吉田松陰と久坂玄瑞
1思想の伝承とその展開

﹁ はじめに

に大老井伊直備は︑徳川魔窟を将軍と

惟

綜

父からの再ての注意によって家族に累を及ぼすことを配慮せね

玄瑞よりむしろ奇兵隊を結成した歯形欝作の方である︒祖父と

ばならぬ欝作に此すれば︑玄瑞の方は自由に動きやすい身であ

し︑率先して

る︒したがって︑松陰死後︑庶ぐさま松下村塾の有志者を指導

安政六年 ︵一八丘九︶

して擁立しようとする綾川斉昭を筆頭とする二憫派を抑圧し︑

とによって反動勢力を一掃しようと安政の大獄を強行した︒長

だと貰っても過言ではなかろう︒仮に︑玄職が松陰刑死の五年

﹁尊王機夷﹂を賓行に移号つと奮起したのは玄瑞

糠三樹三郎︑橋本左内︑青田松陰などの志士を死刑に処するこ

せ︑倒幕のためにさらに多くの戦功を残したことであろう︒し

かったら︑おそちく彼は晋作と共に長州滞を倒幕勢力に形成さ

欝門の変で命を落とさな

後︑すなわち元治元年

︵山八六四︶

州藩の志士青田松陰は一〇月∴七日に江戸の伝馬刑場の露と消

かし︑船御門の変が起きたことによって倒幕の進展に拍車を掛

の回天事菜を後生に託すとい

らの成し遂げ得ない

けたのも弱喪である︒つまり︑松陰の志を継受し尊横車業を敢

﹃留魂録﹄を紐解けば︑自

う念願がうかがわれる︒実際には︑松陰の死後︑確かに彼のぷ

行しようと蠣起した玄瑞らの志士たちは戦によって命を犠牲に

﹁尊王機爽﹂

を継愛し︑﹁尊王蟻夷﹂を寒路しようと立ち上がったのは松下

えたが︑彼が刑死の前に畜き綴った

村塾の弟子たちであった︒その中でも︑とくに松門双璧と称さ

小論は久瀬玄瑞の思想を究明するにとどまらず︑とくに松陰

た結栄︑幕府が転増され明治維新が成就したように思われる︒

のために志士たちは次から次へと身命を顧みずに奮闘し

﹁死﹂はけっして無駄死ににならず︑むしろそ

したが︑彼らの

︵⁝八三九〜

れる久坂玄瑞 ︵山八四〇〜山八六四︶

れは次の志士の決起を引き起こしたのである︒こうして︑﹁尊王

と高杉暫作

一八六七︶ はまさに師松陰の適意を受け継ぎ︑﹁尊王機夷﹂を

梯夷﹂

同じく松門双璧と言われるにもかかわらず︑世によく知られ

実行し幕末の風賓を一変させた人物である︒
ているのは︑禁門の変を指導しその戦いで命を犠牲にした久瀬
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J︐舛−

ご．し

が健を伺ひて其の欲するところを伸すに在るなり︒而して

廟誠は︑暫く亙市を許すを以てし︑其の隙に兵備を厳にす

から玄瑞への思想伝承とその展開に熊点を蔽って論究を進めて
みたい︒まずは玄瑞が松下村塾に人門する際に松陰との間に行

の称あり︑せならずや︒もし方今をして弘安の細からしむ

の僅に∴人︒元伐た我が辺を窺はず︒嶋呼︑我れに男子圏

っムり▲乃

梢兵を以て之れに当たり︑被れ一敗渇然として生帰するも

とうぜん

ぎるを以て︑遂に其の使を断れり︒元の師十万来適するや︑

符︑弘安の役に︑元使屡々我れに至る︒其の番辞礼なら

ぺからざることを︒

人益々其の無事に押れて益々般楽慮撤し︑兵僻終に厳なる

はんらく

るに苦かずと為す︒殊に知らず︑庄市を許さば即ち天下の

﹁粥行実践﹂を解明すると同時に︑彼は如何にして玄瑞を教化

われた激越な議論を研究することによって松陰が駿も重視する

﹁革帯嘱起﹂ 思想を玄瑞は如何にして継承し︑さらに自らの

したかを明らかにしてみたい︒次に︑松陰が最晩年に咽える

−窮行実践を重視する姿勢−

﹁革帯志士糾合義挙﹂諭に展開したかを討究することにする︒

二︑翰ずるより実践せよ

旋によって玄瑞は九州遊学の旅に出た︒その途次︑彼は肥後の

大下の人皆謂はん︑﹁被れ必ず架蔵す︑般発すべからぎる

るあり﹂と︒彼これを磯ひば即ち宜しく其の使を斬るペし︒

れば︑被れ互市を謂はば我れ対へて日はん︑﹁国法の禁ず

宮部鼎磯を訪れた際に︑宮邸の松陰に対する懲賢を聞いたこと

ず︵以ド欠損︶仙︒︵﹃久坂﹄︑二．質︶

なり︑忠倣すべからぎるなり﹂と︒綱紀必ず張り︑士風必

二J円︑兄事する中村道太郎の勧めと周

によって︑松陰の名を知っただけでなく︑松陰に対する敏感の

皇国の土地に居り︑愚図の食槻を食べる老はすなわち皇国の

の風紀が襲えている︒そして︑酉渾の爽秋は日に勢力を伸ばし

比である︒現在︑皇国の憫靭といえば︑政治が口に乱れ︑武士
という沓簡を

を許可すれば︑人々はますます安穏無事な生活に慣れ︑ますま

而して洋夷日に跳梁し︑屡々互市を乞ふ︒其の癒︑必ず我

によって軍備を充嚢するに他ならないと考えている︒開港通商

あるに適いない︒しかし︑♯府は暫時開捲通商を許容すること

は︑必ず日本の隙間を狙い︑その欲望を伸ばそうとすることに

て好き放櫨にやりながら︑開港通商を求める︒その意図する所

り﹁卜した︒その中で︑玄瑞は当時の日本が臨む属血について次

学が終わって国許へ梱ると︑庇ぐさま五月の本に卜屋蘭海の紹

事することを勧められたこともあるので︑玄瑞はーt‖に九州遊

念は二噂琴ったのである︒嚢際︑夙に海防憎月僅から松陰に細

安政三年 ︵⁝八丘六︶

な

介によって松陰に ﹁薦卿上‖Ⅲ君の案下に率星す﹂

のように所見を披渡している︒

太れ方今︑皇国の勢如何や︒綱紀日に弛み︑士風日に承れ︑

包囲の土に居り︑皇国の粟を食む︑即ち息国の民なり︒
くず
ゆる
J▲
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を知らないのである︑と玄瑞は述べている︒

にノ＼

■bと

ず
を

ち

軍

す軍楽に耽って怠けて騙り︑軍備の充実はついにできないこと

彼は続いて現在日本が直面する難局の打開策を過去の歴史に
おける弘安の役にもとめるのである︒つまり︑中国の元‡斬は
入賞を要求するために︑頻りに使節を日本に派過したが︑その

