり国体に関するタブーを持たない研究が進められていたが、

そこに神がかり的な修養主義者がやってきたのである。平泉は福井の白山柵神社の世

襲神官だったこともあって、福井藩の藩主の子松平慶
よし

民
たみ

に可愛がられ、秩父宮に紹介

されている。戦後も一貫して「大東亜戦争」の誤りを認めておらず、東京裁判を受け

入れず、戦犯も国体を護持するために散った人物ととらえていた。天皇がポツダム宣

言を受け入れ、神でないと発言したとしても、それは天皇個人の勝手であって、国体

は天壌無窮の神勅に由来する絶対的なものであると述べた。日本の国体は神話時代以

来一貫して不変であるという、宗教信仰ともいうべき教説であり、「国体」とはそうし

た力を持つ語として近代日本に存在していた。 

 

第二章 英霊 

 １ 靖国の祭神 

   靖国神社には、ご本尊（仏教用語ではあるが）がいない。一般的な神社は、ある特

定の人物を神として、その彼（彼女）を頌
たた

え祭るために当該神社が建立されている。

靖国神社の祭神は、国家によってここで祭られるにふさわしいと認定された人たち全

体であり、その祭神は「英霊」と呼ばれている。「英霊」の使用は、日露戦争後にはじ

まる。この語を靖国神社が用いるのは、藤田東湖の中国宋代の忠臣文天祥の詩に感ず

るところがあって詠んだ詩（漢詩）のなかに、「英霊」という語が出てくるからである。

英霊は大和言葉ではない。 
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 ２ 誰が英霊なのか 

   靖国に祭られる英霊とは、天皇の名のもとに戦った（ことになっている）陣没者や

天皇のために政治的に犠牲になった人たちのことである。「天皇のため」であって「日

本国のため」ではない。「天皇制国家」を打倒して人民のための国を作ろうと考え、そ

のために戦って獄死・刑死した人たちは靖国の英霊となっていない。天皇に逆らった

からである。明治「維新」の大立者が戦死したにもかかわらず、英霊にはなっていな

い。西郷隆盛である。彼は西南戦争の賊軍だからだ。 

   靖国神社の起源となったのは、幕末の動乱の中で勤皇の志士たちが行った同志追悼

の招魂祭であった。これは御霊信仰の系譜につらなる。だが、薩長が「官軍」となっ

て江戸を制圧した直後の 1868年（慶応 4年）江戸城内大広間で行われた招魂祭となる

と、意味の転換が起こった。新政権の樹立へ向けて犠牲となった者を天皇の忠臣とし

て祀り、敗死した「賊軍」の兵は怨霊となろうとも顧みられなかった。御霊信仰の伝

統とは異なる新たな伝統の形成となる。1869年（明治 2年）、九段の地に招魂場が創

設され、味方の戦死者を神として祀り、招魂社という名の神社となり、1879年（明治

12年）靖国神社と改称された。東京招魂社から靖国神社への発展は、西南戦争がきっ

かけだった。この内戦による多数の官軍戦死者を顕彰すべく、「靖国」の功労ある英霊

になっていった。「官軍」と「賊軍」の区別が、靖国の原点である。王政復古によって

政府が交代し、「官軍」と「賊軍」が入れ替わる。反体制テロリスト集団が新たな「官

軍」の先駆者だったとする歴史の書き換えがなされた。将軍から一兵卒まで、すべて

等しく英霊として扱うという点で、この施設は文明開化を象徴する斬新な教理を打ち

立てた。 

   靖国の歴史が語られる際、日清戦争が大きな転機であったと言われる。戊辰戦争や

西南戦争が、日本国内で天皇に歯向かう賊軍＝「朝敵」を成敗するいくさであったの

とは異なり、日清戦争は対等な国家間の戦いであった。（靖国では、台湾出兵等で落命

した軍人も英霊に認定しているが、皇国臣民に危害を加えた蛮族への懲戒行為という

ことで、「朝敵」的範囲で処理。）「皇国」は間違いを犯すはずがないので、皇軍のほう

が正義を体現しているとのことで、戦死者は天皇の名のもとにその大義の実現に功労

があったと英霊になった。この論理は日露戦争でも第一次世界大戦でも通用した。そ

して、1945年（昭和 20年）、天皇の名でポツダム宣言が受諾され、負けた。 

 ３ 幕末の英霊たち 

   靖国付設の軍事博物館「遊就」の名称も中国古典の『荀子』に由来している。『靖国

神社遊就館の世界』には、吉田松陰（長州藩）・西郷隆盛（薩摩藩）・坂本竜馬（土佐

藩）が、肖像図版をともなって紹介されている。討幕運動の中核をになった雄藩三つ

の代表として、大衆レベルの人気者である彼らが選ばれているが、松陰・竜馬が「命」

なのに対し、隆盛は「翁」と説明されている。隆盛は武力討幕に功績があったのでは

あるが、最後は「賊軍」として討伐された側であったので、祭神とはなっていない。
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靖国神社は、戦前から陸軍（長州）と海軍（薩摩）が管轄してきた施設であり、藩閥

