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赤外線サーモグラフィを用いた乳房温度連続測定
および搾乳前後における乳房炎検知の検討
古村圭子 1・小野智央
（受付：2015 年 4 月 15 日，受理：2015 年 7 月 28 日）

The examination of the mastitis detection using the infrared thermography of consecutive measurement or before
and after the milking in dairy cows
Keiko FURUMURA1, Tomohiro ONO

摘

要

赤外線サーモグラフィ (IRT) を用いて，
乳房炎治療牛 4 頭で乳房温度の 24 時間変動を調査し
（連
続撮影群）, IRT による乳房炎乳区の検知に適した時間帯を検討した . 撮影直前の牛の行動を記
録し，同時に直腸温度と牛舎内気温を測定した．乳房温度は日内変動を示し，昼の時間帯が最も
高く，夜，朝の順に温度が下がった（P<0.05）
．夜と朝の時間帯で健康乳区（MH1 区）より乳房炎
乳区（MM1 区）が有意に低い乳房温度を示した（P<0.05）
．朝の時間帯のみ，乳房温度と牛舎内気
温や直腸温度，行動スコア間に相関がみられなかった．搾乳前後で比較したところ , 朝搾乳前に
MM1 区が MH1 区に比べ有意に低かった（P<0.05）
．
分娩後 48 時間以内に朝夕搾乳の前後で撮影した分娩後牛群は，16 頭中 5 頭が乳房炎陽性牛で
あった . 乳房炎牛の健康乳区（MH2 区）と乳房炎乳区（MM2 区）の乳房温度は , 健康牛の乳区（H 乳区）
の温度より各々有意に高かった（P ＜ 0.05）
．以上から夕より朝搾乳時がほかの要因の影響が少
なく，また搾乳前に撮影する方が乳区間差を検知しやすいと示唆された．

緒

（CMT 変法）が主である．PL テスターなど１頭毎に容器

言

の洗浄が必要なものは，時間・手間や試薬代がかかる．
酪農家にとり乳房炎は直接乳生産に関わる疾病であ

さらに乳房炎発症率の高い乾乳直後や分娩直前など泌乳

る．乳房炎によって，
乳量減少や乳質悪化，
廃棄乳の増加，

期以外の時期には，乳サンプルを必要とする乳房炎判定

獣医治療代や薬代と世話の労力の増大，寿命の低下，淘

法は利用しにくい．

汰率の増加を招く．乳房炎は，早期発見が治療効果を高

乳房炎は乳腺における炎症であり，一般的に体組織の

める上でも重要である．現在乳房炎の発見には，触診や

炎症は温度変化をもたらす．近年小型化されて片手で保

前搾りにおけるストリップカップ法および PL テスター

持できるほど軽量化された，赤外線サーモグラフィ（以
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後 IRT と略す）は，詳細な乳房温度変化の測定が可能に

材料および方法

なった．IRT は，物体が放出するエネルギーを表面温度
に換算する非侵襲の装置である．IRT は生体の皮膚血流

１．処置牛と試験期間

量の変化や代謝活性を反映し，皮膚から放出された放射

本研究は，2011 年 5 月から 2011 年 7 月まで行った．

熱を測定して温度画像として可視化でき，異常な温度変

帯広畜産大学畜産フィールド科学センター（以下 FSC と

化を，視覚的に容易に確認できる．さらに牛体に触れる

略す）で飼養されていた，2010 年 12 月から 2011 年 7 月

ことなく IRT は撮影できるため，牛にストレスを与える

の間に分娩したホルスタイン種の初産牛 6 頭と経産牛 14

ことが少ない．加えて赤外線画像処理は PC 上で行うた

頭を本研究に用いた．また本研究は，国立大学法人帯広

め，データ蓄積によるデータベース化や自動分析も可能

畜産大学動物実験等に関する規定に基づく動物実験の承

となる．

認（No23-34）を受けて，実験を行った．

温度変化を素早く表示する IRT の利用は，人や動物の

分娩牛実験では，分娩直前に分娩房へ収容し，初乳期

医療において，大きな関心が持たれている．畜産分野に

間中（分娩日を含めて６日間）は分娩房，またはタイス

おいてもいくつか報告がみられる．IRT を用いた顔面温

トールで飼養した．連続撮影した乳房炎治療牛も同じタ

度のスキャンにより，牛ウイルス性下痢（BVDV）を感染

イストールで飼養されており，搾乳はいずれの乳牛も朝

させた子牛で，臨床スコアや感染による疾病を示す急性

7 時頃から８時頃まで，夕方 16 時頃から 17 時頃まで，

期蛋白質の上昇より，発症の数日〜１週間前に顔面温度

大学職員が行った．

の 1.5 〜 4℃以上の増加がみられた（Schaefer ら 2004）
．
ま た 乳 房 炎 に つ い て も い く つ か 研 究 さ れ て い る．

２．実験方法

Colak ら（2008）は，IRT 測定した乳房温度と CMT スコ

（１）連続撮影群

アの間に有意な正の相関を見出し，潜在性乳房炎の早期

タイストールで乳房炎治療を受けていた搾乳牛 4 頭

発見が可能であると示した．乳房に大腸菌 LPS を注入し

（初産 1 頭，経産 3 頭；体重 530 〜 800kg）を用い，2011

て，乳房炎を誘発させた実験では，1 〜 1.5℃の乳房温

年 7 月 26 〜 29 日に 2 日間連続を 2 回，1 日目朝 6：30

度の上昇を IRT で確認している（Hovinen ら 2008）
．こ

の搾乳前から 2 日目 12:30 まで，2 時間間隔で計 15 回／

れらの研究から，臨床症状発症前に，炎症による温度変

回，IRT の連続撮影を行なった．4 頭の乳房炎治療状況

化が，IRT で検知できる可能性が示された．しかし一般

は本学大学教員の獣医師により把握されており，搾乳時

的な酪農家において自然発症した，乳房炎乳区と健康乳

には職員がストリップカップとＰＬテスターによって，

区の IRT による温度差を識別する研究は少ない．

乳房炎状況を検査していた．

そこで本研究は，1）自然発症した乳房炎治療中の搾

乳房温度の測定開始 30 分前に，赤外線サーモグラフィ

乳牛を用いて，健康乳区と乳房炎乳区の乳房温度が１日

（IRT:G100V，NECAvio 赤外線テクノロジー株式会社）の

の内でどのように変動しているのかを分析した．2）さ

電源を入れ，牛舎内気温に順応させ，実験開始前に環境

らに環境が制御されていない一般的酪農現場において，

温度補正を実施した．撮影前には実験牛の乳頭の汚れを

IRT は様々な要因の影響を受けると考えられる．そこで

ペーパータオルで拭き，藁などのごみを除去した．画像

乳房温度に影響を与える要因を検討し，要因の影響の少

撮影は牛を立たせ，毎回乳房から 50cm の距離を一定に

ない乳房温度測定に適した時間帯や，搾乳の影響につい

保つため，自作の物差しを当てて行った．近隣乳牛の乳

て検討した．3）IRT を用いて，健康乳区と乳房炎乳区と

房の写りこみを避けるため，白色布により近隣の牛を隠

に特徴的な温度変化を識別できるかどうかを、分娩後に

した．撮影順序は毎回，乳房左側面，乳房後方，乳房右

細菌が検出された乳房炎牛と健康牛とで比較検討した．

側面の 3 方向から，
同じ順序で撮影を行った．搾乳時
（8:00

2
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と 16:00）は，搾乳前と後の 2 回撮影を行った．毎回 2

搾乳の次の測定時間（10：00）から昼の区分とし、夕方

頭を撮影するため，
1 頭目から 20 分の時間間隔を開けて，

搾乳の次の測定時間（18：00）から夜の区分とした．昼

2 頭目を撮影し，撮影する牛の順番は固定した．

の時間帯には夕方搾乳を１回、朝の時間帯には朝搾乳

乳房温度測定５分前に，実験牛の行動を，起立と横臥

を２回含んだ．3 つの乳房温度で、各時間帯間に差があ

（右側横臥と左側横臥）に分けて記録した . 行動の記録

るかどうかを，SAS（ver9．1 for Windows， Enterprise

終了後に，動物用水銀体温計を用いて，立たせた実験牛

Guide 4．3）の ANOVA プロシジャを用い、Scheffe の多

で直腸温度を測定した．牛舎内気温はおんどとり（RTR-

重比較を用いて検定した．また、SAS の t 検定を用いて、

53，T&D Corporation，長野）を用い，牛床の後方の壁で

時間帯別に乳房炎牛の健康乳区（MH1）と乳房炎乳区（MM1）

地上２m のところにぶら下げて，２頭の乳房温度測定開

とに温度差があるかを分析した．

始時刻のそれぞれの気温を記録し，分析に使用した．

牛舎内気温・直腸温度・行動と３つの乳房温度間の影
響を分析するために、SAS の CORR プロシジャを用いて

（２）分娩後牛群

Spearman の順位相関を求めた ( 高柳 2008).

2011 年 5 月から 7 月に分娩した初産 5 頭と 2 〜 6 産

連続撮影群における朝搾乳と夕搾乳の各々における搾

の経産 11 頭を用い，分娩後 48 時間以内に，朝搾乳前と

乳前後の健康乳区（MH1）と乳房炎乳区（MM1）間差の分

後に IRT 撮影を行った．使用した IRT は 6 月 10 日まで

析と，分娩後牛群における健康牛の乳区（H）と，乳房

は TH7800 を，それ以降は G100V（両者とも NEC Avio 赤

炎牛の健康乳区（MH2）と乳房炎乳区（MM2）間との差の

外線テクノロジー株式会社，東京）を用いた．いずれの

比較には、上記と同じ SAS の ANOVA を用い、Scheffe の

IRT 使用時においても，
撮影方法は（1）と同様に行った．

多重比較を用いて検定した．すべての数値は平均値±標

ただし焦点距離が機種で異なったため，TH7800 では撮影

準偏差（SD）で示した．

距離を 70cm，G100V では 50cm とした．
分娩後牛では乳房炎の有無を判定するために，IRT 撮
影と同時に，無菌的および非滅菌的に乳区別乳サンプル

結

果

を採取し，細菌検査と乳房炎検査（PL テスターおよび電
気伝度値測定）を行った．採取した無菌的乳サンプルは

１．乳房温度の日内変動

研究室に持ち帰り，ポアメディア羊血液寒天培地（M70，

IRT を用いて連続 2 時間おきに 15 回測定して算出し

栄研化学 KK，東京）と自作パールコアマンニット食塩培

た，乳房炎治療牛の例として，373 号牛における 3 つの

地‘栄研’
（栄研化学 KK, 東京）に塗布し，37℃で培養

乳房温度（最大；Max, 最少；Min, 平均温度；Ave）と同

を行った．培養 24 時間後と 48 時間後に発育したコロニー

時刻の牛舎内気温（Stall Temp.）
，直腸温度（Rectal

を，National Mastitis Council(2004) の方法に準じて

Temp.）
，撮影 5 分前の行動（B.Score）の日内変動の推

同定を行った．細菌検査結果と乳房炎検査から，各乳区

移を図１に示した．3 乳房温度とも，昼 12：00 〜午後

の乳房炎判定を行った．

14：00 にかけて増加し，その後減少して早朝 4：00 から
搾乳前 8：00 に最少になるパターンを示した．直腸温度

３．統計解析

の推移はほぼ一定温度を維持していた．15 回の撮影中，

連続撮影群で、乳房温度の日内変動を分析するため

搾乳前も含め横臥回数の方が起立回数より多かった．

に、１日を８時間ごとに３つに区分し、昼（10:00 〜
16:00）
、夜（18:00 〜 0:00）
、朝（2:00 〜 8:00）の時間

日内変動を示した 3 つの乳房温度を，搾乳時間を区

帯に分けて、各時間帯３つの乳房温度別に分析した．朝

切りとして 8 時間ごとの 3 つの時間帯，昼（10:00 〜

3
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Stal l Tem p

Figure 1. The changes of udder surface 3 temperatures（Maximum, Minimum and
Average）of milking cow No. 373. B. Score shows the cows behavio r at 5min before
IRT measurement. B. Score : Score 1 shows standing, score 2 sho ws lying behavior.
Time zone: M/Morning means 2:00～8:00, Day means 10:00～16:00, Ni ght means
18:00～0:00.
LF,LR,RF,RR is the left front, l eft rear, right front and right rear quarter,
respectively. The right end markers and vertical axis of error ranges indicate the
means and standard deviations of measurement items.
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16:00）
，夜（18:00 〜 0:00）
，朝（2:00 〜 8:00）に分け，

の時間帯別に温度差があるかどうかを調べた ( 図 3)．

同様に牛舎内気温と直腸温度も分けて分析した（図 2）
．

昼の時間帯は Min のみ，MM1 が MH1 より有意に低かった

平均３乳房温度と平均牛舎内気温はいずれも昼，夜，朝

（P<0.05）
．夜と朝の時間帯では，3 つの平均乳房温度の

の順に有意に減少し（P<0.05）
，平均直腸温度は夜と朝

いずれも MM1 が MH1 より有意に低くなった（P<0.05）
．

が昼より有意に減少した（P<0.05）
．

２．乳房温度に影響を与える要因

健康乳区（MH1）と乳房炎乳区（MM1）が，昼，夜，朝

40

a b

a
c

36
Udder Temp. (℃)

３つの乳房温度と乳房温度に影響する要因間の関係

a

a
b

b

b

b

c

c

32

a

28

b
c

24
20
Max

Min

Ave

Stall Temp.

Rectal Temp.

Figure 2. Mean temperature (+SD) of three udder surface IRT temperature (Max,
Min, Ave), stall and rectal temperatures according to the three time zone.
Day time,

Night time,

Morning time zone.

a,b,c : Values with different superscript letters (Day, Night and M orning tim e zone)
on the same udder surface IRT temperature group (Max, Min, Ave) are significantly
different ( Ｐ ＜0．05)．
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Figure 3.Comparison
of the average healthy and mastitis quarter IRT temperatures
40
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b
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b
b
a
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4
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36
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b
b
b
a
34
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34
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b
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a,b: Values with different superscript letters (healthy and mastitis quarters: MH1 vs
30
30
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Max Min group
Ave (Max, Max
MM1) on the
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Figure 3.Comparison of the average healthy and mastitis quarter IRT temperatures
the day time zone are significantly different ( Ｐ ＜0．05)．
according to the three time zone.
Average healthy quarter temperatures of 4 mastitis cows (MH1),
Average
mastitis quarterた．朝の時間帯においては，３乳房温度のいずれもが，
temperature of 4 mastitis cows (MM1) .
を，時間帯別に分析した（表 1）
．昼の時間帯では，３
Table 1. Correlation between factors to affect each udder surface temperature

つの乳房温度と牛舎内気温および直腸温度とは有意な正

牛舎内気温，直腸温度，行動スコアとの間に有意な相関

a,b: Values with different superscript letters (healthy and mastitis quarters: MH1 vs
(Max, Min and Ave) according to the tim e periods
(Day, Night, Morning).
の相関がみられ，行動スコアとは有意な負の相関がみら
がみられなかった．

MM1) on the same udder surface temperature group (Max, Min, Ave) according to

れた（P<0.01）
．夜の時間帯では，Min と Ave とが牛舎

３．３乳房温度に対する搾乳の影響

Ｐ ＜0．05)．
theTime
dayPeriods
time zone are Day
significantly
differentNight
( 連続撮影群における朝搾乳前の３つの乳房温度におい
内気温および直腸温度とに有意な正の相関がみられた
(N=96)
(N=64)
Morning (N=80)
3 Suface
Temp. Max
Min
Ave
Maxて，乳房炎乳区
Min
Ave
Max Min
（P<0.01）が，
行動スコアとは有意な相関がみられなかっ
（MM1）は健康乳区
（MH1）Ave
より有意に低かっ
Stall Temp.
0.32* 0.48** 0.40**
Rectal Temp. 0.59** 0.33* 0.59**
Behav.Score -0.42** -0.32* -0.43**
*Ｐ＜0.01,**Ｐ＜0.0001
Table 1. Correlation between factors
Behavior Score： １=Standing, ２=Lying

0.28 0.41* 0.41*
0.15 0.46* 0.36*
-0.14 -0.15 -0.19

-0.18
-0.24
0.07

0.05
0.17
0.05

0.02
0.15
0.02

to affect each udder surface temperature

(Max, Min and Ave) according to the tim e periods (Day, Night, Morning).

Time Periods
Day (N=96)
3 Suface Temp. Max
Min
Ave
Stall Temp.
0.32* 0.48** 0.40**
Rectal Temp. 0.59** 0.33* 0.59**
Behav.Score -0.42** -0.32* -0.43**
*Ｐ＜0.01,**Ｐ＜0.0001
Behavior Score： １=Standing, ２=Lying

Night (N=64)
Max Min
Ave
0.28
0.41*
0.41*
3
0.15 0.46* 0.36*
-0.14 -0.15 -0.19
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Morning (N=80)
Max Min
Ave
-0.18 0.05 0.02
-0.24 0.17 0.15
0.07 0.05 0.02

赤外線サーモグラフィを用いた乳房温度連続測定および搾乳前後における乳房炎検知の検討

たが，
朝搾乳後には Min のみ MM1 が有意に MH1 より低かっ

度において MM1 は MH １より低くなる傾向がみられたが、

た（P<0.05）
（表２）
．夕方搾乳の前後では３つの乳房温

有意な差ではなかった．

Ｔａｂｌｅ 2. Comparison of the healthy quarter (MH1) and mastitis quarter (MM1) of 3 udder temperature
(Max, Min, Ave) before and after morning or evening milking of mastitis dairy cows with veterinarian treatment.
Before Morning Milking
After Morning Milking
Udder Temp.
Max
Min
Ave
Max
Min
Quarter
MH1 MM1
MH1 MM1
MH1 MM1
MH1 MM1
MH1 MM1
Mean
36.38 35.98
36.31a 35.49 b
32.19 a 31.23 b
34.52a 33.86b
31.93a 30.57 b
SD
0.70
0.80
1.52
0.87
0.95 0.63
1.02 0.83
1.54
1.57
Ｔａｂｌｅ n2. Comparison
(MH1)
quarter
18 of the
14healthy quarter
18
14 and mastitis
18
14 (MM1)18of 3 udder
14 temperature
18
14
(Max, Min, Ave) before and after morning or evening milking of mastitis dairy cows with veterinarian treatment.
Evening Milking
After Morning
Evening Milking
Before Morning
Milking
After
Max
Min
Ave
Max
Min
Udder Temp.
Quarter
MH1 MM1
MH1 MM1
MH1 MM1
MH1 MM1
MH1 MM1
Mean
37.35a 35.49
37.09b
34.63a 31.23
34.27b
36.24a 33.86
36.16b
37.37
34.17a 30.57
33.47b
Mean
36.38 36.96
35.98
36.31
32.19
34.52
31.93
SD
0.86
0.83
1.14
0.93
0.83
0.65
0.58
0.50
0.72
1.40
SD
0.70
0.80
1.52
0.87
0.95 0.63
1.02 0.83
1.54
1.57
nn
9
7
9
7
9
7
9
7
9
7
18
14
18
14
18
14
18
14
18
14

Ave
MH1 MM1
35.06 34.57
1.07 0.59
18
14
Ave
MH1 MM1
36.26
35.06 36.00
34.57
0.51
1.07 0.38
0.59
9
7
18
14

Before Evening Milking
After Evening Milking
Max
Min
Ave
Max
Min temperature
Ave
Udder
Temp.
a,b: Values with different superscript letters on the same udder surface
Quarter
MH1 MM1
MH1 MM1
MH1 MM1
MH1 MM1
MH1 MM1
MH1 MM1
Mean
37.35 37.09
34.63 34.27
36.24 36.16
37.37 36.96
34.17 33.47
36.26 36.00
groupSD(MH1 vs
different
0.86MM1)
0.83 are significantly
1.14
0.93
0.83
0.65 ( Ｐ ＜0．05)．
0.58 0.50
0.72
1.40
0.51 0.38
n
9
7
9
7
9
7
9
7
9
7
9
7

a,b: Values with different superscript letters on the same udder surface temperature
分娩後牛群において、３つの乳房温度において乳房炎
MM2 (は搾乳前後とも３つの乳房温度において、健康牛の
Ｐ ＜0．05)．
group (MH1 vs MM1) are significantly different
牛の健康乳区（MH2）に比べて乳房炎乳区（MM2）は 0.4

健康乳区（H）より有意に高い値を示し , MH2 は最小温

Table 3. The mean 3 udder surface temperatures on healthy quarters(H) of healthy cows,

〜 1.06℃高い傾向を示したが、
有意ではなかった
． (MM2)
度と平均温度において
H より有意に高かった（P<0.05）
．
healthy quarters (MH2)
and mastitis（表３）
quarters
of mastitis cows
before and after
morning milking of postcalving dairy cows.
Before Morning Milking

After Morning Milking

Quar Rank/

Quar Rank/

H
MH2
MM2
H
MH2
MM2
Udder 3.
Temp.
Udder
Temp.
Table
The mean 3 udder surface temperatures
on healthy
quarters(H) of healthy cows,
a
ab and after
a
ab
b
healthy
quarters
(MH2)
and
mastitis
quarters
(MM2)
before
Mean Max
Mean of
Maxmastitis
35.92
36.57b
36.11
36.51
34.91
34.83cows

morning
of postcalving
cows.
SD milking1.79
1.15 dairy
0.41
a
b
Morning
Milking
Mean MinBefore
31.04
28.58

QuarSD
Rank/
Udder Temp.

32.10

SD
QuarSD
Rank/
Udder Temp.

3.19
H

2.14
MH2

1.72
MM2

32.50aa

b
34.30ab

34.98bb

3.19

2.14

1.72

1.45

1.33

0.87

a
b
Morning
Milking
Mean MinAfter
31.15
28.88

b

2.83
H

1.90
MH2

32.50aa

b
34.16ab

2.83

1.90

31.96b
2.08
MM2

Mean Ave
Mean Ave
34.90bb
Mean Max
Mean Max 34.83
36.11
36.51
35.92
36.57
34.91
SD
2.27
1.34
0.77
SD
2.01
1.54
0.92
SD
1.79
1.15
0.41
SD
1.45
1.33
0.87
a,b: Values with different superscript letters on the same udder surface temperature
a
b
b
a
b
Mean (Max,
Min Min,
Mean (Ｐ＜0．05)．
Min 28.88
31.04
32.10 different
31.15
31.96b
28.58
group
Ave) are
significantly
SD
Mean Ave

32.50

SD

2.27

a

34.30
1.34

b

34.98

SD
b

0.77

Mean Ave

32.50

SD

2.01

a

34.16
1.54

2.08
b

34.90b
0.92

a,b: Values with different superscript letters on the same udder surface temperature
group (Max, Min, Ave) are significantly different (Ｐ＜0．05)．
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考

などが関係していると考えられる．４頭の供試牛のうち

察

１頭を除き、今回乳房炎に罹患していた乳区は、以前か
１．乳房温度の日内変動

ら乳房炎を繰り返していた乳牛であった．乳房炎を繰り

３つの乳房温度は、昼の時間帯において最大となり、

返すことは、乳房組織の損傷が大きいことも考えられる．

朝の時間帯に最小となる日内変動を示した．この結果は

特に、以前の乳房炎治療に長期間を要し慢性乳房炎を発

Berry ら（2003）が，予測式に基づいて乳房温度のサー

症した乳区は、損傷が深部に達している可能性がある．

カディアンリズムを示唆していたことを , 今回実証し

今回の連続撮影群には実験開始１か月以上前から治療を

た。牛舎内気温も日内変動を示し，連続測定全体におけ

受けていた乳房炎乳区も含まれている．

る３乳房温度と牛舎内気温間に有意な正の相関がみられ

乳房炎による損傷としては血管の損傷も考えられる．

た（最大温度 R=0.54，最少温度 R=0.69，平均 0.68; 各々

血管が損傷または毛細血管自体が閉塞している可能性が

P<0.05）
．林ら（2008）は気温が 25℃以上あるいは THI（温

ある．その結果、乳房炎乳区における血流量が低下し、

湿度指数）70 以上の環境における乳牛の乳房温度は、気

細菌侵入時に免疫応答が遅れ、乳房炎に再感染しやすく

温が 25℃以下あるいは THI70 以下の環境における乳牛の

なることが考えられる．さらに血流量の低下は乳腺組織

乳房温度より有意に高いことを報告している．この報告

における熱産生や放熱にも作用を及ぼし、乳房の表面温

からも、乳房温度は気温の影響を大きく受けることが示

度にも影響すると考えられる．また搾乳前において、乳

唆される．しかし、今回朝の時間帯のみにおいては、乳

房炎乳区は乳房内圧によってさらに血流が悪化し、乳房

房温度と牛舎内気温間に有意な正の相関はみられなかっ

温度が低下する可能性が大きい．今回の連続撮影群では

た（表 1）
．牛舎内気温は、4:00 から 5:00 にかけて気温

搾乳前 6:00 から搾乳直前である 8:00 にかけて、乳房温

が最小となり、8:00 にかけて次第に気温は上昇していっ

度が下がった乳区が多くみられた．そこで朝搾乳２時間

た ( 図 1)．また直腸温度は３乳房温度に比べ日内変動を

前の 6:00 と搾乳直前の 8:00 において、乳房温度に有意

あまり示さず、特に朝の時間帯においてほぼ一定な値を

な温度差あるかどうかを健康乳区（MH1）と乳房炎乳区

示し、乳房温度とは有意な相関がみられなかった．朝の

（MM1）間で分析した ( 表４)．その結果、Max において

時間帯の乳房温度は、牛舎内気温に影響されにくく、直

MM1 で 6:00 に比べ搾乳直前の 8:00 で有意な温度の低下

腸温度とも別な固有のリズムで変動していることが考え

がみられ ( Ｐ＜ 0.01)、Min と Ave も有意ではないが同

られる．

じような低下がみられた．このことから、乳房炎乳区は
搾乳が近くなると、乳貯留による乳圧の増加にともない

２．健康乳区と乳房炎乳区との温度差

乳房内の血流が悪くなり、その結果乳温が低下すること

連続撮影群では乳房炎治療牛を用いており、乳房炎乳

を示唆している．この結果は、治療に長期間を要した乳

区（MM １区）は健康乳区 (MH1 区 ) よりも３乳房温度が

房炎乳区は、血流が悪いという仮説を証明する１つの材

有意に低かった．これは一つには乳房炎発症から時間経

料である．しかし、今回の研究では分析数が少なかった

過が長く、供試牛の今までの乳房炎発症回数や治療回数

ために、断定することはできない．
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Table 4．Changes of the mean 3 udder surface temperatures on mastitis
quarters (MM1) and healthy quarters (MH1) of mastitis treated cows
at 2 hours before (6:00) and just before morning milking time (8:00).
Quarter
Rank

Max
6:00
ax

MM1

35.61
(0.64)*

Min
8:00
bx

35.36
(0.60)

Ave

6:00

8:00

6:00

31.21
(0.97)

31.06
(1.10)

x

8:00
x

33.91
(0.60)

x

33.61
(0.49)

32.50
36.37y
36.30y
32.54y
34.82y
34.71y
(1.47)
(0.68)
(0.62)
(1.33)
(0.71)
(0.74)
a,b: Values with different superscript letters between 6:00 and 8:00 of the same
quarter type are significantly different (P<0.05)．
x,y: Values with different superscript letters between MM1 and MH1 of the same
milking time are significantly different (P<0.05)．
*
：The numerical value in the parenthesis shows SD.
MH1

今までに報告された研究では、乳房炎乳区は、健康

て乳房温度が低下したと考えられる．

乳区よりも温度が高いことが多かった．Polat ら (2010)

分娩後牛群においては、
乳房炎発症牛の健康乳区（MH2）

は、CMT スコアが上昇すると、乳房温度が直線的に上昇

は健康牛の健康乳区（H）より１℃以上高い温度を示し、

(R2=0.75) し、体細胞数が増加すると、乳房表面温度が

Min と Ave ではその差は２℃程度みられ両者の差は有意

上昇する (R2=0.72) ことを示した．また、
Hovinen ら (2008)

であった．さらに乳房炎乳区（MM2）は、３乳房温度と

は健康牛の乳房に大腸菌 LPS を注入することで、乳房温

も H 区より 1.5℃以上有意に高く、また MH2 との差は有

度が上昇することを確認した．

意ではないが MH2 より高い乳房温度を示す傾向がみられ

今回の連続撮影群では、乳房炎に感染してから日数が

た．分娩後の乳房炎発症牛では、乳房表面温度は明らか

経過した治療中の乳牛を供試した．もし乳房炎発症直後

に上昇し、この上昇温度を利用して乳房炎の早期発見に

牛で、連続撮影実験を行った場合は、乳房温度の上昇や

利用できる可能性が示された．これは連続撮影群の長期

発熱を検知できたかもしれない．通常、体組織の炎症に

治療中の乳房炎牛では治療乳区 MM1 が健康乳区 MH1 より

よる発熱は、炎症初期段階でみられる．炎症初期では、

有意に低い温度を示したこととは対照的であり、乳房炎

血管を拡張させる生理作用が起き、その結果として発赤

検知は乳房温度が上昇する現象だけでなく、減少する現

や熱感が発生する．そして IL- １、TNF- α、IL- ６など

象も牛の乳房炎罹患状況によって起きることを考える必

の炎症性サイトカインや、免疫調節性サイトカイン IFN-

要性が判明した．そのため赤外線サーモグラフィを用い

γ（Boutet ら 2007）によって , PGE2 が産生し発熱が起

た乳房炎乳区の検知には、正常乳区に比較して乳房温度

こる．大腸菌による甚急性乳房炎発症牛では、健康牛よ

の増加と減少の両方向から検討することが推測され、今

り乳清中 IL-1 β、IL-6、TNF- α濃度が有意に高くなる

後さらなる研究が必要であろう．

が、乳房炎の回復に伴って濃度は減少していった（久枝

5

ら 2008）
．今回は、乳房炎の発症から時間が経過してい

３．横臥が乳房温度に与える影響

たため、炎症による発熱は検知できなかった．しかし、

夜と朝の時間帯において、起立時と横臥時の乳房温度

炎症が長期間にわたると、乳房内組織全体が損傷を受け、

には有意な温度差はみられなかった．しかし、昼の時

毛細血管も障害を受け乳房の血流量が低下し、結果とし

間帯では３つの乳房温度において、MH1 と MM1 ともに起
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立時は横臥時よりも有意に高い温度を示した（P<0.05）
．

今後ハンディタイプの IRT が酪農場の飼養管理におい

これは、昼の時間帯の牛舎内気温が乳牛にとって暑熱環

て、発情牛の発見や分娩前体温の変動による分娩予知、

境 ( 平均 26.7℃ ) であったことも一つの原因と考えられ

蹄病、子牛の疾病管理など、様々な分野において利用で

る．暑熱環境下において乳牛は横臥の回数が減少し、反

きることが予測される．乳房炎以外の疾病や、分娩予知

対に起立時間が増加する（Overton ら 2002）
．牛は、起

ができれば、酪農現場に IRT を普及させるメリットは拡

立することで有効体表面積を増加させ、熱放散量を高め

大する．したがって、乳房炎検知の研究と並行して、様々

る．つまり乳房の血流量が増加し、熱放散量を活発化し

な温度変化を伴う疾病や繁殖などの分野においても IRT

たために、乳房温度が上昇したと考えられる．一方、横

を用いた研究が行われることが望ましい．

臥は乳房の血管を圧迫するため血流量が減少し、乳房か
らの熱放散活動も低下するため、乳房温度が低下したも
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Abstract
Using infrared thermography (IRT), four mastitis
treatment cows were investigated a change for 24 hours of
the udder temperature (consecutive photography group)

11

Res. Bull. Obihiro Univ. 36：12 〜 20（2015）

マツ科樹木の樹液精油の施用による夏ホウレンソウの生長改善効果
秋本正博 1・森睦 2・徳橋和也 3・本多博一 3
（受付：2015 年 4 月 30 日，受理：2015 年 7 月 28 日）

Application of pine sap essential oil improves the yield of summer spinach
Masahiro AKIMOTO1, Mutsumi MORI2, Kazuya TOKUHASHI3, and Hirokazu HONDA3

摘

要

マツ科樹木の樹液精油の施用が、夏ホウレンソウの収量や食味の改善に有効であるかを検証した。試験は 2013 年に
帯広畜産大学実験圃場内のビニルハウスにおいて行った。ハウス内の土壌を 3 分画し、それぞれに樹液精油を 10a あた
り 0kg(0kg 区 )、1.5kg(1.5kg 区 )、3.0kg(3.0kg 区 ) 施用した。ホウレンソウ品種「ジョーカーセブン」を育苗し、8
月 2 日に畝間 25cm、株間 10cm で 1 点 2 株になるようそれぞれの区に移植した。移植後の各区の苗をさらに 3 分画し、
それぞれに 400ppm の樹液精油を毎週葉面散布する ( 多散布 )、隔週散布する ( 少散布 )、散布しない ( 無散布 ) という
葉面散布処理を施した。移植 31 日後にホウレンソウを収穫し、1 点あたりの収量を計測した。分散分析の結果、収量
に対する土壌施用、葉面散布施用、およびそれらの相互作用の全ての効果が認められた。土壌施用の効果については、
1.5kg/10a 量以上の樹液精油を施用することによって、無施用の場合よりも収量が高くなることが示された。葉面散布
施用の効果については、400ppm 濃度の樹液精油を 7 日おきに葉面散布することで、無散布の場合よりも収量が高くなる
ことが示された。土壌施用と葉面散布施用の組み合わせで最も収量が高かったのは、
1.5kg/10a －多散布の組み合わせで、
生重量は 42.2g と樹液精油を全く施用しなかった 0kg 区－無散布の 28.3g に比べ約 5 割も高くなった。また、樹液精油
の施用がよるホウレンソウの葉の成分に及ぼす効果を調べるため、収穫後の葉身の硝酸還元酵素の活性、硝酸イオン含
有量、および糖含有量を計測した。硝酸還元酵素の活性は、樹液精油を葉面散布により施用することで低下した。一方、
えぐみの原因のひとつとされる硝酸イオンの含有量は、樹液精油を施用しても変化しなかった。糖含有量は葉面散布施
用の回数が多いほど高くなった。しかし、この糖含有量の変化は人が味覚として感知できる水準のものではなかった。
本研究結果から、夏ホウレンソウの栽培において、マツ科樹木の樹液精油は収量の改善に効果的であると考えられた。
キーワード：夏ホウレンソウ、マツ科樹木、樹液精油、土壌施用、葉面散布
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よう散布すると、一年生雑草の発生が抑制され、多年草

1．緒言

雑草のチガヤの生育が促進される（松本ら 1999）
。これ
ホ ウ レ ン ソ ウ（Spinacia oleracea） は ア カ ザ 科 の 葉

はアカマツの落葉から放出された物質が近隣の雑草種に

野菜で、2011 年には我が国で国民ひとりあたり年間約

対して異なる他感作用を及ぼした結果と考えられる。

1.2kg が消費されている（農林水産省統計データ URL:

一方、これまでの研究により、マツ科樹木の樹液から

http://www.maff.go.jp/j/tokei/）
。ホウレンソウは生長

精製される精油を作物に施用することによって、生長促

の適温が 15 〜 20℃と比較的冷涼な気候を好むため、そ

進や食味向上の効果が得られることが明らかになってい

の栽培はもっぱら早春か秋に播種することで行う。一般

る。例えば、土壌にマツ科樹木の樹液精油を 5kg/10a 施

的に 25℃を上回る気温では生育が抑制されてしまうこ

用することで、暑夏期に栽培したトマトの糖度をおよそ

とから（小島 1999）
、本州以南ではホウレンソウを夏

1% も向上させられるほか、生育量を 20% 近くも高められ

期に栽培することが難しい。そのため、夏期にはホウレ

た（工藤ら 2009）
。また、田植え時の水田にマツ科樹木

ンソウの市場への供給量が低下してしまう。一方、北海

の樹液精油を 1.5kg/10a 施用することで、イネの収量を

道では夏の気候が比較的冷涼であるため、例外的に夏期

約 15% も増加でき、食味に関しても甘みを高めるなどの

のホウレンソウ生産が行われている。この北海道産の夏

効果が得られた（岩切ら 2012）
。このマツ科樹木の樹液

ホウレンソウは、供給量との関係で、とても高値で取引

精油を利用することにより、真夏の高温条件下でしばし

されるため、生産者からも注目されている。しかしなが

ば生じるホウレンソウの収量や品質の低下を改善できる

ら、近年は北海道でも真夏に最高気温が 25℃を超える日

のであれば、今後北海道における夏ホウレンソウの栽培

が続き（帯広測候所 URL: http://www.jma-net.go.jp/

がより円滑なものになると期待される。そこで、本研究

obihiro/）
、北海道の夏期の気候条件が冷涼な環境を好

ではマツ科樹木の樹液精油を夏ホウレンソウに施用する

むホウレンソウにとって必ずしも良好とは言えなくなっ

ことで、その後の生長にどのような影響が生じるのか検

てきた。実際に、夏期の猛暑により北海道においても夏

証した。

ホウレンソウの収量や品質が低下し、生産が不安定にな

マツ科樹木の樹液精油の施用方法には、精油を土壌に

るという問題がでてきている（大橋 2002）
。

混和する土壌施用と、希釈した精油を植物の葉に散布す

植物には自身が作り出す化学物質を放出することで、

る葉面散布施用の 2 通りが挙げられる。トマトやイネを

他の植物の生長を抑制または促進する能力、すなわち他

用いた上記の先行研究では、マツ科樹木の樹液精油を土

感作用がある。例えば、クレスの種子は発芽にともない

壌に施用することにより対象作物へと供給した。しかし、

レポジモイドを放出する。そのため、混植された周辺植

今回供試する夏ホウレンソウは栽培期間が約 1 カ月と、

物はこの物質の作用を受け、茎葉部の生長が促進される

トマトやイネの栽培期間（4 〜 6 ヵ月）に比べて短い。

（松山ら 2005）
。また、他感作用の現れ方は、作用する化

そのため、土壌施用により樹液精油を供給しようとして

学物質の濃度や作用を受ける植物の種類によって異なる。

も、植物体がその成分を十分に吸収できないことが想定

例えば、ムクナ（Mucuna pruriens）は L- ドーパを産生し、

される。このことから、本研究ではホウレンソウに対し

放出するが、これをトウモロコシが 0.1 μ M の低濃度で

て、マツ科樹木の樹液精油を土壌施用だけではなく、葉

吸収すると、全冠根の伸長が促進され、逆に 0.5 μ M 以

面散布施用によっても供給することとした。そして樹液

上の高濃度で吸収すると、全冠根の伸長が抑制される（松

精油の施用方法や施用量の違いにより、夏ホウレンソウ

尾ら 2003）
。他方、マツ科樹木は、針葉を落下させるこ

の収量や葉の成分がどのように変化するのか調査した。

とで、それに含まれる物質を環境へと放出している。ア

なお、本研究は帯広畜産大学と大朗物産有限会社による

カマツの落葉を集め、人為的に果樹園の土壌を被覆する

共同研究（K13021）のもと執り行われた。
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精油を土壌施用した。ひとつめの試験区には、ゼオライ
トを 60kg/10a 相当量になるよう土壌に混和した。2 つめ

2．材料および方法

の試験区には、ゼオライトと前出の樹液精油粒剤をそれ
2-1．供試材料

ぞれ 30kg/10a 相当量になるよう土壌に混和した。そし

本研究には検定作物として、トキタ種苗のホウレンソ

て 3 つめの試験区には、樹液精油粒剤を 60kg/10a 相当

ウ品種「ジョーカーセブン」を供試した。ジョーカーセ

量になるよう土壌に混和した。この処理により、それぞ

ブンは耐暑性に優れフザリウム萎凋病に対する耐病性も

れの試験区の土壌には樹液精油が 0kg、1.5kg/10a、およ

高い、夏ホウレンソウの代表的な品種である。

び 3.0kg/10a 相当量施用されたことになる。以降、それ

マツ科樹木の樹液精油（以降、
「樹液精油」と表記）

ぞれの試験区を便宜上 0kg 区、1.5kg 区、および 3.0kg

として市販のテレビン油を用いた。なお、このテレビン

区と表記する。

油は、北アメリカとオセアニアに自生する複数種のマツ

2013 年 7 月 22 日に、ジョーカーセブンの種子を、育

科樹木の樹液を混合し、蒸留することで得られた精油で

苗用倍土を充填した 15 号規格のペーパーポットに播種

ある。主成分としては、α‐ピネンを 96.6%、β‐ピネ

した。11 日後の 8 月 2 日、卵形葉展開期の苗を、樹液精

ンを 1.3%、カンフェンを 2.0% 含んでいる。この樹液精

油の土壌施用を行った上記の 3 試験区へ畝間 25cm、株間

油を効果的に土壌に施用するために、あらかじめ樹液精

10cm の密度で移植した。そして、移植 7 日後の 8 月 9 日

油を 5% 比になるようにゼオライトに染み込ませた粒剤

に 1 株あたり 2 個体になるよう間引きを行った。収穫予

を作製した（樹液精油粒剤）
。また、葉面散布施用を効

定日を移植 31 日後の 9 月 2 日とし、その間のホウレン

果的に行うため、樹液精油を 400ppm の濃度になるよう

ソウの栽培管理は慣行法に従い行った。

界面活性剤とともに水和希釈した液剤を調製した（樹液

栽培期間中、移植した株に対し以下の方法により樹液

精油液剤）
。なお、これら粒剤と液剤における樹液精油

精油の葉面散布施用を行った。移植した株を試験区ごと

の含量は、これまでの先行研究を参考に決定した（工藤

にそれぞれ 3 つの群に分けた。ひとつめの群に対しては、

ら 2009；岩切ら 2012）
。

蒸留水を葉面へ散布した。散布を行った日と散布量は、
移植翌日の 8 月 3 日に 100mL/m²、8 月 10 日に 250mL/m²、

2-2．圃場栽培試験

8 月 17 日に 300mL/m²、8 月 24 日に 350mL/m²、そして 8

試験は帯広畜産大学の実験圃場に建てたビニルハウス

月 31 日に 400mL/m² とした。2 つめの群に対しては、樹

内で行った。夏期にビニルハウス内でホウレンソウを栽

液精油液剤と蒸留水を交互に葉面へ散布した。樹液精油

培する本来の目的は、降雨による過剰な水分摂取を防ぐ

液剤の散布を行った日と散布量は、移植翌日の 8 月 3 日

ためと直射日光を遮光するためである。それをふまえ、

に 100mL/m²、8 月 17 日に 300mL/m²、そして 8 月 31 日に

本試験では天蓋部のみをポリオレフィンフィルムと 50％

400mL/m²、蒸留水の散布を行った日と散布量は、8 月 10

遮光ネットで被覆したビニルハウスを用いた。

日に 250mL/m² と 8 月 24 日に 350mL/m² とした。3 つめの

ビニルハウス内の作土は淡色黒ボク土で、試験前の

群に対しては、樹液精油液剤のみを葉面へ散布した。散

化学性状は pH が 6.2、CEC が 20.5cmol、EC が 0.7mS/cm

布を行った日と散布量は、移植翌日の 8 月 3 日に 100mL/

であった。この土壌に基肥として窒素 9kg/10a、リン酸

m²、8 月 10 日 に 250mL/m²、8 月 17 日 に 300mL/m²、8 月

15kg/10a、およびカリウム 8kg/10a を施用した。また、

24 日に 350mL/m²、そして 8 月 31 日に 400mL/m² とした。

pH 調整剤として炭酸カルシウムを 50kg/10a 施用した。

以降、それぞれの葉面散布施用を行った群を便宜上、無

ホウレンソウを栽培するビニルハウス内の作土スペー

散布、少散布、多散布と表記する。

スを 3 つの試験区に分け、それぞれに以下の要領で樹液

収穫は、移植点ごとにホウレンソウの主根を地際で切
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り取ることにより行った。それぞれの土壌施用法と葉面

行った。土壌施用あるいは葉面散布施用について、効果

散布法の組み合わせにつき 16 株ずつ収穫を行った。収

が認められた場合には、その変動要因の処理水準間にお

穫後 5 分以内に株の生重量を計測することで収量を評価

ける値の差を最小有意差法により検定した。統計解析に

した。

は Microsoft Excel 2007（©Microsoft Office）
、および
IBM SPSS Statistic Base Ver.22.0（日本アイ・ビー・

2-3．葉の硝酸還元酵素活性、硝酸イオン含有量、およ

エム株式会社）を用いた。

び糖含有量の測定
収穫時のホウレンソウの葉の硝酸還元酵素活性、およ

3．結果および考察

び葉身に含まれる硝酸イオン含有量と糖含有量を測定し
た。それぞれの施用法組み合わせについて収穫した個体

3-1．樹液精油の土壌施用、および葉面散布施用による

から任意に 12 個体を選び、それらの最頂葉を採集した。

収量の変化

硝酸還元酵素活性の測定は甲斐と岡崎（2003）
、および

ホウレンソウ栽培期間中（8 月 2 日〜 9 月 2 日）の平

前田ら（2009）の呈色法に従い行った。なお、葉からの

均最高気温は 25.6℃、平均最低気温は 17.6℃、そして

硝酸還元酵素の抽出は、収穫直後の葉 250mg を抽出緩衝

日平均気温は 20.8℃であった。帯広市における近年 30

液（50mM-TrisTCl、3mM-EDTA、5mM-DTT、1µM-Leupeptin、

年間の同期間の平均最高気温は 25.2℃、平均最低気温は

1%-Casein、pH7.8）1mL 中で磨砕し、その上澄液を得る

16.4℃、そして日平均気温は 20.2℃であることから（帯

ことにより行った。また、本研究における酵素活性量は、

広 測 候 所 URL: http://www.jma-net.go.jp/obihiro/）
、

硝酸還元酵素が 1 分間に 1µM の硝酸を亜硝酸へと還元す

今回の栽培試験はおおよそ平年並みの夏期の気候のもと

る触媒力を 1unit とすることにより表した。

に行えたことになる。なお、本試験では遮光を施したビ

硝酸イオン含有量の測定は、Cataldo 法（Cataldo et

ニルハウス内でホウレンソウの栽培を行った。そのため、

al. 1975）に従い行った。また、糖含有量の測定は、デ

実際の栽培は外気の気温よりも 1 〜 2℃低い環境の中で

ジタル糖度計 PAL-1（株式会社 アタゴ）を用い brix 値

行ったことになる。この環境のもと、ホウレンソウは良

を求めることで行った。なお、両含有量を測定するため

好に生育を行い予定通り 9 月 2 日に収穫を行うことがで

のサンプルは、以下の方法に従い調製した。収穫直後の

きた。

葉をすぐに電子レンジに 3 分かけ、葉細胞内の酵素を失

収穫したホウレンソウの収量を表 1 に表した。ホウレ

活させた。その後、70℃に設定した通風乾燥器内で乾燥

ンソウの収量に対する 2 元分散分析の結果、樹液精油の

させ、マルチビーズショッカー（安井器械株式会社）で

土壌施用、葉面散布施用、および相互作用の全ての効果

粉砕した。粉砕した葉 5mg に脱イオン水 1ml を加え懸濁

が認められた。

させた後、50℃に設定したヒートブロックで 1 時間加温

0kg 区、1.5kg 区、および 3.0kg 区における、すべて

した。この懸濁液を 10000rpm で 5 分間遠心分離し、得

の葉面散布群を通じた平均収量は、それぞれ 32.2 ±

られた上澄液を測定のためのサンプル液とした。

9.1g/ 株、36.0 ± 9.3g/ 株、 お よ び 36.0 ± 8.5g/ 株 と
なった。樹液精油を施用した 1.5kg 区と 3.0kg 区の値が

2-4．統計処理

無施用の 0kg 区の値よりも明らかに高かった。1.5kg 区

ホウレンソウの収量、硝酸還元酵素活性、硝酸イオン

と 3.0kg 区の平均収量の間に大きな差は認められず、そ

含有量、および糖含有量の測定値の分布は全て正規性を

れぞれ 0kg 区の値と比較しおよそ 1.1 倍の値であった。

示した。それぞれのデータに対し、樹液精油の土壌施用

葉面散布による施用を行わず、土壌施用のみの手段で樹

と葉面散布施用の効果を変動要因とした二元分散分析を

液精油をホウレンソウに与えた場合（葉面散布群が無散
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表1．樹液精油の土壌施用、および葉面散布施用によるホウレンソウの収量の変化。最小有意差法による
事後検定の結果、5％水準で値に差が認められたものの間には異なる文字を記した。
葉面散布施用
土壌施用

N

無散布

少散布

多散布

土壌施用平均

0kg区

16

28.3 ± 7.6

31.4 ± 5.9

36.8 ± 11.2

32.2 ± 9.1

x

1.5kg区

16

31.7 ± 5.5

34.3 ± 6.8

42.2 ± 11.6

36.0 ± 9.3

y

3.0kg区

16

36.8 ± 9.3

35.8 ± 9.7

35.3 ± 6.7

36.0 ± 8.5

y

葉面散布施用平均

32.3 ± 8.2

a

33.8 ± 7.7

a

38.1 ± 10.3

b

布）
、 施 用 量 が 0kg/10a、1.5kg/10a、3.0kg/10a と 多 く

本研究で用いた樹液精油は成分としてα‐ピネンを

なるに従い収量が高くなった。つまり土壌施用のみを行

約 96.6% 含んでいる。山室ら（2010）は、このα‐ピネ

う場合には、3.0kg/10a 量までの範囲でより多くの樹液

ンを単体でトマトに与えることにより樹液精油を施用し

精油を与えるほど高い生長改善効果を得られることが分

たときと同様の生長促進効果が得られることを明らかに

かった。

し、樹液精油の主要な作用物質はα - ピネンであると推

無散布、少散布、および多散布を行った群におけるす

測した。ホウレンソウにおいても、樹液精油に含まれる

べての土壌施用区を通じた平均生重量は、それぞれ 32.3

α‐ピネンが生長を促進させる作用物質になっていると

± 8.2g/ 株、33.8 ± 7.7g/ 株、および 38.1 ± 10.3g/ 株

推測される。一方、α - ピネンには、高濃度で作用させ

となった。多散布の値は、無散布や少散布の値に比べて

ることによりバクテリアや腫瘍細胞の増殖を抑制する効

明らかに高く、無散布の株の値と比較しおよそ 1.2 倍と

果がある（da Silva et al. 2012；Aydin et al. 2013）
。

なった。無散布と少散布の間には平均収量の大きな差が

植物においても、樹液精油を過剰に与えることで却って

認められなかった。葉面散布のみの手段で樹液精油をホ

その生長量が低下してしまう場合があり（永田 2010）
、

ウレンソウに与えた場合（土壌処理区が 0kg 区）
、
無散布、

これもα - ピネンの供給過多による生長抑制効果と考え

少散布、多散布と葉面散布を行う回数が増えるに従い収

られている。ホウレンソウに対して樹液精油を 3.0kg/10a

量が高くなった。つまり、葉面散布のみを行う場合には、

量の土壌施用と、7 日おきの葉面散布の組み合わせによ

400ppm 濃度の液剤を 7 日おきに散布する施用量までは、

り施用した場合も、結果的にα - ピネンの供給量が生長

より多くの樹液精油を与えるほど高い生長改善効果を得

改善のための最適な量を上回ってしまい、却って効果が

られることが分かった。

劣ってしまったのではないかと考えられる。

土壌施用と葉面散布施用の組み合わせによりホウレン

本研究の試験結果から、ホウレンソウの収量を効果的

ソウの収量を比較すると、
全ての組み合わせの中で 1.5kg

に改善するには、土壌施用と葉面散布施用を組み合わせ

区－多散布の場合に最も高い値（42.2 ± 11.6g）となっ

て樹液精油を施すのがよいと考えられた。また、土壌施

た。これは樹液精油の施用が全く行われておらず、慣行

用、あるいは葉面散布施用による単独の処理でもホウレ

栽培と同じ条件である 0kg 区－無散布の値
（28.3 ± 7.6g）

ンソウの収量を改善できることが示された。ただし、土

に比べ約 1.5 倍も高かった。これに対し、1.5kg 区－多

壌施用と葉面散布施用を組み合わせて施すか、あるいは

散布の処理組み合わせよりも多量の樹液精油を施用した

単独の手段で施すかにより、それぞれの処理における樹

3.0kg 区－多散布では、1.5kg 区－多散布よりも収量が

液精油の最適な施用量が異なることも明らかになった。

低くなってしまった。
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3-2．ホウレンソウの葉の硝酸還元酵素活性、硝酸イオ