の使者を斬殺した︒さらに︑使者を斬られて日本に襲来した元

文題は内容があまりにも無礼であるため︑日本は決然としてそ

軍をほぼ繊滅した事件に学ぶぺく︑日本が敢然たる態度で開港

来に備えさせ︑自ずから事楽せず怠けて腐ることなく︑政治が

通商を強要する西洋爽秋を斬ることによって︑人々に爽秋の襲

整い︑武士の風紀が奮い立つのである︑と玄瑞は考えている︒
こうした客気に駆られる玄瑞が発した即刻断夷論︑すなわち
ふは人

日本の鎖国政策を無視し︑開港通商を強要する西洋爽秋を即座
こ▼つが＝よそお

に斬るべきだという主張に︑松陰は﹁議論浮法にして︑思慮粗
うち

鴻︑至誠中よりするの雷に非ず︒世の憤慨を装ひ気節を扮ひ
て︑以て名利を要むる者と︑何ぞ興らん︒僕深く此の樽の文を

り。
を
。

恵み︑最も此の種の人を恵む﹂榔︵﹃全集﹄第二巻︑四〇七頁︶
と厳しく論難している︒すなわち︑玄瑞の言論が軽はずみで思

い名利を追求する︑世の中の者とは変わりがない︒こうした文

惟が頂い︑至誠から発したものではない︒これは悲憤憤慨を装

した玄瑞を戒めている︒さらに彼は次のように玄瑞に弱行実践
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章を憎み︑こうした人間を憎むのであると︑松陰は大言壮語を

の重要性を力説している︒

凡そ

国勢
こ

者
る

は、上

は則

神后

て

を論、下は

則ち慶

に

公

れなり︒︹中略︺

聖蟹の負ぶ所は︑議論に在らずして︑事

業に在り︒多言を暫やすことなく︑横誠之れを蕃へよ︒
︵﹃全集﹄第一J巻︑四〇ヒ〜四〇八頁︑傍線は引用爵︶

ある︒必ず利寮打鮮の心を絶ち︑死生の念を忘れ︑ただ周のみ︑

達を感化し︑郷里を感化し︑Lは君主に信用され︑下は民衆に

君のみ︑父のみを思え︒家︑身を忘れ︑後に家族を感化し︑友

㍍蝿される︒ここにおいて︑将軍は初めて為すことができ︑大

すなわち医者囚徒に至るまで︑為すことができない者はな

名は初めて為すことができ︑百姓乞食も初めて為すことができ

いのである︒しかし︑こうしたことを問題と扱わずに憤然とし

るっ

匝−勢を論じようとするならば︑とは神功曳后︑下は憩指秀吉
を問題にすればよい︒北条時宗は末世に生まれ︑急変を考慮し

陰は述べている︒

る︒議論を多くするよりむしろ至誠を稽み番えるがよい︑と松

これである︒︹中略︺亀瞥の韓ぷ所は議論ではなく︑実行であ

その神益を知らない︒爵諭が軽はずみで中身が確賓でないとは

て大下の大計を論じてたとえ口が熊げ層が爛れたとしても私は

て一着したことが偶然に的中した︒もとより彼も一時の英傑で

には行えばよかった︒そ

には行うのはもう呪いかもしれない

二八五三︶

はあるが︑彼を用いて固執を諭ずるには足りないのである︒使
節を斬ることは薪水六年
れを賓政元年 ︵一八ム四︶

の今に至っては︑完全に

が︑まだ時機に合うように思われる︒しかし︑安政二年・﹁八
丘丘︶ を過ぎて安政三年︵山八五六︶

︑まず﹁当に己れの地︑己れの身より見を起すぺし︑乃ち着

ここでは︑注意すべきは︑目ドの情勢を議論しようとする楊

うと主張している玄瑞は︑壌行ができない︑ただ高言を発した

人

年少鋭気の符音にしか見えないのである︒松陰が力説する

きた事例を取って不断に変化する今日の時勢を定めようとする

晩すぎるのである︒時機の去来は影の如く響の如し︒往普に起

じようとするなら︑まさに自分のおかれた場所︑自分自身のこ

果﹂とは︑吉行⁝致はもちろん︑その前に巌も重要なのは我が

は︑自ら卿かも医者という身分を弁えずに︑征に興国人を斬ろ

とから考えを始めるべきである︒これはすなわち番嚢である︒

身を徹底的に弁えなければならないということである︒した

果と為す﹂という︑松陰が強調する点である︒つまり︑松陰に

したがって︑身は将軍ならば将軍の立場から始めるぺきであり︑

ことは困経である︒思惟が浅いとはこれである︒天下に為すこ

大名ならば大名の立場から始めるぺきであり︑百姓は百姓の立

しろ医者として為せることを考え︑そして行動すべきである︒

がって︑実践が伴わない即刻斬爽論を靡話するのではなく︑む

とができない所はなく︑為すことができない身はない︒事を論

場から始めるべきであり︑乞食は乞食の立場から始めるぺきで

を忘れるという自己否鹿的な精神︑すなわちあるべき状態を目

さらにこうした﹁肴嚢﹂は必ず利博打簿の心を絶ち︑死生の念

﹁着

ある︒どうして我が立場︑我が身を離れて論ずるであろうか︒

る︒墳∴郎は囲徒であり︑まさに囚徒の立場から始めるべきで

今︑正目兄は医者であり︑まさに医者の立場から始めるぺきであ
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を内包しなければならない︒自己否定に基づく