政府そのままの布陣となっている。 

   吉田松陰は会沢正志斎や藤田東湖の影響を受けて、国体論者になった。それも、正

志斎や東湖以上に過激に天皇が申請する「国体」への復古を力説した。松陰は、弟子

たちが明治政府の要人になったことによって靖国の英霊になった。弟子たちが成功し

たのは、大義名分すなわち朝廷と、暴力装置すなわち軍隊とを擁していたからである。

長州藩は薩摩藩はじめ多くの藩を味方につけることによって、徳川政権を降伏に追い

込んで、勝利し「官軍」となった。勝ったから官軍になったのであり、「自分たちが正

しかったから」と表現した。国体に忠誠を尽くす軍隊だからである。「五箇条の御誓文」

は、明治天皇が神々に向かって自分の施政方針を演説したのである。神々の加護を得

て戦った天皇の軍隊が、「戊辰戦争」の官軍であった。 

 ４ 「英霊」の原義 

   英霊は官軍だからこそ英霊なのである。皇軍は 1945年（昭和 20年）負けてしまっ

た。連合軍から「賊軍」呼ばわりされたままでは、靖国の立場で祭っている英霊は犬

死になってしまう。靖国神社がさかんに鼓吹している「あれは正義の戦争だった」史

観は、靖国にとっては絶対にゆずれないものである。 

   「英霊」とはそもそもゆがんだ言葉であった。安重根や幸徳秋水と吉田松陰は同類

である。彼らは現体制に叛逆し、テロ行為に走り(幸徳の場合は冤罪)、国家権力に処刑

された。松陰は明治維新の功労者として、靖国の英霊である。「戦犯」の東条英機たち

（当時の政府）と一体化できるのであろうか。 

   『大言海』には、英霊は「英魂ニ同ジ」と記され、英魂とは「英傑ノ亡魂。死者ノ

霊ヲ褒ムル詞。英霊。」と記されている。靖国の祭霊対象は「英霊」と呼ばれ、「英魂」

とは言わない。英霊という語を藤田東湖の詩から取っているからだ。『広辞苑』では、

「1 すぐれた人の霊魂。2 死者の霊の尊称。特に、戦死者の霊にいう。」となってい

る。「すぐれた人の霊魂」と「戦死者の霊の尊称」とは別の意味であるといえる。本来、

英霊とはすぐれた人の霊魂の意味なのだが、派生義として戦死者を指す場合に（すぐ

れた人でなくても）この語を使うことがある。 

 ５ 藤田東湖 

   文天祥という宋の官僚が、強敵蒙古（＝元）とのゲリラ戦の指揮官となり、捕まり、

獄中で数年を過ごし刑死。その獄中にあって、おのが信条を謳ったのが「正気
しょうき

歌」で

あった。蒙古帝国の支配はとりたてて悪逆ではなかった。宋は降伏して蒙古に政権を

譲ったのであり、常識的には新政府に仕えることに後ろめたさはなかったのである。

その点で彼は例外に属し、だからこそ忠臣として後世にまで記憶されている。これに

「和」（同じ韻を用いて漢詩を作ること。）したのが藤田東湖である。その詩のなかに

英霊という言葉がある。東湖が「英霊」という言葉に籠めている意味は何か。この詩

を支える思想は儒教的（朱子学）な「気」の思想であった。万物の根源を気と呼ぶ。
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朱子学以降の儒教においては、「気」と並ぶ重要な概念として「理」を据える。理とは

