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１１／２０ ｢ＮＨＫ問題を考える市民のつどい｣  

講演会講演会講演会講演会    教科書教科書教科書教科書とちがうとちがうとちがうとちがう    

 

11月20日（日）神戸市内で「ＮＨＫ問題を考える市

民のつどい」を開きました。テーマは「教科書と違

う福沢諭吉の素顔」、講師は安川寿之輔先生（名古

屋大学名誉教授）でした。会場いっぱい 120 人の参

加でした。 

ＮＨＫは巨額の制作費をかけて、3 年がかりで司馬

遼太郎の「坂の上の雲」のドラマを放送しています。

原作者の司馬遼太郎が「映像化しないように」と言

い遺していたにもかかわらず、その遺言を無視した

暴挙です。 

ドラマの第 1 回で、主人公の秋山好古が、「あし
・ ・

が
・

この世で一番偉いと思うとる人の本じゃ」と福沢諭

吉の『学問のすすめ』を弟に見せます。このように、

福沢諭吉と「坂の上の雲」のかかわりは非常に強い

ので、今回の講演は福沢諭吉を取り上げました。 

福沢諭吉の名前は「天は人の上に人をつくらず、

人の下に人をつくらず」という一文とともに、ほと

んどの日本人が知っています。しかも、日本の最高

額の紙幣、1 万円札の肖像として日々目にしていま

す。安川先生は長年の地道な研究によって、福沢諭 

 

 

吉が教科

書に載っ

ているよ

うな偉人

ではなか

っ た こと

を明らか

にされま

した。 

４８ページのレジメを駆使して、立ったまま約２

時間、講演されました。内容は非常に豊かで、参

加者にも満足していただけたようです。 
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現在： メディア総合研究所研究員 
主な制作番組： NNN ドキュメント他 

と き ２０１２年２月１８日（土） 

     １３：３０～１６：３０ 開場 １３：００ 

会 場 神戸市立 生田文化会館 

資料代 一般 1000 円 学生 500 円 
熱心に聞き入る参加者（兵庫県学校厚生会館） 

 

 

 

講演中の安川寿之輔さん 



教科書とちがう福沢諭吉の素顔 

①①①① 福沢福沢福沢福沢はははは「「「「人間平等論人間平等論人間平等論人間平等論のののの明治明治明治明治のののの偉偉偉偉大大大大なななな先覚者先覚者先覚者先覚者」」」」    