﹁着実﹂

によっ

指して個人の欲求︑身命を犠牲にすることができるという髄悟

て言動することこそ︑はじめて家族︑友達︑郷里︑君主︑艮衆

八日︑勤王僧黙惑に宛てた潜簡で︑松陰が

といった︑いわゆる他者を感化することができるのである︒安
政三年 ︵一八丘六︶

ている︒

ち◆り

・で■︐−て﹁

にすればよい︑という松陰の所論に︑玄瑞は次のように反駁し

ちち

太れ︑方今其の気憾み︑其の力組みて益倉皇たるは本邦
きゆ

の勢なり︒勢は乃ち退なり︒其の艦巨に其の砲大にして益

﹁酋退くこと山歩なれば則ち彼れ進むこと一歩なり﹂と︒

観叙するは寵魔の勢なりひ勢は乃ち進なり︒古人に苫有り︑

題腐の勢は∵歩日に進み︑本邦の勢は一歩日に退く︒退く

自ら吐露している﹁一誠感兆人﹂論は︑まさしくここで玄瑞に

は︑徳川幕府の天皇への尺︑恐が欠如している現状を罪ととらえ︑

ち山歩進むぺし︑二軍進むぺければ︑則ち冠虜盟に退かず

者は必ず宜しく守ること有るペきなり︒守ること有れば則

説いた内容と軌を一にするように思われる︒武ヒとしての松陰

幕府の罪を諌めない我が藩主も同じく罪を背負い︑さらに我が

して守らざるを得んや︒我れの退守を以て被れの進攻に易

藩主を天皇への尺︑思へと疎めなければ︑自らも当然同罪だと考
えている︒したがって︑松陰は

は︑潤涛ガ里︑勲を海外に建つるは︑守る所有るを以てし

ふべきなり︒神后の三時に於いては︑秀吉の朝鮮に於いて

て後に攻むる所有るなり︒方今︑或いは然らず︒其の気憾

﹁今幽囚して征夷を周るは空言

なり︑且つ吾が一身も征夷の罪を諌めずして生を愉む︒されば

む︑神后の気を伸ばすことの如くならず︒力狙む︑秀吉の

いさ山

征夷と同罪なり︒我が主人も同罪なり︒己れの罪を聞きて人の

三頁︶ と︑武士としての身分を弁えた上で従に帝府を非難する

罪を論ずることは吾れ死すともなぎず﹂

力を振るふことの細くならず︒盛英の強きは韓鮮の弱きこ

︵﹃全輿﹄第七巻︑四四

ことを空論として退け︑大患への尺︑忠欠如によって醸成する罪

との如くならず︒今日の勢は昔日の勢の細くならず︒驚銃
LL︶かノヽ

もうとうとうかん

がし伸つ

を自ら引き受け︑藩主をあるべき尺︑忠へと諌めようと論じてい

償の城郭たることの如くならず︒海外に出兵せんと欲する

煩砲は虜の数里に及ぶことの如くならず︒我の牒臆闘艦は

二うほう

さに玄瑞に自己否定に基づく﹁着実﹂を諭すのみならず︑さら

る甘こうした松陰の﹁一誠感兆人﹂論からみれば︑松陰はま

だと否定された玄瑞は非常な不服︑忠恕を覚え︑直ぐさま松陰

即刻斬夷論を大言壮語と論難し︑我が身を弁えて議論すべき

剣を砥ぎて以て其の砥を待つ︒典の釆砥するや二間して之

下の人皆く日く︑﹁元必ず来麗す﹂と︒其の弓に舷し其の

すぺきは其れ唯だ時宗のみ︒時宗の元使を斬るや︑即ち天

日に諮れを施すぺし︑今日に誇れを施すぺからず︒今日施

と雌も︑得べからぎるなり︒然らば則ち神后秀吉の挙は昔

に酋簡を認めた︒まずは︑国勢を論じようとするならば︑時諌
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に彼を感化しようとしているといえよう︒

を引き合いに出すよりむしろ上は神功皇后下は愚臣秀畜を問題

と

ほろぼ
れを職す︒方今をして此の如くせしむれば︑則ち感むる所
の気は必ず振るひ︑阻むる所の力は必ず伸ぶ︒我が守りに

二八五六︶

に爽秋を斬る時機がすでに

ぷぺく海外へ進出する時機にほかならない︑と玄瑞は論じてい

それから︑安政三年

る︒

る︒

失われたと考える松陰に玄瑞は次のように弁駁を展開してい

余り有りて彼れ敢へて進まぎれば我れ即ち進むなり︒足の
時に当たりて︑神后秀吉の挙︑以て施すぺし︒宜しく武内

而して或いは日く︑﹁使を斬るの挙は之れを発丑に施すべ

たるべきなり︒宜しく滴正たるべきなり︒撲れ勲を建つる
こと曹目の如きは固より難からぎるなり︒所謂守を以て攻

くして︑事機は今︑已に失す﹂と︒袖手傍観し︑成敗を坐

観するは果たして如何んや︒那譜に日く︑﹁兎を見て犬を

に易ふるは足れなり︒︵﹃久坂﹄︑二二二頁︶

玄瑞の考えによれば︑西洋爽秋と日本は︑それぞれ進︑退︑

過しと為さず﹂と︒畳に事機は己に失すと謂ふぺけんや︒

顧みるも未だ脱しと為さず︑羊を亡ひて牢を修むるも未だ

虜使を寸断して四爽に示すに武威を以てす︒我れに守り有

わさ

すなわち進取的︑消極的という状勢を持っている︒酉洋魂秋の

盛大な防黎力を持つことによって︑爽秋の攻勢を撃退し︑さら

りて後に彼れを攻むペければ︑彼に何ぞ進むペけんや︒然

うしな

進攻的な勢いに臨んで防衛の策を取る場合︑敵の進撃を防げる

らずんば則ち力愈阻み気愈感む︒遂に其の首を鰊舌にして

の寒するや燥せぎれば則ち其の四体に倒す﹂と︒古語に日

﹁⁝指の零するや燦せざれば︑則ち其の手足に及ぶ︒手足

に日く︑

艦・大砲などの軍備が整わないので︑昔時の神功皇后や埋臣秀

く︑﹁河決せば則ち櫻た塗ぐべからず︑魚爛るれば則ち複

ゆうりし

けつぜつ

に反攻に転ずることができるのである︒神功皇后も螢臣秀吉も

妓の服を左祇にするに至るは知るべし︒﹃郁離子﹄

きじん

らである︒しかし︑当今の日本は︑同としての気力が衰え︑軍

海外に戦功を樹立したのはまさに日本を守護する力を有したか

吉のように海外へ出征することは実際には到底不吋能なのであ

た全うすべからず﹂と︒然らば則ち魚は其の欄れぎるに全

しゆう

る︒したがって︑玄瑞は現在可能の方策として海外へ進出する

うすべし︑河は其の決せぎるに壁ぐぺし︑寒は其の四体に

おう

ことではなく爽秋を斬ることを挙げている︒北条時宗のように

か人

爽秋を斬ることによって︑人々に爽秋の襲来を覚悟させるにと

にせず服を左祇にせぎる前︑尚ほ或いは及ぶぺし︒故に袖

周せぎるに煉すべくして︑天下の禍は除くぺし︒其れ駁舌

手傍観すべからぎるなり︒因循維持すべからぎるなり︒即

まふき

どまらず︑国内の武備を充寒させ︑衰微した土気を振起させ︑

ち速やかに便を斬るのみ︒選れ天下の大計なり︒単に時寮

よ∴と

爽秋に対する敵憮心を燃やさせるのである︒こうして︑日本を
やみに襲いかからない際は︑まさしく神功皇后︑慶臣秀吉に学

防衛することが初めてできる︒我が国の防御力を伸る爽秋がむ
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二二〜二一三一員︶

以て国勢を論ずるに足らずと謂ふべけんや︒︵﹃久販﹄︑−︼

りないといえるであろうか︑と玄瑞は述べている︒

である︒どうして時宗を引き合いに出して国勢を論ずるには足

は時機はすでに失す﹂と言い︑袖手傍観して敗れることを知っ

観すれば︑日本は最終的には爽秋の植民地になるという結末を

ま爽秋による我が国に対する進攻的な勢いを何もせずに座視傍

秋を斬る時機はすでに失したかもしれないが︑しかし︑このま

に日米和親条約を締結する前︑すなわち爽

ていながら何もしないというのは果たしてどうであろうか︒諺

︵一八五四︶

以ヒの玄瑞の論述によれば︑爽秋の開港の要求を容認し︑安

に日く﹁兎を見て犬を顧みても未だ遅くない︑羊を失って羊小

迎えるしかない︒したがって︑こうした禍の拡大を未然に防止

政元年

屋を補修しても未だ遅くない﹂と︒どうして時機はすでに失す

であり︑斬夷によって園内における襲徴する士気を奮い立たせ

するため︑今はまさに時宗が元の使節を斬ったことに学ぶぺき

しかし︑﹁使節を斬ることを莞丑に行うぺきであり︑硯在で

といえるであろうか︒爽秋の使者を斬ることによって彼らに武

すなわちその寒さは全身に行き届く﹂と︒古語に日く﹁河が決

すなわちその寒さは手足に及ぶ︒手足が凍えて畷めなければ︑

を待たずして而る後知るなり︒兵を用ひ剣弊相ひ摩き砲礫

計を以て言を為すは樽狙を越ゆること甚だしきなり︒義卿

に非ず︑将に非ず︑便に非ぎるなり︒一医者にして天下大

夫れ誠の任ずる所は医なり︒弓馬刀槍に非ず︑舟船銃砲

の蔑めについて︑次のように論駁している︒

さらに︑彼は吾が立場を弁えてから言動しなさいという松陰

るという時機であると玄瑞は考えている︒

力の威勢を示す︒我れに国を守護する力があり︑後に爽秋を攻
めれば︑彼らはどうして進攻することができるであろうか︒さ
もないと︑国としての気力は縮こまるのである︒ついにその言