世界の道理であり、宇宙の法則である。そこから逸脱することをなにものも許されな

い絶対的な真理である。それは時と所に限定されない。この二つの絶対存在、理と気

を統一的に説明することを試みたのが朱熹（朱子）である。 

   藤田東湖の詩を読み解くのに必要な範囲で理気論に沿った説明を行う。天地（世界・

宇宙）には唯一正しい道理（「理」）がある。人間世界の道理として根本にあるのが、

君子・父子・夫婦のあいだの差別的秩序＝人倫である。臣下たる者、君主に絶対的忠

誠を尽くし、いざというときには生命を捧げなければならない。これが人たる者の「理」

である。一方、人は気によって構成され、生命活動を営んでいる。若いころは活動が

活発であるが、年をとるとともに衰え、やがて死ぬ。気は生命の原動力であり、人が

死ぬと気は散じて天地（世界・宇宙）に融けこんでいく。ところが、不慮の死（君主

のための戦死もその一例）で亡くなった場合は、生命力が充溢した状態であるため、

気は散じない。生者は、理のために死んでいったすぐれた人たちに思いを馳せ、彼ら

を追悼することによってその人の気を頌え慰めなければならない。ここに靖国神社の

英霊祭祀の理論的根拠を見いだす。靖国の英霊とは、天皇のために戦死した人たちの

「気」なのだ。靖国神社とは、水戸学死生観・倫理観によって誕生した施設であり、

日本古来の風習から自然発生的に生まれ育ってきた信仰形態ではない。 

 

第三章 維新 

 １ 維新の本義 

   明治維新の英訳は、Meiji Restorationである。英語圏で the Restorationといえば、

クロムウェルが主導した共和政時代のあと、1660年にスチュアート家のチャールズ二

世が王位に復した事件、すなわち王政復古のことをいう。the Revolutionは 1688年の

いわゆる名誉革命を指す。明治維新が「明治革命」でないのは、江戸幕府から本来の

統治者である天皇が政権を取り戻した、すなわち日本版王政復古だったからか？ 

   「維新」も故事来歴をともなった漢語である。『詩経』の大雅文王篇にあり、周は始

祖后稷
こうしょく

が舜に仕えて治績をあげ土地を与えられた諸候国で、夏・殷の二つの王朝を経

て、文王のときに天子として殷にかわるべき天命を受けた。実際には息子の武王が殷

を滅ぼして天子＝王となるが、文王が実質的な王朝創設者となる。「周雖旧邦、其命維

新（周は旧邦なりといえども、その命 これ新たなり）」とある。改新とか改革と違っ

て、単に新しいことを始めるのではなく、「古くからの由緒をもつ君主が天命を受けて

天下を治めるようになること」を意味する。このことばが注目されるようになったの

は、12世紀の朱子学成立後のことであった。その際の典拠は『大学』である。『大学』

という本はもともと独立した文章であったが、漢代に儒教が成立すると『礼記
ら い き

』とい

う本の一篇となった。やがて礼の経書として重んじられ、宋代にいたった。宋という

王朝は新しい思想文化が形成された時代で、その代表選手が朱子学である。『礼記』の
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なかの大学篇を重視し、朱熹にいたってこれを独立した書物としてあつかった。その