0.2( × 10⁻³)unit となり、無散布、少散布、多散布の順

ン含有量、および糖含有量

に値が低くなった。無散布の値と比較し、少散布と多散

硝酸イオンは、シュウ酸とともにホウレンソウのえぐ

布の酵素活性はそれぞれおよそ 0.7 倍と 0.5 倍であった。

みの原因になる物質である。また、多量に摂取した場合

樹液精油を施用することで、却って硝酸還元酵素の活性

に健康を害する可能性があるため、その低減化が求めら

を低下させてしまう結果となった。一方、ホウレンソウ

れている。硝酸還元酵素は、硝酸イオンを亜硝酸へと還

の硝酸イオン含有量に対して 2 元分散分析を行ったとこ

元するはたらきをもち、植物体内における硝酸態窒素の

ろ、土壌施用、葉面散布施用、およびそれらの相互作用

蓄積を抑制している。したがって、硝酸還元酵素の活性

のいずれの効果も認められなかった（表 3）
。樹液精油の

を高めることができれば、ホウレンソウ葉中の硝酸イオ

施用により硝酸還元酵素の活性が変化したにもかかわら

ンの低減につながると考えられる。

ず、処理間で葉中の硝酸イオン含有量に大きな差は認め

収穫時のホウレンソウの葉における硝酸還元酵素の活

られなかった。硝酸還元酵素の活性には日周変動があり、

性を表 2 に示した。硝酸還元酵素の活性に対する 2 元

光条件や温度条件によってその活性が変化することが知

分散分析の結果、葉面散布施用の効果のみが認められ

られている（壇ら 2005、2014）
。本研究では、すべての

た。無散布、少散布、および多散布を行った群におけ

ホウレンソウを午前 10 時に収穫し、分析へと供試した。

るすべての土壌施用区を通じた平均値は、それぞれ 4.0

今後は異なる時間帯に収穫されたホウレンソウの硝酸還

± 0.2( × 10⁻³)unit、3.1 ± 0.5( × 10⁻³)unit、2.6 ±

元酵素活性や硝酸イオン含有量の測定を行い、樹液精油

表2．樹液精油の土壌施用、および葉面散布施用によるホウレンソウの硝酸還元酵素活性（×10-3unit）の変化。
酵素活性量は、硝酸還元酵素が1分間に1µMの硝酸を亜硝酸へと還元する触媒力を1unitとすることにより表した。
最小有意差法による事後検定の結果、5％水準で値に差が認められたものの間には異なる文字を記した。
葉面散布施用
土壌施用

N

0kg区

12

3.7 ± 1.5

2.6 ± 0.8

2.3 ± 0.8

3.8 ± 0.7

1.5kg区

12

4.1 ± 1.4

3.1 ± 1.3

2.7 ± 0.5

3.3 ± 0.7

3.0kg区

12

4.1 ± 1.3

3.6 ± 1.4

2.7 ± 0.8

3.4 ± 0.7

無散布

4.0 ± 0.2

葉面散布施用平均

少散布

a

3.1 ± 0.5

多散布

b

2.6 ± 0.8

土壌施用平均

c

表3．樹液精油の土壌施用、および葉面散布施用によるホウレンソウの硝酸イオン含有量（µg-N/mg）の変化。
葉面散布施用
土壌施用

N

0kg区

12

1.7 ± 3.4

1.4 ± 1.9

1.7 ± 1.8

1.6 ± 2.5

1.5kg区

12

2.7 ± 14

1.6 ± 1.6

2.1 ± 2.2

2.1 ± 7.9

3.0kg区

12

2.6 ± 7.7

1.6 ± 1.9

2.4 ± 1.4

2.1 ± 4.6

2.3 ± 9.1

1.6 ± 1.7

1.9 ± 1.8

葉面散布施用平均

無散布

少散布
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の効果を再検証する必要があると考えられる。

が多い。例えば、2010 年の夏は猛暑となり、8 月の帯広

ホウレンソウの葉の糖含有量を表 4 に示した。ホウレ

市の日平均気温は 23.4℃であった。この気温は、ここ

ンソウの糖含有量に対する 2 元分散分析の結果、葉面散

20 年間の 8 月の日平均気温 20.2℃と比べ、3℃以上も高

布の効果のみが検出された。無散布、少散布、および多

かった（帯広測候所 URL: http://www.jma-net.go.jp/

散布を行った群におけるすべての土壌施用区を通じた平

obihiro/）
。このような高温下であっても、マツ科樹木

均糖含有量は 1.1 ± 0.1%、
1.2 ± 0.1%、
1.2 ± 0.1% となっ

の樹液精油がホウレンソウに対して効果的に生長促進作

た。少散布と多散布の値は無散布の値と比較して高くな

用を及ぼすことができるのか、今後異なる年次で同様の

る傾向を示した。少散布と多散布の値は無散布の値と比

試験を行い確認する必要があると考えられる。また、本

較しともにおよそ 1.1 倍であった。

研究では強耐暑性品種であるジョーカーセブンを供試し

収穫したホウレンソウを用いて帯広畜産大学の学生 5

た。ジョーカーセブンよりも耐暑性が劣る品種を用いた

名を被験者に食味検査を行ったところ、甘みに関する評

場合の効果についても検証が必要と思われる。

価と樹液精油の施用量との間に明瞭な関連性を認めるこ

一方、本研究においては、樹液精油の施用によるホウ

とができなかった（データ不掲載）
。樹液精油の葉面散

レンソウの食味改善効果は認められなかった。今後は、

布施用を行うことでホウレンソウの糖含有量を改善でき

収量の改善とともに食味の改善を図れるような樹液精油

たが、その変化は人が味覚で判断できる水準ではなかっ

の施用法を模索していく必要があると考えられる。

た。
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無散布

少散布

多散布

土壌施用平均

土壌施用

N

0kg区

12

1.0 ± 0.1

1.2 ± 0.1

1.3 ± 0.1

1.2 ± 0.1

1.5kg区

12

1.1 ± 0.1

1.1 ± 0.2
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1.1 ± 0.2

3.0kg区
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1.1 ± 0.2
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1.1 ± 0.2

1.0 ± 0.1 a

1.2 ± 0.1 b

1.3 ± 0.1

葉面散布施用平均
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秋本正博・森睦・徳橋和也・本多博一

grown conventionally. Nitrate ion content in the leaves did
not change by the application of turpentine. Sugar content
in the leaves was increased by the turpentine foliar spray,
however, the degree of change was slight and imperceptible
to the tongue. Suggestively, application of turpentine is
effective in the improvement of the yield in summer spinach.
Keywords：summer spinach, pine, turpentine, soil
broadcasting, foliar spray
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小豆および金時豆を長期間貯蔵することによる煮熟性低下に関与する因子について
── 脂質およびフィチン酸 ──
豊碩 1,2・呉珊 1,2・有富幸治 1・小嶋道之 1
（受付：2015 年 4 月 30 日，受理：2015 年 7 月 28 日）

Effect of long-term storage conditions on the cooking characteristics of adzuki and red kidney beans
── Lipids and Phytic acids ──
Shuo FENG1,2, Shan WU1,2, Kōji ARITOMI1, Michiyuki KOJIMA1

摘

要

温度 24.9 ± 0.1℃で湿度 35.5 ± 17.1%RH（室温 A）および同温度で 58.1% ± 1.6RH（室温 B）
の条件により 15 ヶ月間貯蔵した小豆および金時豆はタンパク質の変性およびペクチンの可溶化
の抑制が起きていることおよび煮豆の煮熟性の低下が認められることを明らかした（呉ら 2014）
。
今回は脂質とフィチン酸に注目して，煮熟性の低下との関連性について解析を行った。貯蔵し
た小豆に含まれる脂質の過酸化分解生成物（マロンジアルデヒド，MDA）量は 81.9nmol/g seed
（室温 A）および 71.7nmol/g seed（室温 B）
，金時豆のそれは 115.9nmol/g seed（室温 A）および
111.4nmol/g seed（室温 B）であった。この値は，通年温度 7.1℃± 3.4℃で湿度 84.8 ± 4.4%RH
（低温 C）および同温度で湿度 55.1% ± 4.9%RH（低温 D）の貯蔵，通年温度 18.9 ± 1.6℃と湿
度 41.3% ± 5.9%RH（凍結 E）および同温度で湿度 51.5 ± 6.9%RH（凍結 F）で貯蔵したそれぞ
れの豆に含まれる MDA 量に比べ顕著に高い値を示した。15 ヶ月間貯蔵した小豆の煮豆の硬さと
MDA 量との間には高い正の相関関係がみとめられた（室温 A：r=0.69，室温 B： r=0.84）
。また，
金時豆のそれらにも高い正の相関関係が認められた（室温 A：r=0.89，室温 B：r=0.89）
。これら
の結果は，小豆および金時豆の煮豆の硬さとタンパク質の遊離 SH 基量との間の相関係数よりも
高い値を示していた。また，いずれの貯蔵条件においてもフィチン酸の経時変動は殆ど認められ
なかった。これらのことから，室温 A および室温 B の条件で貯蔵した小豆および金時豆の煮熟性
の低下は，主に脂質の過酸化に起因する可能性の高いことを明らかにした。
キーワード：豆の貯蔵，硬さ，フィチン酸，過酸化物，凍土利用貯蔵

1
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緒

下に関わる多経路機構モデル（図 1）が Liu et al.（1995）

言

により提案されている。即ち，煮熟性の低下が起きると，
小豆は和菓子餡の代表的原料であり，他にお祝いの赤

貯蔵中の脂質過酸化による膜の損傷およびフィチン酸の

飯，小正月の小豆粥などに良く利用されている。また，

分解によるカチオンバランスの変化，細胞内カルシウム

金時豆はインゲン豆の代表的な種類で，粒形が良く，食

イオン濃度の上昇などにより，ペクチンの不溶化などが

味も優れていることから煮豆や甘納豆などの原料として

原因で起きる経路，及びタンパク質の変性および凝固な

よく利用されている。これらの豆類の特徴は保存性の良

どが原因で起きる経路が関与していると提案した。しか

いことであるが，貯蔵の温度や湿度によっては加工適性

し，これらの経路は，高温・高湿以外の貯蔵条件におい

に大きな影響を与えることが知られている。特に，加熱

ても影響を与える因子であるのかについては明らかにさ

加工による煮熟性の低下は，餡収率の低下，栄養成分や

れていない。

風味の低下などに影響を及ぼすことが指摘されている

今回は，高温・高湿以外の条件で貯蔵した小豆，金時

（Bressani. 1982; Tuan et al. 1991; Hohlberg et al. 1991）
。

豆の煮熟性と脂質の過酸化およびフィチン酸の加水分解

豆の煮熟性の低下が起きるメカニズムは複雑である

との関連性について明らかにすることを目的とした。

が，高温・高湿条件で貯蔵した豆類種実の煮熟性の低

高温・高湿貯蔵

酸素

活性酸素の生成
酵素的反応
非酵素的反応

フィチン酸の分解

貯
蔵
過
程

脂質の過酸化
酸の生成
タンパク質変性

タンパク質の凝固促進

細胞膜の劣化

2価カチオン割合の高いイ
オンコロイド系への変化

漏出

ペクチンのβ‐脱離抑制

ペクチン可溶化の抑制

澱粉の糊化抑制

細胞単離の低下

豆の煮熟性低下

図 1. 豆類種実の煮熟性の低下に関わる経路モデル
(Liu et al. 1995)
図1. 豆類種実の煮熟性の低下に関わる経路モデル(Liu
et al. 1995)
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小豆および金時豆を長期間貯蔵することによる煮熟性低下に関与する因子について

── 脂質およびフィチン酸 ──

電機）を使用して貯蔵実験を行った。全てのサンプルは，

実験方法

市販の包装形態である日本東陽製紙袋（大きさ 830mm
× 417mm，厚さ 0.4mm，クラフト製）およびポリエチ

１．実験材料，貯蔵施設および包装形態
実験材料は，平成 21 年北海道音更産の小豆「エリモ

レン製ジッパー付密封袋（大和物産株式会社製の大きさ

ショウズ」および金時豆「大正金時」を使用した。小豆，

270mm × 280mm，厚さ 0.07mm）に入れて貯蔵した。各

金時豆の貯蔵は，それぞれ凍土利用貯蔵庫（帯広農業高

試料の貯蔵量は，
総重量は 20kg，
紙袋は 20kg/ 袋（1 袋）で，

校に設置）
，室温貯蔵庫（帯広畜産大学に設置）および

密封袋は 1kg/ 袋（20 袋）とした。貯蔵条件の温度およ

冷凍貯蔵庫（帯広畜産大学小嶋研究室内に設置）を用い

び湿度は表 1 に示した。平成 22 年 3 月～平成 23 年 5 月

て行った。凍土利用貯蔵庫は冬の冷気を利用して地下に

までの 15 ヶ月間貯蔵を行い，0 ヶ月から 15 ヶ月まで 3 ヶ

埋めたヒートパイプの回りに凍土を作り貯蔵庫の内部温

月毎に各試料 2kg をランダムに採取して，全体を混合し

度を長期に低く保持する原理である（土谷 2009）
。また，

た後，ランダムに試料を採取して以下の分析に使用した。

室温貯蔵庫は 25℃恒温槽（MIR-152，三洋電機）を使用

測定の反復回数は 3 回以上行った。

し，冷凍貯蔵庫は市販の -20℃冷凍庫（MDF-536，三洋

表1.
小豆と金時豆の貯蔵条件；
平均温度，平均湿度，貯蔵施設名，包装形態
表 1.
小豆と金時豆の貯蔵条件；
平均温度，平均湿度，貯蔵施設名，包装形態
貯蔵条件

平均温度(℃)

平均湿度（%RH）

貯蔵施設

包装形態

室温A

24.9 ± 0.1

35.5 ± 17.1

恒温槽

紙袋

室温B

24.9 ± 0.1

58.1 ± 1.6

恒温槽

密封袋

低温C

7.1 ± 3.4

84.8 ± 4.4

凍土利用

紙袋

低温D

7.1 ± 3.4

55.1 ± 4.9

凍土利用

密封袋

凍結E

-18.9 ± 1.6

41.3 ± 5.9

冷凍庫

紙袋

凍結F

-18.9 ± 1.6

51.5 ± 6.9

冷凍庫

密封袋

12000rpm で遠心分離し，得られた上清は 500nm で測定

２．フィチン酸含量の測定
フィチン酸含量は Latta and Eskin（1980）の方法を用

した。フィチン酸含量は，既知量のフィチン酸を用いた

いて測定した。すなわち，サンプル 1g に 20ml の 2.4％

検量線より求めた。

HCl 溶液（0.65N）を加え，15 分毎に 10 秒間撹拌を繰り
返し，合計 1 時間室温で抽出した。10 分間，3000rpm で

３．脂質の過酸化（MDA 量）の測定

遠心分離して得られた上清 3ml は，水で 25ml に定容後，

脂質の過酸化は，チオバルビツール酸反応物（TBARs，

2ml 溶量の DOWEX 1-8 樹脂（100 ～ 200 メッシュ）カ

MDA 相当量）を測定することで評価した（Kosugi et al.

ラムに載せ，10ml の蒸留水及び 15ml の 0.1M NaCl 溶液

1991; 1993）
。種子 10g は 1 分間ミキサーで粉末化し，粉

を流して無機リン及びその他の妨害物質を溶出させた。

末化サンプル 1g は 10ml の蓋付き試験管に 1g 取り，3ml

続いて，15ml の 0.7M NaCl によりフィチン酸を溶出し

のクロロホルム：メタノール（2：1）を加えて，2 分間

た。容量を測定後，30 分以内に溶出液 700μl に Wade 試

攪拌後，10 分間，3000rpm で遠心分離した。同じ操作を

薬（0.03％ FeCl3・6H2O 水溶液及び 0.3％スルホサリチ

3 回繰り返して得られた抽出液は，メスフラスコで 10ml

ル酸水溶液の等量混合液）700μl を加えて混和後，
1 分間，

に定容した。サンプル 1ml を蓋付き試験管に取り，窒素
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乾固後，2ml の TBA 混液；4% ドデシル硫酸ナトリウム

５．統計処理

の 20% 酢酸緩衝液（pH3.5）
，0.8% ジブチルヒドロキシ

数値は平均値 ± 標準偏差で示した。貯蔵開始時（0 ヶ

トルエン，
0.8% チオバルビツール酸，
蒸留水を 8:30:1:30:11

月）を基準にして，貯蔵 3 ヶ月から貯蔵 15 ヶ月の間に

の割合で混合した溶液を加えてよく撹拌後，氷中で 1 時

得られた値は Dunnett の多重比較法により検定し，有意

間インキュベートした。1 時間，100℃のドライバスで反

水準を厳しく 0.1% とした。MDA 量と硬さ，フィチン酸

応後，流水で室温程度まで冷却した。500μl の蒸留水，

と硬さの間の関係については Pearson 相関分析法により

2.5ml の n- ブタノール：ピリジン (15：1) 混液を加え，

評価した。

30 秒間激しく攪拌後，10 分間，3000rpm で遠心分離した。
得られた上清は 532nm の吸光値を測定した。MDA 量は

結果および考察

TEP（1,1,3,3-tetraethoxypropane）を加水分解して得られた
MDA の標準溶液（25nmol/ml）を用いて作成した検量線

１．貯蔵した小豆及び金時豆を用いた煮豆の煮熟性
室温 A，B 条件で貯蔵した小豆，金時豆の煮豆は，貯

より求めた。

蔵期間の長さに伴い，煮豆の硬さは上昇することが認め
られた（表 2）
。また，湿度の低い貯蔵条件である室温

４．硬さの測定
小豆または金時豆 50g に 250ml のイオン交換水を加え

A に比べ，湿度の高い貯蔵条件である室温 B で貯蔵し

て 25℃インキュベーターで 18 時間浸漬後，吸水豆と浸

た小豆及び金時豆の煮豆は，いずれも硬いことが判明し

漬液に分けた。吸水豆は新しいイオン交換水 250ml を加

たが，この現象は黒豆（Molina et al. 1976）
，インゲンマ

え，20 分間，95℃で加熱後，15 分間室温で冷却し，煮

メ（Aguilera et al. 1985）およびエンドウ（Liu et al. 1993;

豆と煮熟液に分けた。煮豆の硬さ測定は，テクスチャー・

•Sefa-Dedeh et al. 1979）において同様の報告がある。しか

ア ナ ラ イ ザ ー（Texture-Analyzer TA-XT2, Stable Micro

し，今回検討したそれ以外の低温 C，D 及び凍結 E，F

System Co., Ltd.）を用いた。直径 2mm の鋼製平坦パンチ

の条件で貯蔵した豆を用いた煮豆の煮熟性にはほとんど

を用い，30cm/min クロスヘッド速度で，貫入実験を行っ

影響を与えなかった。

た。10 粒の煮豆を使用して平均値を求めた。

表2. 各貯蔵条件で0ヶ月～15ヶ月貯蔵した小豆および金時豆を用いた各煮豆の硬さ
表 2. 各貯蔵条件で 0 ヶ月～ 15 ヶ月貯蔵した小豆および金時豆を用いた各煮豆の硬さ
煮豆の硬さ（N/seed）
試料

貯蔵条件

貯蔵3ヶ月

貯蔵6ヶ月

貯蔵9ヶ月

貯蔵12ヶ月

貯蔵15ヶ月

小豆

室温A

0.5 ± 0.0

0.5 ± 0.0

0.9 ± 0.1*

1.1 ± 0.1*

1.1 ± 0.1*

室温B

0.5 ± 0.5

0.7 ± 0.1*

1.1 ± 0.2*

2.7 ± 0.1*

3.7 ± 0.1*

0.5 ± 0.0

0.5 ± 0.1

0.5 ± 0.1

0.5 ± 0.0

0.5 ± 0.0

低温D

0.5 ± 0.0

0.6 ± 0.1

0.5 ± 0.0

0.5 ± 0.1

0.5 ± 0.1

凍結E

0.5 ± 0.0

0.5 ± 0.1

0.5 ± 0.1

0.5 ± 0.1

0.5 ± 0.0

凍結F

0.5 ± 0.0

0.5 ± 0.1

0.5 ± 0.1

0.5 ± 0.1

0.5 ± 0.0

室温A

1.3 ± 0.1

1.2 ± 0.2

2.3 ± 0.0*

2.3 ± 0.0*

2.2 ± 0.4*

室温B

1.2 ± 0.3

1.2 ± 0.2

3.8 ± 0.2*

3.9 ± 0.2*

6.0 ± 0.5*

低温C

1.2 ± 0.1

1.1 ± 0.1

1.2 ± 0.0

1.1 ± 0.0

1.1 ± 0.1

1.2 ± 0.1

1.1 ± 0.1

1.1 ± 0.1

1.1 ± 0.1

1.1 ± 0.2

凍結E

1.1 ± 0.0

1.2 ± 0.0

1.1 ± 0.1

1.2 ± 0.1

1.1 ± 0.1

凍結F

1.1 ± 0.1

1.1 ± 0.1

1.1 ± 0.1

1.1 ± 0.0

1.1 ± 0.2

低温C

金時豆

貯蔵0ヶ月

低温D

0.5 ± 0.0

1.1 ± 0.0

* P<0.1%
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たところ，室温 B 条件で貯蔵した小豆から得られた浸漬

２．貯蔵中の脂質過酸化と煮熟性との関連性
MDA は，植物組成および動物組織の過酸化物の指標

液には，カリウム；450mg/l，リン；32mg/l，マグネシウ

として広く使用されている（Rendón et al. 2014; Jin et al.

ム；21 mg/l，カルシウム；11 mg/l が認められた。しかし，

2013; Maqsood et al. 2011）
。本研究において，いずれの

低温 D 条件で貯蔵した小豆を上記と同条件で処理した時

貯蔵条件においても 15 ヶ月間貯蔵した小豆と金時豆の

の浸漬液に含まれるミネラル含量は，カリウム；300 mg/l，

MDA 量は貯蔵初期に比べて上昇していた（図 2）
。特

リン；13 mg/l，マグネシウム；18 mg/l，カルシウム 9.9mg/

に，室温 A，B で貯蔵した小豆と金時豆の過酸化の進行

l であり，凍結 E 条件のそれらは，カリウム；290mg/

速度は，他のものに比べ最も速いことが示された。また，

l，リン；13 mg/l，マグネシウム；18 mg/l，カルシウム

室温 A，B で貯蔵した小豆及び金時豆の MDA 値と各々

10mg/l といずれも低い値を示した。すなわち，室温 B で

の煮豆の硬さとの間に正の相関性が認められた（表 3）
。

貯蔵した小豆を浸漬した時のイオン漏出量は，低温 D 及

Fang et al.（2014）は，MDA 値の増加率と貯蔵温度との

び凍結 E で貯蔵したそれに比べは高い値を示した。これ

間に正の相関のあることを報告している。また，ダイズ

らのことから，長期間，室温 A，B で貯蔵した小豆及び

を長期間貯蔵すると，細胞膜が変化すること（Parrish et

金時豆が，煮熟し難くなるのは，貯蔵中の脂質過酸化に

al. 1978）や長期間貯蔵した小豆電解質の溶出量が多くな

よる膜の損傷，さらに漏出したイオン濃度の上昇がペク

ること（塩田ら 1983）はリン脂質二重層から構成されて

チンの不溶化に起因すると考えられる。低温 C，D 貯蔵

いる細胞膜の酸化損傷により膜の透過性が破壊され，細

と凍結 E，F 貯蔵した小豆及び金時豆の MDA 値は貯蔵

胞内の電解質が漏出しやすくなる（Gill et al. 2010; Anjum

初期のそれらと比べ，上昇していた。しかし，これらの

et al. 2012）ことなどが報告されている。今回，室温 B，

貯蔵条件により貯蔵した小豆及び金時豆煮豆の煮熟性の

低温 D および凍結 F 貯蔵により 15 ヶ月間貯蔵した小豆

低下はほとんど認められなかったため，MDA 値と硬さ

を蒸留水で 16h 浸漬後，漏出したミネラル含量を測定し

の間に相関性は認められなかった（表 3）
。この結果は，
120
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図 2. 各貯蔵条件で 0 ヶ月～ 15 ヶ月貯蔵した小豆（A）および金時豆（B）の MDA 量の経時変化（P<0.1%）

図2. 各貯蔵条件で0ヶ月～15ヶ月貯蔵した小豆（A）および金時豆（B）のMDA量の経時変化（P<0.1%）

表3. 各貯蔵条件で貯蔵した豆のMDA量と硬さおよびフィチン酸量と硬さとの相関性
表 3. 各貯蔵条件で貯蔵した豆の MDA 量と硬さおよびフィチン酸量と硬さとの相関性
相関係数（ｒ）
試料
小豆

相関性
MDA量 × 硬さ
フィチン酸 × 硬さ

金時豆

MDA量 × 硬さ
フィチン酸 × 硬さ

室温A

室温B

低温C

低温D

凍結E

凍結F

0.69*

0.84*

0.00

0.09

0.20

0.13

0.59

0.48

0.22

0.00

0.18

0.21

0.89*

0.89*

0.05

0.19

0.07

0.33

0.59

0.58

0.24

0.31

0.00

0.10

* P<0.01
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長期貯蔵により生じた程度の過酸化物は，細胞膜の損傷

および 55℃に比べ，45℃で貯蔵した方が加水分解されや

までには至らず，膜の傷害にも繋がらない可能性が考え

すいことを報告している。今回の結果は，室温 A，B に

られる。ある範囲内における過酸化物の生成は，イオン

よる貯蔵条件，低温 C，D による貯蔵条件および凍結 E，

の漏出にもほとんど影響を与えないのかもしれない。

F による貯蔵条件は，フィチン酸の加水分解に最適な温
度ではないことを示しているのかもしれない。しかし，

３．貯蔵中のフィチン酸量の変化と煮熟性との関連性

これらの結果は，フィチン酸含量と煮熟性の低下との間
には関連性が認められないことを示している（表 3）
。

煮熟性の低下のメカニズムの１つとしては，phytase–
phytate–pectin 仮 説 が あ る（Galiotou-Panayotou et al. 2008;

以 上 の こ と か ら， 室 温 A，B（24.9 ℃，35.5%RH と

Phillips et al. 2003）
。これは，ある条件により内生のフィ

58.1%RH）で 15 ヶ月間貯蔵した小豆および金時豆の煮

ターゼ活性によりフィチン酸が分解し，解放された２価

熟性の低下の原因は，フィチン酸が加水分解することに

カチオンがペクチンの１価カチオンと交換され，ペクチ

よる影響ではなく，脂質の過酸化が主に関係して起きる

ンの不溶化が促進されて豆が硬くなるとする説である。

ことが示唆された。

15 ヶ月間貯蔵した小豆及び金時豆中に含まれるフィチン
酸含量を測定したところ，いずれの貯蔵条件においても

謝

辞

ほぼ安定した値（表 4）を示した。この結果より，今回
の貯蔵条件ではフィターゼ活性の上昇はほとんど認めら

本研究で使用した農産物貯蔵施設を提供していただい

れないことが推察される。豆中に含まれるフィチン酸は

た帯広畜産大学名誉教授

タンパク質と結合していることや豆に含まれる水分含量

す。

土谷富士夫先生に深謝しま

の低いことがフィチン酸の加水分解と関係しているかも
しれない（Lott et al. 1984）
。また，Fredrikson et al.（2001）
はエンドウ豆のフィチン酸の加水分解は，貯蔵温度 37℃

表4.各貯蔵条件で0ヶ月～15ヶ月貯蔵した小豆および金時豆のフィチン酸量
表 4. 各貯蔵条件で 0 ヶ月～ 15 ヶ月貯蔵した小豆および金時豆のフィチン酸量
フィチン酸量（mg/g）
試料
小豆

貯蔵条件

貯蔵3ヶ月

貯蔵9ヶ月

貯蔵15ヶ月

室温A

6.3 ± 0.4

7.5 ± 0.5

7.1 ± 0.1

室温B

7.8 ± 0.2

7.7 ± 0.2

7.9 ± 0.1

8.0 ± 0.0

7.4 ± 0.6

7.1 ± 0.3

低温D

8.4 ± 0.1

8.0 ± 0.3

7.8 ± 0.5

凍結E

7.4 ± 0.2

7.6 ± 0.2

7.3 ± 0.3

凍結F

7.5 ± 0.1

6.9 ± 0.3

7.3 ± 0.1

室温A

9.8 ± 0.3

10.1 ± 0.7

11.5 ± 0.3

室温B

10.6 ± 0.2

10.9 ± 0.2

10.8 ± 0.4

10.5 ± 0.2

9.4 ± 0.4

10.3 ± 0.6

9.9 ± 0.2

9.9 ± 0.3

10.5 ± 0.4

凍結E

9.3 ± 0.3

10.6 ± 0.1

10.4 ± 0.4

凍結F

10.9 ± 0.4

9.8 ± 0.3

10.1 ± 0.5

低温C

金時豆

貯蔵0ヶ月

6.1 ± 0.3

低温C
低温D

9.5 ± 0.4

26

小豆および金時豆を長期間貯蔵することによる煮熟性低下に関与する因子について

── 脂質およびフィチン酸 ──

275-286

参考文献

Jin G. F, Li C. H, Xiang Y, Zhang J. H, Ma M. H. 2013.
Aguilera J. M, Steinsapir A. 1985. Dry processes to retard

Antioxidant enzyme activities are affected by salt content

quality losses of beans (Phaseolus vulgaris) during storage.

and temperature and influence muscle lipid oxidation

Canadian Institute of Food Science and Technology Journal

during dry-salted bacon processing. Food Chemistry 141:

18: 72-78

2751-2756

Anjum N. A, Ahmad I, Mohmood I, Pacheco M, Duarte A.

Kosugi H, Kojima T, Kikugawa K. 1993. Characteristics of the

C, Pereira E. 2012. Modulation of glutathione and its

thiobarbituric acid reactivity of human urine as a possible

related enzymes in plants’responses to toxic metals and

consequence of lipid peroxidation. Lipids 28: 337-343

metalloids—a review. Environmental and Experimental

Kosugi H, Kojima T, Kikugawa K. 1991. Characteristics of

Botany 75: 307-324

the thiobarbituric acid reactivity of oxidized fats and oils.

Bressani R. 1982. The food and nutritional significance of bean

Journal of the American Oil Chemists Society 68: 51-55

hardening. Nutr. Archivos Latinoamericanos de Nutrición

Latta M, & Eskin M. 1980. A simple and rapid colorimetric

32: 308-325

method for phytate determination. Journal of Agricultural

Phillips R. D. et al. 2003. Utilization of cowpeas for human

and Food Chemistry 28: 1313-1315

food. Field Crops Research 82: 193-213

Liu K, Bourne M.C. 1995. Cellular, biological, and

Fang W. J, Zhang Y, Chen Y, Sun J, Yi Y. 2014. TBARS

physicochemical basis for the hard-to-cook defect in

predictive models of pork sausages stored at different

legume seeds. Food Science & Nutrition 35: 263-298

temperatures. Meat Science 96: 1-4

Liu K., Hung Y. C, Phillips, R. D. 1993. Mechanism of hard-

Fredrikson M, Alminger M, Carlsson N, Sandberg A. 2001.

to-cook defect in cowpeas: verification via microstructure

Phytate content and phytate degradation by endogenous

examination. Food structure 12: 51-58

phytase in pea (Pisum sativum). Journal of the Science of

Lott J. N. A, Goodchild D. J, .Craig S. 1984. Studies of mineral

Food and Agriculture 81: 1139-1144

reserves in pea (Pisum sativum) cotyledons using Low-

Galiotou Panayotou M, Kyriakidis N. B, Margaris I. 2008.

water-content procedures. Aust F plant Physiol 11:459-469

Phytase–phytate–pectin hypothesis and quality of legumes

Maqsood S, Benjakul S. 2011. Effect of bleeding on lipid

cooked in calcium solutions. Journal of the Science of

oxidation and quality changes of Asian seabass (Lates

Food and Agriculture 88: 355-361

calcarifer) muscle during iced storage. Food Chemistry

Gill S. S, Tuteja N. 2010. Reactive oxygen species and

124: 459-467

antioxidant machinery in abiotic stress tolerance in crop

Molina M. R, Baten M. A, Gomez Brenes R. A, King K. W,

plants. Plant Physiology and Biochemistry 48: 909-930

Bressani R. 1976. Heat treatment: a process to control the

呉珊 , 豊碩 , 有富幸治 , 小嶋道之 . 2014. 貯蔵方法の違い

development of the hard to cook phenomenon in black

が小豆 , 大豆 , 金時豆及び蕎麦に含まれるタンパク

beans (Phaseolus vulgaris). Journal of Food Science 41:

質の遊離 SH 基量やペクチン組成に及ぼす影響 . 帯

661-666

広畜産大学学術研究報告 35: 15-24

Parrish D. J, Leopold A. C. 1978. On the mechanism of aging in

Hohlberg A, Aguilera J. M, Diaz R. 1991. Economic evaluation

soybean seeds. Plant Physiology 61: 365-368

of postharvest losses and utilization of hard to cook beans:

Rendón M.Y, Salva T. J. G, Bragagnolo N. 2014. Impact of

A case study in Chile. Ecology of food and nutrition 25:

chemical changes on the sensory characteristics of coffee

27

豊碩・呉珊・有富幸治・小嶋道之

beans during storage. Food Chemistry 147: 279-286

B: r = 0.84); a similar correlation was observed in cooked

Sefa-Dedeh S, Stanley D. W, Voisey P. W. 1979. Effect of

kidney beans stored for 15 months (room temperature A: r =

storage time and conditions on the hard-to-cook defect in

0.89, room temperature B: r = 0.89). Lower correlations were

cowpeas (Vigna unguiculata). Journal of Food Science 44:

found between storage conditions and protein denaturation,

790-795

suppression of pectin solubilization, and reduction in cooking

塩田芳之 , 倉田美恵 , 土屋房江 . 1983. アズキの吸水につ

characteristics of adzuki and kidney beans. Furthermore,

いて . 家政学雑誌 34: 775-781

almost no changes in phytic acid levels were observed in

土谷富士夫 . 2009. 帯広市八千代地域におけるヒートパイ

beans stored under any conditions. Thus, the reduction in the

プを利用した大型実用低温貯蔵庫の開発 . 北海道自

cooking characteristics of adzuki and kidney beans stored

然エネルギー研 6: 15-21

at room temperatures A and B is probably caused by lipid

Tuan Y. H, Phillips R. D. 1991. Effect of the hard-to-cook

peroxidation.

defect and processing on protein and starch digestibility of
cowpeas. Cereal chemistry (USA) 68: 413-418

Keywords: beans storage，hardness，phytic acid，
MDA，frozen soil

Abstract
Poorer cooking characteristics, protein denaturation,
and suppression of pectin solubilization have been reported
in adzuki beans and red kidney beans stored at 58.1% ±
1.6% relative humidity (RH) or 35.5 ± 17.1% RH and
temperatures of 24.9 ± 0.1°C for 15 months (Wu et al. 2014).
In this study, we determined the levels of lipids and phytic
acids in stored beans and analyzed their correlation with a
reduction in cooking characteristics. Adzuki beans stored at
room temperatures A and B contained the lipid peroxidation
product malondialdehyde (MDA), at 81.9 nmol/g seed and
71.7 nmol/g seed, respectively; in kidney beans stored at
these temperatures, MDA levels were 115.9 nmol/g seed
and 111.4 nmol/g seed, respectively. MDA values were
significantly higher in beans stored at room temperature than
in beans stored at low temperature C (84.8% ± 4.4% RH,
7.1°C ± 3.4°C), low temperature D (55.1% ± 4.9% RH, 7.1°C
± 3.4°C), frozen temperature E (-18.9 ± 1.6°C, 41.3% ±
5.9% RH), or frozen temperature F (-18.9 ± 1.6°C, 51.5% ±
6.9% RH). A high positive correlation was observed between
hardness and MDA levels of cooked adzuki beans stored for
15 months (room temperature A: r = 0.69, room temperature
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日本味噌 2 種と中国味噌（醤）3 種の理化学特性及び抗酸化活性
呉珊 1,2・豊碩 1,2・小嶋道之 1
（受付：2015 年 4 月 30 日，受理：2015 年 7 月 28 日）

Physicochemical characteristics and antioxidant activity of two types of Japanese miso and three types of Chinese miso (pastes)
Shan WU1,2, Shuo FENG1,2, Michiyuki KOJIMA1

摘

要

日本の伝統的な保存食品である米味噌と米麦味噌を各々 1 種類，及び中国味噌である甜麺醤と
2 種類の大豆醤について，理化学特性及び機能性成分，抗酸化活性を測定した。米味噌は，明度
が最も高かったが，メラノイジン量及び DPPH ラジカル消去活性は最も低かった。米麦味噌のポ
リフェノール量，メラノイジン量及び DPPH ラジカル消去活性は米味噌のそれらよりも高かった。
甜麺醤の明度は最も低かったが，メラノイジン量，ポリフェノール量及び DPPH ラジカル消去活
性は 5 種類の中で最も高かった。今回使用した 5 種類の味噌に含まれるメラノイジン量と DPPH
ラジカル消去活性との間には正の相関関係（r = 0.853）が認められた。またポリフェノール量と
DPPH ラジカル消去活性との間にも正の相関関係（r = 0.668）が認められた。ポリフェノール量
がほぼ同程度である場合，メラノイジン量が高い味噌の DPPH ラジカル消去活性が高かった。こ
れらの数値を用いた統計解析の結果は，メラノイジン及びポリフェノール類が日本味噌及び中国
味噌共に共通に含まれる抗酸化活性に貢献する主成分であることを示唆している。また，明度と
DPPH ラジカル消去活性との間には負の相関が認められた (r = -0.712) ことから，味噌の明度が味
噌の抗酸化活性の簡易評価指標にできるかもしれない。

キーワード：日本味噌，中国味噌，メラノイジン，粗ポリフェノール，DPPH 消去活性
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緒

麺醤は中国北方の伝統的な味噌としてよく利用されてい

言

るものであり，甜麺醤は小麦粉を伝統的に発酵させた甘
味噌は，伝統的な保存食品として日本人の食生活に欠

い醤である。中国の甜麺醤，大豆醤，豆板醤などの多く

かせない重要な位置を占めており，生体内抗酸化作用，

の研究は，醤の製造方法に関する比較研究や各種類の醤

抗癌作用及び血糖値上昇の抑制作用などが報告されてい

に含まれる香気成分についての研究だけである（童ら

る（渡邊ら 2010；Kumazawa et al. 2013）
。日本の味噌は，

1997）
。味噌以外では，豆鼓，テンペ及び豆腐乳などは，

米味噌，麦味噌，豆味噌及び調合味噌の 4 種類に分けら

抗酸化活性が高い報告があり，それらの抗酸化成分はメ

れている。その中でも米味噌の出荷量が最も高く，2014

ラノイジン，ペプチド，ポリフェノール類及びイソフ

年のその割合は全体の 81％を占めていた（全味工連集

ラボン類であると報告されている（Zhao et al. 2011；Kan

計 2014）
。味噌の製造方法は，大豆を蒸煮し，米，麦ま

et al. 1999；Esaki et al. 1996；Klus et al. 1993；Hoppe et al.

たは豆麹菌を加え，食塩を混合して発酵・熟成させたも

1997.）
。しかし，中国味噌の抗酸化活性や抗酸化成分に

の（半固体状）である（消費者庁 2000）
。発酵・熟成過

ついての研究はほとんどみられない。本研究では，2 種

程において麹菌が生産するプロテアーゼ作用により大豆

類の日本味噌及び 3 種類の中国味噌（醤）の抗酸化活性

タンパク質から種々のペプチドやアミノ酸が生成し，麹

とそれに関与する成分について関連を明らかにすること

菌のアミラーゼ作用によりグルコースが生成して両者に

を目的とした。

よるメイラード反応が進行し，褐変化が進行して複雑な
メラノイジン（褐色色素）が生成する（江崎 2003）
。また，

実験方法

発酵により生成する成分には，メラノイジンの他にイソ
フラボン類や水溶性ペプチド類などが含まれており，そ

1. 実験試料
原材料，材料の配合，発酵菌の種類などが異なる 4 種

れらが味噌の抗酸化性を示す物質であることもが報告さ
れている（江崎 2003；松尾ら 2007）
。

類の市販味噌と 1 種類の手作り味噌を分析に使用した。

中国味噌は，中国醤とも呼ばれ，大豆をベースとして

すなわち，日本味噌は研究室で手作りした米麦味噌及び

自然界の微生物によりを長期間発酵したものである（童

スーパーで購入した米味噌（北海道産）を使用し，3 種

ら 1997）
。中国では昔から，重要な調味料として利用さ

類の中国味噌は，王致和甜麺醤（北京産）
，葱伴侶豆板

れていて，大豆醤，甜麺醤，調味醤などの種類があり，

醬（山東省）
，東古黄豆醤（広東省産）を使用した。そ

地方による特性も見られる。今回使用した大豆醤及び甜

れらの材料，製造法などは表 1 及び表 2 に示した。

表1．日本味噌と中国味噌（醤）の省略表記と産地及びブランド
表 1．日本味噌と中国味噌（醤）の省略表記と産地及びブランド

実験試料(省略語)

産地とブランド

手作り米麦味噌 Japanese rice and wheat miso (JRWM)

北海道，研究室(帯広畜産大学)

米味噌 Japanese rice miso (JRM)

北海道，福山醸造株式会社

甜麺醤 Chinese wheat paste (CWP)

北京市，王致和食品株式会社

葱伴侶豆板醬 Chinese soybeans and wheat paste (CSWP1)

山東省，欣和味达美食品株式会社

東古黄豆醤 Chinese soybeans and wheat paste (CSWP2)

広東省，東古調味食品株式会社
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表 2．日本味噌と中国味噌（醤）の原料及び製造法
表2．日本味噌と中国味噌（醤）の原料及び製造法
実験試料
米麦味噌
(JRWM) *

原料

製造の手順

水，大豆，米麦麹，食塩

大豆→洗浄→浸漬→煮豆（潰す）→豆餡（米麹，麦麹，
酵母，食塩の添加）→発酵→米麦味噌

米味噌
(JRM) *

水，大豆，米麹，食塩

大豆→洗浄→浸漬→煮豆（潰す）豆餡→米麹，酵母，
食塩の添加→発酵→米味噌

甜麺醤
(CWP) *

水，小麦粉，食塩，ソルビン酸ナトリウム

小麦粉5%（水，酵母の添加）→発酵→発酵麺（小麦
粉95%，水の添加，蒸す）→菌の接種→発酵（蒸す）
→甜麺醤

葱伴侶豆板醬
(CSWP1) *

水，大豆，食塩，砂糖，小麦粉，食品添加剤
（グルタミン酸ナトリウム，ソルビン酸ナトリ
ウム，アスパルテーム（フェニルアラニン），
スクラロース）

大豆→洗浄→浸漬→（食塩水の添加）煮豆→冷却（小
麦粉の添加）→アスペルギルス·オリゼー菌の接種→発
酵→葱伴侶豆板醬

東古黄豆醤
(CSWP2) *

水，大豆，食塩，砂糖，小麦粉，コンスターチ，
食品添加剤（グルタミン酸ナトリウム，
大豆→洗浄→浸漬→（食塩水の添加）煮豆→冷却（小
Disodium 5’-ribonucleotide，ソルビン酸ナトリ
麦粉の添加）→アスペルギルス·オリゼー菌の接種→発
ウム，アスパルテーム，スクラロース，安息香
酵→東古黄豆醤
酸ナトリウム
アセサルフェーム）

* JRWM； 日本の手作り米麦味噌，JRM；日本の米味噌， CWP；中国の甜麺醤， CSWP1；中国の葱伴侶豆板醬，
CSWP2；中国の東古黄豆醤。

2. 理化学特性

(5) 還元糖の測定
3.5-dinitorosalicylic acid（DNS）の改良法（福井 1971）

(1) 水分含量の測定
AOAC 法（1990）に従った。即ち，105℃のオーブン

により還元糖の定量を行った。すなわち，200μl の希釈

で 24 時間加熱し，加熱前後の重量差より求めた。

した味噌又は醤の水溶液に 200μl の 2N-NaOH 及び 200μl

(2) 色彩度の測定

の 1％ DNS 試薬を加え混和後，100℃，10 分間発色させ

ホモジナイズした味噌試料は，シャーレに充填して色

た。室温で冷却後，540nm の吸光値より還元糖を算出し

彩計 (MINOLTA CR-200，Japan) を用い，明度 L* 値，赤

た。標品としてグルコースを用いた検量線（0-2mg）を

a* 値，黄色 b* 値を測定した（CIE. 1986）
。

作成し，還元糖量を求めた。

(3) 塩分，可溶性固形分，pH の測定

(6) 全糖の測定

5g の味噌試料に 10ml の蒸留水を加えてホモジナイズ

フェノール硫酸法を用いて行った。すなわち，1.0 ml

し，遠心分離 (3000rpm，10 分間 ) して得られた上清は

の味噌又は醤の水溶液に 1.0ml の 5% フェノール液を加

チューブに回収し，ポケット塩分計（Pocket PAL-ES1，

え，濃硫酸 5.0 ml を加えて混和，10 分間反応後，水氷で

アタゴ株式会社，Japan）により塩分，ポケット糖度計

急冷し，490 nm の吸光度を測定した。全糖量はグルコー

（Pocket PAL-J，アタゴ株式会社，Japan）により可溶性固

ス溶液を標準試料に用いた検量線（0 ～ 200μg/ml）によ
り算出した（Dubois et al. 1956）
。

形分，pH メータ（D-50 シリーズ，HORIBA 製造会社，
Japan）により pH を測定した。
(4)L- グルタミン酸の測定

3. 粗ポリフェノール量の測定

5g の味噌試料に 10ml の蒸留水を加えてホモジナイズ

フォーリン・チオカルト法（Roura et al. 2006）で行っ

し，遠心分離した上清は，さらに希釈してヤマサ L‐グ

た。5g 味噌より 80% エタノール（20ml）及び 70% アセ

ルタミン酸測定キット（Kusakabe et al. 1984）を用いて定

トン（20ml）でそれぞれ 3 回づつ抽出を繰り返して得ら

量した。

れた全抽出液 100 μl，蒸留水 300 μl，Folin 試薬 400 μl を
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加えて混和後，3 分間静置した。次に，10％炭酸ナトリ

噌の抽出液 150μl に 0.5M DPPH- エタノール溶液 150μl

ウム水溶液 400μl を加えて撹拌し，30 分間，30℃の温浴

を加えて混和後，暗所，室温，15 分間静置後，520nm の

で反応後，760nm の吸光度を測定した。粗ポリフェノー

吸光度をマイクロプレートリーダー MTP-300 (CORONA

ル量は，カテキンを用いた検量線を作成して算出した。

ELECTRIC Co.，Ltd.，Hitachinaka，Ibaraki，Japan) を 用 い
て測定した。ラジカル消去活性は Trolox 相当量として算
出した（齋藤ら 2007；小嶋ら 2006）
。

4. メラノイジンの測定
Martins et al.（2003）の方法により測定した。メラノイ
ジンの調製は以下のように行った。すなわち，等濃度の

6. 統計処理

グルコース溶液およびグリシン溶液を混和して 0.1M リ

全てのデータは 3 回以上の平均値で示した。SAS 9.3

ン酸を加え pH6.8 に調整後，100ml に定容した（最終濃

ソフトを用いて，一元配置分散分析，多重検定として

度 0.2M 混和液）
。反応液はガラスチューブに取り，
2 時間，

Fisher’s LSD 法及び相関関係の分析を行った。有意水準

120ºC で加熱後，氷中で冷却して透析膜（14000 MWCO，

は p<0.05 で示した。

UC 36-32-100; EIDIA 株式会社，日本）に入れて蒸留水に
対して透析した（透析 9 日間）
。透析内液は凍結（冷凍

結果および考察

庫 -20℃，12 時間）後，凍結乾燥（48 時間）を行った。
得られたメラノイジン粉末を溶解して（0-100μg / ml の

1. 日本味噌と中国味噌（醤）の理化学特性
日本味噌 2 種と中国味噌（醤）3 種の可溶性固形分，

範囲，450nm の吸光値）標準曲線を作成した。また，5g
の味噌試料に 10ml の蒸留水を加えてホモジナイズ後，

還元糖，全糖，塩分，L- グルタミン酸，色彩色差，pH

遠心分離して得られた上清は，希釈後に 450nm の吸光値

及び水分含量を表 3 に示した。水分はいずれも 53％～

を測定し，メラノイジンの標準曲線より定量を行った。

60％の範囲で，塩分は 8.9％～ 14％程度含まれていた。
また，pH の範囲は 4.6 ～ 5.5 であった。

5.DPPH（1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl）ラジカル消

グルタミン酸ナトリウムが添加された葱伴侶豆板醬と

去活性の測定

東古黄豆醤には，グルタミン酸量が高い値を示したが，

試料は実験方法 3 と同様にして調製した。調製した味

米麦味噌，米味噌，甜麺醤に含まれる L- グルタミン酸

表3．日本味噌と中国味噌（醤）の理化学特性
表 3．日本味噌と中国味噌（醤）の理化学特性
実験試料
米麦味噌(JRWM)*
米味噌(JRM)*
甜麺醤(CWP)*
葱伴侶豆板醬(CSWP1)*
東古黄豆醤(CSWP2)*
実験試料

可溶性固形物
(Brix%)
7.43 ± 0.2c
8.07 ± 0.1b
9.57 ± 0.1a
7.00 ± 0.0c
7.10 ± 0.1c

還元糖
(mg/g)
292.85 ± 35.4b
160.04 ± 13.0c
424.38 ± 11.a
58.37 ± 14.3d
26.60 ± 13.0e

全糖
(mg/g)
303.85 ± 12.0b
247.86 ± 15.0d
598.93 ± 9.4a
200.33 ± 4.2e
278.10 ± 4.3c

L*値

a*値

b*値

塩分
L-グルタミン酸
(%)
(mg/100g)
10.60 ± 0.2c
275.60 ± 8.1c
12.47 ± 0.1b 146.88 ± 10.1d
8.93 ± 0.1d
75.67 ± 17.8e
12.00 ± 0.0b 415.41 ± 4.0b
14.13 ± 0.4a 1656.04 ± 8.2a
pH

水分
(%)
米麦味噌(JRWM)*
35.08 ± 0.3b
6.19 ± 0.1b
7.31 ± 0.1b
5.11 ± 0.0b
59.66 ± 0.1a
米味噌(JRM)*
54.12 ± 0.3a
8.17 ± 0.2a
23.01 ± 0.4a
5.50 ± 0.0a
53.54 ± 0.1b
甜麺醤(CWP)*
1.36 ± 0.0d
0.28 ± 0.1e
4.57 ± 0.0c
53.36 ± 0.4b
30.42 ± 0.2c
葱伴侶豆板醬(CSWP1)*
34.65 ± 0.0b
3.38 ± 0.0c
2.88 ± 0.0c
4.91 ± 0.0c
58.65 ± 0.0a
東古黄豆醤(CSWP2)*
1.74 ± 0.1d
1.16 ± 0.1d
5.32 ± 0.0a
59.22 ± 0.1a
31.30 ± 0.2c
* JRWM； 日本の手作り米麦味噌，JRM；日本の米味噌， CWP；中国の甜麺醤， CSWP1；中国の葱伴侶豆板醬，
CSWP2；中国の東古黄豆醤。Means±SD(n=3)， 同項目同列の異なる英小文字間で有意差あり(p<0.05)。
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量は，この順に高い値を示した（表 3）
。グルタミン酸

に比べて低い値を示した。麦麹を加えた米麦味噌のそれ

はペプチダーゼやグルタミナーゼの作用によって生じる

ら 3 者の値は米味噌の値に比べ，粗ポリフェノール量で

と共に，麹菌のグルタミンからも生成することが知られ

1.2 倍，メラノイジン量で 1.5 倍，DPPH ラジカル消去活

ている（原山 1992）
。米麹菌を用いた味噌より麦麹菌を

性で 1.2 倍程度高い値を示した。一方，日本の米味噌と

用いた味噌のグルタミン酸含量が多いことは，麦と麹菌

中国の東古大豆醤に含まれる粗ポリフェノール量はほぼ

との作用によりグルタミン酸が多く供給されたことを示

同程度であったが，メラノイジン量が高い東古大豆醤の

しているのかもしれない。甜麺醤は可溶性固形物，還

DPPH ラジカル消去活性は顕著に高い値を示した。これ

元糖及び全糖の含量が最も高く，塩分，L- グルタミン

は，味噌発酵物のメラノイジン量が高いと抗酸化活性も

酸，pH，水分含量は最も低い値を示した。甜麺醤は小麦

高いことを示唆しているのかもしれない。メラノイジン

粉を原材料とするので，発酵過程においてプロテアーゼ

は強い抗酸化力を持っていることが報告されており，色

やグルコアミラーゼなどの酵素により，小麦デンプンを

調の濃い発酵物ほど抗酸化活性が高いと報告されている

よく糖化したことに由来することが推測される（Li et al.