壊してしまえば︑堰き止めることはできない︑魚が欄れてしま

互いに発するに至れば︑則ち区々たる刀圭を執りて旗琴の

に日く﹁山指が凍えて暖めなければ︑

えば︑すなわち欠けることなく保つことができない﹂と︒つま

際に浪死するのみ︒天下国家の為の死に非ず一身の為の死

ことである︒﹃郁離子﹄

草を夷秋の吉葉とし︑着物を左裾にせねばならないのは知れた

り︑魚は欄れてしまう前に保つべきであり︑河は堀が切れてし

けんさくふが

まう前に塞ぐべきであり︑寒さは全身に及ぶ前に噴めるぺきで

なり︒屠常快々として憤激を堪えず︑憤激の余り之れを心

そん〟で

あり︑同様に天下の禍も除くべきである︒そうすれば︑爽秋の

に発して之れを紙に番して敢へて他人に語らずして以て其

象こ

言葉をしゃべり襟を左にする前になお救いうるかもしれない︒

の益なかればなり︒鶉卿の為人は豪傑の士なるを知るが故

ひレuと血り

故に袖手傍観してはならない︑因循して現状を維持してはなら

に︑窃かに告ぐること有り︒而して義脚の蔑むるに憤慨を

ひそ

ないのである︒すなわち速やかに使節を斬ることは天下の大計
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装ひて気節を扮ふを以てす︒不遜の言に吾れ何ぞ屈するや︒

﹁口樵げて唇欄るると難も天下に稗益無し﹂と謂はるるは

医にして天下大計を貰ふに人必ず信ぜず︒信ぜぎれば別ち

信じない︒信じなければ則ち﹁口焦げて唇欄れるといえども︑

大計を語ることは憤慨の余りより発するのである︒もとより苛

大トに役に立たない﹂と調われてもかまわない︒しかし︑私が

のである︒私は義卿にしてこうした富論があるのを怪しむ︒も

酷に私を資めるまでもない︒今︑鶉卿の非雛は度が過ぎている

ほげん

余り︑固より強ひて爵むべからぎるなり︒今義卿の馬習・

亦た宜し︒然るに誠の大計を苫へば則ち出づる所は憤激の

のも︑私が哉卿を壌傑だと思ったのも︑各々誤ったようである︒

し架たしてこうした言論があるとすれば︑先日宮部が常磐した

もうげん

妄爵・不遜は太だ甚だしきなり︒誠独り鶉卿にして以れ言

いものだ︑ということを承知している︒しかし︑圧倒的な軍事

相応なものではない︑すなわち二軍者として論ずるべきではな

つまり︑即刻晰爽論を主張する玄瑞は︑こうした発言が身分

紙に対して憤激の余り︑覚えず机上を蔽いた︒

有るを怪しむ︒若し栄たして以れ言あれば則ち嚢目宮部生
の賞賛する所︑誠の鶉卿を以て豪傑と為すは亦た各誤るの
如し︒紙に臨みて憤激を覚えずして撃案せり︒誠︑再拝浦
臼︒︵﹃久坂﹄︑二二二貰︶

力によって幕府を威嚇し︑鎖国政簡を無視して日本の開園を頗

要した爽秋の跳梁扶屈の態度を目前にして︑どうしても堪えら

︵玄職︶ の職務は医者である︒弓馬刀槍でもなく︑船艦銃

れず憤激の余り倣憎無礼な爽秋を即座に斬るぺきだと彼は胸奥

誠

で天下大計を語るのは樽狙を超えること︑すなわち分を超える

砲でもなく︑大将でもなく︑使節でもない︒医者としての身分

の指摘を待たなくてもその後

で考える︒松陰が英傑だと聞いたため︑こうした憤激の思いを

︵松陰︶

ことである︒これは義脚

松陰に〃ち明けたわけである︑と玄瑞は説明している︒

であるひその重要な所を取り上げて松陰が如何に玄瑞に粥行実

に一ケ月程経ってから再び玄瑞に七自二八臼に露簡を宛てたの

こうした玄蘭の弁解を流んだ松陰はすぐ玄備に返答を密かず

に灯るのである︒もし戦争になれば︑医者の私は取るに足りな

これは天下国家のための死ではなく一身のための死である︒そ

践を説くかを二間しよう︒

い刀圭︵医療器良︶を執って旗戯の間にむなしく死ぬしかない︒

その思いを心に発して紙に番いた︒なぜなら︑それを他人に敢

時宗の拳はこれを丑寅に施すペくして︑これを今日に施

トl一きL．h

れを思って常日頃は不平不満︑憤慨に堪えない︒憤慨の余り︑

えても無益だと思うからである︒義卿が濠傑の士だと知ったが
﹁悌慨︑気節を

ず︑番機を密かにせぎればなり︒今の天下は即ち由の天下

すペからず︒足下の以て施すぺし恕為せるは︑時勢を察せ

故にひそかに告げたのである︒しかし︑義卿は

装う﹂と責めている︒こうした不遜な文句にどうして私は層服

り漁びら

するか︒医者でありながら天下の大計を論じたことを人は必ず
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舟ゆうこぅ