『大学』のなかに『詩経』文王篇が引用されている。『大学』は、三綱領という主題を

掲げて始まる。明徳を明らかにする、民を新たにする、至善に止まる、の三つである。

その二番目の、民を新たにする（新民）の解説としてあらわしている。つまり、君主

自身が日々修養につとめて人格を磨くと、その感化を受けて民も変わり、天命がその

君主に降るという流れを提示した文言である。明治の政変を「維新」と名づけた人た

ちの脳裏にあったのが、幼少時代から馴染んでいた朱子学の知識であった。徳川 300

年の「大君」支配に代わって、京にいた日本最古の家の当主があらためて日本の君主

となった。 

 ２ 革命との相違 

   「革命」もまた中国古典に典拠を持つ。『易経』の「革」の卦に出てくる。この卦は

政治の変革を象徴すると解釈された。古い支配体制が崩れ、天命が別の王家に移って

新しい王朝が成立する。それが「革命（命をあらたむ）」である。 

   漢の高祖劉邦が皇帝に即位してから 200年、王莽
おうもう

が帝位を簒奪する。王莽は自分の

行為を美化することにし、劉氏の皇帝が進んで帝位を自分に進呈するという筋書きを

作った。この平和的王朝交代のことを禅譲と呼ぶ。王莽は理念的な改革政治を進め、

諸人の反感を買って、劉氏一族の劉秀がふたたび漢王朝の皇帝（光武帝）として即位

し、後漢が成立する。王莽の「革命」は失敗した。さらに 200年後、曹操が魏という

土地の王として宮廷を開く。「王」は「皇帝」に臣従する地位にすぎず、曹操も生前は

後漢の皇帝を尊重していた。しかし、子の曹丕
そ う ひ

は「天命が革まった」ことを演出し、

禅譲を受け皇帝に即位し魏王朝を開く。以後、中国の王朝交代は宋にいたるまで、ほ

とんどがこの禅譲方式で行われた。これが「革命」の本義であった。 

   現王朝にとって革命は忌むべきものである。そこで「革命もどき」の行為をするこ

とで本当の革命を防ごうとする呪術的な慣習が生まれる。時間を更新することである。

それが元号である。ただし、これは古い時代の儒教の考え方である。宋代になると、

学者たちが改元のばかばかしさを公然と主張するようになり、明王朝の成立（1368年）

とともに一世一元が制度化される。日本が一世一元を採用するのが中国より 500年遅

れた 1868年（明治元年）である。 

   万世一系とは王朝交替がないというだけのことで、王家の内部では熾烈な闘争が展

開していた。13世紀後半には、天皇家に二つの系統が生まれた。持明院統と大覚寺統

である。大覚寺統の傍流後醍醐帝が鎌倉幕府の北条氏を滅ぼし、「建武の中興」を成し

た。だが「中興」はすぐに潰える。足利尊氏が持明院統をかついで独自政権を樹立し

たからだ。後醍醐は吉野に逃れ、自分こそが正当な天皇と主張する。南北朝時代の開

始である。南朝では皇族みずから武器をとって北朝側と闘った。後醍醐没後、息子の

後村上帝が即位するが、劣勢は日に日につのる。後醍醐の側近として活躍した源親房

（北畠）は力での敗北を理論的に逆転させようと、『神皇正統記』を記し、大義は自分
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たちの側にあると宣言した。親房は『神皇正統記』で、「革命のない国柄」を神の国だ

からという理由で論じていく。世界基準（＝儒教）的観点から見て、天命の移動によ

る王朝交替がないという歴史的事実を根拠に神国であることが実証されているという

のだ。親房は天皇の無謬性・不可侵性を説いてなぞいない。個々の天皇に対しては批

判的であり、単純な復古論者ではなかった。親房を「建武中興の忠臣」に仕立て上げ

たのは、水戸学と皇国史観であった。親房の死後の不幸は、徳川家康の孫の「源光圀」

が彼の信奉者となり、「日本は古来万世一系」、「大覚寺統（南朝）こそが正当の天皇」、

「足利尊氏は逆賊」と親房が政治的必要から強調したこれらの論点を、歴史的真理と

して継承したことである。『大日本史』では、親房の路線に従って、ただし、水戸学者

たちが曲解した親房の思想にもとづいて、神武創業から南北朝合一までの歴史が描か

れた。 

 ４ 「中興」のあと 

   『大日本史』は南朝滅亡をもって終了している。江戸時代の多くの歴史家、江戸幕

府中枢で活躍した儒者たちも、後醍醐が吉野に逃げて以降は北朝（持明院統）が中心

であったという史観をもっていた。水戸における『大日本史』が南朝正統史観を打ち

出したのは、朱子学の歴史思想を受容咀嚼したからである。なにごとにも筋を通そう

とする朱子学は、二つの皇統の並立という事実を記述することを許さない。水戸の学

者たちは、北朝を正統と認めることはできなかった。したがって、『大日本史』は、南

北朝合一のとき 1392年をもって終わっている。後醍醐の業績を称賛することは、彼の

打倒した鎌倉幕府を批判することであり、北朝天皇によって創設された室町幕府に正

統性は認めがたい。これがやがて鎌倉幕府開設以降の武家政権時代を「国体」に反す

るものとみなす皇国史観へとつながっていく。挫折した「中興」の遺志を継ぎ、幕府

を廃して再び天皇親政の国制を復活させることは、「革命」ではない。それは「維新」

なのだ。 

 ５ 武家政権についての歴史認識 

   1867年（慶応 3年）の王政復古の大号令は、武家による幕府を排除して神武創業の

昔に帰ることを標榜した。天皇親政・中央集権の政体「ザ・国体」の復活である。 

   神武創業への復古を理解するために武家政権の歴史認識を把握する必要がある。武

家政権が誕生した鎌倉時代に書かれた公家出身の僧侶慈円の『愚管抄』が歴史哲学的

に考察をなしているので、これをもとに説明する。慈円は藤原家嫡流の出身、父は関

白忠通
ただみち

である。その子に、基
もと

実
ざね

（近衛家の祖）・基房
もとふさ

（松殿）・兼
かね

実
ざね

（九条家の祖）ら

がおり、いずれも摂関の地位についている。慈円は仏教界の最高権威たる天台座主を

務め、兄弟のなかでは兼実と仲が良く、兼実死後は甥の良
よし

経
つね

やその子の道家
みちいえ

の後見人

として活躍している。『愚管抄』は、承久の乱（1221年）直前に書かれた。慈円は歴史

の動きを「道理」という語によって捉えた。慈円の眼から見て、1220 年（承久 2 年）

の政治秩序は新しい相貌を呈するものであった。前年に鎌倉で三代将軍源実朝が暗殺
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され、京から将軍を迎えて擁立するのに、道家の子の頼経が送り込まれた。道家の後