（亀形ら 2009）
。今回の我々の結果も同様の傾向が認めら

2012）
。菌種（黒麹菌又は麹菌）や発酵物の製造方法の

れた。

差異が，発酵物の色彩に影響を与えることが知られてい

中国味噌の 2 種類の大豆醤には，食品添加剤としてグ

る。米味噌は，
明度 L* 値（明るさ）が最も高く，
b* 値（黄

ルタミン酸ナトリウム（増味剤）
，ソルビン酸ナトリウ

色）も最も高い値を示した。

ム（防腐剤）
，安息香酸ナトリウム（保存料）
，アスパル
テーム，スクラロース（甘味料）が添加されているが，

2. 日本味噌と中国味噌（醤）の粗ポリフェノール量，

これらの添加剤は日本及び中国の指定添加物である（佐

メラノイジン量及び抗酸化活性

仲 2013；厚生日本食品化学研究振興財団 2015）
。これら

日本味噌 2 種と中国味噌（醤）3 種に含まれる粗ポリ

の食品添加物にはいずれも抗酸化剤としての使用は期待

フェノール量，メラノイジン量及び抗酸化活性を測定し

されていないことから，中国味噌の抗酸化活性にほとん

た結果を表 4 に示した。甜麺醤の粗ポリフェノール量

ど影響を与えていないと推察している。また，大豆種子

19.18 mg/g，メラノイジン量 19.16 mg/g は他の味噌に比

中にはダイジンやゲニスチンなどを基本骨格とするイソ

べて有意に高く，DPPH ラジカル消去活性（20.32μmol/

フラボン配糖体が含まれているが，それらの抗酸化力

g）は葱伴侶豆板醬以外の味噌に比べて有意に高い値を

は比較的弱いことが報告されている（Kudou et al. 1991)。

示した。今回調べた米味噌のメラノイジン量 3.13 mg/

しかし，味噌の抗酸化力は，大豆のそれに比べて高いこ

g，DPPH ラジカル消去活性 8.89μmol/g の値は他の味噌

とが報告されている。この原因は，大豆の発酵過程にお

表 4. 日本味噌と中国味噌（醤）のメラノイジン含量，粗ポリフェノール含量及び抗酸化活性
表4. 日本味噌と中国味噌（醤）のメラノイジン含量，粗ポリフェノール含量及び抗酸化活性
メラノイジン

粗ポリフェノール

DPPH活性

還元力

(mg/g)

(mg/g)

(μmol/g)

(mg/g)

4.58 ± 0.1d

13.05 ± 0.8c

11.10 ± 0.8c

0.80 ± 0.0a

葱伴侶豆板醬(CSWP1)*

3.13 ± 0.0e
19.16 ± 0.6a
12.02 ± 0.9b

10.57 ± 0.6d
19.18 ± 0.6a
17.24 ± 0.5b

8.89 ± 1.4d
20.32 ± 1.2a
21.42 ± 0.6a

0.54 ± 0.0c
0.72 ± 0.0b
0.81 ± 0.0a

東古黄豆醤(CSWP2)*

11.39 ± 0.4c

10.55 ± 0.4d

17.69 ± 0.0b

0.39 ± 0.0d

実験試料
米麦味噌(JRWM)*
米味噌(JRM)*
甜麺醤(CWP)*

* JRWM；日本の手作り米麦味噌，JRM；日本の米味噌， CWP；中国の甜麺醤， CSWP1；中国の葱伴侶豆板醬，
CSWP2；中国の東古黄豆醤。Means±SD(n=3)，同項目同列の異なる英小文字間で有意差あり(p<0.05)。
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いてイソフラボンの骨格構造が変化し，新たに抗酸化活

DPPH ラジカル消去活性とポリフェノール量（r =0.668）

性成分に変化したことに関係すると推測されている（江

及びメラノイジン量（r =0.853）との間には正の相関関

崎ら 2002）
。また，粗ポリフェノール量の定量は，フォー

係が認められた。しかし，還元力とポリフェノール量及

リン・チオカルト法を用いて行ったが，この方法で用い

び還元力とメラノイジン量との間に相関関係は認められ

るフェノール試薬はタンパク質測定試薬でもある。その

なかった。これまでに，味噌から 75％～ 80％エタノー

ため，今回測定した味噌抽出液に含まれる粗ポリフェ

ル抽出画分に含まれるポリフェノール量と抗酸化活性と

ノール量の値は，ポリフェノール値だけではなく，水溶

の間に相関関係のあることが報告されている（松田ら

性ペプチドなどの値も付加されている可能性が考えられ

2000；西場ら 2007）
。また，味噌の発酵過程が進むにつ

る。発酵過程で水溶性ペプチドが増加することは，よく

れてメタノール抽出画分に含まれるポリフェノール量が

知られていることなので（松尾ら 2007; 江崎 2003）
，増

増加し，DPPH ラジカル消去活性も増加したこと（高崎

加した水溶性ペプチドの混入が抗酸化活性を押し上げて

ら 2010）や味噌に含まれるメラノイジンは強力な抗酸化

いるかもしれない。また，米麦味噌の粗ポリフェノール

剤であること，味噌の色調と抗酸化活性との間には相関

量は米味噌のそれよりも高いことが示された。その原因

関係のあることが報告されている（山口 1992）
。岡田ら

は，原材料に使用した麦にはポリフェノール類の一種で

（1982）は，グルコースとグリシンの混合溶液を加熱す

あるフェルラ酸が多く含まれており，麦味噌中の総フェ

ると，加熱時間とともに，褐変度と分子量が増加し，pH

ルラ酸含量は米味噌の 2 倍であることが報告されている

が低下したことを報告している。味噌のメラノイジン量

（松田ら 2000）
。今回，これの量を測定してはいないが，

と pH 値との間に負の相関関係のあることが認められた

高い抗酸化活性を示した理由の一つかもしれない。

ことをよく一致している。今回の我々の結果と，これら
の研究報告とはよく一致しており，今後さらに多くの味

3.5 種類の味噌における理化学特性と抗酸化活性との相

噌の色調と DPPH ラジカル消去活性との関連を検討す

関関係

ることにより，味噌の機能性評価を簡便に求めることが

5 種類の発酵物における理化学特性と抗酸化活性の

可能になると推察している。これらのことから，味噌の

相関係数を表 5 に示した。DPPH ラジカル消去活性と

抗酸化活性は，発酵により生じたメラノイジンと共にポ

明度 L* 値 (r = -0.712)，DPPH ラジカル消去活性と a* 値

リフェノール類も貢献する主な成分であると推測してい

(r = -0.860)，DPPH ラジカル消去活性と b* 値 (r = -0.805)

る。

との間にはいずれも負の相関関係が認められた。また，

表5.

日本味噌と中国味噌（醤）の理化学特性とそれらの抗酸化活性との間の相関係数
表 5. 日本味噌と中国味噌（醤）の理化学特性とそれらの抗酸化活性との間の相関係数

分析項目(単位)

L*値

a*値

b*値

a*値
b*値
DPPH(μmol/g)1

0.861 *
0.987 *
-0.712 *

0.916 *
-0.860 *

-0.805 *

PP(mg/g)2

-0.505

-0.526

-0.557

DPPH1
(μmol/g)

PP2
L-GU3
(mg/g) (mg/100g)

pH

SS4
(Brix%)

水分
(%)

還元力
(mg/g)

塩分
(%)

還元糖
(mg/g)

全糖
(mg/g)

0.668 *

L-GU(mg/100g)3
-0.368
-0.442
-0.380
0.216
-0.488
pH
0.670
0.641
0.694
-0.699
-0.947 * 0.373
-0.534
SS(Brix%)4
-0.006
-0.131
-0.007
0.066
0.508
-0.546
水分(%)
-0.470
0.159
-0.131
-0.421
0.109
-0.232
0.561
-0.833 *
還元力(mg/g)
-0.210
-0.630
0.081
-0.188
0.179
0.697
-0.716
0.124
0.088 *
塩分(%)
0.243
0.783
0.109
0.201
-0.136
-0.740
0.766
-0.741
0.415
-0.713
還元糖(mg/g)
-0.154
-0.604
-0.040
-0.083
-0.062
0.502
-0.665
0.825 * -0.499
0.466
-0.927 *
全糖(mg/g)
-0.406
-0.709
-0.494
-0.387
0.288
0.589
-0.312
0.906 * -0.548
0.147
-0.759
0.840 *
メラノイジン(mg/g)
-0.711 * -0.913 * -0.782 * 0.853 * 0.761
-0.824 * 0.503
0.069
-0.215
0.114
-0.404
0.301
0.697
1DPPH；1,1-diphenyl-,-picrylhydrazyl ラジカル消去活性， 2PP；粗ポリフェノール含量， 3L-GU；L-グルタミン酸含量， 4SS；可溶性固形物，n=15，
*； 相関係数が有意に高い(p<0.05)
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In this study, we investigated the physicochemical and
antioxidant properties of Japanese traditional fermented
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帯広畜産大学キャンパスにおけるエゾリスの生態
２．帯広農業高等学校と帯広畜産大学間の道路横断
濱田瑞穂・柳川

久*

（受付：2015 年 4 月 30 日，受理：2015 年 7 月 28 日）

The ecology of the red squirrel, Sciurus vulgaris orientis on the campus of Obihiro University
2．Red squirrels crossing a road between Hokkaido Obihiro Agricultural High School and Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine

Mizuho HAMADA and Hisashi YANAGAWA

摘

要

帯広畜産大学と帯広農業高校間の市道である弥生新道の道路幅が約 2 倍に拡幅されることに
なった．これにより，エゾリスが横断しなければならない距離も約 2 倍に増え，道路上の滞在時
間が長くなると考えられる．また，
今までよりも交通量が増え，
車のスピードが増す可能性もある．
そうなると，もともとエゾリスの交通事故多発地帯であった帯広畜産大学 - 帯広農業高校間で事
故の発生確率がより増加する可能性が高い．そこでエゾリスの安全な道路横断ルートを確保する
ため，帯広市によってリス用の道路横断構造物の設置が計画されている．より利用効率の高いリ
ス用道路横断構造物を目指すため， 2013 年 5 月から 11 月にかけて，観察者による直接観察とデ
ジタルビデオカメラでの録画によってエゾリスの道路横断を観察した．道路横断個体が確認され
た際には，横断場所，横断個体数，横断前後の行動，横断方向を記録した．合計 30 回の観察を
行ない，のべ 38 回の道路横断を確認した．その結果，エゾリスが頻繁に横断する場所は，帯広
農業高校の西門付近の特定の地点であった．また，道路横断前後の行動として，横断開始地点に
最も近い樹木から地面に降りてきて道路横断後，横断終了地点に最も近い樹木に登る行動が頻繁
に観察された．以上のことから，帯広農業高校西門付近に，エゾリスの利用頻度が多い樹木間を
繋いだオーバーブリッジを作る事が，エゾリスにとって最も使いやすい道路横断構造物を造る事
になるだろう．

キーワード：エゾリス，道路横断時の行動，リス用道路横断構造物，交通事故

帯広畜産大学

*

畜産生命科学研究部門

野生動物管理学研究室
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緒

２．帯広農業高等学校と帯広畜産大学間の道路横断

orientis の道路横断を観察したところ，合計 14 回の観察

言

で，のべ 7 回の道路横断が確認された．観察されたすべ
近年，世界各地で野生動物のロードキル発生件数が増

てのエゾリスが「リスの歩道橋」を利用しており，地上

加している（Gunson et al．2011）
．これは，道路網の

を横断する個体は見られなかった（柳川 2002；野生動

発達によって，野生動物の生息地が分断されることによ

物管理学研究室 未発表）
．これらのことから，道路横断

り，動物が移動する際に道路を横断する機会が増加する

構造物はロードキルの直接的な原因となる地上の横断を

ことや，交通量の増加によって，野生動物が道路を横断

減らすのに有効であり，分断された生息地間を安全につ

する時にロードキルに遭う確率が増加することが原因で

なぐ役割を果たしていると考えられる．

あると考えられる（大泰司ほか 1998）
．

エゾリスは，ユーラシア大陸北部に広く分布するキタ

交通量の多い道路は，野生動物の移動を阻害し，これ

リス Sciurus vulgaris の一亜種であり，北海道のほぼ全域

により生息地の分断・孤立化が助長される（Barrientos

に分布している（石井 2005）
．フィンランドでは，ロー

and Bolonio 2009）
．生息地が分断・孤立化されること

ドキルの多い動物の第 3 位がキタリスであり （Korhonen

によって，個体群サイズの縮小や地域個体群の交流が

and Nurminen 1987）
，北海道東部においてもエゾリス

阻害される可能性がある．その結果，分断された個体

がロードキルの多い中・小型哺乳類の 2 位であった

群の遺伝的多様性が低下し，種の絶滅確率を増大させ，

（Yanagawa and Akisawa 2004）
．キタリスは樹上性哺乳類

分断された個体群が消滅する恐れがある（鷲谷・矢原

であるが，キノコや地上に落下した種子を利用するため，

1996）
．

地上でも採食を行うことがある（Wauters and Casal

これらの問題に対するミティゲーション手段として，

1996）
．また，秋や初冬には貯食行動が頻繁に行われる

オーバーブリッジやボックスカルバートといった道路横

ため，地上での行動が増加する（Wauters and Casale

断構造物を設置することにより，動物の移動経路を確

1996; Shuttleworth 2000）
．したがって，キタリスは樹

保する方法が挙げられる（Spellerberg 2002）
．道路横

上性哺乳類の割にロードキルの多い動物である（Magris

断構造物の例として，北海道帯広市の大空団地の入り

et al. 1997）
．

口に設置された「リスの歩道橋」がある（図１）
（柳川

今回，帯広市によって市道川西・稲田西 2 線（通称：

2002; Yanagawa 2005）
．そこでエゾリス Sciurus vulgaris

弥生新道）が現在の約 7m 幅から約 2 倍の 16.5m 幅に拡

図１．帯広市大空団地の「リスの歩道橋」

図１．帯広市大空団地の「リスの歩道橋」
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幅されることになった．弥生新道は帯広畜産大学と帯広

であり，主に木々の枝渡りをして移動していることから，

農業高校の間の道路である（図２）
．ここは，エゾリス

樹木間をつないだ構造がよいと考えられる．しかし，も

が道路を横断し，学校間を行き来していることが観察さ

し本調査地のエゾリスが道路横断前に樹木から降りる，

れており，そのロードキルも数多く記録されている（柳

道路横断後に樹木に登るといった樹木を使った行動では

川 2002）
．道路幅が 2 倍に拡幅されることにより，エゾ

なく，道路横断前後に地面を走って移動していれば，エ

リスが道路を横断しなければならない距離も 2 倍に増

ゾリスを橋に誘導するために地面から樹木にも橋を建て

え，道路上の滞在時間が長くなると考えられる．また，

るべきであると考えられる．そこで，本調査はエゾリス

今までよりも交通量が増えたり，車のスピードが増す可

の道路横断を観察し，このデータをもとにして，エゾリ

能性もある．以上のことから，エゾリスのロードキル発

スの橋をどこに，どのような構造で作ったらよいか提案

生確率が増加したり，生息地の分断・孤立化が助長され

することを目的とする．

る可能性があると考えられる．そこで，エゾリスが両学
校間を行き来できるように帯広市によってエゾリスの橋

調査地

が設置される予定である．しかし，エゾリスの橋をどこ
に，どのような構造で設置したら，最も効率よくエゾリ

調査地は帯広畜産大学と帯広農業高校の間の市道，弥

スが利用してくれるか不明である．エゾリスの橋の設置

生新道（帯広市稲田町～川西町の市道川西・稲田西 2 線）

場所は，エゾリスの横断が多い場所に設置するのがよい

である（図２）
．帯広市が弥生新道（約 1700m）を現在の

と考えられる．構造は，エゾリスが本来，樹上性の動物

片側 1 車線，道路幅約 7m から片側 2 車線，道路幅 16.5m

図２．調査地の概略図
図２．調査地の概略図
●は観察・カメラ設置地点を示す．詳細は図 2 に示す．
●は観察・カメラ設置地点を示す．詳細は図 2 に示す．
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に拡幅する予定で，これに伴って周辺に生息するエゾリ

結

果

ス用の道路横断構造物の設置が行われる予定である．拡
幅工事が行われる弥生新道の中でも，エゾリスの主要な

調査の結果，合計 30 日間の観察が 2013 年 5 月から 11

エサであるオニグルミ Juglans ailanthifolia やチョウセン

月末まで行なわれ，のべ 38 回の道路横断が観察された．

ゴヨウ Pinus koraiensis の樹木が多く，かつこれまでの

また，調査期間中にエゾリスのロードキルが 2 件発生し

観察からエゾリスの食痕や過去のロードキル発生数が多

た．

い帯広畜産大学正門前付近（約 130m）を調査地とした（図
３）
．

（1）横断場所

道 路 の 東 側（ 帯 広 農 業 高 校 側 ） は ト ド マ ツ Abies

調査範囲内での横断場所は 3 ヵ所のみで観察され，そ

sachalinensis の並木や針広混交林があり，西側（帯広畜

れらを観察地点から近い順に A 地点，B 地点，C 地点と

産大学側）は歩道と草地をはさんでドイツトウヒ Picea

した（図３）
．観察された合計 38 回の道路横断うち，A

abies の並木やカラマツ Larix kaempferi の並木，針広混

地点では 30 回，B 地点では 3 回，C 地点では 5 回の道路

交林があった（図３）
．

横断が観察された．
A 地点は調査期間の合計 30 日間の観察のうち，16 日
間で 30 回の道路横断が観察された．道路横断が確認さ

調査期間および方法

れない日もあったが，5 月から 11 月末までの調査期間を
エゾリスの道路横断観察を 2013 年 5 月から 11 月にか

通して道路横断が観察された．また，非観察日の 11 月

けて，週に 1 回もしくは 2 回行なった．観察時間は，エ

12 日に A 地点付近でエゾリスのロードキル個体が発見

ゾリスの主な活動時間である，日の出 30 分前から日の

されたが，それ以降に行なった観察でも A 地点を横断す

出後 4 時間までとし，観察人数は 1 人とした．観察地点

るエゾリスが観察されている．A 地点は帯広農業高校内

は，調査地を広く見渡せ，かつ通行の妨げとならない地

から弥生新道に繋がる道路があり，この道路に沿って並

点とした（図３）
．観察方法は，観察地点から北に向かっ

木が生えていた．A 地点を横断していたエゾリスは，帯

て観察を行ない，観察地点から北に約 130m の範囲内を

広農業高校奥の林からこの並木をつたって A 地点まで移

横断するエゾリスを観察した．エゾリスは雨の日にも道

動し，道路横断後，帯広畜産大学内で採食を行なってい

路を横断していたが，観察が困難であるため，観察は主

た．採食後は，同じ経路を通って帯広農業高校側に横断

に晴れた日に行なった．観察は，観察者による直接観察

していた．また，9 月にはオニグルミを口にくわえたエ

とデジタルビデオカメラ（SONY HDR-CX520V）での録画

ゾリスが帯広農業高校側から帯広畜産大学側に道路を横

によって行なった．デジタルビデオカメラは，直接観察

断し，その後，横断場所付近の樹木の根元に貯食してい

では観察できなかったエゾリスの行動を観察するため

る姿も観察された．

に，横断回数が多いと思われる場所に向けて設置した．

B 地点は 30 日間の観察のうち，5 月 13 日に 1 回，5 月

道路横断個体が確認された際には，横断場所，横断個体

27 日に 2 回の道路横断が観察されたのみであった．

数，横断前後の行動，横断方向を記録した．2 車線を横

C 地点では，非観察日の 6 月 6 日に C 地点から少し西

切り，片側から反対側の歩道上または路側帯にたどり着

の地点でエゾリスのロードキル個体が発見された．5 月

いた個体を道路横断個体とし，今回は観察の都合上，道

からロードキルが発見されるまでの間に，6 日間の観察

路上に出たが途中で引き返した個体は道路横断個体とは

を行ない，そのうちの 4 日間で 5 回の道路横断が観察さ

しなかった．

れた．しかし，ロードキル発見以降に行なった観察では，
C 地点を横断するエゾリスは観察されなかった．C 地点
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を横断していたエゾリスは，
C 地点付近の民家に巣を作っ

い場合の行動を「不明」と示す．また，帯広農業高校か

ており，そこから南側に道路を横断し，帯広畜産大学側

ら帯広畜産大学への横断を「農」
，畜産大学から農業高

の林に移動したり，西側に道路を横断して帯広農業高校

校への横断を「畜」と示す．

内の林に移動していた（図３）
．

A 地点を横断した 30 回のうち，
「農業高校」から「畜
産大学」へは 17 回横断し，道路横断前の行動として「樹
木」が 6 例，
「地面」が 1 例，
「不明」が 10 例であった．
道路横断後の行動としては「樹木」が 17 例，
「地面」が
0 例，
「不明」が 0 例であった．
「畜産大学」から「農業高校」へは 13 回横断し，道路
横断前の行動として「樹木」が 9 例，
「地面」が 1 例，
「不
明」が 3 例であった．道路横断後の行動としては「樹木」
が 10 例，
「地面」が 2 例，
「不明」が 1 例であった．
B 地点を横断した 3 回のうち，
「農業高校」から「畜産
大学」へは 3 回横断し，道路横断前の行動として「樹木」
が 0 例，
「地面」が 3 例，
「不明」が 0 例であった．道路
横断後の行動としては「樹木」が 3 例，
「地面」が 0 例，
「不明」が 0 例であった．B 地点では「畜産大学」から「農
業高校」への横断は観察されなかった．
C 地点を横断した 5 回のうち，
「農業高校」から「畜産

大学」へは 2 回横断し，道路横断前の行動として「樹木」
図３．調査地の写真．
図３．調査地の写真．
が 0 例，
「地面」が 0 例，
「不明」が 2 例であった．道路
はそれぞれの横断地点，細い矢印は横断方向を，
A，B，CA，B，C
はそれぞれの横断地点，細い矢印は横断方向を，×はロードキル
横断後の行動としては「樹木」が 1 例，
「地面」が 1 例，
「不
発生地点を示す．〇はカメラ設置地点を示しており，カメラは帯広畜産大
×はロードキル発生地点を示す．〇はカメラ設置地点を

学から帯広農業高等学校に向けて設置し，道路両脇約 5m の範囲を撮影し
明」が 0 例であった．
示しており，カメラは帯広畜産大学から帯広農業高等
た．また，観察は図の観察地点から北に約 130m の範囲内で行なった(太い
「畜産大学」から「農業高校」へは 3 回横断し，道路
学校に向けて設置し，道路両脇約 5m の範囲を撮影した．
矢印の範囲)．
また，観察は図の観察地点から北に約 130m の範囲内で

横断前の行動として「樹木」が 0 例，
「地面」が 1 例，
「不

行なった ( 太い矢印の範囲 )．

明」が 2 例であった．道路横断後の行動としては「樹木」
が 0 例，
「地面」が 0 例，
「不明」が 3 例であった．

（2）横断前後の行動
道路横断前後にエゾリスがいた位置を図４に示した．

結

論

エゾリスの道路横断前の行動として樹木から降りてくる
行動，地面を移動する行動が観察され，道路横断後の行

A 地点は，調査期間を通して道路横断が観察されたこ

動として樹木に登る行動，地面を移動する行動が観察さ

とから，定期的に道路横断が行なわれている場所である

れた．道路横断前に樹木から降りてくる行動と道路横断

といえる．また，オニグルミを口にくわえて横断し，貯

後に樹木に登る行動を「樹木」
，道路横断前後に地面を

食する行動が観察されたことから，貯食したオニグルミ

移動する行動を「地面」と示す．また，エゾリスが道路

を食べるために，今後も横断する可能性があると考えら

を横断し始めてから気付いたり，観察地点から死角に

れる．A 地点を横断していたエゾリスは，帯広農業高校

なっていたりしたため道路横断前後の行動が観察できな

内から弥生新道に続く道路に沿って生えている並木をつ
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図４．道路横断開始前と横断後のエゾリスの位置
「農」は帯広農業高等学校を示し，「畜」は帯広畜産大学を示す．

図４．道路横断開始前と横断後のエゾリスの位置
「畜」は帯広畜産大学を示す．
たって「農」は帯広農業高等学校を示し，
A 地点まで移動していた．道路拡幅後でもこの並
に設置した道路横断構造物と B 地点付近の樹木を丸太や
木は存在するので，道路拡幅前と同様にエゾリスは並木

ロープでつなぐ方法で十分であると考えられる．

をつたって移動してくると考えられる．また，エゾリス

C 地点は，ロードキルが発見されるまでの最初の 1 か

が主に採食を行なっていた場所も道路拡幅後でも存在す

月間は定期的な横断が観察されたが，ロードキル発見後

る．以上のことから，A 地点は道路拡幅後にもエゾリス

は横断が観察されなくなった．このことから，C 地点を

が横断する可能性がある．そのため道路横断構造物の設

横断していたエゾリスはロードキル個体 1 個体のみで

置が必要であると考えられる．そして，道路横断構造物

あったと考えられる．このエゾリスは C 地点付近の民家

の構造は，本調査におけるエゾリスの道路横断前後の位

に巣を作っており，そこから南側に道路を横断し，帯広

置が主に樹木の上であったことから，地表から樹木へエ

畜産大学側の林に移動したり，西側に道路を横断し，帯

ゾリスを誘導する橋は必要なく，樹木間をつないだ橋の

広農業高校側の林に移動したりしていたが，現在はこの

みでよいと考えられる．

巣が利用されていないこともあり，C 地点を横断するエ

B 地点は，5 月 13 日に 1 回，5 月 27 日に 2 回の道路

ゾリスは観察されていない．しかし，その後も C 地点付

横断が観察されたのみであった．このことから，B 地点

近の帯広畜産大学側の林でも帯広農業高校側の林でもエ

は一時的に横断した場所であり，定期的な横断場所では

ゾリスが生息していることを確認しているので，今後横

ないと考えられる．すでに設置されているリス用のエコ

断する個体が再び現れる可能性がある．このことから，

ブリッジは，それぞれの生息地から道路横断構造物へリ

C 地点は道路横断構造物の設置が必要になる可能性があ

スが移動しやすいように，道路横断構造物と周辺の樹木

るといえる．

を丸太やロープなどで作られた足場でつなぐ工夫がされ

以上から，建設予算等の関係で，道路横断構造物を 1 ヵ

ている．B 地点と A 地点が約 20m しか離れていないこと

所にしか設置できなければ，もっとも横断頻度が多く，

からも，B 地点には道路横断構造物を設置せず，A 地点

かつ道路拡幅後も横断する可能性が高い A 地点に設置す
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帯広畜産大学キャンパスにおけるエゾリスの生態

２．帯広農業高等学校と帯広畜産大学間の道路横断

to be almost doubled. As a result, the distance red squirrels
must cross will also double, requiring the squirrels to stay on
the road longer. In addition, traffic volume and vehicle speed
may increase. Consequently, the number of red squirrel road
kills is highly likely to increase on this road, where there
have already been many road kills of these animals. From
this perspective, to secure a safe road-crossing route for the
red squirrels, Obihiro City plans to install road-crossing
structures. To maximize the efficiency of the road-crossing
structures, we observed red squirrels crossing the road. From
May to November 2013, observations were performed by
both direct human observation and digital video camera
recordings. When we identified squirrels crossing the road,
we recorded the location, the number crossing, the squirrels’
behavior before and after crossing, the direction of crossing.
We performed 30 observations and confirmed 38 crossings.
We found that red squirrels crossed the road frequently in
specific areas around the west gate of the high school. The
squirrels frequently climbed down to the ground from the
trees nearest to the crossing point, crossed the road, and then
climbed up into the trees on the other side nearest to the
crossing point. Therefore, building overbridges that connect
the trees frequently used by the red squirrels around the west
gate of the high school will be the best way to provide the
animals with the most convenient bridges.

Keywords: Sciurus vulgaris orientis, road-crossing
behavior, overbridge for squirrel, road kill
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家族・市民社会論、朝鮮改造論に見る「福沢神話」
――近 年 の 二 つ の 福 沢 研 究 を 批 判 す る

‘Hukuzawa-mito’ en studado pro familio, socio civitana kaj Koreujo-reformo,

杉

田

聡

三十日受付

（帯広畜産大学人間科学研究部門）

二〇一五年四月

二〇一五年七月二十八日受理

らの引用は岩波版全集によって巻数を丸数字、ページ数をアラビア数字で示す（例えば⑥

Kritiko de du Hukuzawa-esproloj lastatempaj
SUGITA Satosi

日本において、十分な「論争」が学問的に成り立っていない現状を筆者は憂え

福沢の著書・論説の公表年はごく一部を除き一八〇〇年代であるゆえ、本稿では下二桁の

）は杉田①のページ数である。
515=48

るが、それに対して当人から何の反論もなかった。最近も、別の主題に関して同

みを記して「一八」は略す。引用は原文のままだが現代表記に改め、適宜読点を補った。

）
。後者の後に等号でつけられた数字（例えば⑭
125

様の論争を挑んだが、結末は同じであった。良かれ悪しかれ多様な論争がまきお

強調・ルビは特に注記しない限り、他の著者の引用文を含めて杉田のものである。内容に

る。かつてある問題に関連して、代表的な論者の主張を詳細に批判したことがあ

こる欧米の事情と異なり、日本における実質的な公共圏の欠如を、何と称したら

関わる注は、本文の後に二字分を下げて置いた。それ以外の注は（注１）等と数字を用い

を意味する。

て指示し、各項の末尾に置いた。なお、
（ ）内の「 」
「 」
S.は「参照」を、
t.は「例えば」

よいであろう。
こうした望ましからざる状況にいささかでも抗すべく、本稿では、近年出され
た二冊の福沢研究を、単なる読書ノートの域を超えて俎上にあげて問題点を詳論
（注１）

する。一冊に関しては、社会思想史学会の『社会思想史研究』最新号 （二〇一五年）
に書評を掲載したが、第二章はその敷衍と理解せられたい。

（注
「著者」
「本書」はすべて当該章で明示した著者・著書をさす。著者名の記
１）以下、
されない（ ）内の半角ローマ数字・アラビア数字は、同著書からのものである。福沢か
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第一章 家族・市民社会論に見る「福沢神話」
一、「市民社会」論の神話
じんかん

0 0 0 0

著
 者の過剰表現について一言する。例えば福沢がミドルクラス論をスミスから学んだの

は疑いないと著者は記すが、何をもってそう主張するのであろうか。外形的な類似性には

あまり意味はない。だいいち著者自身が示唆していることだが（ ）
、
「下層」に対するス
24

ミスの比較的穏やかな目と比べたとき、福沢の「下層」に対する侮蔑意識は顕著である。

著
 者が福沢の名とともに有名な「天は人の下に人を造らず人の上に人を造らず」を、「云

えり」とともに正確に引用している点は、好感が持てる（ 55,135
）
。だが、その「云えり」

の意味を著者は論じていない。特に安川寿之輔から、その意味をめぐって重大な論点が提

第一に、
福吉勝男『福沢諭吉と多元的「市民社会」論――女性・家族・
「人間交際」
』
（世界思想社、二〇一三年）を俎上にあげる。本書は、福沢の「市民社会」論――そ

）
、である。
37ff.

示されているにもかかわらず（安川①

著者は福沢が「市民センス」なるものを示したと主張する （ 5f.
）
。だが、その

「市民センス」なるもの

う呼べるものが仮にあるとしておく（以下同じ）――を主題的に論じようとした
点で興味深いが、これまで往々にして見られる福沢論の陥穽に陥っている。それ
は、福沢の片言隻句をとりだして福沢像を作り上げるという方法上の陥穽である。
取り上げられたのは、
『学問のすゝめ』
『文明論之概略』
（それぞれ以下『すゝめ』

主張には疑義を感ずる。

0

『概略』と略記）を別とすれば（圧倒的に『すゝめ』が多い）
、ごくわずかの評論・

「文明活動の主体を政府と考えないという点で福沢はみごとに終始一貫してい

釈に陥っている。そして、抽象的なことばにとらわれ、その具体的な意味につい

反論をほとんど（全く？）念頭においていないために、いわゆる独りよがりの解

しかも――テキストを一時期のものにしぼったのみか――、解釈に際に有力な

ぎり分からないのであろうが、一国独立のための最重要な手段は軍備の拡張であ

クターとして、政府を考えている。著者が依拠した福沢の著書だけを見ているか

いてはそれを実現するための手段たる「文明」実現の確たる、しかも最重要のセ

章で文明の目的は一国の独立だとしているが、したがって独立実現のための、ひ

）
19と著者は記すが、それは視野が狭いのではないか。福沢は『概略』最終

0 0 0

自伝にすぎない。それらのみをテキストとして、いったいどれだけ的確な福沢像

る」（

て掘り下げが足りないため（それは一時期のテキストに依拠したという事実と深

り、人心を収攬する天皇制であり、また軍備拡張のための徴税制度である。時に

0 0

い関連を有する）
、伝統的な、表面的解釈をくり返す結果になっている。またこ

福沢は徴税は民の仕事であるかのように書く場合もあるが （⑫

0 0 0

れと関連して、著者は「いうまでもなく」
「疑いない」といった強意語を安易に

意な記述である。軍備拡張やそのための増税、天皇制の構築などを担うのは政府
0 0

）
、結局は公衆衛生は政府のものと理解した
461f.

福
「政治の本色外に逸する」と見なし
 沢は公衆衛生などの社会保障的制度については、

）
、それは不用
461

使いすぎている。そのために論証を省く結果になるが、これでは学術的な意味も
0

である。これらは、文明を知徳の進歩として論ずるかぎりは考慮に入れる必要は

0

半減する。例えば、
「男尊女卑の考えに対する福沢の批判は終始一貫して、きわ

ないのであろうが、文明が一国独立の手段とされたとたんに、文明の課題として

0

めて厳しい」（ ）
、
2「『一身独立』した女性という新たな女性観に基づく男女関係

考慮せざるをえなくなる。

0

の構築と家族の形成は、福沢の初期から最晩年までの……メインテーマの一つと
0 0 0 0 0

て民間の仕事のように主張したが（⑫

いって間違いない」（ ）3と著者は書くが、これでは、ほぼ同じことを記した丸山
眞男や宮地正人が犯したのと同じ轍を踏む結果になる。表面的な字面をのみ念頭

ようである（⑭

張（ ）
19は、本文に記したように「文明」の意味を狭く限った場合であるのみならず（上

）
。
「
〔福沢は〕文明活動の主体を政府と考えない」という著者の主
384ff.

においたのであろうが、それが誤りであることは、拙著で詳しく論じた （杉田③
）
。また本稿でも比較的詳しく論じている。
216ff.
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を形作ることができるのであろう。

家族・市民社会論、朝鮮改造論に見る「福沢神話」 ――近年の二つの福沢研究を批判する

0 0 0

市民社会は「ブルジョワ社会」である。

「多元的市民社会論」という概念は不分明である。具体的な「市民社会」論が論じられ

記のように文明を一国独立の手段と主張したとたんに多くの要素を政府に課さざるをえな
くなる）
、そうでなかったとしても、
「政治の本色外」のもの――例えば公衆衛生――さえ

た本書第二章では、
「福沢の多様で多元的な社会論の特徴がみごとに表現されている」な

⑪
492-5,

）
、それは、著者が「文明活動
309-11

著者は右の言及との関連で学校教育を論ずる。学校教育においてなるほど福沢

ることをもって「多元的」と規定しうるのか。
「多元的市民社会論」なるものは、福沢の

念頭においてのことかもしれぬが（ 8,15
）
、単にこうした階層およびその集まりが存在す

の意味が満足に理解できない。ひょっとすると学者、商人、市民それぞれの集まりなどを

0

結局民の手に負えないと福沢は考えるようになる。福沢は官僚主義を排そうとするあまり、

どと著者は記すが（ ）
、ここを読んでも私には福沢にあるという「多元的市民社会論」
62

の主体」だと言う私（民）の自立のためではなく、貧知者を排除するためである。

議論と無関係に作られた理念系にすぎないように思われる。それを福沢に適用できるか否

0 0 0

政府（地方政府を含めて）の有する公的役割を見落としている。

仮に官立（国立）
・公立学校が、私立学校以上の高い学費を徴収したとすれば（現

かは未決の問題なのではないか。

していると考えてみる価値がある。実際、官の介入を嫌ったもう一つの大きな問

福沢が私（民）の独立を主張していると見える場合には、他の何らかの目的を隠

それを是とするであろうし、わざわざその私立学校化などは主張しないであろう。

りにも貧しい。少なくとも後に福沢が書いた『新女大学』等に目を向けるかぎり、

と（ ）
。だが、仮にいくらかの証になったとしても、その「市民センス」はあま
31

『すゝめ』 での『女大学』批判は、
「『市民センス』のみごとな証し立てである」
、

「市民センス」は、女性論＝家族論との関係でも論じられている。福沢による

0

は 官 立 を私 立 に せ よ と 論 じ た が （ ⑪

0

在国立大学ではほぼこれに近い状態になっている）
、福沢は貧知者排除のために

題である労働者保護立法の問題でも、目的は私（民）の自立ではなく、資本によ

福沢は 『女大学』の水準を超えていない。多少の「市民センス」は発揮された

る）には、おのおのその具体例に即した検討を要する。何より学校教育における

そうだと言えるかどうかは別問題だが、その種の傾向が福沢にあるのは確かであ

その意味で福沢が、政府を「文明活動の主体」から排除せんとする場合（実際

の女性は苦しめられたのである。福沢の「市民センス」の狭さは、福沢が高等教

政府によってさえすでに八〇年代に導入されたこの良妻賢母主義によって、多く

女大学』で多少文明的＝西洋的な視点を導入しつつ良妻賢母主義を賞揚したが、

としても、
それは本質的な点で封建的なセンスと違いはない。要するに福沢は『新

0 0 0 0

る過剰な剰余価値の、ひいては超過利潤の獲得に他ならなかった。

貧民排除が問われるが、この姿勢が貫かれると、前記のように労働者保護立法さ

育 （⑬

）においてさえ、伝統的な女性の役割観を前提にし
645

え不要であるという論点に直結する。このもたらす帰結は福沢の「市民社会」論

てしかものを考えられなかった点に、典型的に現れている。

）や大学教育 （⑮
564

にとっても深刻である。人間社会には、多様な権力が存在する。国家権力はその

それは著者も同意しよう （ 30f.,155
）
。だが、これが批判の対象なら、建前上はほ

そもそも、福沢が『女大学』で批判した最大の教えは、
「三従七去」である。

い。国家権力に勝るとも劣らない権力があるとすれば、それは資本の権力であろ

とんど誰もが同じことを言えるのではないか。だからこれだけを対象として絞る

うち最も顕著でありかつ強力な権力であろうが、権力はこれにつきるものではな
う。福沢の「多元的市民社会論」――もし福沢にそのような議論が本当にあると

のではなるまい。それは最低のことである。福沢の女性論＝家族論に見られる
「市

0 0 0

すればだが――は、実のところ公共的な使命を担った国家権力に対して資本の権

民センス」がいかなるものかは、次節で明らかにする。
0

「市民センス」に関連して、著者の解釈の何点かを以下に問題にする。

福沢の支配（統治）契約論、その他

力を置き換えんとする企てであって、
「多元的市民社会論」それ自体がプラスの
価値を有するものとは限らない。福沢の「多元的市民社会論」は実のところ「一
0 0

元的市民社会論」であり、「市民」の実体がこうして資本に収斂すると見なすなら、
0 0

「一元的企業社会論」である。伝統的なマルクス主義のことばで言えば、福沢の
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聡
杉田

それは、思想の表現となれば原則を欠いた「ご都合主義」に陥る。前記のように、

か。現実の人間社会にあって、そうした渡世の知恵は確かに有効であろう。だが

結局それは、状況に応じて融通無碍に変わる無分別を導くにすぎないのではない

智」とは、「
『軽重大小を分別し』て重大を認知する働き」と著者は説明するが（ ）
、
58

して」おり、この発想こそ「
『公智』の思想」であるなどと合理化する （ ）
。
「公
76

著者は『概略』最終章を若干論じて「段階ごと、局面ごとに目的と手段が交替

なされないのである （杉田③

を全体として見れば、なぜ人民が政府を必要とするのかについての議論が満足に

くる）
。福沢の基本発想は、統治（支配）契約の要素が強い。だから福沢の思想

はなく「支配」の論理の導き方である（それが定まれば、意味はおのずとついて

は福沢が言う「支配の意味」（ ）
34にこだわるが、問題なのはここでは「意味」で

現実の法体系に人民を従わせるための論理として使われかねないのである。著者

治の法律・行政を人民の権利（人権）に照らして検討するためではなく、当時の

なるほど一部に社会契約論的な表現はある （ 34f.
）
。だがこれは、当時の明治の

）
。
18ff.

これによって「文明」の意味が大転換する以上、その種の「公智」は思想の知恵
ではない。

）
『すゝめ』によれば、
「一身独立」を可能にするのは知のみなら
44と主張した。

の脈絡で、
「国のためには財を失ふのみならず、一命をも抛て惜むに足らず」（③

させた事実を無視する。福沢は「一身独立して一国独立する」と論じたが、そ

『すゝめ』において福沢が、一身独立を論じつつ議論を「報国の大義」へと飛躍

トによる貴族政的な支配が、一般意志論によって合理化されうる。福沢において

一般意志論から論理必然的に排除される理由がない以上、立法者＝政治的エリー

志論の場合もまた同様である。
「立法者」が一般意志を忖度して立法することが、

制の擁護説と理解されかねない側面を持ったように、である。ルソーの一般意

えない。ホッブズの社会契約論的な叙述さえ、それが当時のイギリス絶対主義王

現実を思う時、明治政府の権力をむしろ合理化する働きをしていると言わざるを

ず財における独立であった。だが福沢はすでに『すゝめ』においてさえ、その財

人民の意志を表明するための政治制度が構想されず（これが『すゝめ』の限界

目的・手段の根本的な転換のそうした合理化にあい通ずることだが、著者は、

はもちろん命さえ捨てて国に報ずべしと主張するのである。
「報告の大義」はそ

である）
、八〇年代以降にこれが構想されたとしても、市民権（選挙・被選挙権）

0 0

0

だから貧民に対する侮蔑は、自らが賞揚する日本の過酷な労働条件をそのまま合

48

なげうち

の後、折にふれて語られることになる。その「報国の大義」にふれずに「市民セ

みずか

）
61――男性に極限さ

が有産の「中等社会」（⑪
0 0

れれば、人民は、あるいは圧倒的に多くの貧民・女性は、
「自ら作りし法に従ふ」
（ 34,
③

）
63のではない。にもかかわらず、これらを無視して『すゝめ』のように

（ 31ff.
）
。なるほどそのように読める文言もある。だが一方、福沢は支配（統治）

著者は、福沢が示す「愚民」
「無学文盲〔の民〕
」に対する侮蔑的な表現を、「
〔国

論ずれば、それは貴族制的なエリート支配を合理化し、明治政府の法・統治（支

そのかぎり、少々奇妙な言い方であるが、丸山眞男が言うように、
『すゝめ』な

民が〕福沢が描く本来の国民に育ってはじめて、政府が本来の政府として機能す

契約論的な書き方をする場合も少なくない。その意味で、
『すゝめ』を著した時

どに見出されるのは「社会契約説（……ヨリ正確には統治契約説であるが）
」（丸

る」（ ）
39という言い分をもって、合理化せんとするが、福沢には結局、強訴・一

配）に正統化根拠を与える結果となるだけである。

）と評価せざるをえない。だから――著者は引いていないが――「日本国中
121

山

ス ト ラ イ キ

揆に立ち上がる人民のことが理解できないし、理解しようともしていないことこ

理化する姿勢へとつながってしまうのである。一揆に立ち上がる自国の人民や労

そ問題である。九〇年代、
福沢は同盟罷工を同じく強訴・一揆の類と見なしており、

引いている文言でもそれはうかがえる （ ）
。社会契約論的な議論がなされる場合
31

り」（③

でも、それは確たる原則になっておらず、だから政府・人民の「職分」論は、明

）
40といった言葉を、福沢は平気でつづることができるのである。著者が

にて明治の年号を奉ずる者は、今の政府の法に従ふ可しと条約を結びたる人民な

期の福沢にとって、両者の整理は十分にできていなかったと判断せざるをえない。

著 者 は、 福 沢 の 議 論 は あ た か も 社 会 契 約 論 的 な も の で あ る か の よ う に 記 す

）――ミッヅルカラッス （③
574f.

ンス」を論ずることに、どのような意味があるのだろうか。

家族・市民社会論、朝鮮改造論に見る「福沢神話」 ――近年の二つの福沢研究を批判する

読んで十把ひとからげにする――の人間としての、また職工・家業従事者として

著者は、
「知と徳の一体性における文明論を展開した福沢の視点は、他に類を

そこでは国権拡張――一国独立の意味を超えたそれ――が第一義的に重視され

小作農民の生活を犠牲にする道を選んだ点でも、福沢の思想は全体主義的である。

また軍備拡張のために、地主の利益に反してさえ地租改正に反対して、ひいては

0 0

働者に対する侮蔑意識は、朝鮮人へのそれとも通底する。福沢および福沢の主催

の「権理」をおろそかにし、国際的な経済競争を通じた経済社会全体の発展のた

見ない貴重なもの」と書く （ ）
。だがこれは、ごく普通の文明論ではないのか。
44

トンハク

する『時事新報』が、東学教徒の討伐を「征清」と並んで報道しえたのは、その

めと称して、個々の労働者の生活を犠牲にする論理を展開したのが福沢である。

なるほど、科学・技術的発展のみを強調した文明論（啓蒙論）もあろう。それは

て、人民は軍人として、他の人民は銃後にひかえる報国の民として個性を剥奪さ

0 0 0 0

ためである（日清戦争時の朝鮮人死者は日本および清国のそれより多かった）
。

科学者もしくは歴史家に抱かれやすい発想である。だが、カントやヘーゲルをひ

しくは「大本願」（⑦

）も
212

）であると記していた。そのように国権が一義的に重視
248

りえているであろうか。福沢は、国権拡張こそ「最後最上の大目的」（④

あり方が議論の対象となり」えているであろうか。少なくとも、配慮の対象とな

れ、その生活が犠牲にされるのである。その時、いったどこに「個人の具体的な

）
、
またＪ．
13,16

）同様である。だがより重要なのは、その後福
197-9

）
。福沢が依拠したギゾーにおいても（ギゾー
90ff.

もとくまでもなく、哲学者のそれは多かれ少なかれ徳（もしくは人倫）の要素を
含んでいる（杉田②
Ｓ・ミルにおいても （ミル②
沢は「貧知者」つまり「貧にして知ある者」（⑫

されるとき、十分な民権伸長がはかられなければ多かれ少なかれ全体主義的にな

）
63の出現を恐れて、貧者には

知の付与をむしろ拒むようになった、という事実である（後述）
。同時に福沢は

る。そうなると、民権（人権）が保障されるべき個々の個人は、もはや個々の顔

見事な「知と徳の一体性」の立場と言わなければならない。また福沢は、中国・

＝ミッヅルカラッスにはともあれ、圧倒的多数の貧者には知も徳も拒むのである。

全編を通して福沢は強調している」と記す （ ）
。だがここでも、
『すゝめ』での
46

文明活動の主役になりうる唯一、最良の方法であることを、
『学問のすゝめ』の

著者は、
「学問をすることこそ国民が無学文盲を脱し、権理の主体を自覚して

を持たない人民一般（あるいは貧民一般）になり下がるのではないか。

朝鮮を「野蛮」国扱いし、その「野蛮」以上のシステム化された野蛮（暴力・圧

そうした発想がその後の中・後期の議論を通じていかに変化するかには、目が向

）
、その徳の陶冶にも意を払わなくなっている。つまり福沢は、一部の特権者
232

政・抑圧）を中国人・朝鮮人に対して行使することを、肯定する。中でも皆殺し

）しか
491

けられていない。福沢は、
「貧知者」が生まれるのを恐れて選別教育を積極的に

主張し、ひいては貧者が貧知者に育たないよう最低・最下等の教育 （⑪

杉田
288ff.,

の論理が、日清戦争後に割譲された台湾の住民に向けられる （杉田①
③

た言説を見れば、先の著者の主張 （ ）
「権理主体」であるはずの「個
44に反して、

「権理」性の「自覚」に目覚めないことをめざし――こうして福沢の生涯を通じ

与えるべきではないと見なす立場に、転換するのである。つまり貧民を、
「無学

）
。その限り福沢の「文明」論にあっては、技術を含む知の社会的な発展
180ff.

また著者は、
「個人が権理主体であるとすれば、直ちに個人の具体的なあり方

人」の権理を福沢がどれだけ制限しようとしたかが明らかである――、ひいては

は図られても徳の発展は埒外に置かれ、
「知と徳の一体性」はただの空証文に終

――教育、仕事、結婚等 （杉田注）――が議論の対象となりうる」云々 （ ）
、あ
44

文盲」そのものではないとしても、限りなくそれに近い状態におき、貧民がその

るいは「
〔個人の重視に対して〕
『社会全体』を強調しすぎると全体主義になり、

「文明活動の主役」とは無縁でいる社会が実現するよう、論陣を張ったのである。

わったのである。

この点ももちろん〔福沢は〕否定する」（ ）
、などと記す。
45
だが、福沢は経済社会全体の利益をこそ強調する立場に立っていた。個々の職

のものと福沢がみなしたことを称して、
「文明活動における『市民センス』の発

この文脈でも著者は、
文明の事業を私立の人民の、
なかでも「ミッヅルカラッス」

0 0

工・家業従事者――これらを包摂する上位概念はないが福沢は彼らを「貧民」と

49

「馬鹿と片輪に宗教」という、貧者をあざけりさげすむ立場に立つようになり （⑳
聡
杉田

家族・市民社会論、朝鮮改造論に見る「福沢神話」 ――近年の二つの福沢研究を批判する

とは、一部の特権者による新しい差別制度を容認し、さらには要求する反市民的

露のみごとな表れ」（ ）
そうだとすれば著者が言う「市民センス」
47などと記すが、

である」などとも記すが （ ）
、それが福沢解釈であるとすれば、いずれもおかし
55

それが問題なのだ」と記し、
「権理回復に立ち向かうさいの最良の術が学問なの

）
、それを構築
43

い。福沢は『概論』で「故習の惑溺」を批判しつつ （④

）
、しかも権利侵害
124f.