下．霹︑亦弁なりひ⁚事として粥行に出づるものなく︑一語

一寸

なりじ神功・豊岡︑古に能く之れを為したり︑今にして為

として空︒霹に非ぎるはなし︒而も見の自ら謂ひて日く︑

と︒定

すべきなからんや︒足卜の以て為すべからずと為すは︑人

﹁憤激の余り︑之れを心に発して之れを紙に害す﹂
んう力ううっっ︶

れ則ち快々鬱々として︑胸迫り心結ぼれ︑已むことを得ず

・J二

卜に在て︑謀を万世に始すや︑必ず先づ其のぷを火にし︑

志を棄てて雄略を怠るればなり︒凡そ英雄豪傑の︑粥を人

ひら

して来たり告ぐるなり︒誠に裳れむぺきのみ︒今一たび足

卜の為めに其の胸を潤き︑其の心を広くし︑尺︑く其の空言

其の暗を雄にし︑時勢を察し︑弱機を番かにして︑先後経 ト︵′

忠︑先づ之れを内に淀め︑棟綿張弛︑徐ろに之れを外に応

の柄を去り︑これを粥行の域に伸せしめんと欲す︹下略︺︒

︵﹃全集﹄第二巻︑四．丘〜四二ハ頁︶

ず︒今や徳川氏︑己に二慣と和親したれば我れより絶つぺ
きょういき

きに非ず︒我れより之れを経たば︑足れ自ら其の信義を失

きび㌻き

ふなり︒今の計たる︑媚城を憎み条約を厳にして︑以て二

たことを今行えないことがあろうか︒あなたが﹁行えない﹂と

﹁行える﹂とするのは︑時勢

に行うことばできない︒あなたが

時浣の使節を斬ることを丑・壌の年に行うのはよいが︑今日

り満州を拉き︑支那を圧し印度に臨みて︑以て進取の勢を

は往昔の天下と同じである︒神功患后・豊臣秀吉が古昔に行え

を洞察せず︑時機を詳しく把掘しないからである︒現在の天下

贋を喝聴し︑間に乗じて蝦爽を憑き琉球を収め︑朝鮮を取

張り︑以て退守の基を固めて︑神后の未だ遂げたまはぎり

するのは︑大志を捨てて雄略を忘れるからである︒凡そ英雄豪

よ

し所を遂げ︑豊国の未だ果たぎりし所を栄すに若かぎるな
り︒誠に能くかくの如くならば︑二虜は唯だ我が駆使する

傑は弱を天下に立て謀を万世に過すには︑必ずまずその志と計

をまず内に定め︑伸縮張弛を徐に外に応ずる︒今や幕府はアメ

画を雄大にし︑時勢を洞察し時機を詳しく把握して︑先後棒急

ゆる

可なり︑之れを賀すも可なり︒何ぞ必ずしも区々たる時宗

所のままにして︑則ち前日の無礼の罪は︑之れを責むるも

に倣ひて以て簡便を斬り︑而る後に快と為さんや︒︹中略︺

こちらより断交すれば︑自ら信轟を失うことになるのである︒

リカ・ロシアと和親したため︑我が方より断交すべきではない︒

足下は一医生にして︑しかも天下の大計を言ふ︑以て其の
常倫に非ぎるを観るに足る︒而して僕引いて之れを道に進

り結んだ以上︑爽秋を斬って国交を絶つことは︑自ら条約を破

つまり︑松陰の考案によれば︑寵二に︑爽秋と和親条約を取

とが

して︑遽かに以て其の樽姐を越ゆるを告むと為す︒殊に僕

そんそ

めんと欲す︑故に前次反復すること彼の如し︒足下察せず

が望みを足下に有するは︑正に其の能く越ゆることに在る

なり︑爽秋は足になる︒第二に︑断爽が我が国には無益である

棄して倍裁を失うこととなる︒それによって︑逆に日本は非に
と・つとり

言ふのみ︒足れ僕の大いに惜しむ所なり︒足下の爵︑消々

を知らずして︑足下乃ち敢へて越えず︑徒に処して之れを
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よ

い∴しつ

さつLと

境目︑人魚維処し︑変商已に行はる︒利︑果たして我れ

に在りや︒博︑果たして被れに在りや︒抑も亦た我れ掬し

ことが判明すれば︑時演に学んで使節を斬るより︑むしろ神功
皇后・豊臣秀吉に学んで已の意を雄大にし︑進取の軍勢を憶え

にHく︑﹁危うきものは其の

て練れを益すや︒交商uに行はれて天下の人相謂ひて日く︑
冒髪

て国力を充実すれば︑おのずから爽秋に侮られない︑とされる︒

に僻へ得るか︑士気は何れの‖に伸び得るか︒其れ安値存

の如く拭の存するを保つ︒かくの如くんば器械は何れの時

安んずることを肯つ者なり︑亡ぶるものは其の存するを保

﹁同家に沓ひ無し﹂と￠

とくに注意すべきは︑松陰が間麿とするのは玄瑞が分を超え

亡亦た未だ如るぺからぎるなり︒而も彼の腐来たりて瀾蹄

上LほろたL

したがって︑松陰は玄瑞が考えるように袖手傍観の粗均ではな

て発諾したということより︑むしろ議論する出発点を重視すべ

百里の外に交商し︑吾れ撰の利する所を見て其の損する所

と︒方今︑天下の心に粍の安んずる有り︑かく

きことと実践を伴うべきことという二点である︒もちろん︑自

有るを見ぎるなり︒璧に我れに

つ酋なり﹂

らの立場を造かに超えての発雷には松陰は若†傾薮に扱うとい

く︑実際には玄瑞の思惟の視野を広げるため︑晰爽の不適さを

う態度を取っているが︑しかし︑それより重要なのは己の息と

わんや︒夫れ神州の地は愚富肥沢︑金銀・米毅・山械■海

諭しながらこれから進むぺき進取的な方向を教えたのである︒

視野を雄大にすることだと松陰が考えており︑こうした姿勢を

産叫として他に求めぎる能わぎるに非ぎるなり︒故に古例

ゆる

殊に傾が望みを足下に有するは︑正に其の能く越ゆることに在

は異境に困りて益無くんば︑然る後に彷ねて古例に復すペ

は瓦年十年の閲読みれば︑能く利有るや否やを知る︒戴ひ

り︒我れ欝て観れし愚爽の来翰に日く︑﹁先づ︑数年或ひ

は唐船蘭舶に非ぎれば則ち時に進むることを准さぎるな

はとは

﹁濱無くして益有り﹂と謂

敢えて告めないようにしているのである︒したがって︑松陰は

るを知らずして︑足下乃ち敢へて越えず︑従に坐して之れを霹

﹁足下察せずして︑遽かに以て其の樽姐を越ゆるを告むと冷す︒

ふのみ﹂と述べており︑徹底的に玄瑞に実行の重要性を叩き込

きなり﹂と︒今︑交商の利審はかくの如し︒謝州謝州出細

して日く︑﹁古例に裸すべし︑交商に益無くんばなり﹂と︒

んだのである︒

して去らんや︒必ず此の辞を為さぼ︑則ち洩れ其の使を斬

彼の虜の細くんば︑則ち翻山倒海の豪なり︒覚に遽かに結

こうした返答を受けた玄瑞は兜を脱ぐのではなく︑逆に松陰
の論ずる所の︑断交すれば自ら信義を破ることになるというこ

なlりlJ矧mコ劇引刷鼎吋鳳猟引響督J叫矧明いM副︒︵﹃久瀬﹄︑

る有るのみ︒曲は彼れに在り直は我れに在り︑曲直決する

とと︑斬夷より進取の姿勢を取るべきだということ︑これら二
点に更なる疑問を感ぜずにはいられなかったと述べ︑そして次

二二三〜二二四賀︑傍線は引用者︶

のように反論している︒
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近頃︑日本人と爽秋は維属し︑貿易はすでに行われている︒
利益は果たして我れにあるだろうか︒弊害は果たして彼にある