見人を自認する慈円としては、京の摂関家と鎌倉の将軍家がともに九条家になった慶

賀すべき事件であった。慈円は承久の乱にいたるまでの日本の歴史を、道理として七

つの段階に区分した。神仏と人間界とが道理のうえで和合していた状態（＝神武創業

の時期）に始まり、両者の乖離が徐々に進んで、道理が滅びたかに見える現在にいた

る。大きくくくると、上古（神武から宇多帝までの天皇親政の時期）、中古（醍醐帝か

ら保元の乱までの摂関政治・院政の時期）、そして今となる。今とは、武家政権が摂関

とともに皇位を補佐する世ということである。 

   『愚管抄』と並んで中世の歴史思想を代表するのが、『神皇正統記』である。後醍醐

帝が実現させた天皇親政を、今の世においても通用する普遍の真理とする点で、親房

は慈円とは異なっているけれども、「公家一統」として是認せられるのであって、天皇

の専制政治ではないし、摂関政治を理想化し、北条氏の執権政治を高く評価する点で、

「神武創業の昔」を政治目標としたのではなかった。 

   慈円にしろ親房にしろ、頼朝の天下草創による武家政権成立を歴史の流れに位置付

け、朝廷もそれに対応した政治構想を築く必要性を提言していた。国体を本来の天皇

親政の姿に戻さねばという発想が生まれるのは、19世紀なかばからであるし、その思

想的根拠を提供したのは江戸時代に開花した儒学、そして国学であった。 

 ６ ナショナリズムの勃興 

   日本語では、「お国」といえば郷里のことであって、「日本国」ではない。「日本人」

も、外国人がいてはじめて存立する概念にすぎない。加えて、儒教は普遍的真理（を

標榜するドグマ）であったから、なおさらである。儒教はグローバルスタンダード（国

際標準）であり、中国・韓国・日本といった国境にとらわれない思想という性格が強

かった。水戸での『大日本史』編纂が、漢文すなわち古典中国語で行われていたのも、

そのことを示している。 

   18世紀なかば、伊勢の地に本居宣長が現れ、「日本」意識を喚起する功績をあげる。

「やまとごころ」を看板に掲げ、従来の儒者たちが説いてきた教説を「からごころ（漢

意）」として斥け、ヤマトは漢に対立する「国」として意識されるようになる。宣長の

歴史的考証的関心は、己が国の国号を含めたナショナルなものに向けられている。宣

長の主張としては、その「古学」（のちに「国学」と呼ばれる思想運動）は、僧契沖に

始まり、荷田春満・賀茂真淵を経て宣長へと伝わった。宣長は、『古事記』を『日本書

紀』よりも高く評価した。『日本書紀』がきちんとした漢文で書かれた「漢意」の産物

だからだ。『古事記』の評価によって、神話におけるアマテラスの地位がさらに上昇し、

太陽神・皇祖神として最高神の位置を確保してヤマトの一般人民すなわち「日本人」

の上に君臨するようになった。国学は、宣長没後、正統嫡流を自称（実際は僭称）す

る平田篤胤の登場によって、一気に政治的になる。篤胤は「漢意」を外国のものとし

て排斥するだけにとどまらず、日本こそが世界に冠たるべき文化・文明を備えている
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と自己中心的な主張を展開した。篤胤は「まつりごと」の世界に踏み込んだ。この「ま