④
32,S.

センスだと言わなければならない。

杉田③
211f,205,

に立ち向かうための学問などは、その議論の枠組みに入っていない。特に貧民に

し直した新たな故習を重要視しており （④
市民の平等・自由

とってはそうである。貧民に対して――女性に対しても――まっとうな学問を否

定する以上、そう言わなければならない。

著者は「天は人の上に……云えり」という『すゝめ』冒頭の句をそのまま引用
して、
「これは、人には上下貴賤の区別なく、みな対等平等であるとの福沢の世
これは拙著で強調したごとく、ただの前置きであって、人民の平等は結局いろい

いは故意に無視した結果である。
「事切迫に至れば、財産を……擲つは勿論、老

云々（ ）
と書いているが、これも生涯を通じた福沢の論説を読んでいない、ある
56

なお著者は、福沢は「一身を捨て一国だけを強調する『奉公主義』も拒否する」

）
。
『すゝめ』においてはまだ
12ff.,23ff.

少の別なく切死にして、人の種の尽きるまでも戦ふの覚悟を以て、遂に敵国を降

に向けての力強いマニフェストである」
と記すが（ ）
、
少々安易すぎないだろうか。
55

しも、その後、二五年におよぶ福沢の言論活動の全体を見渡せば、平等は否定さ

伏せしめざる可らず」（⑭

ひとだね

）な
515=48

）
、また「如何なる事情あるも、如何なる困難あ
545=201

なげう

れるばかりか、不平等の肯定、維持、強化が図られていることが分かる。しかも、

るも、全国四千万人の人種の尽きるまでは一歩も退かずして……」（⑭

ろなレベルで否定されるのである （杉田③

著者は直後に福沢の権利思想を要約して
「自主自由」「自由独立」
などと記すが（ ）
、
55

どという主張は、
「奉公主義」以外の何物でもないのではないか。
フ リ ー シ チ

福沢にはまとまった自由権の発想はない。少なくともそれは、
権理
（意義上は人権）
のうちに確たる場を占めていない（福沢にとって人権は生命、財産、名誉である）
。

著者の歴史認識には、若干疑念を抱かせるものがある。例えば、ルネサンス期

「自由都市」の解釈をめぐって

のイタリアの自由都市、北ドイツのハンザ同盟等についての福沢の言及に関連し

それどころか福沢は、時に自由への明確な介入を認める立場に立つ。例えば私学
における学 力確認のために 文部省の介入 を （⑨

）
、また出 版の自由や教科書
391f.

者は、八三年末の改正徴兵令によって私学学生から「徴兵猶予の特典」が奪われ

る」と記すが （ ）
、この理解は正確さを欠くように思われる。歴史的な事実とし
60

て、
「そこでの独立市民についての正確な歴史的位置づけと特徴づけを示してい

編纂へのその介入をも、認めている （前者は⑮

）
。前
608

たことを踏まえた提案だが、慶応義塾を維持するために実際の対応上やむなくそ

て見れば、むしろ絶対主義王制こそ、地域の割拠性を打破して、王国の広い範囲

⑯
262,

れを甘受するというのではなく、論説の形をとって提案を公にする以上、介入の

において市民的自由の可能性を開いたのである（交易の自由・各種関税の自由等

、後者は⑮
509

容認は単なる一時しのぎの弥縫策ではなく、福沢の教育原則に関わる主張だと見

の獲得は後に絶対王政そのものの制約に向かう）
。周知のように、都市連合にも

⑯
644,

なければならない。言論・報道の自由の制限については、ヘーゲルとの関連で後

進まなかったイタリアや北ドイツでは、国民国家的統合は一九世紀後半まで不可
能だったのである。

述する。
本
 稿では詳しく論じられないが、福沢にとっては「国権拡張」とならんで「官民調和」

なるほど『概略』で福沢自身がイギリス革命を評価し、これに関連して著者は、

「福沢は特にイギリス革命に注目し……近世のルネッサンス期、ハンザ同盟等で

）
。
19ff.

また著者は、問題は単に人権の定義ではなく、
「故習や旧慣に惑溺することに

の自由都市における独立市民たちの自主自由の精神を継承していることを強調し

――事実上政府への追随――は明瞭な政治原則である（杉田③

よって人間の権理が危機に瀕していたり、権理を喪失していたりしていないか、

50

）
。だが、イタリア・フィレンツェやハンザ同盟
138,142

0

0

ることで（後述するように一度その重要性に言及したことがあるとはいえ、最

視した事実を思えば、福沢は実は女性の労働権を事実上否定したと判断しえる）
、

ている」
、と記す （ 64,S.
④
等の都市民（
）やイギリス革命期の市民（ citizen
）の歴史的な
borghese,Bürger
相違が無視されている（
「継承」自体直接的なものではなく、その精神に類似性

権力の偏重を福沢自身が当然視したのである。少なくとも、福沢がそれを打破す

元的な社会を目指す福沢にとってきわめて重要な課題であった」（ ）
、
「……権力
63

著者は、
「日本社会における権力の偏重観を打破し克服することは、多様で多

るために奔走したなどと解することはできない。さらに福沢は「新参故参」（ ）
62

0 0 0

を見出しうるということにすぎないが、いまはこれは措く）
。イタリアやドイツ

間のそれなどもあげるが、対外的な文明化の場面でとらえれば、福沢自身がアジ

終的に男女関係が主題的に取り上げられる『新女大学』においてそれを完全に無

の都市では、都市民は城壁 borg,Burg
を守りの砦かつ象徴として、農村に基盤を
有する封建的な支配層から自由を勝ち取ったが、イギリスではむしろ都市の住人

ア盟主論を通じて古参者の権力を偏重する迷妄に陥っている。

ママ

と同時に、貴族および地方の領主層（ジェントリー）――これが国政に関する参
与権を有する国民＝市民 citizen
の内実である――が革命の主体となったのであ
る。その限り、イタリア・ドイツの都市における都市民と、イギリスでの「市民」
とはいえ重要なのはむしろ、次のことである。著者は、
「自由と独立をキーワー

も、資本という権力の偏重を擁護する立場に立つようになるからである。これを

等と記すが、いずれも木を見て森を見ない議論ではないだろうか。福沢は何より

の偏重を打破し、克服していくことこそが主要課題だと、福沢は理解した」（ ）
73

ドにした『市民』の理解は、福沢が文明論を展開するうえで画期的な意義を有し

論ずる姿勢を欠くために、著者の、したがって福沢の「市民社会」論――福沢に

を同列に扱うことはできないのではないか。

ている」（ ）
『概略』における福沢の簡単な記述からは、そうした
61と論ずるが、

それがあると仮定した上でのことだが（以下同じ）――は、現代的な価値を失う。

ヘーゲル市民社会論との対比（一）――あいまいな「市民社会」概念

0 0

結論を引き出すのは困難である。特に「市民センス」なるものに各種の問題がは

「市民」
（そういう術語はほとんど使われていないが）とヨーロッパ的な市民（以

ところで著者は、福沢の「市民社会」論（もどき）とヘーゲルのそれとを比較

らまれている以上、私にはこの結論は針小棒大なものに見える。また福沢の言う
上のいずれの意味であれ）とを、単純に同一視することはできない。

することを意図している（これはこれで良いとしても、単にヘーゲルだけをとり

あげて論ずる姿勢はいかがなものか）
。だがほとんど唐突に、
「自主自由、自由独

なりを意
Bürger

識しつつも、結局「市民」
「市民社会」を明確な仕方で概念化できなかった事実は、福沢

立の精神を喚起して社会と国家の改革を企図した福沢とヘーゲルの思想には、言

なり
borghese

について「市民社会」論を大風呂敷に論じることの困難を語っているはずである。本書に

葉の使用法をも含めてきわめて共通点の多いことが確認できたと思う」（ ）
82など

「フリーシチ」について論じ、それを構成する
福沢が、

はその点についての考察が欠如している。私は福沢に「市民社会」論的な議論がなかった

という総括をするのは、少々安易であろう。ことばの使用法はもとより、思想内

0 0 0 0

とは思わないが、その再構成には相当な無理がともなうと判断する。

社会論を論じたが、福沢のそれについてはろくに言及していない。ヘーゲルの議

容に大きな違いがあることが見落とされている。そもそも著者はヘーゲルの市民

においては、福沢がそれを問題にしたと理解できる。だが、福沢は中・後期にな

論を紹介し、福沢が時に用いたことば（思想ではない）がそれと似ているから福

著者は市民理解との関連で「権力の偏重」を論ずる （ 62,72
）
。たしかに『概略』
ると権力の偏重をこそ支持する側に至ることを、著者はどう解するのか。典型的

著者は、福沢の思想は「多様で多元的な社会観の提示」という点でヘーゲルの

沢に「市民社会」論がある、という理解自体が安易である。

女」（同前）間におけるそれである。福沢は貧が自立し得ないよう政府の企図した

思想と共通すると記す。だがいずれにも疑義がある。著者が第一としてあげるの

なのは、
著者が福沢の要約としてあげた権力の偏重のうち「貧富貴賤」（ ）
62間、「男
労働者保護立法にさえ反対し、男女関係では女性の労働権を結局のところ拒否す

51
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は、福沢が『概略』で「多事争論」を重視した事実である （ ）
。後に福沢は、貧
83

の自由〕が肝要という点が重要だ」と記しているが （ ）
、福沢はこの点ではヘー
86

カプシン

ゲルとは反する。福沢は、
「国家諸要件」についての報道の自由の抑制がそもそ

）
。なるほど『概略』では言論の自由の重要さが強調され
71

イムオヂョンビョン

知者排除に向けて資本（時に地主）の一元的支配を当然視し、また職工の同盟罷

も不可欠である、と主張するに至るからである。福沢は、壬午政変・甲申政変時

⑯
547=204,

工を敵視した。福沢にとって、
「多元的な社会」のうちに職工や小作人の占める

⑭
294-6,

および特に日清戦争時において、いかに言論の自由の抑制をくりかえし求めたか
（⑧

位置はない。また福沢は後に、明治憲法以上の絶対主義的天皇制の主唱者となり
（杉田③

ている。だがそれは抽象的に主張されただけであって、現実的な状況下ではその

）
、また「教育勅語」体制の支持者となることで、
『すゝめ』でいう「至
118

尊の位と至強の力とを一に合し」て人々の行動を支配し、
「深く人心の内部を犯

を当然視する見方も併存する。新聞紙条例による記者の投獄について「其罰の当

抽象論を福沢はくつがえすのである。もっとも『概論』の当時から、言論の制限

をした事実を、著者はどう考えるのか （ S.
杉田③

否は姑らく差置き」（④

してその方向を定むる」ことを是とし、ひいては「多事争論」の可能性に自ら蓋
「深く人心の内部を……」は、かつて福沢が『概略』において中国を評して用

らば〔新聞紙条例をまつまでもなく〕直にこれを捕縛して可なり」（⑳

）
。
129f.

いたことばである。つまり中国の実情が、そのように聖・俗を合して統合的な支

沢は主張していた。

）
、と福
158

）と記すばかりか、同時期に、
「政府を害……する者あ
221

配の網をかぶせるものであれば、そこで見られる思想は一方向に偏して多様性を

れと主張するのであれば、福沢において公共性の重視――抽象論のレベルでそれ

しば

失い、一見「純情・善良」のように見えてもそこから自由な言論は生まれない、

だから第三としての「公共性・公共精神（ public
）の重視」（ ）
86も、福沢には
当てはまらない。いざとなれば、公共性を犠牲にして努めて政府の言うままにな

体制とを支持して「至尊の位と至強の力を一に合し」たのみならず、それを通じ

があったとしても――などは、事態の推移によって一瞬にして滅び去るのである。

）
。だが福沢は、後に絶対主義的天皇制と教育勅語
23f.

て「人心の内部を犯（す）
」ことを首肯したのである。後に福沢が、信教の自由

第四の「
『智徳』一体の文明論の展開」については、すでにふれた。

と福沢は主張していた （④

にかかわる「内村不敬事件」
、学問の自由にかかわる「久米筆禍事件」のいずれ
福沢の「多事争論」説にふれて著者は、
「福沢は誰か特定の人や集団の意見を

その「客観性」なるものを自ら検証したであろうか。仮にしたとしたら、それはどのよう

なものと思えるが……」
（ ）
、
92と記すが（この「研究」に関しては本稿の末尾近くで記す）

著
 者は以上を論じた本書第二章の注で、「平山〔洋〕氏の研究成果は客観性をもつ貴重

尊重し、それだけで一元的にまとめることを決して推奨しない」（ 83f.
）と記す。

な方法に基づくものなのか。著者はそれを明らかにすべきであろう。

についても、なんら論説を公表せずにすませたのは当然であった。

だがこれも『概略』の限りでのことである。福沢がどれだけ「富豪」ないし「中
等社会」といった「誰か特定の人や集団の意見」を尊重して、
「一元的」な社会

であるとする。例えば家族外の交際ではおのずと「一定の規則」が必要だと主張

関わる議論の特徴的なものの一は、
「
『規則・法』の策定とその役割の転換」（ 112
）

近代的関係性の拒絶――地主と小作人・資本主と職工

著者が第二としてあげる「言論・出版の自由の強調」（ ）
『概略』だけを
85も、

の有りようを擁護したか。それは貧民問題、職工問題、女性問題のどれをとって

テキストとしているから言えることである。福沢は後には――一定の状況を踏ま

して、借主と貸主の例 （④

著者は「人間の交際」――著者が福沢にとっての市民社会と解するもの――に

えてであるとはいえ――自らの『時事新報』において、また他の報道機関に対し

一蹴される議論である。特に福沢が問題にするのは、地主と小作人との関係であ

も明らかである。

て、報道の自由（言論の自由）を抑えるべきことを当然であると主張した。著者

る。かつて、すべて人間の交際は「他人と他人との附合」であって、
「此仲間附

）をあげる。だがこれも、中・後期の福沢によって
132

はヘーゲルの議論にふれて「特に『国家諸要件』についてのもの〔 言
= 論・出版

52

合に実の親子の流儀を用ひんとするも、亦難きに非ずや」（③

）
97と『すゝめ』で

の大同団結を阻止しようとした明治政府の姿勢である。だが、これに福沢は賛意
を示した （⑪

）
。なるほどのちに、あたかも保安条例など不要だったかのよう
416

主張していたのに、九〇年に第一回帝国議会が開かれ、衆議院議員となった地主

に記すが、それは政府による同条例廃止が決まった時期のことにすぎない （杉田

その

）
。福沢が政府によるこの種の専制を擁護するのは、
福沢が敵視する「貧知者」
89

よって満足させんとする近代の新たな経済的状況を指す （ヘーゲル②

）
。一方
188

民社会を構成する契機の一つであり、ヘーゲルでは、各人が自らの欲求を労働に

態を表していることに疑う余地はない」と記す （ 119
）
。だが、
「欲求の体系」は市

0 0 0 0 0 0 0

著者は「ヘーゲルの『欲求の体系』と福沢のいう『多事の世界』が、同一の事

ヘーゲル市民社会論との対比（二）――職業協同団体と福祉行政

しては、福沢は無批判的であるかあるいは賛意を表明するのである。

に対する場合である。自由民権派は「貧知者」の集合であり、彼らへの専制に対

③

層から地租改正論議が出されると、右の健全な論理を一蹴して、
「其〔 地
= 主と
小作人の〕関係、甚だ滑にして然かも情誼の温なる、父子の如（し）
」などと記
すようになる （⑮

）
。そればかりか東北地方その他では、小作人は「地主の催
582

促をも待たず定めの小作料を納めて曾て偽ることなく、耕作の外にも主家の急に
）
、とさえ記すのである。人間関係は多様である。それにもかかわらず福
134f.

走り其家事を助けて……彼の極楽世界とも称す可き地主と小作人との関係……」
（⑥

沢は、前言を完全にひるがえして、一定の契約関係に立つ地主と小作人をさえ「父
子」の比喩で論じ、かつその範疇に囲いこむのである。
これは、資本主・職工の関係を「一定の規則」の必要な関係から排除するため
の、したがって労働者保護立法に反対するための布石である。案の定、だから福

）
23は歴史性を排したあくまで抽象的な規定にすぎない。しか

も著者は、
「多事の世界」では権力の偏重が克服されるなどという、単なる図式

「多事の世界」（④

「雇主と雇人と間柄は西洋の国々に於ける資本主と労働者との関係と同日の談に

主義に陥っている （ 106,109
）
。
「需用の繁多」というその特質 （ 109
）も表面規定に

）
。福沢は
582

非ず」と、日本において資本主義的生産関係が主流になりつつあることを否定

留まる。ここからは、例えばヘーゲルで論じられた、欲求の体系がもつ「偶然性」

いう理解を示す （ 114
）
。これは、自由権に関する教科書的な記述としては正しい

め』での主張 （杉田注）――から政府による人民への専制の防御に変化する」と

に由て、……自家の利益を保護（する）
」（ 120,
④

より正確には職業的な利害）にもとづいて「各……その営業を共にする等の交情

）ようになる点にふれ、これ
156

が、福沢の議論との関係性は薄いように思われる。それどころか福沢は、資本―

をヘーゲルが言う「職業協同団体」 Korporation
に関わるものと見なすが、ほと
んど論証のないまま（特にこの「交情」からいかなる具体的な職業協同団体が生

0 0 0 0 0 0

―国家権力・公権力と並び立つ巨大な私権力――による人民（職工・女性・子ど

ずるのかについては何も語られない）両者が似ているという結論を提示してすま

0 0

も）への専制が起きている事態を隠蔽し、明治政府が、まがりなりにも公的な使

せるのは、安易であろう。だいいち、ここで福沢が「職業共同団体」的なものに

）
、相互扶助 （同
252f.

）をはかるのみか、
「第
254

すぎよう。ヘーゲルのそれは、
「特殊的偶然性に対する配慮〔 生
」
、
「能
= 計の保障〕
力の陶冶・育成」（ヘーゲル②

§

なるほど政府による人民への専制は常に起こりうる。だがそれを福沢は擁護し
てみせることさえある。専制の典型例は、
「保安条例」によって、自由民権運動

§

0 0 0

命を担った権力として、この専制から職工や女性・子どもを解放しようとする動

ふれているという解釈 （同）は、上記「市民」の特質の場合と同様に針小棒大に

おのおの

その上で言えば、
著者は福沢の言う「カラッスインテレスト」（階級的・身分的な、

どは軽視されざるをえない。

）に対する配慮から生まれる福祉行政や職業協同団体（後述）な
188

し、日本の雇用関係においては、資本主と職工とは主従の観をなしつつも「情愛
）
。
125

（ヘーゲル②

るのである （⑯

の自から温なるものある」は地主と小作人との関係を見ても明らかだと、主張す

沢は資本主・職工の関係も、同じ比喩・流儀で論じようとする （⑮

§

きに、反対するのである。

著者は、以上の脈絡で、法の役割が「政府による人民の保護――福沢の『すゝ

§
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二の家族」として、市民社会（欲求の体系）のうちで分裂させられた諸個人の一
（注１）

おいていかに考えるかは別問題のはずである。なおこの点は、厳密には『西洋事情 外編』
についても言えるかもしれない。

そして、労働者保護立法――これも、Ｒ・オーウェン以降の時代にあって重要

体性を回復する機能を有する （同
的な職業集団を想定することは不可能ではないとしても、近代的な経済関係にお

な社会福祉政策であろう――にも福沢が反対したことは、すでにふれた。福沢は、

）
。
255,255Anm
. 前近代社会においてならギルド

ける職業集団、つまり労働組合的な集団は福沢の容認するところではない。福沢
だがヘーゲルは、ドイツやイタリア諸都市の伝統下にあってギルドに見られた労

生じる富の偏在から「弱い市民」を守る手立てを政治権力から奪う議論を、行う

体の権力）を弱めることを企図したために、けっきょく「市民社会」で必然的に

が資本主の立場から職工の団結や同盟罷工を嫌ったことは、周知のとおりである。 「市民社会」の経済権力（資本の権力）を維持するために政治権力（国家・自治
働者による相互扶助のシステムを重視しており、その点で福沢とは姿勢が異なる。

それにもかかわらず、著者は、福沢において文明の定義で言われる「人の安楽

ことになったのである。

）
、近代
255Zus.

この特質は、後にギルドが「市民のなかの有産者の特権のための閉鎖的排他的の
ヘーゲル
32f.,230ff.,S.

と品位との進歩」における「安楽」の確保が、広義の「福祉」の課題であるなど

組織」となるにつれて衰退するが （羽仁①
において相互扶助を担うのは労働組合なのである。またドイツでは、ビスマルク

契機として重視する「財の独立」の結果として、その意味で各人の努力を通じて

と記している （ 121
）
。だが福沢にとって安楽は、そもそも福沢が「一身独立」の

）
。
206

得られるべきものであって、政治権力による社会福祉行政とは関係がない。この

時義塾の塾長代理をつとめ戦後に文部大臣になった高橋誠一郎は、後述する「修

点は、慶応義塾系の学者によってさえ認められていよう。山住正己によれば、一

では福祉行政、すなわち「大衆を保護し安全にするための一つの外的な秩序と対

身要領」の条文 （第三〜四条）には労働権が見られない上に、第四条で健康への各

）に関わる社会福祉的な行政には、人民の遊惰
244Zus.

労
 働権の軽視は、福沢が『新女大学』において女性の労働権はおろかその労働にさえ目

ちに福祉の思想が貧弱であることを、図らずも示していると言えないだろうか。

きかという重大問題」（同

を招くという理由で、福沢は基本的に反対の立場に立つ。なかでもいわゆる「救

を向けず、資産のある中等階級・富豪にのみ関心を向け、親から娘への財産分与しか論じ

④
121,

⑫
126f.,

）
。
444

さて

財産分配を勧告する者なり」などと宣言したが、直ちに「生計不如意の家庭は扨置き」
（⑥

）
、それが人
197

著
『西洋事情 初編』から「文明の政治と称するものには六ヶ条の要訣あり」と記
 者は、

のように労働を「教養」 Bildung
（自己形成）の契機と見（ヘーゲル①

）と記して、圧倒的多数の女性――貧家の女性――を切り捨てる。これは、ヘーゲル
523

うを云う」という文言を引用している（ 97,
①

間にとって「解放の契機」を含むことを評価する（同

）
。このうち「病院」はともあれ「貧院」
290f.

については、福沢自身が『西洋事情 外編』以降、これがもたらす弊害を何度も論じてい

ていることを示している。

安楽・品位を実現するための方法は「多事の世界」の形成だとも記されるが（ 121
）
、

）という発想が、福沢に欠け
194

るのに、著者はなぜ右の文言を単に引用してすませられるのであろうか。しかもそもそも

§

して、福祉に関する「人民飢寒の患なからしむること。即ち病院・貧院等を設て貧民を救

の姿勢である （③

なかった点にも見られる。福沢は「我輩は……娘の結婚には、衣装万端支度の外に相当の

）以来の福沢
438ff.

0 0 0

）を重視する発想が弱いだけに、それは当然のことであろう。そも
249

策」（同

そも福沢に職業団体や福祉行政に関する議論があるというのは、ヘーゲルに即し

人の努力が求められる以上、
「厚生〔 福
= 祉〕の制度、保険の施設の完備が必要
である」という意見を述べたというが （山住 ）
、
2 それは、福沢の論説・著書のう

0 0 0 0 0 0 0 0

著者は結論的に、
「福祉行政」 Polizei
よりも職業共同団体に力点が置かれる
点でヘーゲルと福沢は同じであるなどと記すが （ 121f.
）
、ヘーゲルと異なり福沢

が、労働保険に言及したことはおそらくない （杉田③

の時代を通じて労働保険が発達した。福沢は火災・生命保険を論じたことはある

§

これは「西洋事情」に関する叙述であって、その叙述された施設等を福沢が自らの思想に

§

54

§

貧」には、強い反意を表する。これは、
『西洋事情 外編』（①

§

ていささか強引に作り上げられた説のように思える。
「いかに貧困を取り除くべ

§

能性が、問題にされなければならない。ヘーゲルはまがりなりにも、欲求の体系

規定）において、安楽もしくは財を得られると同時にむしろそれを喪失しうる可

多事の世界＝欲求の体系（著者が多事の世界と同じと見なすヘーゲルの市民社会

ずしも政治的権力のことではない。フーコーを待つまでもなく、人間社会にはい

これは理念であっても現実ではない。というより、福沢の理論活動において、こ

力の偏重は許されないし、
克服されているはずだ」といった言葉が見えるが（ 124
）
、

時にその主張は不適切なものとなる。福沢がめざした「多事の世界」では、
「権

たるところに権力（他者を支配する力）が満ちている。市民社会を著者は問題に

‚

）
26の意味を第一に持たされており、また福沢自身、貧民を生みかつ彼ら

するが、その主要な実体としての「経済社会」――当時の歴史的な文脈にあって

の当初の理念は明確に捨てられる。著者が言うように、ここで問われるべきは必

がそうした帰結を導きうることを直視し、これによって生まれる貧民 Pöbel
の救
済をはかった。だが福沢では救済はむしろ中産階級・富豪の利益を考慮した「除
をますます貧窮にならしめる資本の側に立つのである。七六年の『概略』だけを

ひとまずそう見みなしてもよいが、今日的にはそれは「市民社会」とは別個と見

害」（⑬
論じているかぎりは、著者のような解釈は可能だとしても、福沢の著書・論説全

‚

「似ている」
「似ていない」といった議論をすることに、どれだけの意味があるの

たといえる」（ 122
）などと記すが、方法論的自覚がないまま単に両者を見比べて

全体にわたり、その内容ばかりか用語法においても無自覚的に……取り込んでい

のある点が「ぴったり重なり合っている」
、
「福沢はヘーゲルの『市民社会』論の

地はない」
、
「……〔同一な〕のは明らかであろう」（ 119
）
、ヘーゲルと福沢の議論

と近代市民社会は両者を比較して、
「……同一の事態を表していることに疑う余

れて今日の市民社会論と交差するように……思える」と記すが （ 125
）
、いくらな

現代の市民社会論との関係にふれておく。著者は福沢の「市民社会」論が「勝

家権力の意味での）を一切介在させまいとするのが、中・後期福沢の姿である。

およびその予備軍を資本による一元的な支配の下におき、そこに政治的権力（国

国内的・市民的に見ても同様の指摘をなしうる。欧米諸国との競争のために職工

れはすでに、朝鮮・中国に対する、文明の魁＝日本による支配に現れているが、

そうではなく福沢にとっては文明の進歩は各種権力の偏重そのものでもある。そ

だがこのことは、福沢が権力の偏重を批判的に見ていることの証にはならない。

著者が言うように、
「
『多事の世界』は……『文明の進歩』した姿」である （ 124
）
。

ぎり、前述のように、福沢は経済社会における権力の偏重の確たる擁護者である。

そして福沢は資本による支配を理論化し、それを広めるべく論陣をはる。そのか

なす発想が主流である（後述）――において、現代はなによりも資本が支配する。

＊

Anm.は
' 本文に付された注、

体を通覧すればそれは間違っていると言わざるをえない。
（注１）
ヘーゲルの出典は、
パラグラフ番号で示す
（以下同じ）
。

＊

Zus.は
' その後に置かれた補遺である。

＊

著者によるヘーゲルと福沢の「市民社会論」論を総括しておく。
「多事の世界」

であろう。内的な連関は、表面的な記述（もっともこのレベルで見てもヘーゲル

んでもそれはひいきの引き倒しであろう。著者はウォルツァーやハーバマスの名

0

と福沢は「似ている」とは言い難いが）から生まれるのではない。特に福沢が中・

前を出してアソシエーション論に言及し、福沢の言う「多事の世界」がこれに当

0 0

後期に初期の所説の多くを否定する、もしくはその制限を当然視する（著者が言

ると記しているが、一八八〇年代、九〇年代の具体的な現実を踏まえた「自由で

0 0 0 0 0 0

0 0 0

う「市民社会」に関係する権力の偏重、多元性、救貧、言論・報道の自由等につ

多岐にわたるアソシエーション」の議論 （ 126
）が、福沢のいったいどこにあるの

0 0 0 0

いても）ようになる点を考慮した慎重な議論が、研究者には求められるであろう。

であろう。なるほど八〇年に福沢は「交詢社」という実業界の社交クラブを発足

0 0 0 0

現代の多元的市民社会論を論ずる際にも、著者の弱点が現れる。最大の弱点は、

させたが、ただそれだけのことで、
「自由で多岐にわたるアソシエーション」に

た
 だしその種の議論はヘーゲルにはあると言えるかもしれない。前述のように、ヘーゲ

0

本章冒頭に記したように、やはり福沢の中・後期の論説類を読んでいないことで

関わる議論など福沢にはないではないか。

0 0

あろう。あるいは仮に読んでいたとしても、自らの解釈図式に合う論説・著書し
か取り上げないという、昔からある福沢研究の共通の陥穽に陥っている。だから、
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0 0

0 0

0 0

ルにあって「職業協同団体」は第二の家族であり、諸個人のいわば有機的結合を可能にす
る人倫的組織だからである（ヘーゲル②
0 0

「単一な価値観」にもちろん著者は否定的に言及するが、
福沢は当時、
経済権力（資

本）による「単一な価値観」に乗り、国内にあっては政治権力による不介入を通

じてその価値観の普及を図ろうとし、また他国の市場化には経済権力の行使が必

0

今日は、
「経済社会」と独立に、あるいはそれに抗するものとして市民社会を

要だとしても、
政治権力にそのつゆ払い役を期待した。なるほど初期福沢の
『概略』

0 0

）
。
255

考える議論が、主流であろう。つまり、政府が独占的な企業の経済活動を有効に

などには、一定の興味深い考察はある。だが、福沢の生涯にわたる言説を通して

0 0 0

規制する力を失い、社会福祉政策が後退する現状を前にして、
「一般市民が企業

見れば、上記の追求は結局未完の課題にとどまったのみか、福沢自身がそれを明

ることはもはやできないのではないか。できるのはせいぜい、福沢が例えば『概

0 0 0

）
。その限り、
17

確に否定してみせたのである。だとすれば、そもそも福沢の「市民社会」論を語

の横暴を監視」する空間として市民社会が構想されている （植村
）
14と考えられている。

だが、経済的な権力を俎上に上げるどころか、むしろそれを強化せんと躍起になっ

略』で「市民社会」につながりうる事柄について何を論じたか（そしてそれを後

市民社会はあくまで「政府や企業とは区別される領域」（同
た福沢が、たとえ経済組織とは別個の「アソシエーション」的な集団を構想しえ

にいかに裏切ったか）
、ということだけであろう。

ある。つまり多くの市民（貧民）は、各自の心身の活動を、資本の権力の下で各

によってのみ構成されており、圧倒的多数の「貧民」はそこから排除されるので

想しえたとしても、それはしょせん――交詢社のように――「ミッヅルカラッス」

多岐多面にわたって活発に人間交際……を展開していく」（ 126
）ような集団を構

期著作に力点を置いている点で大きな間違いを犯している。しかも――こちらが

が引き続いてとりあげられるが、ここでもまた著者は、福沢の『すゝめ』等の初

は家族論がそれに並ぶ大きな位置を占めている。本書では福沢の家族論＝女性論

ヘーゲルは「市民社会」論を『法の哲学』第三部「人倫」で論じたが、そこで

福沢の根強い固定的な性別役割意識

二、家族論＝女性論の神話

たとしても、経済組織のもたらす問題を相対化する機能をもった集団イメージを
重視できるはずがない。いやむしろ、そうした集団が「貧民」の生活を守る機能
を有するものとして構想されれば、福沢はそれに異を唱えさえしたであろう。福

種の統制を受けつつごく制約的に行ない、最低・最下等の教育に甘んじさせられ

はるかに重要な事柄である――福沢の中・後期の男女関係論説・著書を取り上げ

沢が、たとえ著者が言う「多くの市民たちが各自の心身の活動を自由に行ない、

）
、一面的な人間交際を実現するだけである。いやそれさえ困難になり、生
490

つつ（この点は「市民社会」論の場合より評価できる。もっとも研究者としては

（⑪

存のために必然的な（自由に対するものとしての）行為をひたすら行い続ける、

当然のことだが）
、自らの福沢像に合う仕方で所説を構成している。研究者には

解釈図式があり、それを下に思想史上の叙述をするのは当然の作法だとしても、

不自由で制限的な社会のイメージが、福沢のものである。
著者にかぎらず、思想史に関わる論者はしばしば自らの研究が現代にとって持

0 0 0

最も重要な観点を落としたところで、いったいどれだけ的確な福沢像を描くこと

0

つ意味を、なかば牽強付会のようにして随所に記すが、その点では著者の総括も

0 0

ができるのであろうか。福沢の女性論全体を恣意的に解釈したところでは、その

0

少々無責任のそしりを免れない。一カ所だけ引用する。福沢的な「
『多事の世界』

0

所論は砂上の楼閣に帰す。なかでも、男女関係・家族観に関して明治期早々に記
0 0 0

の形成と多元的価値観の創出の相関関係に関わる課題の追求」――こう著者は記

0

述された議論の「骨格と輪郭は、一九〇一年 （明治三四年）に亡くなるまでしっか
0

り保たれ、内容が豊富にされて維持された」（ 135
）という解釈は、いくらなんで

0

すが少々解釈図式の先走りであろう――は、
「単一な価値観によるグローバル化」

も牽強付会にすぎよう。その間の福沢の男女関係論を子細に見れば、そのほとん

0

が浸透した現代世界においてこそ重要であると著者は記すが （ 126
）
、中・後期の
0 0

福沢まで含めて考察すれば、むしろ逆の解釈しか成り立たないように思われる。
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§

どを福沢自身が否定している事実が分かる。以下、この点を具体的に論ずる。
著者は福沢が『すゝめ』に着手する二年前に書いた「中津留別の書」から「自

最下等のものにすべきだと主張し始める時期と、ほぼ重なっている）
。とすれば、

福沢の女性論を総括して、
「一人ひとりの生活は自らの仕事で確保」（ 136
）などと

著者は、夫婦関係が「人倫の大本」だと、
「中津留別の書」を用いて記す。だ

総括するのは誤りであると言わなければならない。

が、男女間に大きな差別を置きそれを当然視することが福沢の最終的な到達点で

）
「一人ひとりの生活は自らの仕事で
53を引用して、

確保。
〈男性は外、女性は内〉説への疑い」と要約する （ 136
）
。なるほど「中津留

から労して自から食ひ」（⑳
別の書」には著者が言うように「自ら労して……」と書かれている。だが、著者

あることは、八〇〜九〇年代の著書・論説はもちろん、なかでも旧民法（ボアソ

0 0

自身が認めるように （ 138
）
、その主体に女性も含まれるのかどうかは疑わしい。

ナード草案に基づく）や明治民法についての福沢の解釈によって明らかになる。

0 0

0

）
「男も人なり女も人なり」（③
50も、

）
81も、一見すると男女平等を唱えた文

というより、含まれていないであろう。福沢が「中津留別の書」で男女に関して

（⑳

言のように見える。だが、固定的な役割観を前提して、
「女子教育」を最低のま

）
53に

なるほど「男といひ女といひ、等しく天地間の一人にて軽重の別あるべき理なし」

）
52および「我旧里中津の士民」（⑳

述べているのは、その後と同様に一夫多妻（蓄妾）の問題だけであって、
「自か
ら労して……」は、
「国君・官吏」（⑳

）
480

働権を事実上否定し、ひいては女性の自活については黙して語らず、あまつさえ、

まに放置し、生涯にわたる家事・育児への関与を女性の天職とみなし、女性の労

ついて述べられただけである。しかも――晩年の『評論』などと同様に （⑥
――男は「一家の主人」であって女性は「其妻」でしかない （⑳

「
〈男性は外、女性は内〉説への疑い」などはない。そもそも福沢は男女の固定的

男が戸主となって「家」を統制・支配し（著者は福沢がこれを問題にしたことに

）
。そこには、
50

な役割観を根強く維持しており、おそらく始めから女性は「一人ひとり」に含ま

ふれるが （ 144
）
、しかし福沢は後に男が戸主となって「家」を統制・支配するこ

せるとして否定し（⑫

0 0 0 0 0
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0 0

れないのである。女性（主人の妻）は、
「自から労して自から食（う）
」主人たる

とを制度化した明治民法を絶賛する）
、女性に対しては男性には適用されない「姦

が （ 175
）
、論評はない――、婚姻時に女性が戸主である夫の家に入る（子どもも

）
36――著者も妻の姦通が離婚の条件になることに言及する

夫の子である）ことを容認するとき（著者は「家系・家制度の問題」としてこれ

通罪」を容認し （⑪

ことを問題視したと書かれているが （ 138,S.
ミル①）
、それはミルを、文明の進歩

）
124

に必要な「疑い」の例としてあげただけであって、福沢自身がミルの考えに賛同

に言及するが （ 145
）
、福沢は後に明治民法が強い戸主権を認め、ひいては「家制度」
）――福沢が認めたのは
583f.

福
 沢は女性の自活について語らない。これを語れば、福沢が重視する資本主義的な経済

を法制上確立した事実を丸ごと容認するのである）
、福沢に男女の本質的な平等

身は女性に参政権を認めなかったのであるから （④

）――、ここで福沢が女
500

観を認めることはできない。

せいぜい「家政参与の権」
（！）にすぎなかった （⑤

発展は望めないと判断するからである。福沢が「女工」を含む職工の労働条件改善に反対
）
。
121

性の職業問題をミルと同様に考えていたと主張するすることはできない。なるほ

⑯
587,

した事実を見よ（⑮

の少なくない条文は福沢が形の上では『女大学評論』その他で批判したはずだが）につい

福
 沢は比較的近代的な性格をもった旧民法を「翻訳法律」であり「独立の大義」を失わ

とって労働による自活の意義を指摘する主張は二度と現れない。著者も認めてい

て、
その条文は「明に夫婦の関係を規定して条理整然、
真実文明主義の法律として見る可し。

）
。だがその後の福沢の女性論・男女関係論を見る限り、女性に
52

るように （ 157
）
、女性にとって「資産」獲得の方途は単に親の資産・遺産分与に

）
、一方、近代性をそぎ落として封建主義を残した明治民法（そ
207

収斂されてしまう（その時期は、福沢が貧知者の出現を恐れて、その教育を最低・

書いている （⑪

ど八六年には一度「其食を求るに正当の路は唯わが身の労働に在るのみ……」と

そもそもミルの目は職業と同時に参政権の問題に向けられた。もちろん福沢自

していたかどうかは別問題であろう。

（七六年）では、ミルが「今の人事に於て男子は外を務め婦人は内を治る」（③

男性に依存して食う――それが福沢の発想であろう（後述）
。
『すゝめ』第一五編
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……夫婦間の権利、即ち離婚の条件、財産の処置法等に就ては、条文の規定甚だ明確にし
て一点の疑を容るゝ所なく、国民一般に遵守す可きもの」
、と絶賛した（⑯

）
。関連す
509

る議論をしたはずの『女大学評論』を始めとするたくさんの家族論＝女性論の著作・論説は、

（⑤

つとめ

みず

）
、
「女子には懐妊・出産の大役あるのみならず、
507

）
、
「女子は家の内事を司どるの務……妊娠出産に引続き小児の哺乳・養育
449

は女子の専任にして……」（同⑥

〔下女を雇えない〕中流以下の家に至りては、幾人の子女を養育する其上に、親

から一切の家事を始末せざる可らず」（⑮

）
、
「婦人の妊娠・出産は勿論、出産後、
438

少なくとも明治民法に関係する箇所について言えば、単に建前を優先しただけであること

）
、「針持つ術を習はし……日常の衣服を仕立て……又台所の世帯万端、
505

小児に乳を授け衣服を着せ、寒暑・昼夜の注意心配、他人の知らぬ所に苦労多く
……」
（⑥

がここから分かる。

にもかかわらず、著者は福沢において男女は平等であるとくり返し論ずるが

固より女子の知る可き事なれば……飯の炊きやうは勿論、料理献立、塩噌の始末

0 0 0 0 0

（ 147
）
、そもそもその「平等」の意味が問題である。福沢にとっては、固定的な性

免れない。ここでもそうである。福沢の女性論・家族論は「今日からみても何ら

由な男女交際が阻害されている事態」（ 149
）を福沢が問題にしたと記すが、家事・

これが踏まえられれば、
福沢の「男女交際」論の限界も明らかになる。著者は「自

）と、福沢は家事全般・子どもの世
506

に至るまでも、事細に心得置く可し」（⑥

色褪せない内容のものといえる」と総括するが （同前）
、そもそも著者は男女関係

育児という膨大な時間を要する営みが女性固有のものとして前提されれば、女性

こまか

別役割観が前提されていても、男女は平等だと理解されている。著者は、折々に

話は女性の天職・責任であるとくり返している。

に関わる基本的な問題を見そこなっていないか。というより、福沢と同様に相当

にとって「自由な」交際などありえないであろう。今日でこそ家事はかなり省力

0 0 0 0

福沢論を展開する現代的な意義にふれるが、いずれもとってつけたような印象を

に意識が遅れている。著者に固定的役割観への反省――その反時代性への理解―

化され、育児も社会化されることで求められる労力も軽減したとはいえ、それで

0 0

―がない点こそ、基本的な問題であろう。

と両立しているのみならず、それがひいては女性の参政権からの排除をも意味しうる点を

⑤
「権利は財より生ずる」
（ 147,

現在と異なり「下女」――先の引用文でも下女が意識されていた――が比較的安

て、福沢の時代に家事・育児にかかるそれは、今日と比べ物にならない。当時は

も日々の家事・育児のために要する時間・労苦は、たいへんなものである。まし

）という言い分が、事実上女性の労働権からの排除
468

考慮する必要がある。もっとも福沢は、仮に財を有する女性であっても、女性はそれ自体

自由ならし〔む〕
」（⑤

）という言い分も、意味をなさない。そもそも福沢にお
604

だから、
「千古の禍根たる社会の圧制を其根本より転覆して男女両生の交際を

ママ

たらす影響を不問に付した「自由交際論」は、机上の空論にすぎない。

したことがない福沢には分からないのであろうが、家事・育児にかかる時間のも

を雇うことなどできない。子どもを直接養育し家事万般にわたる切り盛りを経験

い人件費で雇えたのは事実だが、自分一人でさえ満足に食えない庶民が、
「下女」
）と見なし、その参政権
583f.

で「愚」であり、より正確に言えば「上流」の者と、女性を含めた「下流」の者との間に
は「其心の働の及ぶ所に、広きと狭きとの差別ある」
（④
を否定するであろうが。

）
。そもそもこの議論自体、女性が内にこもって男性と
594

著者は、
「男子は外を務め婦人は内に在る可し」という「社会の圧制」の論理
を問題にする （ 148,
⑤

の交際（つきあい）を自由になしえないという点を問題にしたにすぎないが――

いて「社会の圧制」の意味が、男女関係に関して根本的に考えられていない。だ

から、ことばは表層を上滑りする。仮にそうではなかったとしても、固定的な男

それは「情感の交」
「肉体の交 」（⑤

らもわかる――、その点はいまは措いておく。だが、仮に右の論理が男女の労働

女の役割を前提するかぎり、実際に苦しむ女性にほとんど共感を与えないのであ

）といった言葉か
590

に関わる役割に関連していたとしても、その後の福沢の女性論を見るかぎり、女

る。
『青鞜』に集った女性たちに、福沢の議論が相手にされなかったのも当然で

）
、
「情交」
「肉交」（⑤
589

性は内だけにある必要はないが内には責任をもて、というのが福沢の論理である

ある。著者はほとんど論じないが、特に福沢が女性に「女徳」をくり返しおしつ

く

ことが分かる。例えば、
「哺乳・煦〔 暖
= める〕育の労は固より婦人の責任……」

58

ける点で （平塚
である。

杉田③
29f.,

）
、むしろ『青鞜』の女性たちにとって福沢は敵
234ff.

むしろこう言うべきである。
「啓蒙期」の福沢像をもって福沢の思想を代表させ

るのは、大きな間違いである。むしろ「中津留別の書」も『すゝめ』も、結局そ

⑥

る条件として、明治民法にあげられた十項目を『評論』で提示していたが （ 154,

のように後日思想の転換が図られるほどの、抽象的な文言にすぎなかった、と。

（ 151,
⑪

と記す （ 154f.
）
。だが、そもそも明治刑法の「姦通罪」規定にもとづいて、女性の、

なるほど上記のように、福女が女性にとっての資産の重要性を説き、一度、
「其

方法について論じなかったこと――男女の固定的役割観を維持するかぎりそうな

しかも女性のみの「姦通」が離婚理由とされていることが問題なのである。それ

明治民法に関して、より具体的に一点だけ記す。福沢は夫婦が離婚を提起でき

らざるをえない――を忘れてはならない。しかも状況に応じて融通無碍に説を変

に姦通罪規定にもとづく条件であれば、
（夫婦間に問題をしぼれば）夫の側から

食を求るに正当の路は唯わが身の労働に在るのみ……」と論じたのは事実である

える「公智」（ ）
58の持ち主たる福沢が、経済的状況の非常に違う七〇年代と九〇

）
。だが福沢はそう抽象的に記しただけで、これを可能にする具体的な
52

年代とで同じ議論をするはずがないではないか。八〇年代に進んだ資本の原始的

の離婚請求しかありえない。

る。福沢はその後は、女性の経済的自立については、ただ中等社会における財産・

もちろん重要であるが……特に次の三点に注目したい」（ 155
）と記して論点を限

著者は、
『評論』とともに出された『新女大学』をも論評する。だが、
「全体が

）
、これについて著者は「いずれも夫婦両方から訴えが可能であり……」
475f.

蓄積の過程を経て低賃金女工が増え、先の文言は早々に撤回させられることにな
遺産分与の問題しか論じることはなかった（この辺の事情については次項で論ず

定するのは、いかがなものか。この書にこそ、福沢の女性論の特質が最もよく現

0 0 0 0

る）
。

れているからである。

（同前）
。
（１）新旧夫婦の別居を主張する点はよい。だが福沢が、家族は夫婦から

扱われた三点とは、新旧夫婦の別居、女性の再縁、女性の財産の問題である

一般に福沢は、西洋の文物・習慣を「文明の流儀」と見なしてほぼ無条件で受

始まると主張しつつ、旧民法よりはるかに強化された家制度を制度化した明治民

『女大学評論』と『新女大学』――旧民法・明治民法の評価
け入れる（弱肉強食、貧民の増加まで）
。だが女性観についてだけは、
「日本の風

は認めても離婚を認めないという事実を記していない。離婚を認めなければ、
「再

法を結局支持した点は、己の主張と矛盾しないか。
（２）著者は、福沢が「再縁」

縁」
とは
「寡婦」
のそれにすぎない。時代遅れのはなはだしきは明瞭であろう。
（３）

習必ずしも捨つ可らず」と主張する （⑬

と略記）を論じ、それは「中津留別の書」や『すゝめ』と「比べて何ら変わらな

財産問題にはもう何度もふれた。

0 0

）
。著者は『女大学評論』
（以下『評論』
350

い」と書いているが （ 154
）
、そうした解釈は著者の不勉強を示すだけである。福

）
内容を十分に敷衍した 『新女大学』 との矛盾を論じているが（ 157
）
、
52と、

一度ふれただけで、その後語らなくなったのは、急速に進展した産業革命の結果

らない。正確に言えば、福沢が「男女交際余論」で女性自身による自活の必要に

前者の主張を維持できない事情があったことを、明示していると言わなければな

―女性の自活の必要――は、福沢の眼中から消え去ったこと、もしくはそもそも

『新女大学』で福沢が所説を詳細に展開した以上、そこに記されていない事柄―

言 （⑪

著者はここでようやく、女性の自活に関する「男女交際余論」での抽象的な文

沢は九〇年代に旧民法を否定すると同時に明治民法を絶賛したが、要するに初期
と晩年の間に、西洋風の男女同権を嫌う傾向を強めたのである。すでに『すゝめ』
ばっこ

においてさえ、
「西洋諸国……無頼なる細君が跋扈して良人を苦しめ……るの俗
に心酔す可らず」（③

）と論じていたが、その後は、
「往々男子を軽蔑し、心身
129

りん

唯鋭敏にして然かも内行〔 家
= 庭内の行動〕甚だ汚がれ、家事を事とせずして浮
ひょうひょう
世に飄々たるが如き」を問題にして、こうした振る舞いは「断じて日本女性の模
わが

範に非ず」と語調を強めている （⑤ ）
。また「我〔 日本の〕女徳の凛然たる
472
=
が如きは、世界万国に対して独歩出色とも称す可きもの」
、とも （⑪ 441
）
。だから、

59

聡
杉田

家族・市民社会論、朝鮮改造論に見る「福沢神話」 ――近年の二つの福沢研究を批判する

つて家庭は消費の場である以上に生産の場であった）を、工場における生産に変

ように思われているが、そうではなく、従来の家内労働による生活物資の生産（か

であろう。産業革命の意義は、しばしば各種作業機などの開発・利用にあるかの

があったのかについて、まとまった考察が必要ではなかったのか。

法を絶賛した以上、著者はそう主張したいであろう――もどきにはどういう限界

とも新民法の側からみて、明治民法がもっていた「平等」原則――福沢が明治民

どもの工場への動員を必然化した状況下で、要するに福沢は、中等社会（中産階

際余論」を書いたのは八六年であるが、その後産業革命の進展が貧民、女性、子

れと並行して八〇年代に始まり、九〇年代に決定的に進展した。福沢が「男女交

日本では産業革命は、七〇年代以降に進行した原始的蓄積期の後に、もしくはそ

ことである。そしてこれは、
いわゆる「資本の原始的蓄積」によって可能となった。

要な契機と認めているのに （ヘーゲル②

一定の制限つきとはいえ離婚の可能性を、従って実際の離婚を家族論に関わる重

は福沢家族論・女性論の特質をあぶりだすのに役立とう――、ヘーゲルでさえ、

家族についてそれを行っても不当ではあるまい。それどころかヘーゲルとの対比

ヘーゲルとの関係で言えば――著者が市民社会論をヘーゲルと比較した以上、

ヘーゲル家族論の場合――福沢は離婚を認めない

えたこと、そして多数の貧困層と同時に女性や子どもをも、その工場に動員した

級）に属する女性を、しばしば危険を伴う職場で過労を強いられかつ低賃金に苦

論をくり返している事実は、明らかにした方がよい。またヘーゲルでは男女の愛

）
、福沢がそれを認めず偕老同穴
163Zus.

しんでいる貧民女性と、同様の境涯に置くわけに行かないと判断したのだろうと、

自体として解消されえないものと見られなければならない」としても、婚姻には

が家族の要である。だが愛は感情的契機である。とすれば、いかに「婚姻がそれ

を含む職工の労働条件を改善しようとする気持ちはさらさらなく、それどころか

「解消の可能性」が含まれざるをえない （同前）
。だからこそ福沢は、愛と婚姻と

）として、女工
596

九〇年代後半には、その改善を図ろうとする明治政府の政策にさえ抵抗した人物

の結びつきを断とうとするのであろうが、だが「独立自尊」
（後述）の人たるべ

⑬
512,S.