に

﹁自ら信歳を失う﹂といえるだろうか︒

の使節を斬るばかりである︒曲は彼れにあり︑直は我れにある︒

約言すれば︑開国による貿易は我が国にはメリットが脚かも

どうして

なく︑単に爽秋に利益をもたらすだけであるため︑鎖国に戻る

を次のように指摘している︒

る︒そして︑玄瑞は続いて開国によって生ずるもう山つの弊嘗

﹁危険に会うものはその安心することるから︑その時こそ爽秋を斬るだけであると玄瑞は主張してい

﹁国家に螢いはない﹂ ぺきである︒もし爽秋が受諾してくれないなら︑非は彼れにあ

だろうか︒そもそもまた我れ損して彼れを益するだろうか︒貿
と言っている︒﹃易﹄

易はすでに行われ︑天下の人々は夜いに

︵故に

を持つものであり︑滅亡となるものはその存続することを保つ
︵故に

もくん

ものである﹂とある︒現在︑天下の人心は安んじている

滅亡となる︶︒こうすれば︑兵器はいつ完備するか︑士気はい

り︒王陽明日く︑﹁山中の賊を破るるは易し︑心中の賊を

人す︒邪教乃ち彼れ之れを交商の際に行はんと欲するな

危険に会う︶︒こうして日本の存続が碓持できると思う

つ振起するか︒日本はこれから存続できるかどうかはまだ分か

は自給自足の土地であ

と︒邪教煮人すれば則ち耶節の嘗なくする

いりゆうカようヤかがり
ついよ

仁ゆう

古に苫有りて日く︑﹁渦流は賽と雛も浸く江河を成す︑簿
いり塵

蟄の土

を以てすれば障ぎるに足る︑簿火︑則ち一杯の水を以てす

火は徴と錐も卒に能く野を煩く﹂と︒渦流︑則ち

ひび

爽秋なり︒心中の賊は煙れなり︒之れを破るるは甚だ難し︒

は能わず︒神州の衣食と錐も神州の宵語と離も其の心乃ち

破るるは離し﹂

儒し其の古例に視せざれば則ち邪教必ず我が人心に燕

らない︒しかも夷炊が来て沿岸から離れた百里外のところで貿

︵日本︶

﹁弊賓がなくて利益が

易を行っている︒夷次の利益を得る所は見えるが︑掬する所が
ある﹂といえるだろうか︒神州

見あたらないのである︒どうして我れに

る︒故に苦から伝わってきた慣習︑すなわち鎖国政簡は中団と

れば救ふに足る︒而して方今天下の心未だ爽秋の最なら

オランダの船舶しか日本の埠頭に入らせないのである︒私はか
って見たアメリカからの番簡に

ず︑載れより之れを絶つこと視た以て拒ぐに足る︒之れを

いてきも㌧と・も

の間試みればよく利益あるかどうかが知れる︒もし貿易によっ

ヽ﹂l

て利益がなければ︑その時に古例︑すなわち鎖国に戻ればよい﹂

﹁まずは数年あるいは五年十年

とある︒今や貿易の利害はこうのように明らかである︒われわ

もし︑鎖国に戻せなければ︑邪教は必ず我が人心に侵入する︒

四頁︶

絶つは独り其の使を斬るの挙に在るのみ︒︵﹃久坂﹄︑二二

れは被れに諭して﹁鎖国に戻るべきだ︒貿易は無益だから﹂と
言うべきである︒アメリカのような強大な者はどうしてすぐ受
諾して去るだろうか︒必ずやかれこれ言うならば︑すなわちそ