つりごと」は、祭政一致的な意味、「祭り事」と「政事」の両方を兼ね合わせての意味

である。こうして、「神武創業の昔」が復古目標として登場してくる。王政復古が成就

したのち、「維新」のモデルとして神武創業を強く主張したのは、平田国学の連中であ

った。国家神道の教説は、水戸学と平田派国学の合作によってつむぎだされ、国家公

認の歴史認識「皇国史観」として結実する。「靖国史観」と呼ぶものがその延長線上に

存在する。 

   『大日本史』に表現されている「日本」とは、北はどこそこから南はどこそこまで

という空間領域ではなく、ある王家のことにすぎない。『大日本史』が描いているのは、

日本国の歴史ではなく、天皇家の歴史なのである。水戸学は「日本」の歴史を天皇中

心に描くことによって、ナショナルな意識の中心として、天皇を活用したのである。

皇国史観は、そうして作られたナショナルヒストリーである。靖国神社という装置も

また、王家のために設けられながら「日本」を表看板としている。天皇のために戦っ

た軍人たちが、日本国のために尊い犠牲であると論理的にすり替えられた。討幕派諸

藩だけでなく、佐幕派の人たちも西南戦争や日清戦争で天皇のために戦えば英霊にな

れた。その後、琉球・台湾・朝鮮半島で生まれ育った人々も、ロシア・中国・アメリ

カ相手に戦死すれば、英霊である。天皇のために死んでいった者たちを賛美すること

こそが、靖国の大義なのである。 

 

第四章 大義 

 １ 大義の本義 

   諸橋轍次編『大漢和辞典』には、大義として六つの語義を挙げてあるが、その一番

目に本義とある。本義とは、「大きなすじみち。人として践まねばならぬ大切な道義。

人倫の最も大なる義理。君臣・男女の道などにいう。」とある。用例として、『易経』・

『春秋左氏伝』等々の中国古典が列挙されている。『易経』では、「男女の正しきは、

天地の大義なり」とし、男女関係の正しさは、自然界の「大きなすじみち」であると

説いた。彖伝
たんでん

に「家人
か じ ん

は、女 正しく内に位し、男 正しく外に位す。男女の正しき

は、天地の大義なり。」と説明している。易学では、卦
か

の形象を陰陽思想で説明するこ

とになっており、女性を象徴する陰爻
いんこう

が内側に、男性を象徴する陽爻が外側にある形

をしている。男は外で野良仕事、女は家で機織り仕事、とでもいう意味である。男女

それぞれの本来のありかたを想定している。儒教では、男女の内外分業体制を「天地

之大義」すなわち自然界の摂理であると説いた。後世の注釈書では、さらにこの文言

を男尊女卑として説明していく。古代中国では、この世に存在するものをペアにした

うえで、陰陽によって説明しつくそうとした。天と地、男と女については、前者が陽、

後者は陰となる。陽だけが存在して陰がないということはありえない。男女の関係も

同様である。「男」は「女」の存在を前提にして初めて成り立ちうる概念である。男は
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単独での生殖機能を持たない。生物は本来的には「生む性」だけが存在すればよい。