というというというという日本人日本人日本人日本人のののの常識常識常識常識はどうしてはどうしてはどうしてはどうして生生生生まれたかまれたかまれたかまれたか    

「天は人の上に･･･」という文章は、アメリカ独立宣言

の文章にヒントを得たものであり、「天は人の上に人を

造らず、人の下に人を造らずと云へり」というのが正確

な文章である。戦後の民主的研究者・思想家のリーダ

ーだった丸山真男が、「明治期にも民主的な思想家が

いた」と福沢諭吉を取り上げ、その際、意図的に「と云

へり」の部分を無視して紹介したことから、丸山真男に

つづく多くの研究者たちが、福沢諭吉の間違った像を

広めてしまった。 

それは「丸山諭吉」とでも言う

べき誤った福沢諭吉像であり、実

像は大きくちがうものであった。 

②②②②    初期初期初期初期のののの福沢思想福沢思想福沢思想福沢思想はははは    

国権主義国権主義国権主義国権主義そのものであったそのものであったそのものであったそのものであった    

福沢は三度の洋行体験をふまえ、国際関係の現

実は弱肉強食と認識していた。それを前提に、日

本の近代化の方針を提示した「文明論の概略」で

「今の日本国人を文明に進むるはこの国の独立を

保たんがのみ」として、自国の独立確保を至上・最

優先の民族的課題に設定した。 

『学問のすすめ』で「一身独立して一国独立す」

と書いているが、ここでの「一身独立」とは、基本的

人権の確立ではなく、一方的な愛国心のことであ

る。福沢は「国家のために死ぬという観念」の必要

性を先駆的に主張した人物であり、日本の近代化

の出発点において、「国のためには財を失ふのみ

ならず、一命をも抛（なげうち）て惜しむに足らない」

“報国の大義”を主張していたのである。 

③③③③    中期中期中期中期のののの福沢福沢福沢福沢はははは    

－－－－強兵富強兵富強兵富強兵富国国国国ののののアジアアジアアジアアジア侵略路線侵略路線侵略路線侵略路線をををを主張主張主張主張したしたしたした    

自由民権運動に遭遇した福沢は、民権陣営を「無智無職の愚

民」、「無分別者」、「無頼者の巣窟」と非難した。 

欧米「先進」諸国が社会主義・労働運動で「狼狽して方向に迷

う」という新たな現実の認識も加わり、歴史的現実主義の「清濁併

呑」路線の選択により、彼は不動の保守思想を確立した。 

明治政府への“報国の大義”（国民は国のためにわが身を捧

げるべき）を説き、“強兵富国”の対外強硬路線で朝鮮・中国へ

の侵略を主張した。 

『時事小言』で、「朝鮮国、未開ならば之を誘うて之を導くべ

し。彼の人民果たして頑ろうならば武力を用ひてもその進歩を助

けん」と主張して、「文明」に誘導するという名目で侵略を合理化

した。 

そのアジア侵略の合理化のために、「朝鮮人は未開の民･･･極め

て頑愚・凶暴」、「支那人民の怯懦卑屈は実に法外無類」「朝鮮

国･･･滅亡こそ･･･その幸福は大」などと、朝鮮・中国への丸ごと

の蔑視・偏見・マイナス評価を垂れ流し始めた。 

④④④④    当時当時当時当時のののの福沢福沢福沢福沢はははは、、、、明治明治明治明治のののの同時代同時代同時代同時代

人人人人からからからから何何何何とととと言言言言われたかわれたかわれたかわれたか    

時流に乗って主張をコロコロ変遷さ

せたので、「法螺を福沢（ほらをふくざ

わ）、嘘を諭吉（うそをゆうきち）」と揶揄

されていた。「朝鮮処分に関して、いた

ずらに無鉄砲の大馬鹿論を唱え･･（扶

桑新誌）」とののしられ、とりわけ吉岡元

外務省権少丞からは「我日本帝国をし

て、強盗国に変じせしめんと謀る福沢の

道のりは、不可救の災禍を将来に残さ

んこと必せり。」というきびしくかつ適切

な批判を受けていたのである。 

明治の同時代人

は 、福 沢 を直 接 、

見聞してその素顔

を見抜いていたの

である。 

安川寿之輔さんのお話（要旨） 

この講演は福沢諭吉を論じながら、その内容は「日本の近代史をどう見るか」と

いう大きな主題に迫ることを意図するものでした。 

 
福沢諭吉 

 
福沢諭吉 

－２－ 



⑤⑤⑤⑤    神権神権神権神権天皇制天皇制天皇制天皇制をををを主張主張主張主張したしたしたした    