67

や

いといえども漸く大きな河川を成す︑かがり火は微かといえど

れを破ることは非常に離しい︒古も貰ってある︑﹁流水は小さ

ているとしても心は爽秋である︒これは心中の盗賊である︒こ

がないわ けにはいかない︒‖日本の衣食をして日本の首躯を伴っ

賊を破ることは離しい﹂とや邪教が授人すればキリスト教の憐

叫は去っている︑﹁山中の盗賊を破ることば易しい︑心中の盗

さぎりし所︑必ず逮ぐぺきなり︒然らば則ち神后艶国の挙

きなりひ神后の未だ遂げたまはぎりし所︑髄国の未だ果た

むぺし︒進取の勢必ず張るぺきなり︒退守の基必ず固むベ

満州を収り拉くべきなり︒支那必ず圧すぺく︑印度必ず臨

べし︒間に乗じて蝦夷・琉球を璧き収むぺきなり︒卵鮮・

網域を恨むべく集約を厳にすべくして︑以て二虜を礪靡す

は

ー1︑

蝿飛ばず﹂と︒器械忽ち僻へ士無忽ち伸びて天下を．放し

もついに野原を焼く﹂と︒流水は二閻の土で遮ることができる︒

を他

邪教は被れが貿易する間に行おうと欲するところである︒t陽

かがり火は一杯の水で消すことができる︒天下の人心は未だ爽

宗に非ぎれば︑誰ならんや︒畳に﹁区々たる時宗に倣はず﹂

且

秋にならない間に我れより断交すれば︑この宵を防ぐことがで

して之れを緩むべからざるなり︒足れ天下の大計なり︒天

と網はんや︒神后愚図は急ぐを以てせずして時宗の挙は決

又た

卜の大計は偶の任在る所に非ずして之れを妄言せり︒喜兄

′J−1

に施すぺし︒而して謂れを今日に施すペきは北条時

きび

て鼻磯無くんば／贋蝿何ぞ敢へて飛ばんや︒定に於いて︑

きるのである︒断交するにはただその使節を斬るのみである︒
キリスト教の教義に影響され︑ついに爽秋に同化されることと

すも亦た拒まぎる所なり︒完久偵誓⁝﹁二四頁︶

﹁空論虚溜︑悌慨を装ひ︑気節を装ふ﹂を以て請と為

て人心を操るという弊履はまだ明らかにみえないが︑伯機を末

心小の盗賊がすでに破られたとすれば山中の盗賊を破

であるゎ

山小の盗賊はすなわち畜妃の謂う所の中間・インドなどの用

る︒心中の盗賊をキリスト教による人心の爽秋化と解釈する玄

るのはどうして撤しいだろうか︒使節がすでに斬られたとすれ

ば︑大トの人々は相顧みて諾うだろう︑﹁海賊は測りがたい﹂

兵器が忽ち備わり上気が忽ち伸び︑天下を洗い流して悪弊がな

蓋し山中の賊︑乃ち吾兄の謂ふ所の支那・印度諸州︑足 と＝適に昔‖うだろう︑﹁良いものがなければ蝿は飛ばない﹂と︒

れなり︒心中の賊dに破るれば山中の賊は何ぞ破り離から

けめなく守ることができ︑条約を厳守することができる︒それ

ければ︑蝿はどうして敢えて飛ぶだろうか︒そこで︑団塊を欠

∵差

瑞は︑さらに山中の盗賊について次のように述べている︒

して︑その節一に為すべきはまさに爽秋の使節を斬ることであ

然に防ぐため︑戯れより爽秋との国交を撤髄すべきである︒そ

なる︑ということを玄職は危惧している︒こうした宗教によっ

嚢lういき

開団によって爽秋のキリスト教が日本に伝来し︑人々の心は

1′

く︑﹁湘
L坤−え

磯測り難し﹂と︒諺に・．・﹂＝はんや︑﹁臭磁石らぎれば州ち紆

んや︒虜便巳に斬らるれば︑天下の人相顧みて

上

68

によってアメリカ・ロシアを繋ぎ止める︒さらに隙間に乗じて
ように迫るのである︒

瑞の誠論を理解したと述べる両方で︑玄備に斬夷の実行を次の

きるのである︒進取の勢いは必ず伸張し︑防衛の基は必ず固ま

こに至らず︑足下を以て空虚装扮の徒と為せしは︑傾の過

輿に誠に名あり︒足れ建言に非ぎるなり︒僕向に思未だこ

足下謂ふ所の虜便を斬ること︑爽畜を以て案と為すは︑

きる︒中国を必ず圧倒し︑インドには必ず勢力を承ることがで

蝦夷・琉球を開拓することができ︑朝鮮・満州を挫くことがで

るのである︒神功皇后のまだ遂げなかった所︑懸臣秀吉のまだ

なり︒願はくは足下決然として自ら断じ︑今より手を卜し

きき

果たさなかった所を必ず成し遂げるのである︒したがって︑神
功皇后・豊臣秀吉の挙は他日に施すべきである︒今日に施すべ

せんとす︒︹中略︺憶ふに︑発丑の年︑僕東に在りしも︑

て︑虜便を斬るを以て務と為せ︒僕将に足下の才略を傍観
おも

きは北条時宗でなければ血体誰だろうか︒どうして

﹁とるに足

りない時宗に倣わない﹂と言えるだろうか︒神功皇后・暖臣秀

に繁りしに︑宮部切に僕の怯憾を賓む︒傾反って詰るに其

墨使を斬らんことを思はぎりしが︑其の冬︑西のかた肥後

の魯使を斬らぎるを以てす︒宮部其の当に斬るぺきなきを

なし

吉の挙は急ぐことはない︒時宗の挙は決して嬢くしてはならな

でもないのに︑妄りにこれを言った︒書見はまた﹁空論虚諸︑

陣べ︑反覆して属せず︒甲濱の年に及んで︑傾宮部と同じ

盛上う否

い︒これが天下の大計である︒天Fの大計は偶の任ずるところ

憤慨を装ひ︑気節を装ふ﹂と貰うだろうが︑諾ってもかまわな

く来す︒一日憤然として感使を斬らんと欲す︒己にして其

同しているのである︒ただし︑玄瑞の立場からすれば︑進取的

という点には玄瑞は反論するのではなく︑むしろ彼は大いに賛

ば︑傍輩と何ぞ択ばん︒僕将に益々足下の空虚装扮を費め

るのみならんや︒然りと離も︑其の苫をして酬いぎらしめ

の福なり︒竪に特に名を竹駒に垂れ︑功を金石に勒せらる

略︺

杢丁乙

な姿勢で外に立ち向かう前に︑まずなさなければならないのは

んとす︒足下尚ほ僕に向ひて之れを反絶するや否や︒︵﹃全

の益なくして寄あるを思ひ︑遂に其の謀を止めたり︒︹中

爽秋を斬ることにほかならない︒爽秋を斬ることによってのみ︑

集﹄第二巻︑四二一〜四二二頁︶

松陰が力説する志を雄大にして進取的な姿勢を取るべきだ︑

いのである︒

交戦必至という覚悟を日本の人々の心に刻み込み︑亀機意織を

ろく

したのであり︑誠に名分が立つ︒これは軽はずみで中身が確実

あなたが調う爽秋の使節を斬ることは爽酋に基づいて考え出

ちくはく

足下誠に能く其の言に酬いば︑実に天下万世宗杜蒼赤

持たずに安逸を貪って裳頒している我が国民の士気を振粛さ

﹁僕従前の疑は決然として氷釈せり﹂と玄

こうしたあくまでも我が論説の妥当性を貫こうとする玄瑞の

せ︑兵備を充実させることができる︑と玄瑞は考えている︒
駁論を受けた松陰は
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〃一

瑞に．百行︒致を脱いているといえよう︒周知のように︑席末の

けている寒行力を玄瑞に要求するのである︒つまり︑松陰は玄

相応して当時犯した過ちを玄瑞に吐麗しながら︑自分が澱も欠

ので︑あなたを﹁何も持っていない︑偽りの人間﹂としたのは

ではないということではない︒僕はそこまで思い至らなかった
私の誤りである︒どうか自ら決断してこれから潜手し︑斬夷を

なす思考力よりもむしろ置かれた情況を把掘しながら︑あるべ

歴史を推進したのは腰大な思想休系︑或いは緻密な論理を織り

き様態を目指しての決断力と行動力であると考えられる︒さら

思うに︑栄亜の年に傾は江戸にいたが米便を斬ることを思わな

にこうしたあるべき様態を追求する決断力と行動力の基底をな

任務となせ︒僕はあなたの才略を拝見しようと思う︒︹中略︺

かった︒その冬に西の肥徐に行って宮部はよく偶の性情を踏め

すのはまさに松陰の玄欄に説いた自己否定に基づく﹁着実﹂

け継いだからこそ︑倒幕のため︑松陰の

ほかならない︒玄瑞はこうした自己否定に基づく﹁着実﹂を受

に

るぺきではないと述べ︑反復して属服しなかった︒甲歯の平に

た︒僕は彼が魯使を斬らないことで反論した︒宮部は当時は斬

なって︑僕は宮部と一緒に江戸に行った︒ある日憤慨して米使

﹁革葬嘱起﹂論を﹁革

を斬ろうと思い立った︒暫くしてそれは無益有嘗だと思い︑つ

らの命を犠牲にしたのである︒

葬ぷ土糾合義挙﹂論へと敷術し︑さらにそれを実行しようと自

あなたは誠に持論通りやれるなら︑肇に

いにやめた︒︹中略︺

三︑草葬嘱起思想の継受とその展開

天ド万世国家国民の幸福である︒単に名前が歴史に残り︑功綿
を記録されるだけではない︒しかし︑その言論を実践できなかっ

あなたの何も持たず︑偽りであることを非難するであろう︒そ

たら︑傍らとは少しも適わないのである︒僕はまさにますます

メリカのハリスと日米修好通商条約を締結したことを知った松

に大老の井伊直僻が紹勅を待たずにア

陰は︑これまでの温和な諌争路線を二饗し︑激憤のあまり七月

二八五八︶

松陰は即刻斬爽論を主張する玄瑞の弁駁を認めたJ方で︑か

に

攻政丘年

って爽秋を斬ろうと思い︑結局それを実行に移せなかった経験

るようになったばかりでなく︑さらに九月の水野土佐守の暗殺

れに対してあなたは偶に反論できるかどうか︒

を玄摘に披源しながら︑その実践を玄瑞に求めるのである︒も

策︑大原三位西下策︑一〇月の梅闇賓浜を救うための伏見獄の

﹁大義を滅す﹂を番いて適軌の帝府を討伐すべきだと主張す

することができなかったが︑松陰に対する感服は二層増して松

ちろん︑議論の結果は想像に稚くない︒玄職はついには析夷を

二月の大原亜徳による長州藩主毛

利敬親賓駕の斡旋という伏見要駕策など︑種々の過激な行劫を

策︑翌安政六年︵一八五九︶

破壊策︑一〇月下旬から一一月にかけての老中聞部詮勝の要撃

以上︑玄瑞と松陰の議論を検討してきた︒松陰は即刻斬爽諭

下村塾に入門したのである︒

を主張する玄端から見出した嘗て同じ思いを持っていた自分に
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策謀したのである︒結局︑これらの策略はすべて践秩に終わっ
たにもかかわらず︑挫折に屈せぬ松陰は最後に革帯臓起を躁苫