遺伝子的な優性という種の保存のため、「孕ませる性」は後発のものとして登場した。

自然界の摂理すなわち「天地之大義」によれば、男のほうが偉いのだと虚勢を張るこ

とで、家庭内権力保持のための自己正当化に努めた。儒教の根本教義はここにある。 

 ２ 正義の戦争 

   「大義」は大上段に振りかぶっており、日常的には「正義」が愛用される。許慎は

西暦一世紀末の後漢の時代に活躍した学者で、『説
せつ

文
もん

解
かい

字
じ

』を著した。これによると、

【正】は【一】と【止】の会意文字で、「一つのところにとどまる」のが原意。「一つ

のところ」というのは本来そうあるべきところであるから、すなわち〈正しさ〉の意

味が生じる。典型的な倫理道徳的説明である。【義】は【我】と【羊】の会意文字で、

「みずからが提供するよきもの」であり、自分の威儀のことになる。それゆえ〈すじ

め〉の意味を持つ。かくして、儒教的解釈では、【正義】とは「人として践み行うべき

正しい道理」という意味になる。【正義】はいつでもどこでも〈正義〉だというわけで

はなかった。〈正義〉ではない【正義】の意味がある。その意味とは「正しい意味」で

ある。【義】には【意義】という熟語に見られるように、〈すじめ〉以外に〈意味〉と

いう意味がある。たとえば、『論語正義』という書物は、『論語』の正しい意味を解釈

している注釈書である。唐代に確立した経書
けいしょ

解釈の体系は、経書の正しい意味を明ら

かにするものとして、国家秩序の〈正義〉を支えていた。 

   中国の史書には正史というジャンルがある。司馬遷『史記』・班固『漢書』に始まる、

各王朝の断代史、いわゆる二十四史である。正史とは「朝廷によって、前の王朝につ

いて紀伝体で編纂された史書」である。正史が編まれるようになるのは唐代からであ

る。『梁書』・『陳書』等の「五代史」と晋については整理編集させ『晋書』とし、他の

諸王朝については、ひとつを選んで正史に認定し、『史記』から『随書』にいたる一本

の筋をつくりあげた。この成果と方式は以後の諸王朝で踏襲される。この場合の「正」

とは〈正しい〉ということである。〈正しさ〉の基準は、儒教的価値による。だが新王

朝の創設に尽力した者たちは、旧王朝にとっては「乱臣賊子」にほかならない。そし

て、新王朝の英雄となる。その弊害を救うべく、北宋になって通史的観点から編まれ

た編年体の史書が司馬光『資
し

治通
じ つ

鑑
がん

』である。そこで説かれたのが、日本で大義名分

論と呼ばれることになる思想であった。「大義名分」という熟語は日本製であるが、朱

子学の歴史認識に存在することはまぎれもない事実である。大義名分論とは、「ゾレン

（sollen、当為）をザイン（sein、実在）に優先させる歴史認識」である。『資治通鑑』

では三国時代は一応曹操の魏を代表としていた。ところが、朱熹が『資治通鑑』を事

項別に整理させた『通鑑項目』となると、蜀を正しい王朝と認定している。南北朝時

代についても、司馬光は南朝を優越させながらも北朝皇帝に配慮しているが、朱熹は

露骨に南朝中心史観を打ち出す。背景としては、唐が世界帝国として東アジアに君臨

していたのに対し、宋は遼や金に対して軍事的に劣勢であり、その反動として政治文
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化における唯一の正統性を強く主張するにいたったことがあげられる。経学的側面か

ら例示する。『孟子』のことばとして、「春秋に義戦なし」とあるが、朱熹の解釈は、「諸

候に落ち度があった場合、本来は天子が討伐してそれを正すべきである。ところが春

秋時代にはそれがなかった。そのため、春秋時代に【義戦】がないのである。」という

ものである。孟子がつづけて「征とは、上、下を伐なり。敵国は相征せざるなり」と

の発言していることに対して、朱熹は「【征】とは人を正すためのものだ」といってい

る。つまり、朱熹は「【義戦】は春秋時代に存在しなかった。なぜなら、春秋時代に周

の天子は無力であったから。しかし、今（＝宋代）や、唯一の天命を受けた天子が厳

然として負わす。彼の発動する対外戦争（＝対金戦争）は、したがって【義戦】であ

る。」と聖戦の思想が構築されていく。「春秋に義戦なし」は、一般に反戦思想として

読みうるものであるが、朱子学においては【正】しい【義】戦を求める方向に解釈さ

れていく。 

   朱子学的〈正義〉論を支えているのは、孟子の教説を信奉した性善説の立場である。

人間が人間である証は、社会的生活を営むことができるとするのが儒教の立場である。

ヒトがケダモノと区別されるのは、礼にもとづく社会秩序を構築できる天性を備えて

いるからである。その意味で夷狄は禽獣に近い。夷狄が主張する〈正義〉は、中華の

〈正義〉と衝突する場合には〈正義〉たりえない。宋金戦争という対等な国家間の戦

争も、朱子学的には「宋という上位者が金という下位者を征伐する【義戦】」となる。 

   朱子学は、現世肯定・合理的な世界観を持っていた。これが時間差を伴って韓国・

日本・ベトナムに伝播していった。『大日本史』登場以前と以後との間に、日本におけ

る歴史認識の断絶、「文明化」の様相が見て取れる。〈正義〉を体現するものとして、

制度としての天皇（すなわち【国体】）を描くことで、この正史はさまざまな【義戦】

を鼓舞してきた。 

   靖国神社では、このあいだの戦争のことを「大東亜戦争」と呼ぶ。この名称が、当

時日本が戦略的に用いていた「大東亜共栄圏」なる理想を実現するための【義戦】を

意味する。開戦の詔勅には次のとおりである。 

「天佑」すなわち天命を「保有」する「万世一系」の「大日本帝国天皇」は、「億兆

一心」で「征戦ノ目的ヲ達成」することを求めている。「中華民国政府」は我々の「真

意ヲ解」せずに「東亜ノ平和」を乱したため、やむをえず拳骨を振り上げ、ものわか

りの悪い蒋介石（「重慶ニ残存スル政権」）に代えて汪兆銘政権と「相提携」したとこ

ろ、蒋介石は「米英ノ庇蔭」に頼って日本に楯突くのをやめず、米英はこの機に乗じ

て「東亜ノ禍乱ヲ助長」している。わが国は「自存自衛ノ為」にやむなくここに宣戦

布告するものである。 

   「あの戦争」は侵略戦争ではない。れっきとした防衛戦争なのだ。薩長の連中が、

自分たちの権勢欲を満足させるための簒奪行為のことを「日本国を西洋列強から守る

ため」と強弁したように、靖国神社は徹頭徹尾、「自衛」という詭弁で飾られている。 
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 ３ 靖国の大義を越えて 