である。そうした福沢の方針に従うかぎり（いや明治政府の政策が貫徹されたと

き男女の婚姻が、自らの意思とひとまず無関係である両親の意向によって決まる

⑬
142,

しても本質的な部分での状況改善にはつながらなかったために）
、労働を通じて

のであれば、
「独立自尊」が維持されうるか否かが問われなければならない。

私は考える。福沢は、財界・富豪の御用番 （⑬

の女性の自活――「男女交際余論」に見るように、それがいかに抽象的に語られ

男女双方から訴えを提起できる点で、福沢は明治民法を評価するが、福沢は離婚

由を認めていた。いずれも（
『女大学』の場合のように男の側からのみではなく）

上記のように福沢は明治民法を絶賛するが、その明治民法は一〇項目の離婚理

にもかかわらず、重要なのは「そうした違いを超えて貫く福沢の基本的な考え

は認めない。夫の「姦淫」罪が法的に認められた場合を含めて、妻に権利として

たとしても――が実現する可能性は、ほとんどなかったのである。
は何かという点を再確認することである」（ 158
）という著者の総括は、いったい

）
。福沢自身、夫によ
482f.

どういうことなのか。
「男女交際余論」と『新女大学』での論点のズレは、
「違い

0

保留されるのは、夫の罪を責めることだけである （⑥

0

を超えて」などと言える付随的・偶有的な事柄ではなく、男女関係にとっては本

る粗野・暴言――のみならずその暴力に泣く女性は数知れない――の現実を認め

0

質的・実体的な事柄である。

い点は、福沢女性論の欠陥と言わなければならない。福沢は、
「其不平の意を明

女性は家庭生活において終生苦しめられざるをえないが、これを満足に考慮しな

）
、
それにもかかわらず死別の場合以外の離婚が認められないなら、
480

ていない （ 166
）
。だがそれは問題であろう。また、明治民法が一九四七年に公布

にして破約者の非を改めしむるは婦人の権利なり」と記すが （⑥

ているが（⑥

された新民法に代わられる次第にふれ、
「そのポイントは『個人の尊厳と両性の

利」として認められるべきは、
「破約者の非を改めしむる」ために「其不平の意

ところで著者は旧民法にふれたものの、福沢の旧民法に対する関係は一切論じ

本質的平等』に立脚する」と著者は記すが （ 167
）
、では福沢が絶賛した明治民法

）
、
「婦人の権
483

に、福沢の原則であるはずの「平等」原則がない事実をどう解したのか。少なく

60

§

聡

を明に（する）
」ことではなく、離婚そのものではないのだろうか。

フ リ ー ラ ヴ

）
、「乱合乱離」
、「当世社会の大悪事」
、「寛
239

前提した婚姻（より広くは性関係であろうが）を「自由愛情」
（ルビは福沢）と呼び、
ママ

それは「人外の動物」の所業であり（⑥
容せざる罪」（論説「離婚の弊害」⑪

一
 九世紀初頭に生きたヘーゲルでさえ、愛がもつ感情的な契機ゆえに婚姻の破綻（離婚）
を認めざるをえないのに、一方福沢が離婚を否定した事実を見ると、いかにも前近代的な

の取り決めによることを当然視する。親による配偶者の選択――決定とまでは言

に大なる不平はなかる可し」と福沢は記す （同前）
。

）――が当然視されても、
「全体を概して言えば……女子
510

0 0

意識の残存を思わざるをえない。後述する「独立自尊」の発想からは、むしろ離婚の自由

わないとしても （⑥

）
64とまで主張する。だから福沢は、結婚は親

が主張されうるが、それにもかかわらず福沢はそれを否定する。カントが婚姻を論じても
ついに離婚を論じなかった事実が指摘されているが（ S.
杉田②

）
、それだけにヘーゲ
283

ルが離婚についてあえて論じ、キリスト教（カトリック）のタブーを破った事実は十分に

）
。けれどもヘー
161Zus.

ヘーゲルも、婚姻において愛情（ Neigung
）が後から生まれる場合と始めから
0 0
個人間にある場合とに分け、前者の方が、つまり親の取り決めによる方が「より

評価しうる。

人倫的であると見なしうる」と記している （ヘーゲル②

ゲルの場合は、自由は理念として人倫的組織へと現実化するとしても、個々の具

そ
 れを思うと、福沢の議論は旧態依然たるものと言わなければならない。しかも福沢は、
当時離婚が比較的自由だったにもかかわらず（あるいは自由だったからかもしれない）
（湯

体的な場面ではあくまで「客観的出発点は、両人格の自由な同意……である」と

別役割をくり返し強調する以上、実は女性は、働く場をもっていたとしても結婚と同時に

た事情をあいまいにしたままなされる偕老同穴論である。しかも福沢が女性の固定的な性

になされたのならば、一定の意味はある。だが福沢において常に強調されるのは、そうし

つにもかかわらず、男性の一方的な離縁によって女性が露頭に迷う可能性を排除するため

るをえない。「修身要領」
（㉑ 353-6
）
では、「配偶の選択は最も慎重ならざる可らず」
（第

（⑥

ど福沢でも親が選んだ配偶者を選ぶ決定権は子どもにあるかのように語られるが

けれども福沢ではそうではない。それは福沢では唾棄すべき所業である。なるほ

主張され （同

浅

家庭に入らざるをえず、その意味で結婚が女性の生活保障の場とならざるをえないのであ

九条）
と釘を刺されているが、
ひいては親による配偶の選択は子女に求められる「父

）をも
364

女子にとっての「安心立命の法」と福沢が見なす要素について著者は記す。そ

「安心立命の法」

はその実を失うのである。

くんかい

）
、ある特定の個人がだめで次を選んでも、結局のところ親の選択に従わざ
510

る。それは「女の一生」の硬いレールになっても、
自由な生き方を可能にする方途ではない。

母の訓誨」（第十一条）として合理化され、結局は配偶を求める男女の「独立自尊」
）
、彼女らの
108

0 0 0 0 0 0 0 0

もちろん当時の状況下で十分な職場を女性がもっていたのではない。九〇年頃、当時の職
工の実に三分の二が「女工」
（製糸・紡績などの）だったとしても（加藤

低賃金は自分ひとりの生活を維持することさえ困難であった。だから、そうした女工の労

⑮
565,

働条件維持を当然視し、女性の労働権（ひいては自活権）を事実上否定する――またこの
姿勢を貫くことで、福沢が必要と見なす娼婦および海外出稼ぎ娼婦（⑤

が、それは自らの思想の理論的破綻を示してみせただけである。重要なのは、生活を保障

か語ることができないが （ 188
）
、それは当然であろう。福沢は男女の固定的・伝

著者は前者について――後者についてはすでに論じた――ほとんど抽象的にし

の第一は「文明教育」であり、第二は「財産分配」である （ 187
）
。

できるだけの賃金に裏打ちされた確たる働く場を確保すると同時に、
『新女大学』的な論理

統的な役割を前提・固執しているからである。その限り、
「子育てに夫・父親に

に隠し事なし、『家族団欒』を最善のこととする」ことにせよ、いずれも具体的

も責任をもたせる」ことにせよ、
「夫婦対等で男女長幼別なく、家族はみな互い

ヘーゲルは家族の本質を男女の「愛」のうちに見る （ヘーゲル②

を超えて離婚の自由を確保することである。

確保できる――福沢には、偕老同穴論しか女性の生活を保障する術がなかったのであろう

）
、配偶者の自主的な選択にも相対的な価値が付与されている。
162

）
、離婚を否定したのである。なるほどそれが、結婚が女性の生活保障の意味をも
88ff.

§

）
。だが福
158
だかつ

61

§

沢は、愛という不安定・偶然的な要素の介在を蛇蝎のように嫌う。福沢は愛情を

§

杉田

男性が他から独立しているのと同じ意味における独立の可能性を、経済的資力を

に与えられる「教育のゆがみ」
、
「教育の欠如」
、
「無教育」を断固として批判して、

然のように要求した「文明教育」の内容である。彼女は、自らと同性の女性たち

会的な教育であるはずだ。これは、一八世紀末に生きたウルストンクラフトが当

実際に働いて経済的な自立を可能にするための――家庭教育であるよりは――社

的・法的・性的その他の観点から客観化して理解しうるようにするための、また

な「文明教育」とは言えない。重要なのは、女性が置かれた状況を社会的・経済

に「これ以上の論述は控えることにしておく」（同前）と議論を回避するのであれ

ようにこれは福沢女性論解釈に関わる岐路をなす――問題として深めることなし

あげられたことに多少の違和感をもったようだが （ 189
）
、特にこれを――前記の

縛る要因だったのである。なるほど著者も、その特性として「優美」
「気品」が

が、社会制度の不備および「特性」の拡大解釈を通じて、女性をがんじがらめに

では言うことがアベコベではないであろうか。この「女性の特性への配慮」こそ

慮を強調した点に注目しておかなければならない」
（！）と記しているが、これ

第三の三として著者は福沢の偕老同穴論を論じ、問題は結婚の契約を破る夫

ば、福沢女性論の解釈を自ら放棄したことにならないだろうか。

）
、福沢はここでは家庭内に問題を局限して、根
17f.

得るための役割観からの解放と必要な教育とを、ひいては女性参政権をも要求し
たのだが （ウルストンクラフト

らない。仮に不和の主たる要因がそれだったとしても、いやそれだからこそ、偕

妾の問題があったとしても、夫婦関係の破綻をまねく不和の要因はそれだけに限

にあると指摘しているが （ 191f.
）
、問題の立て方が間違っている。夫に例えば蓄

も
 ちろん家庭内の教育も重要であろう。福沢も、親の財産分与という話の後に――した

本的な問題を回避するのである。

がって中等社会女性のことにすぎない――、
「尚その上にも何か一芸を仕込みて、行々は

老同穴をゆるがせにできない大原則と見なして他の解決法を求めることは、女性

ゆくゆく

ルビは福沢）ことの重要性を
500,

スギワイ

其芸をもって一身の生計を叶ふやうにあらしむる」
（⑤

の生き方を困難にしても平穏なものにするのではない。
『女大学』が公然と許す、

しない状況下で――福沢自身問題を「数十百年」先に先延ばしする （⑤

62

指摘することもあるが、この種の議論は敷衍されることはない。

冶をあげ、ここでも父母がもつべき各種の配慮・責任にふれるが （ 188
）
、しかし

提起される偕老同穴論は、女性の不幸にしかつながらない。重要なことは、偕老

妻を理不尽に離縁する夫の姿勢を問題にするのはよい。だがその姿勢が改まりも

その議論にほとんど具体性はない。具体性があるていどある場合でも、それは満

同穴そのものではなく、もし妻に経済的な資力がない場合（福沢の議論でも自ず

ところで著者は「安心立命の法」（ 187
）の第三として「新たな責任倫理」の陶

足に掘り下げられないため、著者のような理解が可能なのかどうかについて疑念

からそうなる）
、不幸にして夫婦仲が悪化し離婚しか解決の方途がなくなったと

）――
556

が残らざるをえない。問題は表面的な言葉ではなく（この点はすでに何度もふれ

きに、それを可能にしたうえで妻の生活を支える経済的な責務を（元）夫に負わ

著者は最後に、福沢の女性論＝家族論に関して財産分与しか説かない福沢に疑

た）
、その言葉によって意味される事態である。親の多少の「責任」を強調し夫
うが、良妻賢母主義へと女性を追いこむ点において、
『新女大学』の所説は近代

問を感じつつも、
「ともあれこの『新女大学』は、明治期にあって画期的なもの

せることではなかったのだろうか。

的な装いをこらした「女大学」に他ならない。
『新女大学』は、
「多少の教育と、

と高く評価できる」（ 192
）という奇妙な総括をしている。だが『新女大学』は、

の妻への「助力」――助力であるかぎりすでに男女は対等ではない――を論じよ

多少の自由と、自己の地位を楽しむ余裕」を与える点で封建社会の『女大学』と

仮に「男尊女卑を廃し、男女平等を志向する基本的な思想の構えを示し」（同前）

むしろ画期的な反女性解放論の書と評価しなければならない。なお『新女大学』

0

こむ論理を強力に提示している点で装いを変えた「女大学」にすぎず、その点で

ていたとしても、それがむしろ良妻賢母主義を強めて女性を固定的な役割に追い

は異なるが、女性を「良妻」
「賢母」に縛る点ではなんの違いもないというのは、
）
。
34

著者は、
「一方で男女平等の追及とともに、他方で〔福沢が〕女性の特性への配

第三の二としてあげられた女子教育についても、同様に言わなければならない。

『青鞜』の論客・山川菊栄のことばである （山川

家族・市民社会論、朝鮮改造論に見る「福沢神話」 ――近年の二つの福沢研究を批判する

聡
杉田

0 0 0 0

している」という著者の言い分の特に後者に異論があるが、前者についてさえ、福沢の姿

私
 は、『新女大学』が「男尊女卑を廃し、男女平等を志向する基本的な思想の構えを示

想定している（それ以外に福沢の国権主義的なモラルに適合的な徳目はない）の

を共有しており、またそもそも国民の徳目として多かれ少なかれ儒教的なものを

同一という点」だと記しているが （同前）
、福沢はすでに教育勅語と基本的な発想

文を「明らかに『教育勅語』を意識し、批判してまとめた短文」（同）などと記す

勢は表層を上滑りするだけだと言っておかなければならない。福沢がいかに男女平等に類

である。誤解してはこまるが、福沢の発想は儒教的な徳目に親和的である。その

を論じた本書第六章の題は「新日本の女道」だが、この種の、福沢に由来するお

することをくり返し述べても、育児・家事を女性の天職と決めつけ、その教育は高等教育

中心概念は、忠（報国尽忠）であり孝である。なるほど福沢なりの独自性もある

のは牽強付会である。その主張の証拠は、その文の「キーワードが『教育勅語』

であろうと大学教育であろうと家政を中心として考えるべきだと主張するとき（おまけに

が――『百話』
『百余話』ではそれぞれ「独立の忠」
「独立の孝」
（後述）という

しつけがましい章題にも、旧態依然たる良妻賢母主義の匂いを嗅ぎつけざるをえ

福沢は女性に自らの労働による自活の可能性は結局説かず、また女性を「愚」なる者と見

倫理が提示されている――、結局、自らの意思で、
「教育勅語」が提示するよう

のものであり、同時に……福沢自身の主張のキーワードが『修身要領』のものと

ることで仮に財産があっても市民権＝選挙・被選挙権を認めない）
、
「男尊女卑」が根本的

な忠孝のモラルを、自主的に選びとれと言っているにすぎない。

ない。

に改まるはずがないではないか。

かつて福沢は、伝統的な「修身・斉家・治国・平天下」という儒教道徳（これ

は朱子学に基づく）に、「外国交際」
「国権拡張」を付け加える必要を論じていた（⑨

「市民社会」論、家族＝女性論の後に、本書の最終章で扱われているのは、福

国」「報国致死」が明治の日本人にふさわしい徳目であると理解していたのである。

「国権拡張」を顧慮に入れたときはその忠は君（実体は帝室）に向かい、
「尽忠報

三、「修身要領」と儒教倫理

沢最晩年の「修身要領」
（以下「要領」
）である。これについても語るべきことは

その発想が、九〇年代に至っても維持されていることは、上記の論説「教育に関

）
）
。そして、
「修身」の要は忠孝であり、
「治国・平天下」ひいては「外国交際」
275

多いが（配偶の選択に関してはすでに論じた）
、
「市民社会」論、家族＝女性論と

する勅語」を見ても理解できる。

点の置き方が誤っている。これと関連することだが、著者は、
『時事新報』が「教

いる。
「要領」本文には天皇制に関わる徳目が一切ないと著者は強調するが、力

領」全体のおそらく精神を示すものとして前書きに移した事実を、軽視しすぎて

である。また著者は、同編のうちに現れる「自から労して自から衣食するの大義」

のである。
「忠君愛国の説、決して不可なるに非ず」（⑬

に叫ぶなと言っているだけであって、結局徳目として依拠するのはやはり忠孝な

その発想を確認できる。福沢は、忠孝を否定しているのではない。それを声だか

）
においても、
294f.

育勅語」発布四日後に、
「教育に関する勅語」と題する社説を掲載した事実をも、

を引用し、それが「要領」の重要な文言であり、だから同編でこれが語られると

著者があげている、『百話』中の一編である「嘉言善行の説」
（⑥

若干ずれるため、論点はいくつかに絞る。
まず著者は、福沢が当初弟子たちの案にあった、天皇制に関わる第一条を、
「要

無視している。著者は「
『教育勅語』を、福沢は真正面から取り上げて論評をし

同時に、「黙して忠孝の実あらんことを所望する」
（⑥

0 0 0 0 0 0 0

ていないようだ」と記すが （ 202
）
、その福沢が社主となり筆頭出資者となりそし

『教育勅語』……への……根本的な批判……を確認することができる」（ 204
）と論

）
とされるが故に、「ここに、
295

）とは、福沢のことば
576

て主筆となった新聞が、この社説を掲載しているのである。それが福沢の意思・

ずる。だが、
「黙して……」云々がそもそも「教育勅語」と親和的なら、
「自ら労

して……」という文言、ひいては「要領」が反教育勅語的だという論理は成り立

（注１）

思想と無関係のはずがない。
それゆえ、
『福翁百話』
『福翁百余話』
（以下『百話』
『百余話』と略記）の関連

63

を原理に行為していれば……『百行』が自然から自発的に善行になっていく」と

著者は、
『百余話』から論説「独立の忠」
「独立の孝」等を引いて、
「
『独立自尊』

であるから。これを草する基準は「先生〔 福
）だったと
= 沢〕平素の言行」（ 221
いうが、相矛盾する文言――福沢の著書・論説のうちには矛盾する文言がたくさ

類から、一貫した内容と理解できるものを取捨選択してきた結果が「要領」なの

自身でさえもはや十分に認識できないほどの量に達した （① ）3自らの論説・著書

文言と同じ場合もある。だがそれはある意味で当然であろう。弟子たちが、福沢

）
、要するに平時
294

たない。

における自発的な忠孝の実現の意である。著者は、右記の「嘉言善行の説」を要

ん見られる――を取り出すわけにいかない以上、いずれかの内容で一貫させるし

記す （ 205
）
。ここで「善行」とは、
「治世」
「社会の常態」（⑥

0 0

約しつつ、「ここで批判される道徳家の主な主張内容は、『教育勅語』でもキーワー

かないのは当然である。
『修業立志編』編纂の場合に推測されえたように （杉田①

おのず

ドであった『忠孝』
」（ 203
）そのものではなく、忠孝を「他に促されて」（ 206,
⑥

）
、福沢は弟子による編纂等の方針には意外とルーズであり、
「要綱」案につい
351

記のように当初第一条に記された、帝室に関わる文言を全体の精神を表すものと

てもほぼそのまま弟子の提案を認めたにすぎないように思われる。もちろん、前

）
行うことである、
と記す。あるいは批判されたのは、
忠孝を
「言葉多き……華々
408

しく辺幅〔 外
）行うことである。要するに、
= 見〕を装ふが如き」仕方で （⑥ 409f.
0 0 0 0
同編では忠孝自体はなんら否定されるどころか、独立自尊の精神から、自発的に

降、なかでも八〇年代以降、
『帝室論』
『尊王論』等でくりかえし前面に立てて重

して前書きに移したといった重要な関与も示すが、それこそ福沢が『すゝめ』以

なるほど福沢は「教育勅語」に見られる「……スベシ」に促されて忠孝に励む

視してきた天皇制の本質的な要素――国民＝「臣民」
、
「万世一系の帝室」
、臣民

その忠孝を実あらしめることが求められているのである。
ことにある種の批判的感覚はもっているであろうが、
「教育勅語」が求める忠孝

のそれへの「奉戴」等――が含まれるのである。

争期にもし「要領」が草されたのなら、
公表された「要領」とは非常に異なる、「臣

64

の実を率先して上げることは、
「独立の忠」
「独立の孝」として積極的に認めるの
要するに、『百話』のいくつかの論説や「要領」が、「教育勅語」を批判する文書（あ

民」を前面に出した「要領」案を弟子も用意したであろうし、福沢もそれを諒と

融通無碍は福沢の基本的な特徴である。八〇年代もしくは九四〜五年の日清戦

るいは批判的な内容を持つ文書）だという著者の理解は、支持できない。福沢は

したであろう。
「要領」が公表された一九〇〇年前後の時期は、日露戦争へむけ

である。

『時事小言』以来、ことに『帝室論』
『尊王論』を通じて「教育勅語」に親和的な

た動きが沸点へと煮つまっていたはいえ、
「戦後」経営を通じて、日本の政治・

（注２）

道徳観を抱いており（それが「教育に関する勅語」でも示されている）
、天皇に

経済・社会のいずれにおいても状況が比較的安定し――福沢が蛇蝎のように嫌っ
トが耳目を集めたものの （隅谷②

）
、その後は争議自体は減り、特に九九年に
95ff.

忠を尽くす――しかも平時から――のは日本臣民の当然の分（義務）であると考
）
。
248

た労働争議も、九七年に頻発し翌九八年二月には「日本鉄道会社」の大規模なス

⑥
83,S.

が施行されて「内地雑居」が本格化していた。それを目して、
（治外法権も撤廃

）――、九九年七月には、ついに改正条約
154

そして「要領」（一九〇〇年）を念頭におきつつ、
「
〔福沢の〕道徳観（市民倫理）

されるのみか）すでに外資獲得を目的とした興業銀行も設立され （井上

はかなり下火になっていた （隅谷①

は……一八七〇（明治三）年以降、最晩年に至るまで生涯一貫していた」（ 230f.
）

ずから諸外国、特にアジア諸国との交流が深まると期待されていた（福沢が後述

）
、おの
51

と記すが、それはすでに明らかにしたとおり、その間の幾多の変遷を無視した結

する「支那人親しむ可し」を書いたのもこれが背景の一つとなっていると考えら

0 0 0 0 0 0 0 0

果である。なるほど「要領」は現在見られる姿をとったものが公表され、その条
0

れる）
。また日清戦争を通じて得た賠償金
（その九割は軍備増強にために使われた）

0

文は「中津留別の書」や『すゝめ』の文言と類似している。
『百話』に見られる

著者はまとめとして再び、
「中津留別の書」（七〇年）
、
『すゝめ』（七二〜七六年）
、

て主張してきたのである （③

えていたし（その点を著者はふまえていない）
、父母への孝の重要性も折にふれ

家族・市民社会論、朝鮮改造論に見る「福沢神話」 ――近年の二つの福沢研究を批判する

）も、大きな意味を
124f.

を通じて重工業が発達すると同時に銀行も激増し、すでに九七年には金本位制を
採用して本格的な資本主義経済に移行しえた事実 （加藤
持っていた。そうした状況下で、福沢の関心は政治（国際政治を含む）よりむし
ろ経済に、しかも福沢にとって労働争議の下火を通じて好条件に恵まれた経済的

臣民の覚悟」
（⑭

）
。
209f.

）を書き、福沢率いる『時事新報』では、この時期に「臣
545ff.=200ff.

民」がくり返し紙面に登場する（杉田①

は以上のような時代の変化を意味していよう――、その限り福沢にとっても絶対

論」の展開と蹉跌』（東京大学出版会、二〇一四年）である。私は社会思想史学会編

本 章 で 俎 上 に 上 げ る の は、 月 脚 達 彦『 福 沢 諭 吉 と 朝 鮮 問 題 ――「 朝 鮮 改 造

第二章 朝鮮改造論に見る
「福沢神話」

主義的な天皇制の必要性も相対的に減じていたと判断できる。だからこそ、弟子

『社会思想史研究』最新号 （二〇一五年刊）に本書の書評を書いた。だが、わずか

諸事情に向いており――「要領」前文に見られる「今日の社会」
「日新文明の社会」

も福沢自身も、現行のような、国際関係をも視野に入れて必ずしも帝室を前面に

四〇〇字一二枚ていどのものでは、私の意をつくしえない。それゆえ本書で問わ

にも気づかされたことも何度もあった。それを率直に認めたい。また著者の真摯

私は本書からいろいろ新しい知見を得た。それを通じて、私自身の解釈の問題

一、
「朝鮮改造論」
の基本問題

（注１）以下に時に見られる（ ）内のローマ数字は、
本書の「まえがき」のページ数である。

れた問題を、以下に、許される範囲で詳しく論じることにする。

（注１）

出さない要綱を、つくることができたのである。
ところで、
「要領」は最終的に福沢の思想の表現と見なすことは可能だとして
も、弟子が記した案の一文一文を見て、福沢は時に内心驚かされもしたであろう。
最も驚いたのは、
「……独り自ら尊大にして他国人を蔑視するは独立自尊の旨に
反するものなり」（第二六条）と書かれていたことであろう。
「三国干渉」の時期お
よびその後清政府が日本に百五十人もの留学生を送ると知らされた時期に、一度、

「
〔中国人を〕因循姑息を以て目す可らず。況んやチャンチャン、豚尾漢など他を
）
と書いたことがあるにせよ、
286

な研究姿勢には好感が持てる。だが、本書がもつ問題をはっきりと指摘しなけれ

罵詈するが如きに於てをや」
（
「支那人親しむ可し」⑯

それまでは朝鮮人に対してと同様に、
くり返し中国人を「チャンチャン」
「豚」
「豚

ばならない。

福沢の朝鮮政略論（具体的には朝鮮改造論）を追究するために、著者は朝鮮史

尾」などと侮蔑してきたし、右の発言以降さえ中国人・朝鮮人に侮蔑的なことば
）――のが福沢だからである。
240

研究者としての知見を下に、
福沢「朝鮮改造論」の背景となる「総体的な状況構造」

⑦
210f.,

なお最後に「あとがき」との関連で記せば、著者は、福沢の帝室に関する「政

（ ）
17に迫ろうとする。ここで「状況構造」の意味は正確に理解しかねるが、具体

を吐く――例えば『自伝』において （⑦

治社外」論 （ 241ff.
）において、丸山眞男、宮地正人と同様の間違いに陥っている。

的には「十九世紀東アジアの歴史的脈絡」（ ）
「朝
16を指すようである。だから、
）
。
109ff.,118,128f.

その帰結に目新しいものはあまりないように思える。後者について言えば、
「開

なりの蓄積があるし、また朝鮮「開化派」の研究自体はなるほど新しいとしても、

も、とりたてて福沢像が変化するとも思われない。近代朝鮮の研究にはすでにか

同構造解明のために提示した当時の朝鮮近代史や朝鮮「開化派」の思想を追って

鮮近代史研究者が福沢の『東洋』攻略論を扱うメリットがある」と著者は記す（ ）
。
iv
なるほど、時代の歴史的な流れの把握は常に不可欠である。けれども、著者が

福沢がしかるべき政治的瞬間において、いかに天皇の政治力を利用せんとしたか
は、明らかである （杉田③

）
390ff.

）であり、「古人の言行」
（ 203,
358
）であり、そして儒教の「極端論」
（⑧
353
）にすぎない。
509

）であり、
「古来道徳」
（ 208,
㉑
294

（注１）福沢が否定するのは、「元禄の忠孝世界」
（ 223,
⑤
⑥

でありその「古主義」
（⑯

⑥ ）
、
（⑤
276,
5「臣子」
⑥ ）6とが強調されている。日清戦争期には福沢は「日本
263,

（注２）八〇年代には、例えば『帝室論』
『尊王論』で「臣民」
（⑤
）と「一系万世」
（⑤
261f.
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化派」が福沢と同様に朝鮮の支配構造を呪詛していたのは周知のことであり、だ

るように思われる。概して言えば、福沢は人の下に人を造ろうとしてきた。貧民・

な現象はありうるが、最終的にはふつう人はあるていど統一的な人格性を保持す

カプシンヂョンビョン

からこそ彼らは後に「甲申政変」と呼ばれるようになった無謀なクーデターに打っ

愚民にとっては「一身独立」は不可能であり、したがって「一国独立」の主体に

パクヨンヒョ

て出たのだし、また例えば「開化派」の一人朴泳孝は、九五年十月に王后閔氏が

はなりえないと福沢は見ていた （⑪

イムオヂョンビョン

）
。だから、彼らのうちに一国
183

暗殺された際、居留中の米国で新聞に寄稿し、その暗殺を当然視した（
『時事新報』

の主体となる「気力の生ずるを待つは、杉苗を植へて〔帆船の〕帆柱を求むるが
グルラン

）
、と。この言い分は朝鮮にもあてはまる。すでに壬午政変――一般
531

⑭
574ff.,S.

九五年一一月一二日付）のであろうから。福沢は、
「当時、
〔朴は朝鮮に〕不在の
か

には壬午軍乱と呼ばれる――時に「朝鮮国務監督官」を置いて朝鮮改造に着手せ

）はかかると福
249=66

沢は見ていたが、朝鮮人民もまたただの「杉苗」
（いや恐らく福沢にとって苗で

よと明治政府に提言したとき、それは長くて「十数年」（⑧

如し」（⑲

折柄なれども、
彼〔 王
数年の間、
= 后暗殺〕の決断に就ては決して異議なきのみか、
密に胸に蓄へたる其計画が実際に行はれ、恰も宿望を達したるものにして、寧ろ
主動者の一人とも見る可きものなれば」云々 （⑮

）と記しているが、何度
380=283

も福沢邸に寄寓した朴と福沢との近しい関係からすると、この証言の信憑性は高

るいは、そもそも福沢は朝鮮人が変えられるとは信じていなかったであろう。そ

さえない）に他ならなければ、朝鮮支配ははるかに長いものとなるであろう。あ

さて、思想史は「実証的」な歴史学ではない。だから問題を全体から切り離さ

れは、日本の貧民・愚民に対する右のような態度から、十分に推察できる。何し

い。
ないことが重要である。その点では著者の「総体的な状況構造」に関する着目は

ろ福沢にとって朝鮮人は、日本人とさえ異なり、上流は「腐儒の巣窟」であり、

0 0

よい。だがそれは時代と地域を、ある時期の朝鮮に限ることではなかろう。著者

れは論じられない。なるほど台湾問題は、
「東アジア」の歴史的脈絡に属したと

を踏まえて論じるのであれば、少なくとも台湾経営論も勘案されるべきだが、そ

（ ）
福沢が目指した「文明（化）
」も「独立（化）
」も、
ivものであったと言う。だが、

著者は、福沢の日清戦争期の朝鮮論は「朝鮮の『文明』化と『独立』に関する」

文明・独立論の異質への転化

）だからである。
380=139

下流の人民は「奴隷の群集」（⑭

しても朝鮮との直接の接点がない。だがそれを朝鮮問題から単純に切り離してよ

その名とは異質なものに転化する。文明は野蛮（野蛮な圧制）に、独立は――そ

⑩
435=177,S.

の考察には、より広い視野が欠けているように思われる。何より福沢の論述活動

いかどうかは、検討に値する事柄である。台湾経営論を通じて福沢の姿が浮き彫

れが日本政府・民間人による執拗な指図・威嚇・統制を通じて――従属・被支配（非

が十分に視野におさめられていない。そもそも「十九世紀東アジアの歴史的脈絡」

りとなる可能性は否定できないからである。課題を朝鮮問題にしぼったとしても、

独立）に。それは福沢の「朝鮮改造論」の本質に由来する。著者が認めているよ

0

0 0

論及される論説が少々恣意的に思われる。後述するように、例えば王后暗殺に関

うに （ ii,93
）
、福沢においては始めから武力による介在が、すなわち武力による

0 0

して福沢の議論の流れが雑にしかつかまれておらず、また東学農民戦争について

脅しとその行使とが、前提されているからである。それは、朝鮮・朝鮮人が福沢

著者は、
「朝鮮改造論」は今日からすれば侵略論であると見ていながら、結局

0

はほとんど論じられないため、福沢の基本的な「朝鮮改造論」さえ十分に見えて

の思い通りにならないという事実、およびそれを通じて福沢が抱く朝鮮人に対す

トンハク

こないうらみがある。
問題であろう。一分野に焦点をあてれば研究には都合がよかろうが、福沢の生涯

それは成就されなかったと見なし、その理由として「日本政府は朝鮮を『独立』

る強い侮蔑意識に、媒介されている。

にわたる論説全体との関連を見失えば議論の視野はおのずと狭くなる。総じて、

させるのではなく、『併合』することにな（った）
」
（ ）vという事情をあげているが、

さらに、対外論とは別の福沢の他の種類の議論への目配りが感じられないのも、

人は内に抑圧的ならば外にも抑圧的であると考えるべきである。時に二重人格的

66

それは奇妙である。福沢はたしかに「併呑」まで望まなかったかもしれない。だ

本質が変らずに貫徹すると見なす。

に転化する。だがそれにもかかわらず、悟性は固定的な見方に固執し、終始その

福沢が朝鮮の「文明
（化）
」
「独 立
（化）
」を論じたのは事実である。いずれの朝

が、
福沢が朝鮮の主権の代理行使をくり返し要求したのは、
事実である。なるほど、
福沢はそれを否定してみせることもある。だが、壬午政変時から福沢に一貫して

鮮論説を見ても、そこには朝鮮の「文明」化、朝鮮の「独立」ということばが、

独立論者と見ることはできない。文明を、仮に啓蒙と読みかえてみよう。そうす

0 0

いるのは、日本政府が朝鮮政府に代わってその内政権（対内的な統治権）を代行

175-

多かれ少なかれ散りばめられている。だがそれにもかかわらず、福沢を文明論者・

中山
126f.,

せよという主張であった。内政権の代行は、外交権の剥奪に重きを置く国際法上
の用法と少々ずれるが、歴史学で言う「保護国」化である （海野

れば、啓蒙（文明）がしばしば反啓蒙（反文明 野
= 蛮）に陥る傾向があるという
事実が、二一世紀に生きる私たちには、理解可能であろう。ホルクハイマー／ア

）
。そ
200ff.

の意味で、日本政府が朝鮮を併呑したかぎりにおいて「朝鮮改造論」は成就され

ドルノの『啓蒙の弁証法』は、一般化に成功したとは言えないが （杉田②

）
。
福沢や伊藤博文などの用法と重なる （同
6 この種の「保護国」化は、

なかったとしても、それが保護国化をおのずと含むかぎりにおいて、「朝鮮改造論」

ナチによるホロコーストの事実を踏まえつつ、ひとまずその傾向を明らかにして

）
、
108ff.

は見事に成就されたのである。
漸から日本の『独立』を守るために、
近隣の朝鮮の『独立』を守るためのものだっ

同様に、朝鮮に対する「独立」の要求はしばしば「独立」の押しつけとなり、

杉田②
233,S.

いた。カントもまた、文明化されたヨーロッパ人の野蛮を論じていた （カント②

た」（ ）
。ここで、日本の「独立」とは、欧米列強によって領土化されないこと
44

のみならずそのために武力をも辞さないという強硬な姿勢に貫かれることによっ

なるほど、著者も認めるように、福沢にとって朝鮮改造論は、
「西洋勢力の東

はもちろん、列強による日本政府が有する主権（統治権）を奪われないことをさ

て、その主張はおのずと朝鮮を従属（非独立）へと追いこむことになる。つまり

質においてアジア独立論である――そう悟性（的思考）は判断する。だが、事象

独立論はあくまで独立論である。多かれ少なかれ変遷があろうと、それはその本

「我日本国の政友たる可き人物〔 朝
= 鮮人〕を求め、之に〔朝鮮の〕国務の全
権を執らしむるの外ある可らず。或は其際には、臨時の処分として日本国人

文明化論・独立論がそれとは異質なものに転化する過程が分明になるであろう。

67

）
。
187

している。だがその心配がなくなった場合には、福沢において「独立」の概念が

ここで独立論は、非独立論＝従属化論である。
従属化＝保護国化

限りなく広がる。治外法権を撤廃するどころか、艦船を海外に出帆させ、それば
かりか弱小の、いや強大な諸国をも足下に置くことさえ、福沢にとっては「独立」
に含まれるのである （杉田③

「従属（非独立）
」化とは、前記のように歴史学上の用語を用いれば「保護国」

）
。
82f.

こうして、朝鮮を「文明」や「独立」に導こうとする努力は、それとは似つか

化である。福沢はすでに八二年の壬午政変時から朝鮮への非常に強硬な介入を主

）
。そしてその姿勢は、日清戦
249=66

ぬ異質なものに転化しうる。だがそのことは、ヘーゲルが言う「悟性的思考」に

経費はすべて朝鮮政府にもたせよ、云々 （⑧

張した。上記のように「朝鮮国務監督官」を置け、そのために武力で威嚇せよ、
）
。つまり、
80

は理解されない。
「悟性としての思惟は、固定した規定性と、この規定性の他の
規定性に対する区別にとどまる」
、とヘーゲルは記す （ヘーゲル①

争時に顕著になる。

の本質は、ことに人間的諸事象の本質は、固定的ではありえない。それは、しば

の中より適当の人を撰んで枢要の地位に置き、之に万般の施設を任して行政

少し長くなって恐縮だが、著者が引いていない文を引用する。これによって、

しば各種の契機を通じて変遷し、時にはその反対物もしくはそれとは異質なもの

現象が変らずに発現し続けると考えることである。いわく、ある思想家のアジア

悟性あるいは悟性的思考の特徴は、ある規定・立場について、その本質どおりの

§
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の師範とするが如き、自から必要なる可し。
」（⑭
⑮
557,S.

）
19

）
646

「気の毒ながら、脅迫の筆法に依頼せざるを得ず。既に脅迫と決したる上は国
務の実権を我手に握り、韓人等は〔軟弱・無廉恥ゆえに〕単に事の執行に当
らしむるのみにして、其主義の可否に就ては喙を容れしめず……」（⑭

）
648

「
〔朝鮮は国にして国に非ざるが故に〕干渉又干渉、深き処にまで手を着けて、
或は叱り、或は嚇し、或は称讃し、或は恵与し、恰も小児を取扱ふが如く、虚々
実々の方便を尽して臨機応変、意の如くす可きのみ。
」（⑭
し ばら

だが、福沢が朝鮮について念頭におく「独立」とは、独立そのものではなく独

立へ向けた過程にすぎない、と言われるかもしれない。この過程を経た後に、日

本（人・軍）の撤退を福沢はたしかに想定している、と。けれども、それはただ

の抽象的な想定にすぎない。福沢にとって撤退が可能となるという確たる見通し

はないし、またありえない。福沢は論じていないが、実現された「支配」の事実

（支配の体験）は、しばしば支配の放棄を困難にするものである。現実化した支

配は、政治的・経済的・社会的等の構造的な変化を、相手国にもたらさざるをえ

ない。それには、支配する当事者の多くの利害や利権が重層的にからむ。それが、

現実の政治過程である。リアルポリティクスに長けた福沢には了解されていたに

まま

「独立国の体面を其儘に存するは姑く宜しとして、実際は之を征服したるもの
と見做し、彼の政府枢要の地位には日本人を入れて実権を執らしめ、武備・

違いないが、確たる具体的な見通しがないところでは、
「しかるべき時が来たら

識があり（これを福沢自身が煽っている）
、かつ朝鮮の資本・商品市場化を、さ

撤退はありうる」という言い分はただの放言になる。朝鮮人に対する強い侮蔑意

警察の事より会計の整理、地方の施政に至るまで、一切日本人の手を以て直
に之を実行し……」（⑮
）
10=217

れている。これがどのような意味で「独立」なのか。これらの主張は、日本が朝

策がとられたとしよう。だがそのとき、内実において朝鮮は日本の支配下におか

これが福沢にとって「独立」の意味（正体）である。福沢の青写真どおりの方

見られたアメリカのように）もしくは政変、あるいは抵抗運動の拡大等がある場

内戦である）の拡大、介入国における財政の逼迫（ちょうどベトナム戦争末期に

しかありえない。唯一、実際の撤退がありうるのは、反戦気分（ここで「戦」は

ようとはつゆ考えなかっただけに）
、その現実的な帰結は、朝鮮人の従属民化で

らに後には朝鮮への大規模な移民を語る時（特に日本人が得た治外法権を撤廃し

鮮を――仮に併呑することではなかったとしても――保護国化することである。

合のみである。だが福沢は、反戦気分の拡大も抵抗運動の高まりも、あったとし

「主権云々は純然たる独立国に対する議論にして、朝鮮の如き場合は適用す可
らず。
」（⑮ 12=221
）

保護国は、主権の一部が制限された点において独立国ではない。福沢の独立論は、

ても無視するであろう。実際、九四〜五年、朝鮮の保護国化が実現したとは言え

とともに東学の壊滅まで煽ったことは、周知の事実である。

ない状況においてだったが、福沢が「東学農民戦争」を断固として退け、
「征清」

トンハク

こうして自ずから朝鮮従属論・朝鮮支配論に転ずる。
福
 沢の朝鮮保護国化論に関しては、本書では誤解が多い。福沢の朝鮮に対する関心は江

さて、福沢はなるほど主観的な意図においては朝鮮の「独立」論者であったろ

華島事件に始まるが、その関連で「朝鮮を植民地化しても日本に何ら利益がないというの
は、その後の福沢の朝鮮問題に関する一貫した持論」だと著者は記している（ ）
。なる
33

う。だが、その「独立」の意図は容易にその反対物に転化する。その点は、朝鮮

「開化派」の若者たちも同じである（後述）
。

ほどその主張は一面では正しいが、議論を「植民地化」だけに絞るのは問題の矮小化であ
る。福沢が事実上目指したのは、朝鮮の保護国化である（
「事実上」と言うのは、保護国
化の野望を否定した文言があるからだが、だがこの文言は福沢の本音であるとはにわかに

「開化派」およびそれが起こした「甲申政変」にふれる前に、民族自決権問題

民族自決論――朝鮮改造論という問題設定の問題性（改造論自体の自己目的化）

朝鮮の保護国化を考えている。著者は、
福沢は「朝鮮国務監督官」構想（朝鮮保護国化構想）

にふれなければならない。著者は問題にしていないようだが、私はそもそも、
「朝

首肯できない）
。上記のように、福沢が「朝鮮改造論」をぶち上げた際は、ほぼ一貫して

は「その後再び展開されることがなかった」
（ ）
。
53と記すが、それは間違いである（後述）
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の「朝鮮改造論」は武力をもってしても朝鮮を文明化させ独立させなければなら

鮮改造論」という福沢の課題の立て方自体に問題があったと考える。著者は福沢

不用意ではないだろうか。これは、少なくとも学問のことばではない。

まで引用であることを示している場合もあるとはいえ（ 167f.
）
、「東学党」という表記は少々

後述のように仮に日本の「独立」が目的とされたとしても、他国にここまで介入

福沢が最終的に自らの「朝鮮改造論」が破綻した（一応そうしておく）事実を

「朝鮮改造論」の総括

ないというものだと記しているが （ ）
、いかに一九世紀末のこととはいえ、また
93
せんとした福沢の姿勢が問題視されなければならない。

本人の義侠心や文明主義に対する自らの無理解を日本人一般の気質として論じ、

）は、たしかに興味深い。そこでは、日
326ff.

にヨーロッパ中心の、パワーポリティックスの論理に裏打ちされた法にすぎな

二〇年にわたって朝鮮「文明化」のために論陣を張り続けた自らのことが完全

ふり返った論説「対韓の方針」（⑯

かったとしても――の下にあって、しかるべき正当化根拠のないまま他民族へ加

に棚上げされている（先に朝鮮・中国人に対する侮蔑的な発言について見たよう

いまだ国際法が十分に整備されない当時においてさえ、国際法――それがいか

えられる政治的・軍事的な介入は、不法と見なされていたのである。福沢は外患

に、自らを棚上げして論じ、自己批判を行わないのは福沢の根本的な欠陥である）
。

つまり、義侠心から行動しようが国交際においてはそれが押しつけになってか

0 0 0 0

につけ込み、それがない場合はそれを私造してまで外国（ここでは朝鮮）に介入
することを当然視し、かつくりかえしそれを鼓吹したが （杉田③

えって反感を招きうること、そして朝鮮人は文明主義を受け入れる素地があると

）
、正当化
132ff.

根拠のない介入の不法性は、福沢も知っていたのである。だから、九四年五月、

この論説を踏まえて、福沢自身が自らの無理解 （ 216
）を自覚していない点が松

（ 212-5
）
。

見たが「南洋の土人」なみに頑迷固陋であることが、諦念をもって語られている

（注１）

）
。ただ
387=153

東学農民軍の破竹のような勢いを知った時、
「他国の内事に関して漫りに兵を発
するは、素より能はざる所」と、記すことができたのである （⑭

し出兵が可能となる場合があると、福沢は直ちに記している。すなわち、
「其〔 =

なるほど八〇年代にあっては福沢にも「日本の独立」を名目にしやすかったで

思い込んだのは、すでに八〇年代初頭からである。なるほどすでに当時から朝鮮

ぎている。福沢が以上のような「義侠心」を示し文明主義を朝鮮に導入できると

沢弘陽によって論じられたというが、その批判が成り立つためには、著者は、
「こ

あろう。だが、
少なくとも九〇年代にあって、
そうした理由づけはもはやできない。

開化派の主張が、
著者によって検討されてはいる。だがそれを通じて明らかになっ

相手国〕政府よりの依頼とあれば、国交際の慣例に於て差支はある可らず」
、と

だから福沢は、
「義侠心に出ずる」というそれまでの言い分さえ投げ捨てて、出

たように、朝鮮開化派には、福沢とは別個の独自な視点はほとんどなかったので

の社説が発表された当時……独立協会が……『主体的な』運動を展開していたこ

）
。総じて他国人士に依
96=226

ある。すべてを年齢に還元することは間違いだとしても、社会認識においては年

（同前）
。それは裏返せば、福沢が一定の国際的なルール――「国交際の慣例」―

頼されて、
その国の統治に関する意見を吐くことはあろう。例えばルソーが『ポー

輪の厚みは重要である。それがない若い開化派にとっては、円熟した福沢に頼る

とが前提にならなければならない」と記す （同前）
。だが、著者は時期を限定しす

ランド統治論』を書いたごとき。福沢の「朝鮮経営論」もそれに類するものと言

しかなかったのであろうが、それだけにますます彼らの独自な視点は生まれよう

―を強く意識していたということである。

えなくもない。だが福沢の場合は、朝鮮について執拗に論じ、かつ朝鮮の実質的

もなかったのであろう。そして福沢自身が認めるように、日本には「維新」以前

兵は「自利の為」であると言いだすようになる （⑮

な支配――かならずしも植民地化ではなかったとしても――をさえ論じている点

に長年にわたる洋学研究の歴史があるが、朝鮮にはそれがなかった。それらの結

果は明瞭である。朝鮮開化派には、福沢を超える論理は容易には提示できない。

が問題なのである。
（注
）
。それに括弧をつけてあく
１）著者は時に東学を「東学党」と記している（ 126,166
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（注１）

言うように、虐殺は「数字の問題」ではない。
「権力によって犠牲になった、力

をもたない〔庶民〕一人ひとりの問題で（ある）
」
。甲申政変と「四・三済州島事件」

沢が武器まで「開化派」に渡していたと証言している以上、その言をあるていど

強く関与した。福沢のそばでずっと福沢の言動を見聞きしてきた石河幹明が、福

まず記すが、甲申政変は単に朝鮮「開化派」が関わっただけではなく、福沢が

甲申政変と福沢・井上角五郎の関与

り策略をめぐらせつつ筆を進めている。だが、ジャーナリスト本人が関わった事

の論説では、クーデターへの自らの関与が分からないように、慎重に、というよ

て命を落とした日本人のことは、ほとんど無視している。また福沢は、その時期

とに、福沢はどれだけの配慮を示したか。配慮を示すどころか、自らの関与によっ

で理不尽な死を強いられた人々の命の重みに、なんら変わりはない。だがそのこ

二、甲申政変と「開化派」

信じなければならない（石河の主張をまともな根拠もないままほとんど妄想にも

件について、その事実を隠したまま――当時の福沢の論説は嘘に満ちている （杉

において状況・被害者数は異なるとしても、憎悪が渦巻く集団ヒステリー状況下

とづいて退ける論者がいるが、これは研究としては論外である）
。そして福沢を

田①

0 0

介して時事新報社とつながりがあった井上角五郎が主動者の一人となって動いた

激な論調になりかねない危険性を福沢も気づいていたはずである。

さて、朝鮮「開化派」についての研究が幸い近年少しずつ進んできたようだが、

）――自らの利害がからむ論説を書き続けただけに、それが過
96ff.,102f.,136

ことは、疑いのない事実である（福沢の甥の今泉秀太郎も何らかの役割を果たし
たと思われるが、確認できない）
。したがって多かれ少なかれ福沢に累が及びう

著者がこのまとまった研究に貢献したことは意義深い。特に韓国内での研究では

結局「開化派」が、福沢の議論とほとんど違わない（もちろん後にそれなりの

とかく手前みそになりがちの理解を、ある種相対化する意味で重要であろう。

ることを、福沢は知っていた。だから福沢は論説を通じて矛先を清国に転じよう
転じようとしていることが明らかである （⑩

自身、
「我非を蔽わんと〔す〕るの切なるより態と非を云はず」という書簡を引

議論の成長はありえたにせよ）ことが明らかになったのは、歴史の「客観的」評

）
。著者
158ff.=118ff.

用しているが （ ）
、それは矛先が、
「我」すなわち日本の――同時に福沢自身の
78

価――「客観性」は「私たちが関心を持つ本当の……意味のある事実と、……無

わざ

⑩
147ff.=104ff.,

――非に向けられないようにするための論法だったのである （ ）
。その福沢が書
79

視しえる偶然的事実との区別に依存」する （カー

ママ

いた、あるいは『時事新報』が掲げた論説は、すでに多くの利害にまみれたもの

私たちの目的に依存する。朝鮮史を日本人が論ずる意味は、どのような紆余曲

ためにしばしば自らを欺き、ひいては他者を欺くことがあるのは、周知の事実である。私

総
 じて書簡を下にこの種の解釈を一般化するのは危険である。人は自己を正当化せんが

た）発想をもったとしても、ある意味で当然であろう。開化派の若者が、十分な

う。福沢の影響を受けた若輩者たちが老練な福沢と同じような（あるいは類似し

折があろうとも日朝間の危機の克服と和解にこそある――のためにも重要であろ

）
。そして意味のある事実は、
179

であることを、われわれは注視せねばならぬ。

はあくまで状況証拠を踏まえて、この書簡での福沢の言は真実であると判断した。なおこ

にまい進した事実の無謀さが、あらためて浮き上ったように思われる。開化派の

情勢分析も行わない（行えない）まま、
福沢の描いたシナリオに従ってクーデター

そして甲申政変を通じて、女性一人を含む二九人の日本人が殺された事実 （海

未熟さに比べれば、福沢はあるていど独自の文明論を「始造」
（松沢弘陽）した

の書簡は岩波版全集には未収録である。

）
67を問題にしなければならない。これは居留民保護を怠った日本公使の責任

と言えなくもないが （ ）
、
9 いずれにせよそのみじめな帰結――「朝鮮改造論」の

野

でもあるが、居留民保護が要請される事態を招いた責任自体は、福沢を含む政変

朝鮮支配論・侵略主義への転化――は、はっきりさせなければならない。

本
 文でも関連して何度かふれるが、ここで「侵略」とはかならずしも領土の領有・財物

0 0

主導者にある。二九人という数字から、日本人殺害をささいな事柄と見る向きも
チェヂュ ド

あるかもしれない。しかし、
「四・三済州島事件」を映画化したオ・ミヨル監督が

70

の強奪等のみをさすのではない。軍事力を通じて他国の内政に干渉して当政府を統制下に

いや、自民族のものであろうと、開化派の論評・発言は安易である。彼らは、

いかなる事情があるにせよ、
『概略』以降の福沢を見る限り、
「始造」による文

現実の反映を捨象するもののようである。すでに朝鮮に入り込んだ少数の日本人

いた節がある。ただの夢想によりかかった判断は、かならずや厳しい国際関係の

）
、朝鮮がイギリスの保護下におかれた方がよいと信じて
379ff.