革帯蠣起は松陰が晩年に咽える思想でもあり︑尊王櫻夷を架

した︒

践する最終の手段でもある︒松陰の革帯嘱起論におけるその代
表的なところを取り上げれば︑次のとおりである︒
そうもうノ＼︶告

義卿︑義を知る︑時を待つの人に非ず︒草葬帽起︑畳に
そし

らぬ︑只だ六尺の微躯が人用︒されど義卿竪に義に負くの

びく

他人の力を仮らんや︒恐れながら天朝も幕府・吾が滞も人

人ならんや︒︵﹃全集﹄第八巻︑三二鵬頁︶

奥の恩義を知悉するからこそ︑尊王撰夷を実践する時機を待

によれば︑もし尊撰事業の実践は事の成否を計って行うかどう

たない人間であると松陰は自らのことを言っている︒彼の考え

かを決定するならば︑それはまさに功業を希求する人間の行動
にほかならい︒其の忠義とは事の成否を顧みず断然として実行
すべきだということである︒しかし︑前述したように︑松陰は
の後半から尊王援夷のために主として瓦

つの行動を企てたが︑挙げ句の果てにいずれも失敗してしまっ

安政五年 ︵一八五八︶

たのである︒彼はこれまでの失敗の原因を反省し︑ついに今ま

での他者に期待して尊王撼夷を成し遂げようとする思惟を止
いたのである︒したがって︑松陰が述べた﹁天朝も幕府・吾が

め︑あくまでも自分自身を煉りにすべきだという結論に辿り着
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もし︑どうしても満と満の連携態勢が懲わなければ︑満とい
ことによって尊王臓夷を奨践しようと玄瑞は考えている︒さら

﹁隼搾ぷt糾A

義挙﹂論がすでに限将に達した︑というこ

とを物語っているであろう︒しかし︑玄偶の遺志を受け継いで

職の

界︑すなわち戦争するにはやはり藩による武器の補充︑経済面

う従来の枠組みを飛び越えて各滞の七心士の横断的な張紙を行う 次に決起した商杉晋作は︑玄瑞の ﹁軍葬ぷ王糾合義挙﹂論の限

に彼は﹁大名の存亡﹂より﹁天朝の御叡慮﹂の方が電要であり︑ の支援などが不可欠であることを理解したので︑彼は奇兵隊を

﹁革帯志士糾合義挙﹂論は︑滞という

︵一八

に病渡したため︑ついに倒幕の成功を見届けるこ

玄瑞の梯爽に関する代表的な論述としては︑文久二年

四︑おわりに

とができなかったのである︒

︵⁝八人七︶

幕に転換させ︑挙藩の力で尊王機夷を推し進めたが︑慶応三年

大皇の御叡慮が徹底されるならば︑溝主の名声は自ずから顕れ︑ 結成して元治．．年 ︵．八六丘︶ に藩の主導権を握って藩論を倒
浦の祖先に恥じないと論じている︒一方では︑明らかに玄瑞の
﹁単葬志士糾合義挙﹂論は行動理念としては満という隔たりを
が︑他方では︑こうした

すでに超越し︑志士の横断的︑超藩的な結集︑行動を意味する
組織を破壊して新体制を構築するには至ってはいない︑という
点に留意すべきである︒
以上を検討してきたように︑松陰の革葬嘱起の思想を継受し
螢尭T⊥輝⁝天和という階層的枠組みで尊王援夷を嚢行しようと

．‖⁚轟蛇に腕を噛まれた人間は︑命を保つためなら︑その轟が

た玄瑞は︑松陰と同様に在野志士の力を最も楯りにしているが︑ 六二︶に書いた﹁解脱痛言﹂が挙げられる︒その内容によれば︑

1天朝という構図に変わったのである︒玄偶の見地からすれば︑

横断的な志士の連合を目指すため︑滞を飛び越えて革轟†⊥藩︶

うちに︑櫻爽を即座に寒行せねばならない︑と指摘されている︒

な番蛇なので︑爽秋の凝暑が未だ日本全土に行き渡っていない

ければならないのである︒したがって︑現在の爽秋は螺のよう

する松陰に比すれば︑玄瑞の﹁革芥志士糾合義挙﹂論は超藩的︑ 全身に行き届いていないうちに︑その場で即刻腕を切り捨てな

滞は完全に除外されるわけではないが︑﹁革帯志士糾合義挙﹂

の内容とはほぼ一致して

の主旨は松陰に議論した

玄瑞は棲爽の理由として六点を挙げて詳しく論じているが︑そ

する﹁粥行賽践﹂

の意味を浮き彫りにするとともに玄瑞の思想

松陰と玄瑞の議論を討究することによって︑松陰が最も電視

﹁即刻櫻爽﹂

論に従って尊王櫻夷を推進すればするほど︑天朝への求心力が

七月に︑玄瑞が京都で

いるように思われる︒

増大すると同時に滞への求心力は減少することになる︒
︵一八六四︶

玄瑞の﹁革帯志士糾合義挙﹂論は文久年間で一つの頂点に達
したといえるが︑元治元年

挙兵し︑そして戦敗したこと︑すなわち禁門の変の敗北は︑玄
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をも野鼠することができるのである︒架際︑玄燭は松陰から継
﹁革帯志壬糾合義挙﹂論へと展開し︑さらにそれを項行しよう

承した ﹁串葬臓起﹂論を︑志上の横断的︑超藩的な連撒という
としたのである︒結果からみれば︑﹁翠葬志士糾合凝挙﹂は船
て無駄死ににならず︑それは他者を感化して次の決起を引き起

御門の変によって失敗を喫したが︑しかし︑玄職の死はけっし

安政三年︵一八五六︶

に拠る︒引用の際︑

と略

八月に︑勤王倒幕をめぐって松陰と

記し︑旧滞字は新字に改めた︒

陰全集﹄ ︵初版︶ に拠る︒引用の際︑︵﹃全集雪質数︶

古田松陰の著述からの引朋は︑すべて大和沓屠版﹃＃田松

字は新字に改めた︒

︵﹃久頗﹄︑員数︶ と略記し︑滞文は書き下し文にし︑旧渾

︵マツノ書店︑一九九二年︑持装版︶

久坂玄瑞の著述からの引用は︑福本義感東宝久坂玄腐食集﹄

こし︑倒幕運動を加速させたのである︒
注
山

制

刷

よって︑松陰の

﹁罪の意識﹂だけでなく︑さらに彼の思想

勤王憎黙賓の間に行われた白熱した論争を討究することに

を

いては︑拙稿﹁吉団松陰の実践的思想﹂ ︵﹃哲学・思想論叢﹄

に存する否定の論理を解き明かすことができる︒これにつ

第二四号所収︑筑波大学哲学・思想学会︑二〇〇六年︶
参照されたい︒

︵ちょう・いそう

筑波大学大学院人文社会科学研究科︶
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