福沢は「帝室論」において「国の安寧のために

は、日本国民が数百千年来、君臣情誼の空気中

に生々したる者なれば、精神道徳の部分は、た

だ，この一点に依頼する外ない」と主張した。啓蒙

期とは逆に、「わが帝室の一系万世・・・この一点は

皇学者と同じ」とまで表明した。 

            ⑥⑥⑥⑥    福沢諭吉福沢諭吉福沢諭吉福沢諭吉ののののアジアアジアアジアアジア侵略侵略侵略侵略のののの思想的歩思想的歩思想的歩思想的歩みみみみ    

――――――――    いくつかのいくつかのいくつかのいくつかの論証論証論証論証    

●福沢は、アメリカ独立宣言をほぼ正確に訳出す

るという貴重な役割を果たしながら、「学問のす

すめ」の肝心の日本の人権宣言においては、政

府が国民の基本的人権を擁護する組織であると

いう、独立宣言の肝心カナメの「国家の存在理

由」を紹介・主張せず、したがって日本人の基

本的人権から「抵抗権、革命権」も意図的に除

外した。 

●「印度支那の土人等を御すること、英人に倣ふ

のみならず、英人をも苦しめて東洋の権柄をわ

が一手に握らん」と書いて、大英帝国の様な帝

国主義強国になる日本の未来像を描いていた。 

●福沢は「満蒙は我が国の生命線」という昭和戦

時期の言葉の先駆者である。 

山県有朋より３年も早く「今、日本島を守る

に当たりて、最近の防禦線を定むべきの地は必

ず朝鮮地方」と、先駆的に主張していた 

 ●帝国憲法と教育勅語を賛美し、「思想・良心・信

教の自由」弾圧に加担した。 

   大日本帝国憲法を「完全無欠，完美なる憲法」

と手放しで賛美し、「教育勅語」の発布を感泣を

もって歓迎した。内村鑑三の「思想、良心、信

教の自由」の弾圧という事態に完全沈黙を通す

ことによってキリスト教の退潮と神権天皇制の

確立に大きく寄与した。 

 ●日清戦争における「一億玉砕」の日本

人の覚悟を呼びかけた。 

 福沢は「我が国・・４千万の者は同

心協力してあらん限りの忠義を尽く

し、・・事切迫に至れば財産を挙げて

これを擲（なげう）つはもちろん、老少

の別なく切死して人の種の尽きるまで

戦ふ」の覚悟を呼びかけた。 

 

● 日清戦争での私有物強奪のすすめ 

社説で清国兵を「豚尾児，臆病なり」とののしった 

福沢は、「目につくものは、分捕品の外なし、何卒、

今度は北京中の金銀財宝を掻きさらへて・・・チャン

チャンの着替までも引っ剥で持ち帰ることこそ願はし

けれ。・・・古書画、骨董、珠玉、珍器等も多からんな

れば、…一儲け」と私有物強奪の勧めを書いた。 

●「韓国併呑（へいどん）」の可能性を予告していた。 

「朝鮮の改革・・・・」で福沢は「主権云々は純然た

る独立国に対する議論にして、朝鮮の如き場合には

通用す可らず。・・・いま、日本の国力を以ってすれ

ば、朝鮮を併呑するが如きははなはだ容易にして、

一挙手一投足の労に過ぎざれども・・・我に利すると

ころ少なきが故にまづ、これを見合せ・・・」と主張し

た。 

生前の福沢が 1910 年の韓国併合を予見したもの

と解釈できよう。 

●福沢のアジア蔑視観が昭和へ続く。 

  福沢の言葉「チャンチャン・・・、皆殺しにするは造作

もなきこと」「支那兵の如き・・・豚狩りのつもり」「朝鮮

国・・国に非ず」は、昭和の兵士に見事に継承されて

いる。 

元日本兵は、「自分が中国人を平気で殺せる東

洋鬼（トンヤンクイ）になったのは、小学校の時からの

「中国人はチャンコロで豚以下」という蔑視観のせい

だった」と証言している。 

● 福沢は家父長的な差別的女性観を体系化した。 

 「人間社会には娼婦の欠くべからざ

る・・・経世の眼をもってすれば、むし

ろその必要を認めざるを得ず」として、

売買春の公娼制度の積極的賛成論者で

あった。 

加えて日本の資本主義発展のため「賤

業（せんぎょう）婦人の海外に出稼ぎする

を・・・公然許可するこそ得策」（から

ゆきさんなど）と主張していた。 

 
今年の中学校歴史教科書 

福沢諭吉を民主主義を先導した文明主義者と教えている。 

教科書とちがう福沢諭吉の素顔 

－３－ 

 

 

 