明論の一定の独自性は失われて、西洋流の陳腐な「文明」論＝侵略論へと陥った

によってさえ、文明・野蛮図式に基づく朝鮮人民についての劣等民意識が抱かれ

（注１）

福沢と同様に （⑩

のである。福沢の陥った陥穽は、日本という国家を相対化できずにいた点である。

る場合、現実にうといインテリには思いも及ばない非人道的な行為がなしうるも

置き、他国を「保護国」化する事態をも含んでいる。

だからどんなに朝鮮の改造を論じても、それはしょせん日本の影響下にある改造

のだからである （高崎

の現実を、一九一〇年まで生き延びた開化派は、組織化・制度化された形でいや

）
、彼らはそれを見ようとしていない。厳しい国際関係
66=13f.

）
。福沢自身、数年前にその種の見聞を披歴
169ff.

0 0 0 0 0 0

にすぎなかった。そのことは、後述する王后暗殺の際に典型的に見られる。旅順

しているのに （⑧

備仲
38f.,

虐殺の際にもまた同様である。
（注１）朝日新聞二〇一四年三月二八日付け「封印された済州島『４・３事件』映画化」
（映

というほど見せつけられるであろう。

いが（著者がそこまで記しているという意味ではないが、事実上そうなる）
、同

ここからは、この悪名高い論説さえに正当化できるといった結論が導かれかねな

下におかれた方が人民には幸福である――も「開化派」と共有すると書く（ 120-37
）
。

沢の論説「朝鮮人民のために其国の滅亡を賀す」などの発想――文明大国の支配

ところで著者は、福沢と朝鮮「開化派」の思想が近いことを指摘し、例えば福

他民族・自民族「インテリ」たちの無責任な放言

らが、
底辺からわき上がる民衆の抵抗運動の、
つまり「インド大反乱」（セポイの乱）

もって直ちにイギリス支配を容認するような姿勢は、特権階級の不遜である。彼

ちに見られる。ムガール帝国の統治に問題があったのは事実であろうが、それを

となりがちである。例えばそれは、伊到昊のインド人民に対する理解 （ 138
）のう

意識・発言は、形式的にはともあれ、人民の生活に足場を持たない抽象的なもの

人民＝無知・無恥という理解を一般化していた限りにおいて （ 143
）
、その政治的

らない。開化派の面々が、ちょうど福沢と同様に、人民に対して侮蔑意識をもち、

画の題は韓国語でジャガイモに似た芋を意味する『チスル』である）

じことを論じても、自民族が論ずるのと他民族が論ずるのとでは意味するところ

の、変革的な力を理解できないのは、必然であったろう。だから、九〇年代に澎

また自民族のものであろうと、その発言は階級的観点から検証されなければな

が全く異なる、ということを指摘しなければならない。ひょっとすると「開化派」

湃としてわき起こった「東学」の動きに対しても、彼らは――福沢とともに――

じ）――のそれは、しょせん無責任なものにならざるをえない。井上角五郎に見

受けることで担保されうるが、他民族――国家を形成していれば他国民（以下同

ぬ限り（いや仮に朝鮮で直接手を下した場合でも日本が朝鮮でもつ治外法権のお

営為の対象にすぎない。いかように振舞おうとも、直接に朝鮮人の命に手を出さ

さて、福沢にとって朝鮮の独立とは、ただ片手間に青写真を描くだけの気楽な

ユン ヂ ホ

も、どこかある文明国によって朝鮮が滅亡したとしてもそれを「賀し」たかもし

その変革力を理解できないのである。その限り、甲申政変がなんら朝鮮民衆の支

られるように、他民族ならば最終的には自国に逃げ帰ればすむのである。福沢の

かげで）
、福沢は日本政府の公権力によって庇護されており、だから編み出す青

トンハク

れない。だがこの論説で、
同じ想定の下に朝鮮の滅亡を賀しているのは、
朝鮮の
「開

持を得られなかったのは当然であろう。

甲申政変への関与がいかに大きかったとしても、福沢は対岸にあってその情報を

写真は無責任な放語にさえ堕す可能性にさらされている。にもかかわらず己の能

0 0

聞き、必要なら自らの関与をすべて隠すことさえできた。自国民の言説と他国民

力を、さらに未熟な開化派の能力を買いかぶり、青写真が失敗に帰した時、
（朝

0 0

化派」ではなく、福沢である。自民族による議論は最終的に当事者が責任を引き

のそれとは、厳しく分けて考えなければならない。
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は福沢にとってリアリティのないただの彼岸の話にすぎない。なるほど、
朝鮮「開

鮮の伝統では）開化派の係累まで死の危険にさらすことが分かっていても、それ

う自らの怨みもおそらく関係して、当時の客観的情勢を分析する冷静さを福沢は

するよう伝ええたのではなかったか。だが、二年前の主張が頓挫させられたとい

本来なら福沢は、開化派の思いと朝鮮の客観的情勢との齟齬をいくらかでも配慮

0 0 0

ユン ヂ

化派」は、福沢と類似した思いを表明していた。だがそうした朝鮮開化派といえ

ユ ギルヂュン

欠いていたのである。

「脱亜論」について

三、
「脱亜論」
および巨文島事件

昊の日記（ 137
）等にそれが見られる。

ホ

（注
（ 122
）
、兪吉濱の日本公使書記生との対談（ 125f.
）
、伊到
１）金玉均の「与李鴻章書」

キムオッキュン

ども、上記のように朝鮮の開化派である。福沢はしょせん外国人であって、自国
において命がけで状況を変えようとする一派とは異ならざるをえない。福沢は日
本国の権力機構の下に守られた存在にすぎず、だから朝鮮開化派にとって極秘に
せねばならない事柄・戦術さえ、福沢は大きな発行部数を誇る新聞に記して悠然
としていられるのである。仮に企て――冒険主義的なクーデター――が失敗した
れるわけではない。要するに福沢は、なんら政治的・道義的な「責任」を問われ

本書では、
「脱亜論」が福沢の東アジア関係論説として第一に取り上げられて

からといって、自らの命がとられるわけでもなければ、ましてや家族の命が奪わ
る立場にはない。

うかには疑問が付されている――は、仮に実際に出されたとしても、それは開化

で終わる。クーデター決行後に出されたという改革要求――本当に出されたかど

の結果、何が生じたか。クーデターは混乱に混乱をかさねて文字通り「三日天下」

もかかわらず、己の能力を過信した福沢は、越えがたいその溝に気づかない。そ

したわけでもなければ、政権奪取のための戦術を身につけているわけでもないに

たがって政治変革のための特別な情勢分析・人民の動向把握等の実践的な訓練を

そこにはおのずから越えがたい溝がある。だが、政治家でも運動家でもなく、し

からこそ、福沢が彼らのためにシナリオを書くことを買って出たのであろうが、

のことは今回、著者の朝鮮開化派の分析を通じてますます明らかになった）
。だ

ければ、状況打開のためのシナリオを満足に組み立てることもできなかった（そ

て書かれた限りで「状況的」であると言うことはできても、決して「一時的」な

時的・状況的な発言であった」と記される （ ）
。
v だが、一定の政治状況に基づい

それはすでに『西洋事情』以来くり返された主張であり（本書では「脱亜論」は「一

とさえ解釈できる（ S.
小森

論に転化するとすれば、
「脱亜論」は「朝鮮改造論」の展開を論じた論説である

朝鮮改造論は、朝鮮人への侮蔑意識と武力行使の容認を介しておのずと朝鮮支配

論」を固定的にとらえれば、そうした解釈もできなくはない。だが前記のように、

――を前提しているが、その当否については吟味を要する。なるほど「朝鮮改造

れ自体説得力を欠く。ここでは「朝鮮改造論」の敗北――甲申政変の失敗による

が〔坂野潤治によって〕通説的な理解になっている」（ ）
ivと書かれているが、そ

そもそも「脱亜論」は「福沢の『朝鮮改造論』の『敗北宣言』だったというの

いるが （ ）
。
i、
i その解釈には問題がある （次項）

派の支配下におかれ混乱を呈していた王宮内で示されたにすぎず、しかもその実

ものではなく、骨格を見るかぎりそれは福沢の原理的な思想の表現である）
、そ

たしかに、未熟な彼らには客観的な歴史的状況を分析することも十分にできな

体ははなはだ不明確であるし、朝鮮の歴史的・政治的・社会的現実に足場を持た

もそも「
〔日本〕国民の精神は、
既に亜細亜の固陋を脱して西洋の文明に移りたり」

）
、なぜ今さら「脱亜」を言う必要があるのか。ここ
239=18

）
。
「脱亜論」の眼目は形式的には「脱亜」であろうが、
40

0 0

ない抽象的なものにすぎない。しかもその改革要求には、民衆に関する事柄はな

と論じているのに （⑩

で言う脱亜は日本の例を除けば、アジア（中国・朝鮮）との断交の宣言であろう

）
。
164-73

こうして結局福沢は、朝鮮に芽生えた開化派の芽を、かえって尚早に摘むのに

か。そうでなければ、やはりここでは「西洋人が之〔朝鮮・中国〕に接するの風

いに等しい （山辺

手を貸したことになる。開化派はそれなりのあせりを共有していたであろうが、

72

だが「分割」はかならずしも植民地化をさすのではない。著者が何度も言及して

0 0

に従て処分す可きのみ」と言われるその「処分」が、すなわちいわば割亜が、眼

いるように、福沢が朝鮮の「併呑」の意図がないとくり返し論じているのであれ

0 0

目であろう。
「割」は、
植民地化というより保護国化である。すでに壬午政変時に、

ば、論点を「植民地化」に絞ってはならない。

されていないために検証ができない。仮にできたとしても、
「脱亜論」に見られ

い。その理解は福沢の当時の「処分」の使い方からの推測だが、一切出典が明示

いと言えるのであろう。出典としてあげられた文献 （青木 ）4には、説得力はな

の会釈に及ばず」と書いているのに、なぜそれが文字通りの「処分」の意ではな

て言及しているのに （ iii,
⑩

）
、また福沢自身が「隣国なるが故にとて特別
239=18

それは安易であろう。直前で福沢は西洋諸国による清・朝鮮の分割の恐れについ

「処分」を、満足な検証もなく「
『対処』ほどの意味である」などと書くが （ i）
i、
i

自性がある。だが、
「脱亜論」の読みを結局誤っていると私は思う。著者は右の

）が敗北宣言であると主張する （ t.84
）
。そこに著者の独
379ff.

さて著者は、上記の「通説」を批判して巨文島事件期の「朝鮮人のために其国

尊」をむしろないがしろにしてしまう可能性も高いのである。またそうした改革

だから、仮に一定の改革がなされたとしても、それはかえって自民族の「独立自

の力を借りずに改革を遂行するための政治的・経済的基盤を国内にもっていない。

や、日本公使館ひいては明治政府に多くを期待したことに見られるように、他国

に、開化派は朝鮮に関する彼らなりの展望をもっていたとしても、そもそも福沢

らを教導して、自らの意思を貫徹させざるをえないのではないか。後述するよう

えたかもしれない。だが、しょせんは未熟な開化派であれば、福沢が一方的に彼

開化派は福沢に対する期待感を抱き、その限り福沢も「共に」という意識をもち

う立場に立ったアジアへの政治的介入・政治的支配論にすぎない。なるほど朝鮮

等なアジアという認識はない。それは結局は、日本＝アジアの盟主（後述）とい

国・民族との対等な関係が不可欠であろう。だが福沢の「朝鮮改造論」には、対

が （ i）
「共に……興す」ためには他
i、
i これにも根拠がないのではないだろうか。

さらに著者は、福沢が「共に亜細亜を興す」立場に立っていたかのように記す

花房公使を「朝鮮国務監督官」にせよと論じたことで「割亜」の思想は説かれた
が、
「脱亜論」であらためてそれが説かれ、そしてこの割亜の思想は、日清戦争
期にさらに明瞭な形をとって主張されるであろう。

る激しい感情吐露――著者もそれを認める （ ）
20――からすれば、同様の筆致の

は――特に福沢の青写真に沿うなら――結局は民衆の利害を配慮したものとはな

コ ム ン ド

論説とでなければ簡単に比べられないであろう。また同文献は、
「脱亜論」と同

りえないであろう。実際前記のように、開化派は福沢と同様に自民族の民衆に対

の滅亡を賀す」（⑩

年の一文を示して両者の内容の差を強調し、それをもって論証に代えている。だ

して根強い侮蔑意識を抱いていた。だが民衆に対する視点を欠いたところには、

0 0 0 0 0

が、福沢の「侵略の企図」（青木 ）5が植民地化ではなかったとしても、
「石室」論

真に「文明的」な改革はありえない。そのことは、甲申政変時に出されたという

た主観的な印象を――著者自身「いささか非学問的な言い方」と認めているにもかかわら

（注１）

などを通じて、さらに前記の「朝鮮国務監督官」構想を通じて、福沢が朝鮮への

開化派の「改革要綱」を見ても、明らかであるように思われる（前述）
。

ず――綴るのはどんなものか。著者の人柄によるのであろうが、六〇歳代の私は、事柄に

）
。
146
。つまり石室論のつづき
44
石室論の最も重要な部分が、本書では引用されていない（ ）

よっては、おそらく福沢以上に激しい感情吐露を披歴するであろう。

（注１）ただし、こうした激しい感情吐露を五〇歳代の人物がするだろうか（ ）
、といっ
20

強い介入と、ひいてはその保護国化をめざした事実が問題なのではないか （杉田
③

には、
「時宜に由り〔近隣の主人を〕強て之〔 石
= 室〕を造らしむるも可なり。……事情

）
。
187

さて、「脱亜論」の新解釈は本書の目玉の一つのようである。著者は「脱亜論」は、

「脱亜論」についての著者の解釈

切迫に及ぶときは、無遠慮に其地面を押領して、我手を以て〔石室を〕新築するも可なり」
と書いてあるのである（⑤

また著者は、
「処分」は「対処」の意味だと記した後に、
「事実において、福沢
が日本による朝鮮の植民地化を唱えたことは一度もない」と書いている （同前）
。
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福沢が甲申政変に対する自らを含む日本の関与を否定しようとする（ただしこれ

が巨文島事件だけで、その後の福沢の「朝鮮改造論」放棄を十分に説明できるだ

との関連で福沢の論説を解釈したことであろう。それは興味深い解釈である。だ

0 0 0 0 0

は主題的に論じられているのではなく、議論を列強による朝鮮・中国分割に視線
ろうか。

巨文島占拠事件に関連して述べるべきは、福沢がロシアの脅威を過大視してい

を転じて論点をそらすかぎりでという条件つきのことであろう。またこれは著者
の立場に立った上での解釈だが、上記のように朝鮮・中国の分割を当然視するこ

た点である。本書はその福沢の姿勢を前提して議論を進めている。ある箇所では、

は抽象的なロシア脅威論に立つが、なぜイギリスの巨文島占領に関連して日本領

と自体が「脱亜論」の明確な主題のひとつであろう）と同時に、
「政変失敗とそ

だが、著者の解釈には無理がある。そもそも新解釈は「脱亜論」公表後二週間

へのロシアの侵入可能性を論じなければならないのかは不明である （ 103
）
。朝鮮

日本に対するロシアの脅威が （ 95f.
）
、また他ではロシアが有するという朝鮮を部

以上してから公表された論説「朝鮮国の独立」に基づくが （ 80f.
）
、甲申政変後に

の場合には、朝露密約・軍事教官派遣問題 （ 101f.
）を含めてロシアに付け入るす

の後の状況に対する福沢の憤懣が吐露された文章である」（ 93,S.240f.
）と、主張

首謀者の一族まで処刑された事実――開化派にクーデターのシナリオを与えた

きを与える材料はあるが、日本にはそれはない。なるほど以前、ロシア船により

分的に併呑せんとする意志が、当然のごとく前提されている （ ）
。要するに著者
99

際、失敗すれば当然一族までそうした危険性にさらされることを福沢は知ってい

対馬が一時的に占領に近い状態に置かれたことがあったが。だが、これはしょせ

している。

たはずである――に激怒して福沢が「状況的」に書いたと思われる論説に、二週

ん「出先きの艦長一個の心得違い」
（⑮

）にすぎなかったのではなかったか。
313=268

間以上たってからの、しかも比較的落ち着いた内容の論説と同様の姿勢があった

という視点はあったでろうし、だからこそ「脱亜論」の末尾近くで「共に亜細亜

あろう。後述のように、なるほど朝鮮開化派との関係において福沢にも「興亜」

を興す」立場、つまり「興亜」だったと主張し得ない以上、この解釈にも問題が

れていた （ 241
）
。だが、上記のように、そもそも福沢の立場が当初「共に亜細亜

また著者の「脱亜論」新解釈においては、脱亜は「興亜」からの決別とも記さ

うか。たしかに福沢が、清をも意識しつつ（特にそれを意識させたのは、八五年

南下政策を論じ批判したからといって、どれだけロシアに危険視されえたであろ

くの発行部数をほころうが、しょせん民間の一新聞にすぎない。それがロシアの

蓋然性は、決して高いとは言えないように思われる。
『時事新報』は、いかに多

か。その展開がおのずとロシアとの関係悪化ひいてはロシアとの対戦につながる

として、いったいここから何らかの紛争の種を生じる可能性があったであろう

できないように私には思われる。それに、福沢が引き続いて改造論を論じ続けた

要するに、福沢が「朝鮮改造論」を放棄する事情は、巨文島事件だけでは説明

）と記されたのか
240=19f.

と主張することはできまい。

もしれない。だが、しょせんは民衆的な基盤をもたない特権的な在京両班との共

八月におきた清国北洋水師（艦隊）の乗組員による長崎での暴行事件であろう）
、

を興すの猶予ある可らず、寧ろ其伍を脱して……」（⑩

同しか念頭に置かれていなかったであろう。そこには「共に」という観点にふさ

軍事力の増強を図る必要があると感じ始めたのは事実と思われるが、巨文島事件

ヤンバン

わしい、厳しい情勢認識も責任の自覚もなく（前述）
、単に知己に依存した政治

がもった意味はそれ以上ではないのではないか。

むしろ「朝鮮改造論」の放棄は、客観的な歴史的事情に還元できるというより、

判断の優先と、結局は無責任に通ずる他国人（他民族）の傍観者的な意識しかな
かったと言わざるをえない。

か。著者の議論はあたかも、無差別的な殺傷事件の原因を論じて、例えば現代人

事実を通じた福沢自身の内的な挫折があって初めてなされえたのではなかった
「巨文島事件」に関わる解釈

が体験する疎外の現実を伝えるようなものである。疎外の現実があろうと、それ

コ ム ン ド

著者の考察で新しいところがあるとすれば、第二章で巨文島事件を扱い、それ

74

を通じて人が疎外感を抱くこと、つまり現象が主体的な契機として内在化される

漢城に）大軍を送り込み、王宮を支配して東学掃蕩を合理化させたのが真実なの
）
。
65

ではなかったか （中塚①

本書では、日清戦争は「朝鮮をめぐる日本と清との戦争である」（ ）2と記され

原田
43,S.

経験を通じて初めて、人間が引き起こした不可解な現象は理解できる（本書の背
後にある歴史（事実、出来事）還元主義には疑問を感じる。歴史的事情が個人の

日本が清の意図と無関係に、朝鮮問題にかこつけて清を戦争へと追い込んだので

ているが、これは誤解を与える。日清が対等な仕方で戦争に及んだのではなく、

とも動因となるのは、外的事情そのものではないと私には思われる。なお私のこ

あるから。また本書で使われた史料の一部は、古くないか。七五年の江華島事件

）
。少なく
61

の仮説からすれば、
「朝鮮改造論」第二の蹉跌は蹉跌ではない）
。福沢が、強力に

は、
「海軍内の征韓派」（ ）
31が首謀したのではなく、明治政府とのやりとりの結

行動の動因となるのは、個人の内なる素因があるからである （杉田②

おしすすめてきた朝鮮改造論を棄てるのは、生兵法のまま甲申政変に関わって犯

果で ある （鈴木

歴史記述の不十分さ――防穀令・東学農民戦争

）
。いかに福
53ff.

ては自らの政変への関与を知られたくなかったのであるから）
、それを通じて、身に及び

さて、
「防穀令事件」の取り扱いには慎重を要する。本書では、日本側の、ま

沢論とはいえ、著者はこれについても論ずるべきであった。

なされた事実も、中塚明の史料発見によって確認できる （中塚②

）
。日清戦争開戦前の王宮占領が日本軍の綿密な計画の下に
69,72

カンファド

した失敗を、骨身にしみて恥じた結果であったに違いない。

）
、――特に金玉均が『甲申日録』で、十分な支援をしなかった明治政
96

ま
 た福沢や井上角五郎の行動は甲申政変勃発以前から明治政府に筒抜けになっていたば
かりか（杉田①

うる危険を福沢も察知したに違いない。その恐れは、井上角五郎が「官吏侮辱罪」の名目

た福沢の強硬な対応・論旨が目立つが、朝鮮史の研究者であれば、防穀令事件の

握に潜む問題点を看過することになる （ 157-62
）
。

著者によれば、福沢は八五年〜九二年頃は朝鮮についてほとんど論じていない。

これは正しい（ただし八七年には重要な「朝鮮は日本の藩屏なり」
、
「外国との戦

キムオッキュン

争必ずしも危事・凶事ならず」がある）
。しかし福沢がその間の沈黙をやぶって

75

府をなじったために――福沢も井上も明治政府の監視下に置かれていたが（明治政府とし

で逮捕・収監され、福沢も裁判所への出廷を命じられた事実（八八年一〜三月）を踏まえ、

背景となった朝鮮の諸事情についてもう少しつ突っこんで論ずべきであった。そ

すべ

福沢が晩年になって、
「都てコンな事は唯大間違で、私の身には何ともない」などとあえ
）事実からも推測しうるように思われる。
246

四、日清戦争と福沢
福沢の対外論を論ずる際、おそらく最も重要なのは日清戦争期の諸論説である。

いがない （ 162ff.
）
。特に金との関係浅からなかった福沢にとって、その暗殺が大

朝鮮論説をあらためて書き始めた背景には、金玉均暗殺があったことは確かに疑

著者は、天津条約が無効だった事情について振り返り、
「
〔朝鮮人が〕支那の一

る改革力に対する福沢の認識不足についての検討が、本書では手薄ではないか。

きな転機となったに違いないと、十分に推測できる。だが一方、東学のわき上が
）という福沢の文言を引用しているが （ 208
）
、もしこれ
133

福沢は東学徒をほとんど「暴徒」
「賊徒」（⑭

）と見な
398

が東学掃蕩について述べているのなら、全くの筋違いである。少なくとも九四年

すのみか、東学が出した「弊政改革要求」に見られる儒教的文言・思想に目を曇

）
、
「乱民」（⑭
386f.=152

時点では、朝鮮が清に東学掃蕩を依頼したのは事実だったとしても、東学との間

らされ、
同「要求」の先進性――それは金玉均らがクーデター後に出したという「改

）――を、福沢は一顧だ
173f.

に和約が成立したためにその依頼が取り消されたにもかかわらず、依頼されても
インチョン

革要綱」と比べても、はるかに先進的である （山辺

ハンソン

いない日本が朝鮮に（しかも清と異なり、首都である漢城のすぐそばの仁川から

トンハク

が為めに外ならず」（⑯

方のみに依頼し、遂に彼〔 支
= 那〕をして内政に干渉するの挙動を演ぜしめたる

著者が歴史家であることに鑑み、いくつかについて先ず記す。

れを無視すれば、日本政府や福沢の論調は分明になるが、彼らの「状況構造」把

聡

て記した（⑦

杉田

家族・市民社会論、朝鮮改造論に見る「福沢神話」 ――近年の二つの福沢研究を批判する

明」
「独立」が目的となろうとも、その実それが日本によるヘゲモニーの確立に

と思い誤っている。これによって、福沢にとってその意識内でいかに朝鮮の「文

軍の「退治」を「征清」とならべて報道し、その壊滅を謀ることが自らの使命だ

にしていない。それどころか福沢の新聞『時事新報』は、前述のように東学農民

福沢の態度は話題にさえなっていない。アジア政略論を「朝鮮改造論」に限定し

（これも年表に載っていない）も同様である。さらに、旅順虐殺とそれに対する

巻末の関連年表にさえ載っていない）
、その後の「戦死者の大祭典を挙行す可し」

の論説はもちろん（例えば「私金義捐に就て」
「日本臣民の覚悟」など。後者は

万
 一「日本臣民の覚悟」を落としたのが、後述する井田進也・平山洋らの「研究」――

た帰結であろうが、関連論説は丁寧に論ぜられるべきであろう。

この点は、日清戦争開始後にはあからさまになる。著者自身もとりあげる、派

両者は学問研究の方法を逸脱したやり方で、無謀にもこれを福沢のものではないと見なし

収斂したことがたことが、かいま見られる。
）という言い分は、福沢の本音であろう。朝鮮独立論
94ff.

本の『独立』を守るために、
近隣の朝鮮の『独立』を守るためのものだった」（ ）
44

治的支配の排除にあったろうが（著者も、朝鮮改造論は「西洋勢力の東漸から日

はなるほど八〇年代には日本の独立、つまり列強による日本に対する軍事的・政

の名前で出版した、などと単なる妄想にもとづいて主張しえる研究（平山はそう主張した）

して自殺行為ではないだろうか。福沢は弟子が持ちこんだ『尊王論』に自ら加筆して自分

もちろんそれを参考にするのはよい。だがその妄説を真にうけたのだとしたら、研究者と

た（杉田①

兵は「自利の為」（⑮

と論ずる）
、九〇年代にはむしろ、
「西洋勢力の東漸」の恐れはほとんどなくなっ

は、もはや「研究」の名にさえ値しない。

立は、
「自利」
、特に商品市場・資本市場化を通じた経済的利益のために必要となっ

戦争等において粘り勝ちした事実にあったと思う）
、したがってむしろ韓国の独

王后暗殺を「唯一時の遊戯」
「野外の遊興、無益の殺生」
（！）などとさえ記して

検討がおろそかになっている。例えば「二十八日の京城事変」において福沢は、

また、朝鮮での重大事件であるにもかかわらず、王后暗殺に関する重要論説の

）――を踏まえた措置だとしたら、その不明を恥じなければならない。
331,339

ており（私はその最大要因の一は、中国が列強の対象となりながらも、結局清仏

てくる。
たのは、一理がある。朝鮮が外国であることによって、特にそれが日本のヘゲモ

定する必要がない場合はこう記す）国民の感情の大きなしこりになっている。し

在漢城日本領事（当時）
）であったばかりか、
「韓国併合」とともに朝鮮（南に限

）
。王后暗殺は、
「歴史上古今未曾有の凶悪」
（内田定槌・
333=274

ニー下にあるならば、得られる経済的利益は莫大だからである。朝鮮では資本が

かも、金文子が明らかにしたように、この事件には川上操六参謀次長（実権のな

いるのである （⑮

少ない上に、地価も原料も労賃も安価であり、関税自主権が確立されないことが

い皇族の総長を除けば最高責任者）が、したがって多かれ少なかれ日本政府が関

その限りでは、一部含みに問題があるにせよ、福沢が朝鮮の「併呑」を否定し

約束する貿易上の利益は、甚大である。もちろんヘゲモニー下におくためには、

わっていた可能性があるのであれば （金

キムムンヂャ

朝鮮政府に対する政治的その他の統制が可能でなければならない。だから福沢は、

によって満足な審議もされないまま闇に葬られたのだとすれば、その軽視は許さ

ミン

を阻む一大要因であると認識されていたとすれば （ ⑮
⑭
t. 9=216,S.

）のは、その自覚があったからであろう。なるほどその後、首
178f.

謀者の三浦悟楼日本公使は免訴となり、王后暗殺問題は闇に葬られて国際政治の

杉田③
261f.,

沢が王后の「残虐さ」を可能なかぎり浮き彫りにしようと躍起になった （杉田①

は福沢の「朝鮮改造論」にとって一つの画期となりえたはずだからである。福

）
、その暗殺
470

）
、しかも事件が日本側の治外法権
235ff.

経済的主張のみならず、おのずと政治的な朝鮮支配を主張せざるをえない。福沢

れることではなかろう。それにそもそも王后閔氏の存在が福沢の「朝鮮改造論」
）
。
192

は、主権を侵して日本がかえって朝鮮に干渉に加えているという非難にひととき
言及するが、すぐそれを理由にならない理由ではぐらかしている （ 186,
⑮
歴史記述の不十分さ――日清戦争・旅順虐殺・王后暗殺
さて、本書においていかに紙数の問題があるとはいえ、日清戦争期の福沢の重
要論説がいくつも落とされているのは、問題である。日清戦争そのものについて

76

い進する明治政府の執拗な介入を通じて、朝鮮国王が身の危険を感じ始めたため

かわらず朝鮮の改造が思うように進まなかったのは、福沢同様の朝鮮改造論にま

表には出てこず、その限りで福沢の意図はかなったわけだが、しかしそれにもか

また、
『時事新報』での同じく論説内容の違い――「義侠に非ず自利の為めな

計の整理、地方の施政に至るまで、一切日本人の手を以て直に之を実行し……」と書くこ

ている（都倉

後藤あてでは「文武の官またはその他の事業に日本人を採用することある可し」と書かれ

）
。
10=217
0

0

0

いるが、それも安易であろう。全体として、その時期の論調は朝鮮保護国化に向

0

）
。だが福沢は、前記のように半年後には、
「武備・警察の事より会
133,141

である。だが国王がロシア公使館に避難した――「俄〔 露
= 〕館播遷」――最大
の理由の一つは、王后暗殺に他ならなかったのである。なお、福沢が大韓帝国

り」において福沢は、
「必ずしも……彼れ〔 朝
= 鮮〕をして我保護国たらしめん

なお、
「春生門事件」や朝鮮人三人が王后暗殺の共謀者として処刑された事実

けた強いメッセージの方がはるかに多い。それに「つねに変わることにおいてつ

とになる（⑮

）が本書に掲げられているが、ここで福沢が
132

（治外法権を日本に握られていた状況下では朝鮮政府には朝鮮人のうちに共謀者

ねに変わらなかった」（安川①

ただし著者は「必ずしも」を引用していな
95=226,

を見つける以外に手立てがなかった）が、首謀者の免訴・釈放につながったと著

によって融通無碍に変わるのが特徴であり、その点からはむしろ大局的に見て朝

グヮンパヂョン

成立を笑った論説の一部 （ 206,
⑯

と云ふにも非ず」と記した （ S.184,
⑮

者は記すが （ 190f.
）
、その出典としてあげられた論文には、まとまった考察はない。

鮮保護国化の論点が前面に出ていると言うべきであろう。なお、例えば同盟罷工

ア

揶揄した俄館播遷は、結局日本の執拗な朝鮮改造論を究極の原因として起こった

い）――から、
「時事新報社内部で……異見があった」という総括 （ 185
）を行って

その場合、歴史家としてもう少し慎重な書き方が求められるであろう。この見解

は行われても当然のように公式的に書いてしまった後で、その失敗に気づいて、

や ゆ

という事実が本書で論ぜられることはない （ 206
）
。

では、福沢や明治政府の暗殺隠蔽の努力が実った可能性を、押し隠すことになる

社説記者らに、安易に同盟罷工を推奨するようなことは書かないように注意して

チュン セン ムン

からである。金文子が行った新しい研究では、三浦らの免訴は、むしろ前述の内

もらいたいと念を押した事実などからすれば （⑱
測も可能である。

までの少々強硬な保護国化論を和らげてバランスをとったにすぎない、という推

）
、右の論説で福沢は、それ
823

ス ト ラ イ キ

）
22と言われるように、福沢の主張は出来する状況

田定槌領事による辻つまあわせの結果である可能性が、はっきりと指摘されてい
る （金

）
。とすれば、暗殺を外交問題化させまいとする明治政府の政治的
262,268f.

判断が働いた可能性も考えられるのである。

出 兵 さ せ た 兵 数 に つ い て「 真 実 の 保 護 に 必 要 な る 数 を 限 る 」 と し て い た の に（ S.168,

福 沢 の「 融 通 無 碍 」 の 変 身 を 示 す 例 を 一 つ と り あ げ る。 福 沢 は、 例 え ば 当 初 朝 鮮 へ

れていると判断する。だが、例えば九四年七月（日清戦争開始期）頃のものと思

⑭

また本書では、なるほど福沢の朝鮮保護国化論に関して、興味深い記述がなさ
われる福沢あて朴泳孝書簡と後藤象二郎あて同書簡（後者の執筆は福沢によると

六〇〇〇人）を含む八〇〇〇人を超える兵（原田

杉田①
486=191,

）
。もっと典型的なのは、派兵・
158,194

）
「其兵数の多き
58を派兵した時には、

）
、 実 際 は 日 本 政 府 が「 戦 時 編 成 二 個 聯 隊 」
（平時のそれをはるかに上回る
393=158

いうが、書かれた順序、実際の送付いかんを含めて不明な点が多い）は、日本人

こそ、即ち日本が平和を主として事を好まざるの証拠なれ」などという理屈を並べて、直

パクヨンヒョ

顧問官に関する記述のニュアンスが異なるとはいえ （ 178
）
、小さな事実をもって、

前の説をいとも簡単に変えた（⑭

）
384=153

兵力の行使そのものに関する論説である。その変貌ぶりは、次のとおりである。

「福沢の当初の基本的立場は朝鮮保護国化に反対するものだった」（ 181
）という針

）
393=157f.

小棒大な結論を出すのは、いかがなものか。そのニュアンスの差異を下に言える
0 0 0 0

→日本国民保護のため直ちに出兵を（
「速に出兵す可し」⑭

）
415=173

 相手方政府の依頼とあれば出兵も可（「朝鮮東学党の騒動に就て」⑭

0 0 0 0

→要求されても撤兵は不要（「日本兵安易に撤去す可らず」⑭

ことは、せいぜい当初福沢において保護国化という論点は不明瞭だったかもしれ
0 0

ない、というていどのことであろう。
ち
 なみに福沢あてでは「文武の諸官はもちろん百般事業に日本国人を採用す可し」と、
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聡
杉田

家族・市民社会論、朝鮮改造論に見る「福沢神話」 ――近年の二つの福沢研究を批判する

化に入れ込むあまりに……朝鮮の滅亡を祝うという社説を書き、日清開戦前後に

とうに日本の独立に対する現実的な危険が去ったにもかかわらず（少なくとも急迫不正の

「日本の独立」を目的として朝鮮改造（朝鮮の文明化）を図ろうとしたが、
 お福沢は、
 な

の転化は、福沢の思い入れが度を過ごしてしまった帰結としか読めない。冷静な

に入れ込むあまりに」と述べてすむことなのだろうか。これでは、異質なものへ

かく「独立」
「文明」論が異なるものに転化したのは、
単に「朝鮮の『独立』と『文明』

）
435f.=177

→改革のため兵によって威嚇せよ（「兵を用るの必要」⑭

日本軍の朝鮮への派遣を訴えた」と記している （ ）
。ここには、
「独立」
「文明」
15

侵害の可能性があったとは言えない）
、この時期にこうした強硬な主張をしたのは、主に

ら、
「独立」
「文明」論は、そのものとして美しく貫徹されたのだろうか。そうで

化がおのずから異質なものへと転化する事実が確認されていると言えよう。だが

→威嚇するだけではなく実際に兵を使え（「支那朝鮮両国に向て直に戦を開く可し」⑭

八四年のクーデターの失敗から生まれた清に対する怨念が、建前的な朝鮮改造論を超えて

はあるまい。他国に対してなされる「独立」「文明」論それ自体が、
本質的に他国（こ

）
。
480=187f.

表に出た結果であろう。

こでは朝鮮）の支配・侵略という異質なものへ転化する必然性をもっていたと言
うべきなのである。

論点への言及など）
。ただしここで総括的に書けば、
分析視角には疑問が残る。（１）

について論じた第二章、また岩波版全集に掲載された論説だけでは見えない各種

記述が特徴である。その点に筆者も学ぶところが多かった（特に巨文島占拠事件

著者は朝鮮史の専門家であるだけに、本書は従来の福沢論にない史実の丁寧な

前記のように福沢には初めからないように思われる。いや、当人はたとえ「共に

すのではない。その意味でのアジア盟主論
（終章の言い方では
「アジア主義」
）
なら、

で「アジア盟主論」は「共に亜細亜を興す」（ ii「
i,脱亜論」⑩

論はおのずと世界文明論に、世界文明論はアジア盟主論に転化する。ただしここ

沢にあって両者は判然と区別できるのではなく、むしろ一体である。アジア盟主

五、総括――悟性的思考、その他二、三のこと

悟性的思考が強いこと、
（２）福沢論説や史実の選択基準に偏りが見られること、

亜細亜を興す」という姿勢を堅持していたつもりでも、その「共に……興す」の

「アジア盟主論」と「世界文明論」の区別もまた悟性的思考の帰結である。福

そして、
（３）文献の扱いにバランスを欠いていること、の三点である。したがっ

意味が問題であろう。
「共に」とはいえ、その主導者は日本であるという含みが

的思考は各種規定・立場を区別するが、さらに両者を切断してしまい、両者の間

一宇構想が自ずからアジア侵略論を内包し、それに転化したようにである。悟性

の意味（内包）を失って「日本の指導の下に」に転化する。大東亜共栄圏・八紘

強ければ（その思いを福沢は随所で披歴している）
、
「共に」はおのずとその固有

）という姿勢を差
240

て、史実の追及もアンバランスであると私には思われる。
以下、
（２）
（３）について簡単に、一方（１）については許される範囲で詳論
する。またまとめの意味をかねて、他に二、
三の問題を論じておきたい。
分析視角への疑問――悟性的思考

「日本の指導の下に」への転化は、
すでに壬午政変の時期から見られた福沢の傾向である。

に見られる相互浸透・媒介は結局把握されない。

が著者の主題とはいえ、それが主張されたか挫折したかを時代ごとに分けるだけ

「我輩が斯く朝鮮の事を憂て其国の文明ならんことを希望し、遂に武力を用ひても其進歩

（１）悟性的思考については、すでに本章冒頭に記した。福沢の「朝鮮改造論」
で、その内的な変容の可能性がほとんど無視されているように見える。朝鮮改造

）
30という言い分に、それを見ることができる。

著者が福沢の朝鮮改造論に関連して、その状況的な背景をひとまず「アジア盟

云はざるを得ず」
（⑧

を助けんとまでに切論する……亜細亜東方に於て此首魁・盟主に任ずる者は我日本なりと
）――への目
442=181f.

論が朝鮮支配論に陥ること――それを福沢自身他者からの批判で了解していたが
（ 185f.
）
、福沢は理由にならない理由でそれを一蹴した （⑭

配りが不十分であるように思われる。たしかに著者は、「朝鮮の『独立』と『文明』

78

主論」と「世界文明の立場」に分けたことは、興味深い。たしかに両者に微妙な

その点がきわめてあいまいである。というより、日本の独立が脅かされる可能性

正当性ではない――を有していた （杉田③

）
。一方、
「世界文明の立場」では、
261f.

違いがあるからである。著者ははっきり定義していないが、
「アジア盟主論」と

可能性があった。だがことここに至れば、後者は、文明の注入を目的としたアジ

を、もはや福沢はほとんど意識していないと言わなければならない。
「アジア盟

ア盟主論に実際に転ずることになる。日清戦争期に『時事新報』が掲載した漫画

はこの文脈ではアジア指導論的なものを考えているようである。だが、そもそも
）
という意識を有したとしても、
258

主論」と「世界文明の立場」とは、当初はそれぞれが媒介項となって他に転ずる

焦点である「文明」の導入をおのずから相手国に求める論理にならざるをえない。

では、幼い朝鮮を抱く日本軍人が中国を意味する弁髪男性の頭に「文明」という

「アジア盟主論」
（アジア指導論）は文明を判断基準として立てられた。とすれば

その意味でアジア盟主論は文明主義（脱亜主義）であり、くわえて手段として武

名の銃弾を撃ちこんでいるが （杉田①

たように――さしせまった緊急・不正の侵害に対する防衛という強い動機づけな

ない。とすれば、「世界文明の立場」
は――すでにヨーロッパ列強のそれがそうだっ

それは、
当事者がいかに同じ「被圧迫民族」
（竹内

力を用いることを是とする限り（福沢の朝鮮改造論にはこれが根強くつきまとっ

関係に、ひたすら中国や朝鮮を支配下に置かんとする強盗の論理に転じざるをえ

）
）に転化する。
261f.

ど一切振り払ったままひたすら他国に介入する、内政干渉（ひいては侵略）の論

）
、それは、もはや自らの独立維持と無
197

ている）
、それはおのずから、アジア支配論・アジア侵略論の意味でのアジア盟

）でさえ、人民の権利の拡大・社会の民主化の論を欠く
樽
 井藤吉の『大東合邦論』（ 241

主論（私はこの意味で「アジア盟主論」を使っている （杉田③

）
。その限り、
「アジア盟主論」の典型例とみなしう
29f.

ことで侵略論に転化する（纐纈

福
 沢の朝鮮・中国に対する蔑視は、福沢の「アジア盟主論」「世界文明の立場」のいず

理となる。

合も、
「日清戦争以後の日本の国際的地位の変化にともなう新たな国際的緊張関係への対

れをも、ゆがんだものにせざるをえない。先にその両者が互いに転化する事情を記したが、

また「世界文明の立場」というが、これがそもそも他国、他地域への侵略・併

であるが）
。いわゆる「ヘイト・スピーチ」的な表現は福沢の朝鮮との関わりを通じて多

への蔑視・差別意識だったのである（これはまた武力それ自体の行使をも容認させる要因

ても同様である。
「朝鮮人が江華湾に於て我軍艦を砲撃したるとて……元来朝鮮人は唯頑固

79

る思想さえ、私が言う意味でのアジア盟主論に転化しうる。徳富蘇峰の場合も陸羯南の場

処的な意味合いが含まれていた」ために、その「三国」連合構想も、結局同様の盟主論に

呑・保護国化の論理だったのではないか。それは一九世紀後半に、猖獗をきわめ

くなるが（特に日清戦争期に）
、侮蔑意識は早いうちから見られる。すでに壬午政変の初

武力とともにそれを可能にしたもう一つの要因が、福沢の日本（人）優越意識、アジア（人）

た。だからあくまで「世界文明の立場」から朝鮮・中国を論ずると主張されても、

期の時期に、
「漫言」において中国・中国人を「豚尾国」
「豚尾兵」
「豚」
「チャンチャン」

しょうけつ

それが併呑・保護国化の論理と無縁なのではない。それどころか、少なくとも後

）
。
439=87

）
、ほどなくして社説にさえ「豚尾」が登場する（⑧
263

などと記しており（⑧

清戦争期に、
「アメリカ原住民に対する『白人』と同一の文明観を……披歴した」

）
、
「支那人な
21

い
 や、そもそもごく初期の段階から福沢が中国に対しては差別意識を抱いていたことが

分かる。
「世界中に英吉利を咎むる者はなくして、唯唐人を笑ふ許り」
（①

認めなければならない。それは、
「アジア盟主論」においては、朝鮮・中国への

の固まりにて……外国人と云へば之を穢らはしきものと思ひ無暗に之に発炮するは、野蛮

）と、福沢は初期に記していた。朝鮮人につい
31f.

文明注入の目的として日本の独立が強く意識されていることである。だから、
『時

の常にて怪しむに足らざることなれば、其発砲せらるゝも亦敢て恥辱とするに足らず」
（⑲

どの如く……我儘放蕩に陥る者」
（③

事小言』に見られる「石室」論でも、一定の目的合理性――ただし朝鮮に対する

ただし、両者のことばで意味される福沢の主張には一定の差異があることは、

けて論ずることはできないはずである。

（ 226
）と認めるのであれば、
「アジア盟主論」と「世界文明の立場」とを截然と分

⑧
260=69,

者の保護国化の野望は、福沢の論理に明瞭に示されていた。著者自身、福沢は日

）
。
33

聡

転化したのである（同

杉田

家族・市民社会論、朝鮮改造論に見る「福沢神話」 ――近年の二つの福沢研究を批判する

）
、と福沢は記していた。なお今日発掘された資料によれば、先に発砲したのは日本の
579

すことで、国内の激烈な気炎の熱を外にそらすことができる、という読みを抱いていたに

）
。九二年に公表された「一大
179=25

選択基準の偏り――福沢論説・史実・文献の扱い

）
。
412ff.=28ff.

は侵略論者と評価されなければならない。主観的な意図だけで評価されるのなら、

（２）例えば日清戦争期には、取り上げられずに放置された論説は多い。先に

英断を要す」にも、表現こそ異なるとはいえ同じ発想が見られる（⑬

国との戦争必ずしも危事・凶事ならず」である（⑪

論がほとんどないはずの八七年に、
「朝鮮は日本の藩屏なり」とほぼ同時に公表された「外

違いない。他にも、その種の外危（患）内安論は見られる。典型的なのは、例えば、朝鮮

）
。
66

軍艦・雲揚号の方であって、
「雲揚本艦への朝鮮側の砲撃は、応戦によるものであった」
（鈴
木

著者は、福沢がアジア独立論者だったかアジア侵略論者だったかを問うことに
思想史研究にとって意味はない、と記す （ 15,S.11
）
。だが、独立論が侵略論に転

浅原彰晃でさえ確かに救世者である。サリンによる殺人さえ、主観的な意図にお

ふれたように、王后暗殺自体は満足に取り上げられず、取り上げられても福沢の

化するなら、いかに主観的な意図において独立論者だったとしても、やはり福沢

いては被害者の「ポア」
（魂の救済）のためだったのであるから。なお倫理学に

本音をかいま見せる箇所は、紹介されても論じられてもいない。東学についても

）
、
「乱民」（⑭
386f.=152

）であり、無知な
398

）
、前記のように福沢はほとん
67

トンハク

おいて昔から「動機倫理」と「結果倫理」とが対比的に論じられてきたが、福沢

同様である。少なくとも本書を見るかぎり、むしろ東学の背後に知謀者がいると
ど常に東学徒を「暴徒」
「賊徒」（⑭

の場合は、自らの「独立論」が内政介入論に、ひいては侵略論に陥ることを十分
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

いう肯定的な側面が強調されかねないが （ 167,
⑭

0 0 0 0 0 0

に意識していた点で、動機倫理的な評価を下すことはできない。
0 0

そしてより重要なのは、福沢の外戦（あるいは外患）を戦術的に利用しようと

）と見ているのである。これを特に強調しなければ
386=152

烏合の衆である （ t.
⑭

0 0 0 0

こと

する姿勢が生涯を通じて貫かれている事実である。すでに『民情一新』で、福沢

0

ならないのは、著者が「開化派」を論じることを本書の第二、第三の意義 （ 18f.
）

0 0 0 0

は「内国の不和を医するの方便として、故さらに外戦を企て、以て一時の人心を

して国内的関心を外にそらすことを含む）に訴える必要があるという政治的策略

これは「不和を医する」必要があれば、そのための方便として外戦（外患を利用

られた紙面であるため限度はあるとはいえ、著者の主張に反する立場に立つ論者、

（３）多かれ少なかれ批判者の議論を検討することで、論証の質は高まる。限

質的な意味で開化派だったのではないか。

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

と見なしているからである。だが東学こそ、歴史的な限界を有するとはいえ、本

の表明である。単に福沢の朝鮮論説だけ見ている限りは、なるほど「アジア盟主

例えば安川寿之輔の『福沢諭吉のアジア認識』などに言及しつつ、自説を補強す

）
40という言葉を書きつけているが、

論」あるいは「世界文明の立場」などという論評もできようが、実際は、それら

る等の姿勢をとるべきだったように思われる。

瞞着するの奇計を運らすに至る者あり」（⑤

表向きの論理とは別に、内安を外危（外患）によって得ようとする福沢の意図も
明瞭である以上、それを無視して「アジア盟主論」も「世界文明の立場」も論ず

こ
 の策略は、実際にくりかえし試みられている。壬午政変時には福沢は、時の実力者・

棄は、著者によれば、直接的にはイギリスによる巨文島事件（実質的にはロシア

本書の終章で「朝鮮改造論」の再度の放棄について記される （ 205
）
。最初の放

0

岩倉具視に書面を出し、外患に乗じて内を医する（福沢の表現では官民を調和させる）た

の脅威）であり、間接的には甲申政変を通じてかえって清国の政治的影響力が強

0

）
。また、甲申政変は、自
516f.

0

めに「問罪の出師〔 出
」をすべきだと提言した（⑰
= 兵〕

まった結果であった。だが今度は、なぜ日清戦争で清国の影響を駆逐したにもか

朝鮮改造論の「再度の放棄」

由民権運動のほとんど最後の事件となる自由党の解党と「秩父事件」の前夜に起こされた

かわらず「朝鮮改造論」が再び放棄されなければならなかったのかは、本書から

ることはできない。

が、福沢は――井上馨を始めとする明治政府の要人と同様に――朝鮮で政変（外患）を起

80

まで変えられたとは思われない。

は決して放棄されたのではないと解釈する。戦術の変更はありえたにせよ、戦略

は十分に見えてこない。私はその後の朝鮮植民論を含めて、福沢の「朝鮮改造論」

点は、今日の視点から評価の対象とされなければならない。ルソーの『エミール』

ン、アリストテレスの哲学は見事だが、それが奴隷制擁護の上になりたっていた

らない。クローチェやカーが言うように、歴史は常に現代の歴史である。プラト

鮮人は〕他人の行為を仇にして、動もすれば日本を敵視し怨望する……」（同「朝

……国を窺ふ不届者なりなど吾々を敵視し……」（社説「朝鮮人自ら考ふ可し」）
、
「
〔朝

それにしても、
「朝鮮人等が漫りに日本人を……恰も盗賊・袖児の如くに認め

にしつつも、結局「侵略論」に陥ったことが、現代の視点から評価されるべきで

受け入れられた現象だったとしてもである。福沢については、文明・独立を旗印

ン・レジーム期のフランスにあっても、それぞれは何ら疑われもせぬ確固として

可分であった点は批判されなければならない。古代ギリシャにあってもアンシャ

は子どもに対する独自な目を示してやまないが、それが女性を見る目の偏りと不

す り

鮮の独立に執着す可らず」
）などと、
『時事新報』論説は朝鮮改造論が進まないことに

ある。

やや

対する責任をすべて朝鮮人に転嫁しているが （ 203f.
）
、日本や福沢が朝鮮に対し

（注１）

て企てた改造（論）が、
あからさまな内政干渉（論）
、
ひいては侵略（論）
・支配（論）

）
97ために、歴

史は書き直される。だが歴史研究者は、
逆に「過去の光に照らして現代を学ぶ」
（同

カーの表現に従えば、
「現在の光に照らして過去を学ぶ」（カー

鮮政府はもちろん朝鮮人民も敏感に感じたからこそ、それに抵抗を示したのであ

前）可能性を論ずべきである。その種の判断は読者に委ねるという態度は、タコ

――朝鮮王后までが日本人・日本に殺されたのである――に転化した事実を、朝
る。王后暗殺とともに、
「断髪令」――これも福沢が関与したことが示唆されて

ツボ的な研究の社会的影響・価値を当の社会の判断にゆだねる自然科学者・技術

ウルミ

いた――を大きなきっかけとして反日義兵闘争（初期義兵あるいは乙未義兵）が

者の態度と変わらない。その点で本書が、新たな観点からの研究が現代にいかな

る光を投げかけるかについて示唆さえ与えていないのは、残念である。

起こったのも、同じ理由からであろう。福沢からすれば、
「順良」極まる日本人
）
、朝鮮人民は日本人のような同調圧力の
46

著者は「今日まで続く日本と近隣諸国との相互関係・認識に関する問題を考え

民をしか知らなかったのだろうが （⑫

強い社会に生きていなかったのである。もっとも、断髪令に対する抵抗さえ福沢

る上での材料を提供しようとする」といちおう記しているが （ ）
、
v この自己総括

う少ししっかりとした展望が必要なのではないか。これは抽象論ではない。例え

は朝鮮の未開さ＝「腐儒」の伝統に結びつけて理解するであろうが。だが断髪令
）
。
107

は少々安易ではないか。今日の日朝関係の冷却化を考えるとき、研究に関するも
海野
217f.,

に対する抵抗も義兵闘争も、本質的には、日本によるあまりに激しい介入に在地
ヤンバン

両班・人民の怒りが爆発した結果であろう（ 白井

ば日朝関係において――少なくとも福沢の存命中にあって――最も凶悪な事件で

0

ある、日本公使による朝鮮王后暗殺に関する福沢の態度・論説さえ満足に論じな

0

（注１）いずれも『時事新報』論説ではあるが、福沢起筆と判断されなかったため――だ
がそれは福沢の関与がないということは全く意味しない（杉田①

いとすれば、また明治政府による朝鮮政府に対するほとんど恫喝としかいいよう

）――岩波版全
330ff.