   『春秋左氏伝』に「大義 親
しん

を滅ぼす」という言葉がある。衛国の正しい秩序を守

るため、重臣石碏
せきさく

は自分の息子が加担した政変を支持しなかった。むしろ、それを潰

すために計略を巡らし、その結果、息子を死に至らしめた。大義とは、父子の情愛を

遥かに超える至高の価値なのである。『春秋』とは儒教の経典であり、そこに籠められ

た「微
び

言
げん

大義」を読み解くのが春秋学の使命であった。この【大義】は、〈おおいなる

意味〉であるが、倫理的な価値を伴う教訓として活用すべきだとの意味であり、〈おお

いなるすじみち〉にも通じる。春秋学は儒教における史学の聖典であった。春秋時代

は、周の王室の権威が衰えてゆく時代であった。孔子はその末期に生まれ、あくまで

も周王の権威を尊重し、周王が天下に君臨する政治秩序を良しとした。「尊王」は孔子

の悲願だった。したがって、尊王思想は春秋学発生時からみられる古いものである。

ただ、それをさらに強調して春秋学を展開させたのが、宋学であった。日本では『資

治通鑑』がそれなりに読まれたようだが、大部であったため、簡便な通史として曾先之
そうせんし

の『十八史略』が愛好された。『十八史略』も春秋学の根幹たる尊王思想をふんだんに

盛り込んだ書物である。 

   中国の歴史の概略を『十八史略』で学んだ人たちは、日本の歴史も漢文によって学

ぶことができた。江戸時代には『大日本史』が編纂され、これに先だって幕府によっ

て『本朝通鑑』が漢文で編纂されている。頼山陽は、『本朝通鑑』や『大日本史』の簡

易版として『日本政記』を著している。その論調は「春秋の筆法」に近い。「春秋の筆

法」とは、孔子が『春秋』を筆削した際に「春秋の大義」によって示したという解釈

である。ある事件を記録する際に、その原因を考察し、直接その事件に関わっていな

くても、その事件が生じる遠因となった人物にその事件の責任を負わせる記述法であ

る。『日本政記』は思想的に深いものがあったが、一般読者からは敬遠され、頼山陽が

若い時に書いた『日本外史』のほうが、はるかに多くの読者を獲得した。『日本外史』

は、平氏の興隆に始まり、鎌倉幕府・室町幕府の盛衰、そして戦国大名の活躍を記し

たうえ、江戸幕府によって天下太平がもたらされたとこで終わる。頼山陽の尊王思想

は、戊辰戦争の西軍側の金科玉条だった。そして、「薩長テロリスト集団簒奪政権」が

樹立されると、今度はアジア侵略の史的根拠となった。大日本帝国は「東亜新秩序」

を構築するという大義を使命として「義戦」を戦うことができた。たが、日本は負け

たのである。靖国の「英霊」は「国体」を護り輝かせるべく、「大義」のために死んだ

戦士たちである。しかし、「維新」とそれ以降の歴史に「大義」はあったのだろうか。 

 

おわりに 

  本来あるべき正しい「国体」の回復。それが「維新」の事業であった。その過程で命 

を落としたのが「英霊」である。靖国神社は勤皇の志士たちを顕彰・慰撫するために創 

建されたのだ。靖国神社は、徳川政権に対する反体制テロリストたちを祭るために始ま 
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った施設なのだ。「己の欲せざるところは人に施すことなかれ」。儒教の教祖様の言であ 

る。独善的な歴史の見方を相対化してみること。140年前の「勝利」について反省してみ 

てはどうか。東京裁判を批判する資格があるのか？と、「理」を持ち出して説かれても痛 

みを感じないところに、国体主義者の偉大さがある。祭政一致は人の感情面に重きを置 

くがゆえに理性よりも強い。人類普遍の理よりも仲間内の情のほうが大事だったのだろ 

う。明治藩閥政府が定めた幕末以降の歴史像が、そのことを如実に示している。 

 

以 上 