歴史研究は、常に現代とのかかわりを念頭におき、現代の光に照らしたもので

現代の歴史としての意義

東学に関する言及はきわめて少ない。そうだとすれば、どのようにして今後の日

における根本的な欠陥と言わなければならないが、本書でも、前記のようにその

味がないのではないか。また東学に対する福沢の無理解は、福沢の「朝鮮改造論」

集には収められていない。

なければならない。特に他国との関係に関わる歴史研究においてはそうである。

がない通告・要求を俎上に上げずに各種の改革案だけを論じたのでは、あまり意

仮にある歴史現象について、その当時の文脈ではやむをえなかったとみなしうる

朝関係について「日本と近隣諸国〔 朝
= 鮮〕との相互関係・認識に関する問題を
考える上での材料を提供」できるのであろう。本質的な問題を回避した研究は、
0 0

要素があるにせよ、現代の目から見てそれに現代的な評価が加えられなければな

81

聡
杉田

家族・市民社会論、朝鮮改造論に見る「福沢神話」 ――近年の二つの福沢研究を批判する

できる」（ ）
iiなどという少々素人然とした没歴史的な認識を示しているが、この

化にふれ、
「東アジアの状況は、ある意味で日清戦争以前に戻ったと見ることが

未来を描くことはできない。なるほど著者は本書の冒頭で近年の中国・韓国の変

した日清戦争である。

（原田

あって東アジアは比較的平和な状況――いわば「大清による平和」――が続いたのである

事実上拱手傍観した八五年から九四年までのほぼ十年間、中国の安定・日本の不干渉下に

）
。この平和を破り、その後の中国分割を現実的なものにしたのは、福沢が鼓吹
87
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状況認識と著者の研究の関連はどのようなものなのだろうか。総じて、両者の間

想を語るのか、等の違いがおのずから出るものである。例えばカントはフランス

そもそも思想は、どのような基本的立場に立つかによって多様でありうる。直

歴史研究は他の研究と同様に自由であろうが、本書の研究が現代にどのような

革命後の混乱した時期に『永久平和のために』という論考を書いた。この論考は

に明瞭な関連づけをして立論することは確かに難しい。だが、著書の主要主題で

光を投げかけるのかが見えないため、私は少々いらだつ。特にアジア史関係の歴

副題として「哲学的な夢想」と記されているが、それは「永久平和」の理念は百

接的に時の政府の動きに影響を与えることを目指すのか、それは不可能でも中期

史は、
「歴史修正主義」
「自虐史観」などの主要な舞台であるため、この問いに読

年の単位で考えるべき困難な課題であることをカントが熟知していたことを意味

ある福沢の「朝鮮改造論」を論じる意味が、本書から満足に見えてこないのはや

者は関心をもたざるをえない。歴史家はいちいち自らの研究に意義づけなどして

する。なるほどのその「確定条項」等の記述は、現実の国際的な政治過程を踏ま

的な展望を示すのか、あるいは政府への短・中期的な影響は求めずに長期的な理

いられないのであろうが、せめて自らの姿勢に関する反省がなければならない。

えており具体的である （カント①

はり問題であろう。

さもなければ、タコツボ化した領域で業績を上げることにまい進し、自らの研究

的な平和の実現は、絶望的なほどに困難である。とはいえ、困難だからといって

代をよりよく理解し、未来に向けた示唆を得るためにこそ、歴史――思想史も含

は、歴史家に課された使命の一つだと考える。歴史は常に現代の歴史である。現

めからそのような意図もない」と記すが （同）
、私は著者が放棄したそうした営み

むしろ著者は、
「本書は歴史から何らかの教訓を導き出すものではないし、初

沢の朝鮮攻略論を批判するのに一定の意義を有すると言わなければならない。特

化できるのでなければ、
「日本と朝鮮との対等な『連帯』という理想」さえ、福

想のみが思想の名に値すると考えているように見えるが、そのような判断が普遍

書の著者は、右に言う直接的に時の政府の動きに影響を与えることをめざした思

その実現が不可能なわけでもないし、またその論考に価値がないのでもない。本

）
。だが、その先にカントが展望する国際
224ff.

の社会的な意味を問いさえしない自然科学者と、同じそしりを免れない。

めて――は叙述され解釈されるべきなのではないか。なるほど著者がすぐ続けて

に当時は、福沢を含めて多くの知識人がなだれを打ったように朝鮮・中国の支配・

また、
「朝鮮政府の主体的な『文明化』の可能性を認める限り、
『連帯』はどこ

記しているように、
「日本と朝鮮との対等な『連帯』という理想をもとに、福沢
は、別段異を唱える気はない。だが福沢の朝鮮政略論に対置されるべきは、かな

までも『侵略』となる」
（ 244
）
という評価にも疑問がある。その理由をあげて著者は、

侵略を当然視していただけに、なおさらそうである。

らずしも「連帯」論ではなかろう。問われるべきは、福沢の時代認識・情勢認識

「朝鮮の改革勢力との『連帯』は……朝鮮政府の転覆と朝鮮に勢力を及ぼしてい

の朝鮮政略論を批判することに……何らの意義も見出さない」（同）とする姿勢に

に誤りや過大評価はなかったのか、あったとすればそれは何か、いかなる政略を

る清の駆逐という目的のもとに行われるのであるから」と記しているが （同）
、こ

時のリアルポリティックスを前提に、明治政府・福沢の議論が、ナイーブに丸ご

もって福沢のそれに代えうるのか、等の問いではないのだろうか。
「連帯」論は

と肯定されてしまうではないか。そうした歴史研究に、私は意味を見出すことは

こには普遍化の誤り――部分を全体に及ぼす誤謬――が見られる。これでは、当

当
 時でさえ、例えば杉浦重剛に見るように、朝鮮に対する内政不干渉を重視すべきだと

代えるべき政略の一つであっても、一つにすぎない。

）
。実際、歴史的な紆余曲折はあったとしても、福沢自身が
55

いう論点はありえた（渡辺

82

日の研究者」（ 244
）には多様な可能性を探求することが課せられているのであっ

い。国権主義的な利害から自由である限り、外国人も「パイザ」になりうる。
「今

見例外はなく、その意味で事実必然的であったとしても、本質必然的とは言えな

ら、
「連帯」が「侵略」になるというのは、出来した歴史的事実を見るかぎり一

歴史的には他にも多様な連帯の可能性はありえたと言わなければならない。だか

郎などによる東学との一方的な「連帯」
（ S.239
）を念頭においているのであろうが、

できない。この主張において著者は、
「天佑侠」や「玄洋社」
、さらには大井憲太

全面的に否定することとは、断じて同じではない。研究者たる者が、ほとんど妄

いは、常にありうる。だがそのことと、まともな根拠もなく石河の証言の価値を

が起筆したかのように言うのは、方法的にも問題である。なるほど石河の記憶違

て自ら起筆した事実を明示しているのに、あたかもそれ以外も石河その他の記者

全集に注記されている （ 161,
⑭

「朝鮮談判の落着、大石公使の挙動」は福沢の意をうけて石河幹明が起草したと

かんを自ら検討してみるべきであろう。例えば防穀令事件の折に公表された論説

いるようだが （ 20,155f.,157
）
、第一章で論じた著者と同様に、その手法の当否い

0 0

て（おそらく知られずにいる運動がいくつもあったに違いない）
、著者のような

想にもとづくこの種の「研究」をそのまま受け入れるのであれば、研究自体の自

）
。こうして石河が、他のいくつかの論説を含め
65

結論に、私はにわかに首肯することはできない。

また著者は、平山の「研究」を受けて「一九三〇年代における石河らによる福

殺と言わざるをえない。なるほど文献批判は重要であろう （ ）
。だが、それはあ
20

）
。だが、Ｒ・ロッセリー
184

沢像の再構築」に言及するが （ 233
）
、当時の岩波茂雄が、軍国主義体制の流れが

」とは、
「同じ国の者……ムッソリーニのファシズムに抵抗した亡命移民
paisa

ニの映画『戦火のかなた』
（ Paisa
）では、イタリア解放につくすアメリカ人などの連合軍

強まるなかで、むしろそれに抗する意味をこめて、野呂栄太郎他編『日本資本主

「パイザ

兵士をも「パイザ」と表現されている。ここでは、それと同様に、例えばギリシャ独立戦

義発達史講座』
、羽仁五郎『ミケルアンヂェロ』などとともに、石河による『福

くまで学問的方法論にのっとったものでなければならない。

争時のバイロンや、スペイン内戦時のヘミングウェイ、シモーヌ・ヴェーユなどのような

澤諭吉傳』を出版した事実を忘却すべきではない。

が、本国のイタリー人民に対して自分たちは外国人だが、もとはおまえと同国イタリー人

外国人連帯者（義兵）の意味で使った。

の選択肢がある可能性の下にあって、主体的に朝鮮侵略論を選択し提示したので

も、その行動の選択・論説において歴史的な投企を生きたのである。すなわち他

んなに必然的に見えようとも、他の可能性が常に残されている。明治政府も福沢

一種運命論的な解釈であろう。人間は歴史を作る主体でありうるのであって、ど

時の『状況構造』……に規定された結果である」と著者は記すが （ 245
）
、これは

討ができなかったのが残念である。また十分な目配りができたとは言えないかも

制約から比較的短時間で草したため、著者が提示したいくつかの重要な概念の検

福吉本に関連する質問が出されたために、書く気になった。いずれも、仕事上の

きっかけとなって書いた。また第一章は、東京唯物論研究会の会合で参加者から

私は本稿第二章を、社会思想史学会から月脚本の書評執筆を依頼されたことが

おわりに

お願いする。

しれず、私の論述に思わぬ間違いがないとも限らない。読者のご指摘・ご海容を

ある。
付随的に、井田・平山の「研究」に関連して
なお著者は、井田進也や平山洋の起草者推定――私に言わせれば、二〇一四年
）――を真に受けないまでも、何らかの言及は避けられないものと見て
327-58

に耳目を集めたＳＴＡＰ細胞問題なみに研究者倫理を逸脱した「擬似研究」（杉田
①

83

だという〔意味で使われた〕民衆語」であるという（羽仁②
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また、
日本が一九世紀において「近隣諸国との関係づくりに失敗した」のは、「当
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年
「貧民救助策」
、⑫
443-450
⑫

「安寧策」……以上
450-470

「立国の背骨」……以上 88
年
574-577
「貧富知愚の説」
、⑫
62-66

凶事ならず」
、 ⑪ 305-313
「教育の経済」
、⑪
「今後を如何せん」……以上 87
年

⑪

「戦争となれば必勝の算あり」
158-162

湯沢雍 彦『 明 治 の 結 婚・ 明 治 の 離 婚 ―― 家 庭 内 ジ ェ ン ダ ー の 原 点 』 角 川 選 書、
二〇〇五年

『帝
257-292

⑪ 35-38
「法必ず信」
、⑪
以上 86
年

⑩ 181-184
「敵国外患を知る者は国亡びず」
、⑩ 238-240
「脱亜論」
、⑩
「朝鮮人民のために其国の滅亡を賀す」……以上

『時事小言』
（ 81
年）
、⑤
95-231

567-

275-382

渡辺克夫「杉浦重剛の『国権論』
（二）――対外論を中心に」
、
『日本 学園高等 学
校研究紀要』第二集（一九八三年）所収

著書

引用著書・論説名一覧（『福沢全集』から）
第１〜７巻

『通俗民権論』
597
『民情一新』
（ 79
年）
、⑤
1-61

『学問のすゝめ』
（ 72 76
年）
21-144
~
『文明論之概略』
（ 75
年）
、④ 213-229
『学者安心論』
（ 77
年）
、④
1-212

①
「福澤全集諸言」
（ 年）
、①
「唐人往来」
（ 年頃）
、①
1

-65
97
12-23
62
『西洋事情 初編』
（ 66
年）
、① 383-481
『西洋事情 外編』
（ 67
年）
③
④
⑤

85

16

家族・市民社会論、朝鮮改造論に見る「福沢神話」 ――近年の二つの福沢研究を批判する

「朝鮮東学党の騒動
386-388
「支那人の大風呂敷」
、
397-398
「兵力を用るの必要」
、
434-436

「 朝 鮮 談 判 の 落 着、 大 石 公 使 の 挙 動 」
、⑭
61-65
「銅像開被に就て」……以上 93
年
179-183

「ペストの防御に国力を尽す可し」
、⑭
384-386

⑬
「航海業」……以上 年
23-36
91
「婦人社会の近状」
、⑬
「一大英断を要す」
、⑬ 564-566
「女
⑬
3

48-350
412-418
子教育」
、⑬ 575-577
「教育の方針変化の結果」……以上 92
年
「朝鮮の近情」
、⑭
66-68
⑭
⑭
に就て」
、⑭
「速に出兵す可し」
、⑭
392-393
「日本兵容易に撤去す可らず」
、⑭
414-416
⑭

「日本
545-550
「破壊
644-646

⑭ 441-444
「世界の共有物を私せしむ可らず」
、⑭ 468-470
「改革委員の人物
如何」
、 ⑭ 479-481
「支那・朝鮮両国に向て直ちに戦を開く可し」
、 ⑭ 485「我に挟む所なし」
、⑭
「私金義捐に就て」
、⑭
488
514-517
臣民の覚悟」
、⑭ 555-557
「朝鮮の改革に因循す可らず」
、⑭

は建築の手始めなり」
、⑭ 647-649
「朝鮮の改革その機会に後るゝ勿れ」
、⑭
「我に挟む所なし」……以上 94
年
485-488

の近事」
、⑮ 332-333
「二十八日の京城事変」……以上 95
年
「朝鮮政府の転覆」
、⑮ 437-439
「教育普及の実」……以上
379-381

年
96

「義侠に非ず自利の為めなり」
、⑮
「朝鮮問題」
、⑮
「朝
94-96
188-192
312-314
鮮の独立」
、⑮ 320-322
「戦死者の大祭典を挙行す可し」
、⑮ 326-327
「朝鮮

⑮ 8-10
「改革の勧告果たして効を奏するや否や」
、⑮ 11-13
「朝鮮の改革に外
国の意向を憚る勿れ」
、⑮ 18-20
「朝鮮の公債は我政府之を貸附す可し」
、⑮

⑮

「新聞紙の外交論」
、⑯
70-72

「時事新報第五千号」
、⑯
86-91

「職工
121-124

⑮
「資本主と職工」
、⑮
「職工条例制定の必要ありや」
、⑮
5

81-584
586-589
「幣制改革」
、⑮ 642-645
「教科書の編纂検定」
、⑮ 645-647
「女子の
602-612
本位如何」……以上 97
年
⑯

条例は翻訳条例なる可し」
、⑯ 124-127
「翻訳条例は断じて思ひ止まる可し」
、
⑯ 132-134
「事実を見る可し」
、⑯ 284-286
「支那人親しむ可し」
、⑯ 326-329
「対韓の方針」……以上 年
98
「女大学の流毒」……以上 99
年
507-509

⑯

第

〜

〜

巻

巻

書簡集

雑文集

（ 98
年）石河幹明・北川礼
822-823

シラネバナラヌ

⑲
（ 年）
「国権可分の説」
、⑲
「要知論」
（ 76
年）
、 ⑳ 49-53
5

25-538
75
577-581
「中津留別の書」
（ 70
年）
、⑳ 156-159
（ 76
年頃）
〔政府は人望を収むるの策を
講ず可し〕
（題は全集編者による）
、⑳ 230-232
（ 81
年）
「宗教の説」
、㉑ 353-

第

（ 82
年）岩倉具視あて書簡、⑱
⑰ 516-517
弼あて書簡

18
21

（ 00
年）
「修身要領」
356

86

17
19
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江 馬 修 『 山 の 民 』 研 究 序 説 〔十二〕
―― 改稿過程の検討（十二）・ 冬 芽 書 房 版 か ら 理 論 社 版 へ（ 後 の 下 ）――

柴

口

順

一

（帯広畜産大学人間科学研究部門）

二〇一五年四月二十八日受付

二〇一五年七月二十八日受理

〔 12
〕 :
An introductory study on Shu Ema“Yama no Tami”
・ From Toga Shobo version to Riron Sha version (C-y)
A research on the process of rewriting (12)
Jun’ichi SHIBAGUCHI

内の変更を書き加えることで、まずはおおよその変更を整理することからはじめ

の章分けに加えて、各章中に行なわれる一行あけによる区分を併用して分けたも

稿における、単位内の変更を検討する。改めて確認するまでもないが、各本文中

前稿に引き続き、本稿では江馬修『山の民』の冬芽書房版から理論社版への改

部分及び省略部分にはページ並びに行数を記す。当然ながら、追加部分のページ

記すにとどめざるを得ない。それについてはのちに検討する際に説明する。追加

約を付す。構成の変更についてはそれを簡単に記すことは困難なため、△のみを

それぞれ△、 、 の記号を付し、 と の部分についてはその内容の簡単な要

はじめに

のが各単位である。前稿では第三部を検討した。本稿では第四部を検討する。た

は理論社版の、省略部分のページは冬芽書房版のそれである。 、 、及び△に

る。変更は、構成の変更、新たに加えられた部分、省かれた部分の三つに分け、

だし、第四部とは理論社版におけるもので、冬芽書房版では第三部の後半にあた

はそれぞれ番号を付しておく。ただし、 の部分は冬芽書房版第三部にあたるの
その順に記す

で、前稿で付したものの続き番号で記す。ページ並びに行数は「／」をはさんで

ることは前稿で述べた。
一
前稿と同様、以前に作製した各単位の内容をごく簡単に要約した一覧に、単位
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柴口順一

第四部 蜂起
一
【 】
（一月八日）川上屋善右衛門、嘆願のため京都へ向かう。
郷倉建立掛りを命じられ暗澹となる組頭たち。

【 】善右衛門、脇田頼三に会い、相談の上願書を提出。

（ 下／ ）

善右衛門、赤田屋瑛次郎を同道させなかったことを悔む。
（ 上／ ）

五
【 】各所でのぼや騒ぎ。

（ 上／ ）

半鐘の音に外へ飛び出す人々。

（ 下～ 上／ ）

火方と兵士の会話。

兵士に対する火方らの不満。

火方装束以外の人々。

【 】火方と調練隊の反目。

△

（ 上／ ）

（ 上～下／ ）

人々の会話。

兼業禁止に対する人々の不満。

（ 下〜 下／ ）

（ 下～ 上／ ）

【 】火方ら、寄り合いを持ち団結を深める。

上野の森と火方らの様子。

廻状を読み奮起する人々。

【 】自衛のため見張りに立つ百姓たち。

（ 下～ 上／ ）

（ 上～下／ ）

（ 上／ ）

【 】松本村藤兵衛、古川町の消防組のたいまつを狐火と見まちがう。

吉田の立場について。

富田には知らせず陣屋を抜け出す吉田。
駕籠のなかの吉田。

【 】吉田文助、京都の梅村のもとへ向かう。
七

【 】真夜中、半鐘がけたたましく鳴り火事騒ぎ。
地役人、役所へ談判。

（ 上／ ）

年貢軽減の要求は百姓たちにとっては当然であったこと。

【 】旧地役人の再度の要求に危機をおぼえ、吉田文助京都へ行くことを決意。

吉田文助と富田稲太の会話（の一部）
。

【 】旧地役人、つのる不満から口上書を提出。

六

11 5

41 41

△
二

（ 下／ ）

13 12

【 】善右衛門、留守中の宿に梅村の追手が来たことを知り、役所に保護を求
める。
【 】善右衛門、刑法官の取り調べを受け、願書を提出。
善右衛門の言葉（の一部）
。

【 】善右衛門、再び追手につかまりそうになる。
△
三
（ 上／ ）

善右衛門の自問。

要領を得た瑛次郎の文章。

（ 上／ ）

【 】善右衛門、刑法官に再度願書を提出。

四
【 】関所廃止の行政官布告にとまどう役所。

18 13

18 16

9

（ ／ ）

5

（ 下～ 上／ ）

7

（ ～ ／ ）

8

（ 下／ ）

4

【 】苗字帯刀許可の変更により、いっそう強まる梅村への反発。

（ ／ ）

39 38

42 41

55

56

271

58

273

【 】商法局の主要産業独占に高まる不満。
△

商法局に対する人々の不満。

【 】探索方、高山に乗り込み、一方赤田屋瑛二郎ら謹慎処分に。

40

43

11

【 】刑法官監察司、高山を訪れ調査。
【 】高山町内にあらわれた落書。

18

88

8

9

11 10 4

38

41 40

13

14

15

17 16

40

42

44

272

9

6

59

6
6

7

57

19

4

248

14

15

16 35

36

17

25 24

7

3
2
5
34 3

19

20

21

1

5

5

1
2

3

7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12 11 10

江 馬 修『山の民』研究序説〔十二〕 ――改稿過程の検討（十二）・冬芽書房版から理論社版へ（後の下）――

早春の高山の様子。

（ ～ ／ ）

（ ／ ）

吉田が梅村の元へ行ったことを知り、不安がる人々。（ 上／ ）

【 】江馬弥平の家の作小屋、火事にあう。
増蔵について。
（ 上／ ）

九

百姓たちの会話。

船坂屋半右衛門の行動。

（ ／ ）

（ 下／ ）

（ ／ ）

（ 上～下／ ）

いくらか平穏になった高山。

（ 上／ ）

（ 下／ ）

百姓たちの会話。

百姓と安右衛門の会話。

火方たちの会話。

火方たちの考え。

市次郎と増造の会話。

偶然をよそおい吉住礼助があらわれる。

地役人たちの思惑。

地役人たちの不安。

【 】暴動のさらなる拡大を危惧する旧地役人、様々な対策を講じ一時沈静化。

△

（ 下～ 上／ ）

（ ／ ）

（ 上／ ）

（ 下～ 上／ ）

（ 下／ ）

（ ／ ）

（ ／ ）

（ ／ ）

（ 上～下／ ）

梅村、おつるの父親を呼び出し、おつるの消息を尋ねる。

【 】梅村入国を警戒する人々。

一一

【 】途中、役所の吉住・庄村に手紙を出し対処を指示。

ある人物の言葉。

善右衛門らの不安。

おつるの消息が気がかりな梅村。

【 】刑法官判事から取り調べを受けた梅村、 三
( 月五日 禁
) をおかして高山
へ向かう。

【 】禁足の梅村、役所の富田に手紙で対処を指示。

【 】続々と京都へ向かう反梅村派。

一〇

87

喊声をあげ駆け出す人々。
（ 上／ ）

【 】江馬の家をはじめ多くの家が打ちこわしにあう。
まわりの山々にこだまする鐘の音。
（ 下／ ）
（ 上～下／ ）

10 4

9 16 15 10 15 5

6

軒先の提灯をひっこめる家々。

不安な一夜をすごす人々。

（ 下／ ）

290

84

293

91 90 89

296

【 】人々の不安のなか、打ちこわしは続く。
八
【 】打ちこわしはさらに拡大し、牢屋や学校までが襲われる。
寺々の鐘が鳴り、打ちこわしの知らせが届く。

（ 上～下／ ）

（ 下／ ）

（ 下／ ）

34 39

治安の実権を握っていた火方たち。

（ 下／ ）

89

【 】門番の辰造、引きまわしの果てに殺害される。
門番の辰造、清吉に声をかけられ逃げ出す。

清吉が切りつけられ大騒ぎとなる。

役所の門前に居並ぶ役人たち。

（ 上／ ）

（ 上～下／ ）

役所内に入り込む火方たち。

（ 下／ ）

役所の内庭におりるも隠れ場所のない辰造。

辰造を様々になぶる人々。

【 】鳥羽良映がつかまるが、僧侶のため入牢はまぬがれる。

（ 上／ ）

（ 下／ ）

（ 上／ ）

（ 下～ 上／ ）

【 】おつるを逃がそうとした吉田忠太郎がつかまり牢屋へ。
吉田、おつるを伴ない逃走。

吉田、縄をかけられ物置小屋につながれる。

【 】忠太郎とはぐれたおつるは逃げ、自殺を試みるが失敗。
【 】暴動が拡大するなか、難を逃れようとする人々。

6
7

10 8

9

4

3

15

5

それぞれの村で騒動が起こる。
意気あがる百姓たち。

7

95 95 93

310 310 308

106

6

7

4 52

90

6

13
6
9 16
7
6

94

104

10 7

4

63

74 74 73

41 40 39 41 38 37 36 35 40

44 43 42

42

43 5

276

66 66

69

78 78

31

34 33 32

274

60

273

67

72

73

72

83 82

7

35

36

18 37
19 38
21 20
22
23
29 28 27 26 25 24
31 30
33 32

76

22

23

24

25

26

28 27

30 29

柴口順一

△

火方たち、陣屋の護衛も担う。

人々、火方たちに敬意を払う。

（ 上／ ）
（ ／ ）

（ ／ ）

（ 上～下／ ）

（ 上／ ）

（ ／ ）

（ 下～ 上／ ）

（ 上～下／ ）

【 】富田稲太、遺書を残して切腹を企てるが命は取りとめる。
富田に同情し、礼賛する人々。

郡中会所の動き。

様々な対策を練る人々。

【 】梅村がやって来ると聞き動揺する人々。

一二
再び起こる人々の不安。

【 】梅村入国に備え、再び決起する人々。
△
監察司及び伊奈県、苗木藩の動き。

監察司と苗木藩の対処。

【 】人々、代官橋を中心とする宮川べりに集結。
【 】火方ら、鉄砲と弾薬を入手できず。

戦意にもえる人々。

【 】迎えうつ人々の様々な動き。
△

竹槍を作る人々。
途中でひき返す為吉。
民助について。
吉住と為吉の会話。
その後の民助。

【 】吉住礼助、暴動鎮圧を画策。
一五

（ 上～下／ ）

（ ／ ）

（ 下～ 上／ ）

（ ～ ／ ）

（ 下～ 下／ ）

（ ／ ）

（ 下／ ）

（ 上／ ）

（ ／ ）

（ 下～ 上／ ）

【 】先頭部隊、宮峠を越えるが武器と兵糧不足に悩まされる。
久々野郷の状況。

にぎり飯をむさぼり食う人々。
竹槍を作る人々。
物資に窮乏する人々。

物資と応援を要求する人々。

（ 下／ ）

（ 上／ ）

（ 下／ ）

（ 上～下／ ）

（ 下～ 上／ ）

【 】梅村、火方らに襲われ、逃がれる途中肩を撃たれ負傷。

梅村、呼び戻しの寛恕を願う書状を認める。
梅村の判断。
梅村と源八の会話。
火の手が上がる家。

9 17 8

（ 上～ 上／ ）

房吉ら、梅村を撃ったときのことを百姓たちに語る。

【 】梅村ら、かろうじて逃がれ苗木藩に保護を求める。

7

【 】遅れてかけつけてきた百姓たち。

（ 下／ ）

（ 上～下／ ）

（ 上～ 下／ ）

22

一四
【 】一の宮の境内にかけつけた五郎作と源兵衛の会話。
続々と一ノ宮に集まる百姓たち。

集まって来た百姓たちの様子。

五郎作と源兵衛の会話。

（ 下～ 上／ ）

（ ／ ）

16

4 37 4 17 4

6

13 5 10 7

6

147

大方の人々はひき返す。

【 】苗木藩に梅村引き渡しを要求するが拒絶される。

梅村の悪評は他に広く及んでいたこと。

（ 下～ 上／ ）

（ 上／ ）

梅村、苗木藩に身を寄せることを思いつく。 （ 下～ 上／ ）

8 49

【 】鉄砲・兵糧が届かぬ まま先頭部隊が進発。
梅村接近の知らせを聞き動揺する人々。

酒もまだ届かなかったこと。

（ ～ ／ ）

（ 上～ 上／ ）
町会所と郡中会所の策略。

（ ～ ／ ）

人々の会話。
人々の会話。

328

140

330

141

330

144 143 142

331

144

145 145

151 151 150

90

139

138

329

152

52 57 51 56 50 8 55
61 53 60 59 58

140

143

146

146

150 149

151

45

46

47

5

5

13

9 87

15
4 19
92 14 15
16 24 43 3 40

65 64 63 62

66

68 67

69

134

48

107

107

113

319

114

322

130

135

323

326 325

137

325 323

49

50

110

110

116

132

45 6 44
46
45 47
46 49 7 48
52 51 50
49 48 54 47 53

131

134

136

37

38

39

42 41 40

43

44
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一五

（ 下～ 上／ ）

（ 下／ ）

安右衛門と男の会話。
（ 下～ 上／ ）

厳重に固められた苗木城門。

五郎作の言葉。

安右衛門と老侍の会話。

源兵衛、安右衛門、五郎作、宇平の会話。

指導的立場に立った火方。

（ 下／ ）
（ 下～ 下／ ）

（ 下～ 上／ ）

（ 上／ ）

（ 下～ 上／ ）

（ 上～下／ ）

【 】火方らの行動が激化するなか、名張村五郎左衛門が虐殺される。
△
御役所と地役人の立場。

処刑場に押し寄せる人々。

五郎左衛門と人々の会話。

宮原、鎮静にあたる。

（ ／ ）

（ 上／ ）

（ 下～ 上／ ）

（ 上／ ）

（ 下／ ）

（ 下／ ）

【 】川上屋善右衛門、京都での活動の後、瀧原礼造とともに帰国。
一八

庭の様子。

宮原の言葉。

宮原の言葉。

宮原と役人たちの会話（の一部）
。

宮原の言葉（の一部）
。

宮原と役人たちの会話（の一部）
。

宮原と役人たちの会話。

宮原の言葉（の一部）
。

庄村、宮原の杯を所望する。

宮原と役人たちの会話（の一部）
。

宮原の言葉（の一部）
。

郡代時代と変わらぬ顔ぶれ。

庭の様子。

【 】宮原大輔、高山県知事に就任し、地役人たちと酒宴。

△

一九

【 】梅村派の人々、特に江馬弥平のその後。

弟の牢死に憤慨する良映。

毒殺説について。

梅村毒殺をめぐる風説。

梅村の懊悩。

梅村、竹沢のことを思い出す。

梅村の考え。

【 】梅村、牢で煩悶の末 明
( 治三年十月二十六日 死
) ぬ。

（ 上／ ）

【 （
】三月十三日）
監察司知事宮原大輔、
高山に入り、 十
( 四日 梅
) 村罷免される。
一六
【 】宮原、一連の政策を発表。
【 】旧地役人、辞職を申し出るが受理されず。

56

57

【 】鳥羽良映のその後。

（ ～ ／ ）

宮原はまだ正式に知事に任命されていなかったこと。

郡中会所の状況。

願書についての評。

宮原の認識と判断。

宮原の返事に対する評。

郡中会所総代ら、おとなしく引き下がる。

（ 上～ 上／ ）

（ ／ ）

（ 上～下／ ）

8 24 7 12 7

（ 下／ ）

（ 下～ 上／ ）

（ 下／ ）

（ 上／ ）

（ 下～ 上／ ）

20 29 6

（ ～ ／ ）

（ 上／ ）

（ 上～下／ ）

4 16 23 6

（ ／ ）

（ ／ ）

（ ／ ）

（ 下／ ）

4

（ 上～ 上／ ）

23 19 22 7

（ 上～下／ ）

（ 上～ 上／ ）

（ ／ ）

（ 上～下／ ）

6

（ 下～ 上／ ）

6

18

旧地役人・郡中会所と百姓たちの対立。
春になり、百姓たちが畑仕事をはじめる。

371

188

375 373 372

193 191

195

379

60 59 58 93 92 10 57 91 90 89 88 87 86 85

柏木徳兵衛のその後。

178

187 186 185 184 179

370

197

91

179

183

186

188

192

【 】郡中会所、宮原に十二ヶ条の願書を提出。

一七

9 45 7

97 96 95 94

98 61

156 154 154 153 152

162 161 159
164

348

352

193

194

195

196

38 15 14 12 9

13

23 12 18
4

99

158

161

169

171

58

153 152

155

157

347

170 170 169 167

172

359

59

74 73 72 71 70
78 77 76 9 75
79
54
56 84 55 83 82 81 80

16
7 21 6 10

60

51

52

54 53

55
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二〇

江馬弥平のその後。

（ 上～ 下／ ）

【 】
（六月十九日）宮原、役人らを呼び人民沈静の心得について講話。

逮捕されたのは貧農ばかりだったこと。

五郎作の逮捕。

（ 上／ ）
（ ／ ）
410 4

も圧倒的に多いのが新たに加えられた部分であることも以前と同様である。ただ、

構成の変更がこれまでよりは幾分少ないといえるであろう。以下、構成の変更、

新たに加えられた部分、省かれた部分の順に見ていく。

まずは構成の変更である。△ は【 】
、冬芽書房版では〈 〉の部分である。

京にのぼった川上屋善右衛門は脇田頼三に会う。梅村を失脚させるための協力を

願い出るためである。脇田は、かつて竹沢を失脚に追い込んだ人物であった。善

右衛門は、長崎留学を翌日に控えた脇田を宿にまねき宴をはる。冬芽書房版では

れていた。若い同僚たちがそれぞれ、すでに立派な地位を与えられ東京へと出向

その部分に、脇田は長崎へ行くことをあまり面白く思っていなかったことが記さ

逮捕されたのは貧農ばかりだったこと。

だが、 の省かれた部分は冬芽書房版の省かれた部分であるから、理論社版の単

むろん理論社版で加えられたものであるから、すべて理論社版の単位に一致する。

あり、冬芽書房版とは当然ずれがあることである。 の新たに加えられた部分は

ものである。したがって、変更箇所はあくまでも理論社版の単位におけるもので

前にも述べたが、この一覧には少々難点がある。これは理論社版をもとにした

たこととしては描かれていなかった。いずれがすぐれているかはともかく、変更

けの宴をもうける。冬芽書房版では脇田が思ったこととして記されており、語っ

見まで見送りに行ったという形になっているのである。二人はそこでまた二人だ

同道したことがすぐあとに記されていた。要するに、善右衛門は脇田に同情し伏

る。大きなちがいはないといえるが、ただ、善右衛門は見送りのために伏見まで

〉の部分である。脇田の助言を受け、善右

の意図は理解できるであろう。
】
、冬芽書房版では〈

衛門は刑法官に願書を提出する。もちろん、梅村の非を訴えたものである。善右

は【

明確になる。重複するので本稿で再掲することはしないが、適宜冬芽書房版の単

衛門はやがて刑法官から呼び出され、取り調べを受ける。だが、刑法官は基本的

△

位をも示すことにする。というよりは、冬芽書房版の単位をたえず併記すること

に梅村支持の立場であった。理論社版では冒頭、そのことで善右衛門は目の前が

せたものなので同様なことが起こる。そのずれは、以前に掲げた対照表を見れば

になるであろう。対照表を見てもわかるように、冬芽書房版の単位は先と同様な

との方にあった。すぐ前の【 】の部分は、刑法官の取り調べの記述であり、そ

真っ暗になったことが記されていた。梅村が正しいのであれば自分は讒訴したこ

二
これまでと同様、第四部における単位内の変更もまた極めて多い。そのなかで

は【

】
、冬芽書房版では〈

50

なっているとはいえるであろう。
△

〉の部分である。ここは、商法局が主要産

の最後は涙を流す善右衛門が描かれ終わっており、理論社版の方が自然な流れに

4

物を独占したことに対して次第に不満が高まってくることが記されている部分で

9

で記す。

事情から、前稿で付したものの続き番号で記しており、理論社版の単位番号と一

46

とになり、死罪にもなりかねないからである。冬芽書房版ではその部分はややあ

5

位とはずれている部分があるのである。△の構成の変更も理論社版の単位に合わ

あとの部分に移されていた。前夜、酒の席で脇田がふと漏らしたこととしてであ

していたからである。理論社版では、この部分は翌日の脇田出発が記されたすぐ

（ 下～ 上／ ）

（ 下～ 下／ ）

14 12

かつてのことを思い出し、涙を流す清兵衛。 （ 下～ 上／ ）

【 】広瀬村五郎作、とうまる駕籠に乗せられ高山を去る。

224

奥田金馬太郎が帰って来る。

【 】善右衛門その他京都で活動していた人々のその後と、
広瀬村五郎作の逮捕。

271

5

228 225

41

206

213

385

213

2

199

227 224

1

100
102 62 101
104 103

致するものはないからである。冬芽書房版の単位番号は以前と同様、
〈 〉付け

2

3

92

62 61

63
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は【

】
、冬芽書房版では〈

〉の後半部分である。いよいよ梅村が入国

という知らせを聞き、人々は再び決起する。合図の音が鳴り響くのを聞き、百姓

△

ことが記されている。商法局の土蔵が手狭になったため、そこに新たな土蔵を建

たちは農作業をやめて武器を持って家を出ていくことが記されている部分があ

ある。冬芽書房版では冒頭、陣屋前に建つ貧しい屋並みの家々が取りこわされた
てるためであった。そのために、住人は強制的に立ちのかされたのであった。理

〉の後半部分である。ここは、梅村を迎え

る。理論社版ではそれがややあとの方に移されている。冬芽書房版では鐘が鳴り

】
、冬芽書房版では〈

論社版ではそれが最後の部分に移されていた。商法局に対する不満をより助長す

は【

響く記述のすぐあとに記されている。こちらの方が自然な流れとはいえるが、理
△

うつ人々の様々な動きが描かれている部分である。シシツキ槍を持った百姓のな

〉のなかば部分である。ここは、やがて反

乱の中心となる火方と調練隊の反目が描かれている部分である。商売の兼業禁止

かに、途中で穂先を切り落とし、柄だけを振って後続の竹槍組にまぎれ込むもの

】
、冬芽書房版では〈

によって人々が難渋していたことが記された部分がある。理論社版ではそれがや

があったということが記された部分がある。理論社版では、それが数行あとに移

は【

や前の方に移されていた。そのあいだには、火方らが役所に要求した二つの事項

〉の部分である。梅村の肩を撃ち退散させ

されている。そのあいだには、人々は皆が皆積極的であったわけではなく、強制

】
、冬芽書房版では〈

が箇条書きで記されている部分がある。一つは、今後火事場へは決して調練隊を

ろう。
△

は【

されてしぶしぶ出てきたものが少なくなかったことが記されている。理論社版で

〉の部分にある。飛驒では

立ち入らせぬこと。もう一つは、商売は万事在来どおりになし下されることであ

はいずれも【

いとはいえないであろう。
と△

た火方らの行動がさらに激化することが描かれている部分である。火方たちが町

△

梅村排斥を企てる大きな騒乱が起こる。梅村はみずからそれを鎮圧するために、

〉の部分である。ここは、宮原大輔が高山

の旦那衆の家々をまわって、慰労のためと称する寄付金を集めたことが記された

】
、冬芽書房版では〈

禁をおかして高山へ向かう。ここは、梅村の入国を警戒する人々が描かれている

は【

県知事に就任し、地役人たちと酒宴をはる場面である。宮原をはじめ一同が機嫌

△

れていた。冬芽書房版に特に不都合があるとは考えられず、その意図はよくわか

よく会話をかわし合う記述が続くのだが、やがて宮原は合羽屋のおらくのことを

たにすぎなかったことが記されている。理論社版ではそれがややあとの方に移さ

部分がある。理論社ではそれがやや前の方に移されている。理由はよくわからな

】
、冬芽書房版では〈

は、百姓たちの行動のいわば理由をはじめに持ってくる形にしようとしたのであ

72

76

85

らない。以上が△ である。騒乱の中心にいた火方たちは決して武装を解かなかっ

57

部分である。冒頭、騒乱は一時鎮静したかに見えたことが記される。しかし、冬

51

る。理論社版での変更は、その第二項をあらかじめ説明しておこうとしたためで

△

るというべきそのような記述をはじめに持ってきた方がよりよいともいえるが、

70

論社版が特にまずいとはいえないであろう。

39

45

あとに持ってきても特にまずいとはいえないであろう。

7

8

9

10

いが、大きなちがいはないというほかはない。

68

ろう。もちろん、冬芽書房版のようにあとに持ってきても何ら不都合はないであ

53

芽書房版ではそれにすぐ続けて、決して鎮静したわけではなく、やや下火になっ

36

あろう。もっとも、冬芽書房版のようにあとに説明を加えるというのも特にまず

14
6

記されている。理論社版ではそれもまたややあとの方にまわされていた。これま

くつかの隊に分かれて町の要所要所に詰所をかまえて警備にあたっていたことが

たことが記されている部分がある。冬芽書房版ではそれに続けて、火方たちがい

るのだが、冬芽書房版ではやや会話が進んだあとに位置していた。おらくは今ど

述の部分がある。理論社版ではおらくの話題を持ち出して間もなくその記述があ

話題にする。宮原がおらくのその後をたずね、奥田大蔵がそれに答えるという記

との方になり、ところでという形で問うのもまたひとつのあり方というほかはな

うしているのかをはじめに問いただすというのもひとつのあり方といえるが、あ

ない。以上が△ である。

た、冬芽書房版に特に不都合があるとは考えられず、意図は不明といわざるを得

5

6

93

4
5

柴口順一

い。

う意図があったと考えられる。ただ、それだけではないと考えられるものもごく

が、全体として大きく改善されたとはいいがたいであろう。第一部のような、い

るほどのものはなかった。比較的よりよいといえるものがなかったわけではない

たに加えられた部分と省かれた部分とは互いに関連している場合も少なくないか

討する。ただし、検討は省かれた部分をも一通り見たあとに合わせて行なう。新

前稿と同様、これら以外のものを中心として特に問題となる部分をまとめて検

わずかだがあった。それについてはのちに述べる。

わば改稿のための改稿といったほどではないにしても、第二部や第三部のような
らである。

以上が構成の変更である。これまでよりはやや少ないが、明らかに改善といえ

改善は認められない。

そこで、次に省かれた部分である。省かれた部分もまた、これまでは一応の分

、

次は新たに加えられた部分である。以前と同様、新たに加えられた部分は極め

、

類を行なってきた。だが、先と同様な理由からやはり分類は行なわない。ただ、

、

て多い。これまでは、まずは大雑把に分類することからはじめていた。もとより

、

会話の記述だけはこれまでどおり列挙しておく。

、

十分な分類にはなり得ないことは承知の上、おおよそ四つに分類した。だが今回

49

57

58

の六箇所である。新たに加えられた部分としては比較的に会話の記述が多く、

44

数は全体の二割程度にしかならないのである。もはや分類の意味をなさないのは

記述と引用の記述はゼロである。つまり、これまでと同じ分類を行なってもその

ない。あたりの様子と人々の様子の記述もごくわずかであり、ことがらの説明の

極めて多く、それぞれ五割程度を占めていたが、第四部はそれも二割程度にすぎ

いうものである。その意味で、会話の記述をことさらに削ろうという意図は認め

りに新たな会話の記述を加えた、あるいは新たな記述を加えたがために省いたと

その多くは差しかえというべきものであったといってよい。すなわち、省くかわ

あったと述べたが、省かれた部分も比較的にいって少ない方ではなかった。だが、

作品全体として会話の記述及び会話場面を増し、より豊かにしようという意図が

、

、

、

、

、

、

、

72
、

、

いるものはあるが、すべて会話を中心とした記述である。その多くは新たな会話

ある。

様、基本的には順を追って見ていくが、割愛する部分があることも以前と同様で

以上まとめた以外のものを中心に、特に問題となる部分を検討する。以前と同

三

顕著であるといってよいであろう。

明らかであろう。ただ、これまでと同様な形で、会話の記述だけは列挙しておこ

は、分類する意味はほぼないといってよいであろう。これまでは、会話の記述が

39

がたく、全体としては会話の記述を増やしより豊かにしようという意図はやはり

、

73

は当然そこに存在していたと考えられる人物による会話であった。もともとあっ

追加であった。すなわち、場面としては存在しまた人物も存在していた、ないし

たちのことが記されていた。組頭の誰もがいかに迷惑をしていたかを補足したも

に郷倉の建立掛りに任命される。

が記されている部分である。善右衛門が町会所に出向した際、数名の組頭ととも

は、建立掛りを命ぜられて暗澹となる組頭

た会話場面をより豊かにしようという意図があったと考えられるが、新たな会話

のである。

40

場面の創出も、作品全体として会話場面を増やそうとし、より豊かにしようとい

1

1

94

59

うと思う。
、

3

会話の記述としては一人の発言の場合も含めておいた。一応は分けて記して

、

74 7

おいたのでここでもそれにしたがう。まずは一人の発言である。
、

71

の五箇所である。次はそれ以外のまさに会話の記述である。
、

64

、
、

57

、
、

54

の十八箇所である。これらはむろん一部地の文を含んで

52

場面を創出したものではなく、もともとあった会話の記述をいわばふくらませる

、

41

【 】
、冬芽書房版の〈 〉は、川上屋善右衛門が嘆願のため京都へ向かうこと

、

40

形で加えられたものであった。一人の人物の発言も同様であり、会話場面にける

、

93 39

92

91 38

90
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次は【

】
、冬芽書房版では〈

〉の部分である。京にのぼった善右衛門は脇

は、吉田が同僚の

いた百姓にとっては当然であったことが記されている。今さらいわずもがなのこ

とともいえるが、無駄な記述とまではいえないであろう。

いたことがなく、文章のうまい赤田屋瑛次郎を同道させなかったことを悔んだこ

迫した情勢を知らせすぐに帰国することを促すためであったが、同時に危機迫る

と相談の上でのことであったと記されていた。吉田が京へ行く目的は、梅村に切

富田には知らせずに陣屋を抜け出したことが記されている。冬芽書房版では富田

とが記されている部分である。然るべき追加といってよいであろう。引用のすぐ

今の状況から逃れるためでもあった。理論社版では、そのような吉田の狡猾さを

が加えられている。善右衛門は願書の類を書

あとには、
「恐ろしくごたごたした・拙劣な文章で」あったと記されている。こ

は、主として吉田の立場について記されてい

強調しようとしたのであろう。

は善右衛門の自問が描かれている。人々の困窮は

【 】
、冬芽書房版〈 〉は、善右衛門が刑法官に再度嘆願書を提出したことが

任を負わされていたことである。にもかかわらずひそかに逃げ出すという吉田の

る。すなわち、吉田は副知事の立場にあり、留守を守ることについては最大の責

35

の部分には吉田が富田と相談したという記述

狡猾さをあらわすためにも、この部分は省く必要はなかったのではなかろうか。

こることが記されている。

は、早春の高山

は、地役人が役所へ談判に行くことが描かれてい

【 】
、冬芽書房版〈 〉の前半部分は、真夜中に半鐘が鳴り出し火事騒ぎが起

も含まれている。

いったいどうなるのか、政治の理屈さえ通れば人々の生活はどうなっても構わぬ
はその補足といってよいであろう。再度の

付け加えていっておけば、この

をめぐらすことが記されており、

は、その文章が要領

る。いよいよ事態が切迫する様を描こうとしたのであろう。

の様子が描かれているが、なぜことさらに省かれなければならなかったのかはよ

】
、
【

】
、冬芽書房版では〈

〉の後半、
〈

〉
、
〈

がる人々が描かれていた。然るべき追加といってよいであろう。
】
、
【

れていた。

】
、
【

〉の部分

は、先に触れた吉田が梅村のもとへ行ったことを知り、不安

る形での追加といってよいであろう。善右衛門はそれをもととして願書を書きあ

17

願書提出のため善右衛門は再び慣れない文章に取り組みはじめたときであった。
国元の赤田屋瑛次郎から、梅村を弾劾する文章が届く。

35
くわからない。

の記述にいわば呼応す

17

57

【

59

18

【 】
、冬芽書房版〈 〉のなかば部分は、火方と調練隊の反目が描かれている。

23

24

25

ある。

は、年貢軽減を要求したことは、徳川幕府の重い年貢に苦しめられて

57

58
れないので省略する。ただ、

だけには若干触れておく。

は、江馬弥平の

38

ネガティブなものではなかった。増蔵だけをことさらにネガティブに記すことは

かなろうか。ただ、佐吉と安右衛門については身なり恰好や様子の記述であり、

もそれぞれ記されており、特に増蔵の部分だけを省略する必要はなかったのでは

が記されている。増蔵に続いて、畳屋の佐吉、そして豆腐屋の安右衛門について

記された部分である。きかぬ気のあばれ者として名がとおっていたといったこと

作小屋が火事にあったにもかかわらず傍観していた火方らの一人、増蔵について

38

は多くの家が打ちこわしにあい、牢屋や学校までが襲われることが記されている

22

冒頭、火方の装束について記されている。特に有力な秋葉講、神明講について記
である。然るべき追加といってよいであろう。

は兼業禁止に対する人々の不満が記されてい

9

部分である。それぞれに変更の箇所があるが、特に取りあげるべきものとは思わ

そのことが記されたのが

は兵士に対する火方らの不満、

は会話の記述なので割愛
〉なかば部分である。ここは、旧地役人の要求

た。これまた、然るべき追加というべきであろう。
する。
】
、冬芽書房版の〈

56

に危機をおぼえた吉田文助が京へ行くことを決意することが描かれている部分で

次は【

11

10

8

されているのだが、そのような火方装束を着ていない者たちも多く存在していた。

53

げる。その願書は理論社版では六頁、冬芽書房版では七頁にわたり長々と引用さ

を得た立派なものであったことが記されている。先の

5

2

21

4

というのかといった自問である。これに前後する部分は、善右衛門が様々と思い

記されている部分である。

47

れは理論社版の記述であるが、冬芽書房版にもむろん同様な記述がある。

記されているが、そのすぐ前に

田頼三に会い、相談の上願書を提出することにした。その願書が引用という形で

41

2

16

2

19
15

95

4

6

17

柴口順一

【 】
、冬芽書房版〈 〉の前半部分は、役所の門番であった辰造が引きまわし

ないと判断したと考えられなくもない。
は、辰造が清吉に声をかけられ逃

制札場に連れていかれ晒されたあげくに、最後は引きまわしにされ死んでしまう。

とに役所を出たとたんに辰造は人々に襲われ負傷する。負傷した辰造はそのまま

結局、辰造は火方らにつかまり役所から連れ出されることになるのだが、驚くこ

は、制札場において辰造を様々になぶる人々が描かれていた。これまた、然

えぬふりをして足を速めた。清吉が再び声をかけると、辰造は立ちどまり「何用

【 】
、冬芽書房版〈 〉の後半は、おつるを逃がそうとした吉田忠太郎がつか

るべき追加といってよいであろう。

そのあとには「辰蔵は猛然と食つてかゝつた。
」とあった。ちなみに、冬芽書房

すると辰造は突然逃げ出すのである。冬芽書房版では「呼びとめた。
」とだけあり、

ない逃げる様子が描かれていた。この部分は一頁半に及ぶ少々長めの記述である

まり、牢屋に入れられることが記された部分である。

もので、

は、吉田が縄をかけら

そこには、清吉の女房も泣きながら駆けつけ、みんなで清吉を家に運んだといっ

れ物置小屋につながれる記述である。吉田がつかまったときの具体的な記述であ

もその一環であったといえるであろう。

たことも記されていた。その間に辰造は首尾よく姿をくらますのである。冬芽

り、然るべき追加といえるであろう。

ている。その直前には、村々がいっせいに蜂起したと記されており、そのことを

はそれぞれの村で騒動が起こったことが記され

りるも適当な場所を見つけられない辰造が描かれていた。はじめは米倉のなかに

補足的に記したものである。

が描かれている部分である。

隠れるつもりだったのだが、そこには錠前がおりていたのである。やむなく辰造

もまた、その直後に半右衛門の行動が記されており、それを補足する意味で加え

との差しかえ

は船坂屋半右衛門の行動が記されている。これ

は米倉の屋根によじ登り、そこでじっとしていることになるのだが、冬芽書房版

は百姓たちの会話の記述であるが、これは

はそれが

は、役所の門前に居並ぶ役人たちの様子が描かれていた。火方らは彼らに向かい

かは疑問である。

百姓たちの具体的な会話で描かれていた。ことさらに変える必要があったかどう

39

33

34

は百姓たちの意気あがる様が記されているが、

33 39

【 】
、冬芽書房版〈 〉と〈 〉の部分は、暴動のさらなる拡大を危惧した旧

れ捕えられてしまう。そのことを聞いた火方らはすぐに役所に押しかける。

たのであろう。

は、役所の内庭にお

書房版では、
「相手が倒れるのをみて、彼は一さんに逃げ出した。
」とあるだけで

つるが一人逃げる様子が描かれている。おつるに関する記述を大幅に書き加えた

30

31

では役所に侵入するやすぐに屋根に登ることになっていた。これまた、然るべき

場所を求めてやがて塀を越えて役所のなかに侵入する。

61

といってよい。

32

【 】
、冬芽書房版の〈 〉は、暴動が拡大するなか、難を逃れようとする人々

である。

29

あった。いずれも、然るべき追加であったといえるであろう。逃げた辰造は隠れ

りつける。それを見て人々が大騒ぎとなることが記されているのが、

が、次の【 】は理論社版で新たに加えられた単位であった。吉田とはぐれたお

60

版では「辰造」は「辰蔵」になっていた。やがて辰造は刀を抜いて清吉の肩に切

28

30

辰造の身柄を引き渡すように要求するが、むろん役人たちは簡単に求めに応じよ

27

追加といってよいであろう。やむなく屋根に登った辰造はしかし、すぐに発見さ

26

30

25

は、吉田がおつるを伴

か？」となじる。清吉はそれにこたえるかわりに、大声をあげて仲間を呼んだ。

げ出す様子が描かれている。清吉が「おい、辰造！」と声をかけるが辰造は聞こ

の果てに殺害されることが描かれている。

60

地役人が様々な対策を講じることで、一時鎮静化に向かったことが記されている。

るのが

地役人たちの思惑あるいはたくらみといった点に重点をおいた書かれ方になって

との入れかえといってよいであろう。

ためらつているまに、彼らは白州に闖入して、辰蔵を門のそとまで引きずり出し

は、地役人らのとった対策により、いくらか平穏になったことが記さ

いた。

すぐに役所へ押しかけて、辰蔵の身柄のひき渡しを要求した。そして地役人らが

はむろん不安も描かれているが、

うとはしない。そこで火方らは力づくで役所内に入り込むが、それが描かれてい

63

は、暴動が拡大することに対する地役人らの不安が描かれているが、これも

62

である。この間のことを冬芽書房版では、「火方と百姓はそれをきくと、

31

35 40

た。
」
と記されているだけであった。いずれも然るべき追加といってよいであろう。

35

28

36

96

29

24

26
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れていた。然るべき追加であろう。

は偶然をよそおい吉住礼助があらわれた

ことが記されていた。これ以後の部分は、郡中会所での百姓や火方たちの話し合

とはまちがいない。ある程度のことは梅村の耳にも届いていたと記されていた

を省いたのもそのためであったといえるであろう。付け加えていっておけば、

には、維新の志士のなかには赤いシャツを着てマルセイエーズを高唱して歩

要だと考えたのであろう。理論社版では、押上市次郎としめし合わせて偶然をよ

にいた。地役人の吉住が何気なくその場にいるのは不自然で、何らかの説明が必

の目で見られていたことが記されていた。それを奇異と感じたのは、そのような

その前の部分には、下着に白いボタンのついた赤いシャツを着ている梅村が奇異

くものもあったことが記されている部分もあった。少々唐突な記述に見えるが、

そおい来るという段取りをしていたことにしたのである。

〉の部分である。ここは、刑法官判事から取

されているが、この部分をなぜことさらに省いたのかは不明である。他はすべて
】
、冬芽書房版では〈

会話の記述なので割愛する。
次は【

として、あるいは新たに加えられた単位【 】と

のである。
、

【 】
、冬芽書房版の〈 〉は、梅村の入国に警戒する人々が描かれている部分
、

はいずれも火方たちについて記されている部分である。

【 】
、冬芽書房版の〈 〉は、富田稲太が遺書を残して切腹を試みるが命は取

とになり、人々も大きな敬意を払っていたことなどが記されていた。然るべき追

や

を伴ない逃げたが、途中つかまり牢に入れられたこと、そしておつるはその後一
内容は、先に触れた

69

である。そこ

りとめたことが記されている部分である。人々は富田の切腹を茶番と見なし冷笑

37

して大幅に書き加えられた部分である。内容としては移動ともいえるが、その記

29

加といってよいであろう。

治安の実権を握っていたのは火方たちであり、やがて彼らは陣屋の護衛も担うこ

である。

68

45

36

41

り調べを受けた梅村が、禁をおかして高山へ向かうことが記されている部分であ

維新の志士を知らない田舎者であったからだ、という補足的な説明になっていた

は火方の考えが記

いがかなり長々と描かれているのだが、冬芽書房版でははじめから吉住はその場

42

42

37

は、おつるの消息を気にする梅村が描かれていた。吉田忠太郎がおつる

44

66

した。しかし、ある人々は同情し礼賛したと記されているのが

31

述量と詳細さは比べようもなく、先の部分の追加とともにこの部分を省略として

30

人で逃げたことなどが梅村の耳にも届き、梅村は心を乱すのである。この部分の

る。

43

34

は、下原まで

【 】
、冬芽書房版の〈 〉は、梅村が高山へ向かう途中、役所の吉住と庄村宛

処理した。他の箇所は特に取りあげるべきもとは思われないので省略する。

き追加といってよく、ある人々は同情し礼賛したことを加えたのは、いわばその

の著述に専念したことなども記されていた。富田のその後に関する記述は然るべ

には、梅村の側近のなかで富田だけが入牢をまぬがれ、のちに『斐太後風土記』

46

根拠を示そうとしたからであろう。切腹を茶番と見なし冷笑する人々ばかりで
や

やって来た梅村がおつるの父親を呼び出し、おつるの消息をたずねたことが記さ
れている。先にも述べたように、理論社版では

には、ある程度梅村の耳にも届いてい

【 】
、冬芽書房版〈 〉の前半部分は、梅村がやって来ると聞き警戒する人々

は様々な対策を練る人々が描かれているが、内

との差しかえといって差しつかえない。ただし、記述量

が描かれている部分である。
容的にいってこれは

は大幅に増えている。次の【 】における

も同様である。冬芽書房版

ところ、
「二十九日の夜中に陣屋をぬけ出したのはほぼ確からしい」ことはわかっ

では〈 〉の後半にあたるこの部分には、梅村がやって来ると聞き動揺する人々

と

たが、
「その後の消息は杳として分らないとの事だった。
」と記されていた。理論

の部分には、父親にたずねた

たと記されていたが、理論社版ではそれが省かれていた。梅村はおつるの消息に

を知っていたわけではない。先に見た

によっておつるのその後はかなり詳しく描かれていた。しかし、梅村がそのこと

29

が描かれていた。

49

ついてはほとんど何も知らなかったのである。

47

31

社版では、梅村がおつるぬの消息をほとんど知らなかったことにしようとしたこ

70

39

38

30

42

70

45

42

分な説明になっていたとはいい難いが。

あったなら、のちの富田をうまく説明できないからである。もっとも、それで十

に手紙を出し対処を指示したことが記されている部分である。

67

46

97

42

、そして【 】の追加

42

35

柴口順一

【 】
、
冬芽書房版では〈 〉の後半部分である。梅村入国の知らせを聞いた人々
は、

については先に述べた。

は物資と応援を要求する人々が描かれて

は物資に窮乏する人々が描かれていたが、これ

は握り飯をむさぼり食う人々が描かれていた。これまた然るべき

簡単に記されている。然るべき追加といえる。久々野郷の人々には炊き出しが要
求される。

追加といってよいであろう。

は再び決起する。人々は一の宮に集結し、やがて先頭部隊が出発する。
梅村接近の知らせを聞き動揺する人々が描かれている。梅村との対決がいよいよ
いた。

との入れかえといってよい。

は

は先と同様な差しかえといってよい。町会所と郡中会所の策略が描かれ

迫ったことで人々はいっそうの動揺を示したことを記そうとしたのであろう。
と

【 】
、冬芽書房版〈 〉の後半は、梅村が火方たちに襲われ、逃れる途中に肩

は、梅村が呼び戻しの寛恕を願

を撃たれ負傷することが記されている部分である。冒頭には、京都から呼び戻し

は戦意にもえる人々が描かれていた。然るべき追加とい

う書状を認めることが記されている。次には高山から情勢を知らせる書状が着く。

ている部分である。
は途中で引き返す為吉が描かれているが、これまた先と同様

それにもまた返書を書く。それは引用という形で記されているが、そのすぐあと

が加えられている。梅村の情勢判断が記されており、然るべき追加といっ

【 】
、冬芽書房版〈 〉の前半は、梅村がかろうじて逃がれ、苗木藩に保護を

てよいであろう。他は特に取りあげるべきものとは思われないので省略する。

に

はそ

との差しかえといえる。為吉は冬芽書房版では民助となっていた。

は竹槍を作る人々が描かれている。構成の変更である△ に関

の民助のその後がごく簡単に記されているが、なぜことさらに省いたのかはよく
わからない。

62

あったわけではなく、強制されてしぶしぶ出てきたものも少なくなかった。そこ

たれ負傷する場面が描かれていた。だが、それは主として梅村側からの視点で

求めたことが記されている部分である。
【 】の終わりの部分には梅村が肩を撃

は火方からの視点で描かれたもので、主として

る。梅村らはかろうじて逃がれ、やがて苗木藩に保護を求める。

は梅村がそ

房吉らが梅村を撃ったときのことを百姓たちに語るという形で記されたものであ

66

は、梅村の悪評が他にも広く及んでいたことが記されている。どの村で

ただ、ごく短かい記述の部分なので、以前と同様ここでは追加と省略として処理

も固く戸を閉ざしていた理由として加えたのであろう。

変更する必要はなかったといわざるを得ない。

ことが記されている。梅村を追い返せば役目は終わったと考えたためであり、ま

が、拒絶されたことが記されている部分である。

50

【 】
、冬芽書房版では〈 〉の前半と〈 〉の前半は、梅村討伐に向かった先

74
は久々野郷の状況が
58

頭部隊が、宮峠を越えたものの武器と兵糧の不足に悩まされることが記されてい

73

る部分である。宮峠をくだると久々野郷の部落である。

69

は厳重に固められた城門の様が記されていた。然るべ

た兵糧がつきていたからでもあるとそこには記されていた。残った人々は苗木藩
の城門に押しかける。

70

72

は大方の人々は引き返した

【 】
、冬芽書房版〈 〉の後半は、人々が苗木藩に梅村の引き渡しを要求する

た。

目指して歩き出した梅村であったが、途中の村々ではどこも固く戸を閉ざしてい

のことを思いつくことが記されている。然るべき追加といえるであろう。苗木藩

67

の記述があったのである。すなわち、シシツキ槍の穂先を切り落とすもの

に加えて、竹藪に入り竹槍を作るものもいたことが記されていたのである。この
として【 】の部分へと移されていた
47

も新たに加えられたものではない。しかも単位間

は実は省かれていたのではなく、
ものである。したがって、

60

の移動であるから、本来は単位レヴェルの構成の変更として扱うべきものである。

60

した。見たように、冬芽書房版の構成に何ら問題があるわけではない。ことさら

68

は

で、百姓のなかには途中シシツキ槍の穂先を切り落とし、柄だけを持って後続の

する部分でも触れたが、梅村をうつために決起した百姓たちは皆が皆積極的で

8

描かれていた。それに対して

48

えるであろう。

55 72

竹槍組にまぎれ込むものもあった。そのことが記されている部分に冬芽書房版で

74

50

63

49

52

56

かして京都を出、高山に向かったのである。

きものとは思われないので省略する。

73

の命令が記された書状が梅村のもとに届いたことが記されている。梅村は禁をお

はそれをほぼ会話で構成したものである。他は特に取りあげるべ

61

59

71

【 】
、冬芽書房版〈 〉の後半は、梅村を迎えうつ人々の様々な動きが描かれ

ているが、

60

61

48

48

50

98

54

54

53

53

44

45

51

50

47
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き追加といえるであろう。他はすべて会話の記述なので割愛する。

【 】
、冬芽書房版の〈 〉と〈 〉は、宮原大輔が高山県知事に就任し、地役

いた。ことさらに省く必要はないと言わざるを得ない。
85

は、地役人たちがそのまま採用されたことで、新知事と新判

妙な立場に立たされることになったことが記されている。然るべき追加といって

事を除けば郡代時代と変わらぬ顔ぶれであったことが記されている。然るべき追

たことが記されている部分である。冬芽書房版では、宮原はまだ正式に知事に任
の部分である。次の
【 】
の部分に、

は役所の庭の様

との入れかえというべきものではなく、ま

への移動といったことでもない。宴会が進むうちに外は冷たい風が吹きは

子が記されているが、これは先の
た

じめ、やがて大粒の雨が降りはじめる。

はその雨が降ったあとの庭の様子で

宮原が正式に知事に任命されたことが記されていたことを考えれば省いても差し

出したことが記されている部分である。

は

との、

は

との入れかえといって差しつかえ

とは異なるものであることはいうまでもない。ことさらに省く必要は
も少なくないが、
ない。

は梅村の考え、

は梅村毒殺をめぐる風説があったことが記さ

は梅村の懊悩が記されている。いずれも牢のなかでの梅村の煩悶

ている部分である。

は梅村が前任者の竹沢のことを思い

【 】
、冬芽書房版の〈 〉は、梅村が牢で煩悶の末に亡くなったことが記され

58

はその返事に対する評というべき記述である。いずれも然るべき追加と

いう風説が広がっていたというものである。毒殺の風説については冬芽書房版で

れている。病死ということになっていたが、実は政府の手による毒殺だったと

の様が加えられたものである。

出すこと、

86

た郡中会所の状況について記されている。その郡中会所が宮原に願書を提出する。
はその願書に

60

93

95

十二ヶ条にわたるその願書は引用という形で記されているが、

は、願書に対処するにあたっての宮

ついてのいわば評とでもいうべき記述である。そのような記述はむろん他にも
あったが、それを補足したものである。

91

85

は、宮原の返事を聞いた郡中会所の総代らがおとなし

原の認識と判断が記されている。そのすぐあとに宮原の返事が記されているのだ

94

81

57

82

のまま召しかかえる方針を取った。要するに以前の状態に戻ったわけだが、一方

というべきであろう。宮原は郡中会所の立場にも理解を示し、また旧地役人もそ

することなくおだやかなものだったからであり、ことさらに省く必要はなかった

く引き下がる様が描かれていた。宮原の態度は梅村とは異なり、頭ごなしに拒否

あろう。ところで、この【 】の冒頭には鉄砲弾を抜く手術のときの梅村が描か

で新たに記されたことがらも少なくない。したがって、差しかえと見てもよいで

記されていた。その部分の一部の記述が断片的に

も記されていなかったわけではない。次の【 】にあたる〈 〉の冒頭にそれは

相当する〈

れていた。梅村は手術の際に碁盤を所望し、相手と碁をたたかわせながらときに
は、春になり百姓たちが畑仕事をはじめたことが描かれて

百姓たちは梅村を排除したのは自分たちの力であるとばかりに鼻息が荒かった。
である。

は談笑さえして長い苦痛な手術にたえたという記述である。この記述は【 】に

のが

56

その結果、地役人や郡中会所と百姓たちの対立が生じてきたことが記されている

いってよいであろう。

が、

96

は、
次第にその立場が回復しつつあっ

あり、

命されていなかったことが記されていた。

60

89

つかえないとはいえるが、ことさらに省く必要もまたないというべきであろう。

85

なかったというべきであろう。他はすべて会話の記述なので割愛する。省略部分

55

85

97

82

58

80

【 】
、冬芽書房版の〈 〉と〈 〉は、郡中会所が宮原に十二ヶ条の願書を提

54

は、庄村が宮原の杯を所望したことが記されてい

加といってよいであろう。

ないであろう。

されている。他にもかなり詳しく記されているのだが、無駄な補足とまではいえ

人たちと酒宴を催すことが記されている部分である。

は役所の庭の様子が記

【 】
、冬芽書房版の〈 〉と〈 〉は、火方らの行動が次第に激化し、名張村
は、指導的立場に

84

よいであろう。他は特に取りあげるべきものとは思われないので省略する。

である。火方が指導的立場に立つことで、役所と地役人は微

57

る。宮原の機嫌をとる地役人の一挿話としての追加である。

加えられたのが

立つことになった火方たちについて記されている。それとちょうど対比的な形で

五郎左衛門が虐殺されることが記されている部分である。

77

【 】
、冬芽書房版の〈 〉は、地役人が宮原に辞職を申し出るが受理されなかっ

76

85

76

80

81

55

83

84

97

87

の部分に見られるが、

58

58

97

59

〉の部分にはなかった。しかし、かなり前の部分にそれはあった。
86

99

86

75

51

54

55

に江馬弥平のその後が記されている部分である。

は柏木徳兵衛のその後が記

されている。梅村派の一人として加えられたものである。

〈 〉としたごく短かい単位がそれである。冬芽書房版から理論社版への改稿を
検討した最初の稿において、実は〈 〉は省かれた単位として指摘しておいたが、

後が記されている。弥平については他にもかなり詳しく記されているのだが、こ

は江馬弥平のその

それは誤りであった。冬芽書房版〈 〉は、理論社版【 】の冒頭に移されてい

99

こでさらに加えられたのである。しかも、八頁にも及ぶ長い記述である。作者江

【 】
、冬芽書房版の〈 〉と〈 〉の前半は、川上屋善右衛門その他京都で活

ていることはまちがいない。

たのである。したがって、以前に掲げた対照表も訂正しておく必要がある。以前

100

馬修の父親だからというほかはないが、他の人々に比べて著しくバランスを失し

〉

〉
〉

〉
〉

88

86

75

58

は奥田金馬太郎が京都から帰って来たことが記されている。奥田は

としてやや詳しく書き

は逮捕されたのは貧農ばかりであったことが記されている。

】
、冬芽書房版〈

しているといわざるを得ない。
最後の【

は五郎作の逮捕について記されている。こ

うに」といったことばが加えられていた。また、
「苗木の藩主がねんごろに迎え

ることは確かであろう。ちなみにいえば、理論社版では「
「三国志」の関羽のよ

が、もちろん、それも削除しなければならない。ただ、
「いかにも芝居がかってい」

はいかにも芝居がかっており、ふさわしくないと考えたのであろう。
」と述べた

かわしながら話しに花を咲かせたのであった。そのことは第一部においてかなり

しを聞いて来た五郎作が有頂天になっており、あろうことかいっしょに酒をくみ

くが、不覚にも父親の五郎作に見つかってしまう。だが、その夜は年貢半減の話

すことが描かれている。かつて清兵衛は、五郎作の娘おみかのもとに夜ばいに行

に述べた。

】
、冬芽書房版〈

〉の後半部分である。ここは、梅村派の人々、特
87

は、五郎作の娘婿である清兵衛がかつてのことを思い出し涙を流

入れ傷の手当てをしたこともいっしょに省く必要はなかったといえるであろう。
」

次は【

くことなく移動させられていたからである。

詳細に描かれていた。清兵衛はそのことを思い出し、義父の姿を見て涙したので

に乗せられ高山を去っていくことが描かれている部分である。

については先

〉の後半は、逮捕された五郎作がとうまる駕籠

て描かれていた人物ではあったが、弥平の場合と同様やはり著しくバランスを失

最も長い追加である。これまで、五郎作は百姓のなかではかなりスポットをあて

の部分は十二頁にも及び、先の江馬弥平に関する記述を越える第四部においては

なおされる形で加えられている。

この部分は単に省かれたわけではなく、次の【 】に

よいであろう。

が帰ると間もなく首謀者の召し取りがはじまるのである。然るべき追加といって

刑法官による取り調べに立ちあうために京都へ派遣されていたのである。その彼

である。

動していた人々のその後と、広瀬村五郎作が逮捕されたことが記されている部分

62

76

には、
〈 〉に対応する理論社版は空欄になっていた。また、
【 】は〈 〉に対

58

応することを示してあった。だが、実際は〈 〉と〈 〉にはさまった〈 〉は

〈

〈

〈

〈

〈

その部分の対照表を正せば次のようになる。
】
】

】

】

103

【
【

【

【

89

102

75

とも述べが、これまた無用の言として削除する。いうまでもなく、この部分も省

103

89

58

以前には、
〈 〉が省かれた理由として、
「明らかに関羽になぞらえたこの記述

63

62

86

74

76

77

75

86

49

50

51

58

75

101

63

58

74

75

60

ある。然るべき追加というべきであろう。

104

100

75 75

75

【 】の部分に移動し、
【 】は〈 〉と〈 〉に対応するのが正しいことになる。

柴口順一

おわりに
江馬修『山の民』は大きく三度の改稿を行なっていた。その第一は初稿（雑誌
から冬芽書房版へ、そして第三は冬芽書房版から理論社版への改稿である。した
がって、都合四つのテキストが存在する。ただし、初稿は第三部が存在しないの
で第三部に限っては三つのテキストしか存在しない。理論社版のみ第四部がある
が、それは学会版や冬芽書房版の第三部を二つに分けた結果にすぎず、新たに加
えられたものではない。
『山の民』という作品を論じることは、これら四つのテキストを論じることに
ほかならず、そのためには三度の改稿過程を明らかにしておくことが求められる
ことはいうまでもない。本稿で行なったのは、
『山の民』を論ずるためのいわば
前提作業である。序説としたゆえんである。
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『ひだびと』掲載）から学会版（飛驒考古土俗学会発行）へ、その第二は学会版
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Abstract
Bethel Children’s Home (BCH) is an orphanage, established in 2002 in Myanmar, for orphans, semiorphans from underprivileged families, and abandoned children. At the time of initiating this project
for BCH, there were 22 children ranging from 5 to 18 years of age living there under the care of house
parents. Originally supported by a US aid organization, BCH found it increasingly difficult to operate
financially due to the accelerating Myanmar economy driving up the Myanmar currency and commodity
prices. Thus, a 5-year project was proposed by the author, in January 2013, to help BCH become
financially stable and self-sufficient. The ongoing project entails utilizing the land around BCH for
implementing economic activities such as raising milk cows and rubber/fruit plantation. Dairy farming
was proposed as a viable option due to the sufficiency of land and the cows providing both fresh milk and
a source of income. It was also considered that caring for the animals would be good training and animal
therapy for the children. Not least, the animal manure could be used as organic fertilizer for rubber/fruit
tree cultivation. An economically and environmentally sustainable combination of longer-term rubber
trees with fruit trees was determined and seedlings started. Two years into the project, a small income
flow has already been generated. In order to ensure the long-term success of the project, BCH personnel
are working closely together with committee members and other related persons, including the children
themselves, in planning and implementing ongoing project strategies and measures.

Keywords: Myanmar; orphanage; self-supporting; sustainability
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need of care that BCH has been unable to accept due to the

INTRODUCTION

financial constraints.
Bethel Children’s Home (BCH) is an orphanage that
was established in the year 2002 with the support of Reach

Therefore, a project to address the above problems and

International, an aid agency striving to help children in

improve the sustainability of BCH was proposed and initiated

need around the world. BCH is located in the rural hills

in January of 2013.

of central Myanmar next to a K-12 grade boarding school
where the children study. It accepts children who are very

DESCRIPTION OF PROJECT

poor orphans, semi-orphans, and abandoned or forsaken kids
below fourteen years of age from any part of the country, and

The project, entitled “Improving financial support and

of any ethnic background, taking care of their food, clothing,

livelihood opportunity for the BCH orphanage children”,

shelter, health, education, along with providing a model

was formulated as part of long-term efforts in achieving self-

“home” environment. At the time of initiating this project,

sufficiency through the implementation of income-generating

there were 22 children ranging from 5 to 18 years of age

opportunities and other measures.

staying together at BCH under the care of their house parents
(Figures 1 and 2).

Figure 2 Some of the children at BCH.

Figure 1 Author with house parents at BCH.

FINANCIAL PROBLEM
Reach International has been financially helping
the operation of BCH at USD 3000 per year or USD 250
monthly since 2002. However, as prices of commodities
continue to rise and the local currency strengthens against

Figure 3 Dairy cow being milked at BCH.

the dollar, it has become increasingly difficult to makes ends
meet, especially when children are sick. Up to 2013, when

The initial proposal was drafted with a budget of USD

this sustainability project was undertaken, BCH had no other

5000. This was the figure calculated after consulting with

means of income, putting its future in jeopardy. In addition,

the donor and determining costs, including goods and labor,

there are still under-privileged children who are badly in

for planning and implementing the various components of
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the project. The amount and nature of the project qualified

in the process. Since rubber trees require several years

it as a small-scale education project to be undertaken with

to mature, they were interplanted with shorter-term crops

university/NGO cooperation.

such as pineapples, bananas and dragon fruit plants. The
children are being trained in the process of rubber plantation

One such income-generating and appropriate training

planting, caring, sapping and production of rubber sheets as a

opportunity for the children is dairy cattle farming (Figure

commercial industry and livelihood.

3). Not only does dairy farming provide a supply of fresh
milk, but also surplus milk can be sold, and the children gain
valuable work experience in feeding, milking and selling.
It was also considered that caring for the animals would
be good training and animal therapy for the children. Not
least, the animal manure could be used as organic fertilizer
for rubber/fruit tree cultivation. Having land that could be
designated for a few cows, and access to grazing areas, it was
thought such an activity had high feasibility and potential. A

Figure 5 Rubber sheets being hung out to dry.

committee of community members, including the principal of
the adjoining K-12 school, was set up to evaluate and oversee
the process of building a cow shed, procuring the cows and
getting veterinary advice.

Figure 6 Tint Tint Naing looking forward to going to college.

ACHIEVING SUSTAINABILITY
Figure 4 Rubber tree saplings awaiting transplanting.

By the end of the first year, a small revenue stream had
already been built through the utilization of some existing

Another proposed activity was the plantation of

rubber trees, milk sales and harvesting and sales of crops. By

suitable agriculture. After local experts from the agriculture

the end of last year (the second year), this revenue stream

department were invited for soil testing, advice and technical

grew modestly with slightly increased output. Children are

support, the same committee came up with suitable crops that

developing practical skills in dairy farming, plantation care

could generate income for BCH, which included rubber trees

and management, and the production of other food crops,

and dragon fruit plants (Figure 4). There was an initial cost

in addition to gaining a sense of hard work, responsibility,

for securing rubber tree saplings, clearing a plot and planting;

self-confidence and even improved community engagement

but the children were employed when and where possible

(Figure 5). The project still has 3 years to go, but already
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some benefits can be clearly seen. In order to ensure the

Anyone walking by can drink some. Anyone. Whether

long-term success of the project, BCH personnel are working

you're a stranger or a neighbor, you can drink the water. I've

closely together with committee members and other related

seen taxi drivers stop their cars for water. School kids walk

persons, including the children themselves, in planning and

by and stop for a drink, monks, nuns, tea shop boys, bank

implementing ongoing project strategies and measures.

employees, everyone's entitled. Myanmar's a hot sometimes
very dry place, but I've been to many countries that are
similarly hot and dry and I've never seen anything like this.

FINAL STORY

I've just walked around thirsty or relied on plastic bottles. Not
Allow me to tell you about Tint Tint Naing. I had an

here though. I spot the communal water everywhere, and it's

opportunity to sit and listen to her story. She came to the

a visual reminder on how people rely on one another here.

orphanage 2 years ago as a shy, quiet only child. Actually,

There's a culture of giving in Myanmar.

she had parents at one time. But, as the story goes, her
parents were on the way to market on a motorbike when they

ACKNOWLEDGEMENT  

were struck by a military vehicle. The mother was killed and
the father injured. However, the military claimed it was the

I would like to express appreciation to Kyaw Aung

father’s fault – the military rules the country – and the father

Oliver, Adventist Development and Relief Agency, Myanmar

was thrown into prison. There was no one left to care for Tint
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Tint. But today she is a happy girl studying hard and looking
forward to going to college (Figure 6).

Figure 8 Happy child at BCH practicing good hygiene.

Figure 7 Communal water pots reflect a culture of giving.

RELATED INFORMATION
Children of Shambala website:

WATER POTS

http://

childrenofshambala.org/pages/19/
There's one way to spot the sense of community here.

Nissi Orphanage: http://www.orphanage.org/africa/

Keep an eye out for the communal water. Neighbors,

kenya/nissi/

businesses, temples, churches, you name it, people buy

Olasiti Orphans Community Center: http://www.

water for everyone to drink. Sometimes in 20 liter bottles

tanzanianorphans.org/olasiti.html

and other times in traditional clay pots to keep the water

Orphanage.org: http://www.ORPHANAGE.ORG/

cool, there's always a plastic cup sitting on top (Figure 7).
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方のニホンリス. ぎょうせい，江東区 106-107
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阿部永，石井信夫，押田龍夫，粕谷俊雄，金子之史，川辺百樹，中川元，前田喜四雄，村上隆弘，
山田文雄，横畑泰志. 2014. レッドデータブック2014 絶滅のおそれのある野生動物1哺乳類九州地
方のニホンリス. ぎょうせい，江東区 108-109

畜産学
西田武弘. 2015. 第6章生理と発育 3.子牛・育成牛 (1)エネルギー要求量. 肉用牛の科学. 肉用牛研究
会 養賢堂, 東京 148-151

農芸化学
T. Urashima, M. Messer, O.T. Oftedal. 2014. Comparative Biochemistry and Evolution of Milk
Oligosaccharides of . Evolutionary Biology, Genome Evolution, Speciation, Coevolution and Origin
of Life 3-33

思想史
杉田

聡. 2015. 天は人の下に人を造る―「福沢諭吉神話」を超えて. インパクト出版会 1-303

日本文学
ロメロ・ホシノ・イサミ. 2014. El verano de la ubume. Quaterni， Madrid
ロメロ・ホシノ・イサミ. 2014. Guía ilustrada de Monstruos y fantasmas de Japón Quaterni， Madrid
ロメロ・ホシノ・イサミ. 2014. "El restaurante de muchas peticiones", Antología de relatos japoneses.
Tres maestros de la literature. Quaterni， Madrid 203-214
ロメロ・ホシノ・イサミ. 2014. "A un amigo que aún no regresa", Antología de relatos japoneses. Tres
maestros de la literature. Quaterni， Madrid 131-148
ロメロ・ホシノ・イサミ. 2014. "Las dos cartas", Antología de relatos japoneses. Tres maestros de la
literature. Quaterni， Madrid 101-108
ロメロ・ホシノ・イサミ. 2014. "La anciana fantasmagórica", Antología de relatos japoneses. Tres
maestros de la literature. Quaterni， Madrid 3-62
ロメロ・ホシノ・イサミ. 2015. “La historia de una anciana geisha”, Un gran descubrimiento. Doce
cuentos japoneses. Quaterni， Madrid 35-62
ロメロ・ホシノ・イサミ. 2015. “Sushi”, Un gran descubrimiento. Doce cuentos japoneses.
Quaterni， Madrid 143-170
ロメロ・ホシノ・イサミ.2015. “Una carta de protesta”, Un gran descubrimiento. Doce cuentos
japoneses. Quaterni， Madrid 93-120
ロメロ・ホシノ・イサミ. 2015. “La luna sobre la montaña”, Un gran descubrimiento. Doce cuentos
japoneses. Quaterni， Madrid 121-132
ロメロ・ホシノ・イサミ. 2015. “Jirokichi, el Ratón Rapaz”, Un gran descubrimiento. Doce cuentos
121

japoneses. Quaterni， Madrid 171-194
ロメロ・ホシノ・イサミ. 2015. “¡Corre, Melos!”, Un gran descubrimiento. Doce cuentos japoneses.
Quaterni， Madrid 195-212

法学
岡崎まゆみ. 2015. 植民地裁判資料の活用ー韓国法院記録保存所所蔵・日本統治期朝鮮の民事判決
文資料を用いて. 国際日本文化研究センター

☆その他
獣医学
伊藤

めぐみ. 2014. 今月の技術北海道ブロック

牛マイコプラズマ乳房炎の予防. デーリィマン社

64(8):46
大石明広. 2014. シュウ酸カルシウム結石を知る. companion Animal Practice 29(1):1-14

理学
押田龍夫. 2015. 総説：シマリス属の系統進化と分類. リスとムササビ 34:8-11

畜産学
川島千帆. 2014. β‐カロテンと繁殖との関係. 牧草と園芸 62(4):1-5
川島千帆. 2014. カルシウムが大きく関わる周産期疾病 64(11):36-37

農芸化学
韓 圭鎬, 福島道広. 2014. 色有馬鈴薯の機能性. グリーンテクノ情報 10(2):11-14
呉珊，豊碩，有富幸治，小嶋道之. 2014. 貯蔵方法の違いが小豆，大豆，金時豆及び蕎麦に含まれ
るタンパク質の遊離SH基量やペクチン組成に及ぼす影響. 帯広畜産大学学術研究報告 35:15-24
豊碩，呉珊，小嶋道之. 2014. 凍土利用貯蔵が小豆，大豆，金時豆の種皮，およびその貯蔵小豆か
ら調製したこし餡の色彩色差に及ぼす影響. 帯広畜産大学学術研究報告 35:25-31
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平成２６年度
帯広畜産大学大学院畜産学研究科
修士学位論文題目

The 2014 Academic Year
Index of Master's Theses for
the Graduate School of Obihiro
University of Agriculture and
Veterinary Medicine

畜産生命科学専攻

Master's Program in
Life Science and Agriculture

１．道東自動車道における道路横断構造物の動物による

１．Animal use of crossing structures on the Doto

利用

Expressway, Hokkaido, Japan

（石村 智恵，環境生態学）

(Chie Ishimura, Ecology and Environmental Science)

２．北海道十勝地域におけるニホンジカおよびアカギツ

２．Relationships between landscape factors and frequency

ネによる農地小規模樹林の利用頻度と景観構造−樹

of forest use by sika deer and red fox in an agricultural

林タイプに注目して−

landscape in Tokachi, Hokkaido

（大熊 勳，環境生態学）

(Isao Okuma, Ecology and Environmental Science)

３．北海道十勝地方における日本産カンテツFasciola

３．Distribution and molecular phylogeograqphy of Fasciola

sp.およびその中間宿主モノアラガイ科貝類

sp. And its intermediate-host(Lymnaeidae snails) in

Lymnaeidaeの分布および分子系統地理に関する研究

Tokachi District,Hokkaido,Japan

（尾針 由真，環境生態学）

(Yuma Ohari, Ecology and Environmental Science)
４．Dose fluctuation of Apodemus argenteus population

４．半樹上性ヒメネズミの個体群変動は樹上性エゾモモ
ンガの巣箱利用に影響を及ぼすか？

influence use of nest boxes by Pteromys volans orii?

（佐藤 大介，環境生態学）

(Daisuke Sato, Ecology and Environmental Science)
５．Participation of dipterous insects and search for vector

５．牛乳頭腫症の発生拡大における双翅目昆虫の関与と
媒介種の探索

in an outbreak of teat papillomatosis in cattle

（紫藤 夢野，環境生態学）

(Yumeno Shido, Ecology and Environmental Science)
６．Environmental characteristics of locations containing

６．コウモリ類のBat box利用に関わる架設場所の周辺
環境

Bat boxes selected by bats

（髙田 優，環境生態学）

(Yu Takata, Ecology and Environmental Science)
７．The influence that the existence of the Pyrola spp.gives

７．イチヤクソウ属植物の存在が周辺植物の定着や成長
に与える影響

for colonization and the growth of neighboring plants

（堤 光平，環境生態学）

(Kohei Tsutsumi, Ecology and Environmental Science)
８．Developing a habitat model for the Siberian flying

８．孤立林におけるエゾモモンガの生息予測モデルの作
成―孤立化からの時間に注目して―

squirrel Pteromys volans orii in isolated forest,with a

（古川 竜司，環境生態学）

focus on time since habitat isolation
(Ryuji Furukawa, Ecology and Environmental Science)

９．パラグアイ東端畑作地域の中規模酪農家において利

９．Investigation of Nutritive values of feedstuffs used

用されている飼料の栄養価と適正な飼養管理の検討

by mid-scale dairy farmers and suitable feeding

（古野 順平，家畜生産科学）

management of dairy cows in the east end farming area
of Republic of Paraguay
(jumpei Furuno, Animal Production)
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10．Attractiveness of phototaxis insects for each lighting

10．各照明灯における走光性昆虫の誘引性―異なる波長

-Response to different wavelengths-

に対する反応―

(Honami yamazaki, Ecology and Environmental

（山崎 穂菜美，環境生態学）

Science)
11．Relationship of flower-visiting beetles(Coleoptera) and

11．売買川河畔林における甲虫目昆虫の訪花性と植物と
の関係

plants in riparian forest of urikari river, Hokkaido.

（横山 智香，環境生態学）

(Tomoka Yokoyama, Ecology and Environmental
Science)
12．Study on the Effect of Difructose Anhydride III

12．自然初乳および代用初乳を給与した新生子牛の血清

Supplementation on Serum Immunoglobulin G

IgG濃度に対するDFA IIIの給与効果

Concentration of Holstein Newborn Calves Fed Pooled

（アウン トン，家畜生産科学）

Maternal Milk or Colostrum Replacer
(Aung Htun, Animal Production)
13．Effect of parity on changes of metabolic and oxidative

13．分娩前後の乳牛の代謝状態および酸化ストレスの変
化に及ぼす産次の影響

statuses of dairy cows in transition period

（ルシャライティハン マイマイティ，家畜生産科学）

(Reshalaitihan Maimaiti, Animal Production)

食品科学専攻

Master's Program in
Food Science

１．エゾシカ骨から調製したスープストックに関する基

１．Fundamental study about the soup stock prepared from

礎的研究

Yeso deer-bone

（菊地 亨，食品加工・利用学)

(Toru Kikuchi, Food Technology and Biotechnology)

２．in vivoおよびin vitroにおける食品加工由来の難消化

２．The effect of indigestible carbohydrates obtained from

性糖質の腸内細菌叢に与える影響

food processing on the intestinal flora in vivo and in

（荒木 高弘，食品加工・利用学）

vitro study
(Takahiro Araki, Food Technology and Biotechnology)
３．Metabolic studies on plant glucosylceramide as a

３．機能性食品素材としての植物由来グルコシルセラミ
ドの体内動態に関する研究

functional food materials

（榮田 拓起，食品機能科学）

(Hiroki EIDA, Biomolecular Structure and Function)
４．Polyphenol and Antioxidant Activities in Five cultivar

４．5種類のプラムに含まれるポリフェノールとその機
能性

Plums

（大矢 佑未，食品加工・利用学）

(Yumi Oya, Food Technology and Biotechnology)
５．Analyses of biochemical characteristics and infection

５．ジャガイモ共生細菌の有用機能と感染メカニズムの
解明

process of symbiotic bacteria isolated from potato

（梨本 智也，食品機能科学）

(Tomoya Nashimoto, Biomolecular Structure and
Function)
６．Studies on Physicochemical Properties and Storage Pest

６．マラウイ共和国産トウモロコシの物理化学特性及び
貯穀害虫抵抗性に関する研究

Resistances of Maize(Zea mays L.) Produced in the

（村山 大樹，食品加工・利用学）

Republic of Malawi
(Daiki Murayama, Food Technology and Biotechnology)
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７．Clarification of the deterioration factors in bread making

７．湯種製法における製パン性低下要因の解明

qualities of Yudane bread making method

（山田 大樹，食品加工・利用学）

(Daijyu Yamada, Food Technology and Biotechnology)
８．Polyphenol and it's functionalities in seed coat,

８．金時豆の種皮，子葉及び加工品に含まれるポリフェ
ノールとその機能性

cotyledon and thermal processing of Kidney beans

（慈 照紅，食品加工・利用学）

(Ci Zhaohong, Food Technology and Biotechnology)

Master's Program in
Agro-environmental Science

資源環境農学専攻

１．Genetic variation of adaptability for unfavorable

１．コムギにおける不良土壌適応性の遺伝変異の評価

soilcondition in wheat

（池松 沙紀，環境植物学）

(Saki Ikematsu, Plant Production Science)
２．Evaluation and QTL analysis for agronomically

２．スペルトコムギの持つ農業的有用形質の評価および
QTL解析

important traits in spelt wheat

（門田 あゆみ，環境植物学

(Ayumi Kadota, Plant Production Science)

３．消費者の安全・環境意識が食品の購買意向に及ぼす

３．The influences of food safety and environmental

影響の実証分析―福島原発事故後の牛肉を事例とし

concerns on Japanese consumers'purchase intention of

て―

food:A case study of fresh beef after the Fukushima

（川上 美里，農業経済学）

Daiichi nuclear plant accident
(Misato Kawakami, Agricultural economics)
４．Characterization of rice ATP binding cassette(ABC)

４．イネのABCトランスポーターOsABCG27とOsABCG3の組
織局在解析

transporters,OsABCG27 and OsABCG3

（長澤 秀高，環境植物学）

(Hidetaka Nagasawa, Plant Production Science)
５．Effect of Stenotrophomonas spp. On Microdochium

５．Stenotrophomonas spp.がコムギ赤かび病菌
（Microdochium nivale and M. majus）およびコム

nivale,M.majus And Fusarium head blight

ギ赤かび病に及ぼす影響

(Yayoi Nishikubo, Plant Production Science)

（西久保 弥生，環境植物学）
６．The logic of paddy farmers and livestock farmers on

６．北海道における飼料用稲・米の取組に関する水田農
家と畜産農家の論理

grappling with forage paddy rice and rice in Hokkaido

（西澤 成寿，農業経済学）

(Naruhisa Nishizawa, Agricultural economics)
７．Distribution and formation of water-stable aggregates in

７．農耕地土壌における耐水性団粒の分布と形成に関す
る研究

arable soil

（桺田 知夏，環境植物学）

(Chika Yanagita, Plant Production Science)
８．Studies on Development of Boom Height Detector using

８．PSDセンサを利用したブームスプレーヤの散布高さ
検出装置の開発

PSD Sensor for Boom Sprayer

（呉 旭輝，農業環境工学）

(Kyokki Go, Engineering for Agriculture)
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Master's Program in
Animal and Food hygiene

畜産衛生学専攻（博士前期課程）

１．Chemical characterization of acidic oligosaccharides in

１．カモノハシ（Platypus）乳中における酸性オリゴ糖
の構造解析

the platypus milk

（稲森 啓明，食品安全学)

(Hiroaki Inamori，Food Safety Science)
２．Study on the evaluation of meat quality and meat volume

２．画像解析手法を用いた褐毛和種における肉質および
肉量の評価に関する研究

in Japanese Brown with the use of image analysis

（隂山 麻由，家畜環境衛生学）

(Mayu Kageyama, Animal Environmental Hygiene)
３．Food safety and export potential of Hokkaido livestock

３．食の安全とHalal認証による北海道産農畜産物の輸
出可能性

product with Halal certification

(千葉 拓紘，食品安全学）

(Takuhiro Chiba, Food Safety Science)
４ ． B i o c h e m i c a l S t u d y o n A H i g h l y Vi s c o u s

４．高粘性多糖生産性乳酸菌に関する生化学的研究

Exopolysacchaide Producing Lactic Acid Bacterium

(松本 慎平，食品安全学）

(Shinpei Matsumoto, Food Safety Science)
５．Study on molecular mechanisms underlying

５．細胞内寄生性病原細菌リステリア菌の感染機序の解
明

internalizationof Listeria monocytogenes

（安井 琢奏，食品安全学）

(Takuto Yasui, Food Safety Science)

６．ウシ卵胞膜細胞のステロイドホルモン産生に及ぼ

６．The effects of Growth hormone(GH)and Single

す成長ホルモン（GH）および成長ホルモン受容体

nucleotide polymorphism(SNP)of Growth hormone

(GHR）の一塩基多型（SNP）の影響

receptor(GHR)on steroid hormone production by bovine

（山口 聖悟，家畜環境衛生学）

theca cells from a large follicle
(Seigo Yamaguchi, Animal Environmental Hygiene)
７．Evaluation of meat auality and profitability for one-

７．北海道産日本短角種における経産肥育による肉質と
経済性の評価

calved Japanese Shorthorn heifers in Hokkaido

（山口 悠，家畜環境衛生学）

(Haruka Yamaguchi, Animal Environmental Hygiene)
８．Evaluation of meat quality by optical technique and

８．光学的手法の牛・豚肉質評価および枝肉格付への応
用

application to carcass judging

（山下 直樹，家畜環境衛生学）

(Naoki Yamashita, Animal Environmental Hygiene)
９．Determination of Each Predominant Acidic

９．ウシ初乳における主要酸性ミルクオリゴ糖の定量解
析

Oligosaccharides in Bovine Colostrum

（吉田 岳，食品安全学）

(Gaku Yoshida, Food Safety Science)
10．Biochemical study on potential probiotic lactic acid

10．スンバワ産馬乳から単離された潜在的プロバイオ
ティクス乳酸菌に関する生化学的研究

bacteria isolated from fermented Sumbawa mare milk

（イブラヒム マイコジャリ，食品安全学）

(Mai Khojali Mohamed Ibrahim, Food Safety Science)
11．Investigation of Pseudomonas spp. in dairy manure

11．家畜排泄物中Pseudomonas属菌のメタン発酵処理に
よる変化

during anaerobic digestion

（斉 光斗，家畜環境衛生学）

(Guangdou Qi, Animal Environmental Hygiene)
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The 2014 Academic Year, Index of
Dissertation for the Graduate School of
Obihiro University of Agriculture and
Veterinary Medicine

平成２６年度
帯広畜産大学大学院畜産学研究科
博士学位論文題目

１．Studies on development of novel diagnostic methods

１．動物アフリカトリパノソーマ症に対する新規診断法
及び化学療法薬開発に関する研究

and discovery of chemotherapeutic agents against

（周 末）

animal African trypanosomosis
(ZHOU Mo)
２．Anaerobic Co-digestion of Herbaceous Biomass and

２．家畜ふん尿と草木系バイオマスとの混合メタン発酵
に関する研究

Dairy Cow Manure

（大内 幸則）

(Yukinori Ouchi)
３．Economic analysis of the impact of infectious pig

３．フィリピンにおける豚感染症の影響と対策に隠する

diseases and its control in Philippine

経済分析

(Abao Lary Nel Bilba)

（アバオ ラリィ ネル ビルバオ）

４．Regulation of neutrophilsphagocytosis for sperm by alph

４．ウシ卵管におけるalphal-acid glycoprotein (AGP)
を介した好中球による精子食食の調節機構

トacidglycoprotein (AGP) in the bovine oviduc

（劉 景輝）

(Liu Jinghui)
５．Development and validation of immunochromatographic

５．家畜トリパノソーマ病診断用イムノクロマトグラ
フィー法の開発と評価に関する研究

test(ICT) for diagnosis of animal trypanosomosis

（グエン トゥー トゥイ）

(Nguyen Thu Thuy)
６．An economic and epidemiological analysis of Foot and

６．スリランカにおける口蹄疫コントロールの経済疫学
研究

Mouth Disease(FMD) and its control in Sri Lanka

（アノマ プシュパ クマリ グナラトゥネ）

(Anoma Pushpa Kumari Gunarathne)
７．Study on the negative impact of uterine inflammation-

７．乳牛における炎症性子宮疾患由来エンドトキシンに
よる卵巣機能障害に関する研究

derived endotoxin on ovarian functions in dairy cows

（眞方 文絵）

(Fumie Magata)
８．Genetic improvement of fertility traits for Japanese

８．黒毛和種における繁殖性の遺伝的改良

Black Cattle

（前田 さくら）

(Sakura Maeda)

The 2014 Academic Year, Index of
Dissertation for the United Graduate
School of Veterinary Science,
Gifu University

平成２６年度
岐阜大学大学院連合獣医学研究科
博士学位論文題目
１．精神的ストレスがマウスの血小板凝集能に及ぼす影
響に関する研究
（松久 葉一）
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２．Studies on the Effects of a Bacterial Probiotic on

２．ホルスタイン種子牛の第一胃性状と細胞性免疫機能

Ruminal Components and Cellular Immune Function in

に対する生菌製剤の影響に関する研究

Holstein Calves

（アブドゥル カディール カディス）

(Abdul Qadir Qadis)
３．Studies on Calcium Signaling in Hemoprotozoan

３．住血原虫におけるカルシウムシグナリングに関する
研究

Parasites

（イーバブ エルノア アハメド モサート）

(Ehab Elnour Ahmed Mossaad)

４．ウシの視覚路変性に関する病理学的研究
（千葉 史織）
５．ウシ発情周期中に発育する第１卵胞波主席卵胞の生
理学的性質
― 発育動態、機能および受胎性に及ぼす影響 ―
（三浦 亮太朗）
６．アルツハイマー病診断薬 Single Photon Emission
Computed Tomography(SPECT)用 amyloid-βリガンド
に関する実験的研究
（陳 忠正）

The 2014 Academic Year, Index of
Dissertation for the United Graduate
School of Agricultural Science,
Iwate University

平成２６年度
岩手大学大学院連合農学研究科
博士学位論文題目

１．Studies on food functionality of novel material derived

１．親鶏由来食品素材の機能性に関わる研究

from laying hens

（川村 純）

(Jun Kawamura)
２．A study on the effect of low temperature processed whey

２．ホエータンパク質による炎症性疾患の抑制に関する
研究

protein concentrates in suppressing inflammatory bowel

（ジャヤティラカ シャルミラ）

disease
(JAYATILAKE, Sharmila)
３．Studies on wet distillers with solubles as cattle feed

３．牛の飼料としてのバイオエタノール蒸留残さに関す

(GHLAILAT,Badee Atallh Abdelrazeq)

る研究
（ガリラット

バディー

アッタラー

アブデル

ラーゼ）
４．Effects of L-cysteine from animal products on

４．畜産物由来のシステインの抗酸化・抗毒性及抗肥満
効果

antioxidization, anti-toxicity and anti-obesity in rats(Lee

（李 スルギ）

Seuki)
５．Study approach to improve the feed intake of dairy

５．Difructose anhydride III給与による分娩後の乳牛
の飼料摂取量改善に関する研究

cows soon after parturition by difructose anhydride III

（ソ ウィン）

supplement
(SYAW, Wynn)
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