講演中の安川寿之輔さん 



⑦⑦⑦⑦    司馬遼太郎司馬遼太郎司馬遼太郎司馬遼太郎「「「「坂坂坂坂のののの上上上上のののの雲雲雲雲」」」」とととと    

ＮＨＫＮＨＫＮＨＫＮＨＫドラマドラマドラマドラマのののの批判批判批判批判    

〇 司馬は小説の中で「歴史的事実に拘束される

ことが百パーセントに近い」と言っているが、

彼の歴史観は「つくられた帝国主義的な民衆の

目線＝通説」でしか歴史をとらえていない。 

〇 日清戦争における開戦前の朝鮮王宮占拠、旅

順虐殺事件、閔妃暗殺、雲林虐殺事件など、歴

史的大事件を無視している。 

〇 司馬の「明るい明治」対「暗い昭和」ととら

える「史観」で、アジア太平洋戦争時の狂気や

悲劇は「暗い昭和」特有のものと把握すること

は誤り。事実は、「暗い昭和」につながる「明

るくない明治」であった。 

〇 ＮＨＫドラマは、福沢諭吉を「明治を代表す

る思想家」であると描き、丸山真男の虚構の福

沢諭吉像を踏襲したウソで始まり、日清・日露

戦争が「祖国防衛戦争だった」という最大の嘘

で終わっている。 

⑧⑧⑧⑧    戦後日本戦後日本戦後日本戦後日本のののの政治主義的政治主義的政治主義的政治主義的なななな学問研究学問研究学問研究学問研究へのへのへのへの    

反省反省反省反省とととと自己批判自己批判自己批判自己批判をををを！！！！ 

福沢は、個人としては、はげしい差別意識の

持ち主（売買春の公娼制度に積極的に賛成、「百

姓町人の輩は・・・獣類にすれば豚」）であり、

明治の“並の男”にすぎなかった。 

 このような諭吉を、人間平等論を主張した民

主主義思想の偉大な先覚者として祭り上げた

丸山真男の誤りと罪は重大である。丸山自身

は、戦争中の学徒出陣に当って、出陣を余儀な

くされた学徒兵たちに、「一人ひとりが主体的

に祖国の運命を担う」「個人個人の自発的な決

断」をと呼びかけた（慶応大学『三田新聞』）。

丸山は、戦争に反対した「日本共産党」の戦争

責任を論じたが、自らの主体的な戦争責任につ

いては、生涯固く口を閉ざしたままであった。 

戦後民主主義の学問が、虚構の「丸山諭吉」

神話を長年にわたり克服できなかった最大の

原因は、戦後日本社会の戦争責任意識の希薄さ

にある。 

⑨⑨⑨⑨    最高額紙幣最高額紙幣最高額紙幣最高額紙幣のののの肖像肖像肖像肖像からのからのからのからの    

福沢諭吉福沢諭吉福沢諭吉福沢諭吉のののの引退引退引退引退をををを！！！！    

丸山真男によって美化された「丸山諭吉」神

話はおよそそれと無縁の諭吉の日常の素顔にも

とづいて早急に解消されることが望ましい。ア

ジア諸国民は福沢をどう見ているか。「日本の１

万円札に福沢が印刷されている限り、日本人は

信じられない（韓国）」と言われている。福沢の

１万円札からの引退が、アジアと日本の歴史認

識の亀裂をすこしでも埋めることになる。 

福沢諭吉福沢諭吉福沢諭吉福沢諭吉のののの履歴履歴履歴履歴    
1835 年(天保 5年)大阪堂島中津藩蔵屋敷で生まれる。 

1857 年(安政 4年 22歳)適塾塾長となる。 

1860 年(万延元年 25歳)咸臨丸で渡米。 

1862 年(文久 2年 27歳)遣欧使節団に随行して欧州各

国をまわる。 

1872 年(明治 5年 37歳)「学問のすすめ」 

1901 年(明治 34年 2月 3日 66歳)歿 

教科書とちがう福沢諭吉の素顔 

－４－ 

  

    

安川寿之輔安川寿之輔安川寿之輔安川寿之輔さんさんさんさんのののの本本本本    

福沢諭吉福沢諭吉福沢諭吉福沢諭吉のののの    

アジアアジアアジアアジア認識認識認識認識    

－日本近代史像 

をとらえ返す－ 

 

著者 安川寿之輔    

株式会社 高文研 

２２００円＋税 

 

差別論入門 

女性差別女性差別女性差別女性差別はははは    

なぜなぜなぜなぜ存続存続存続存続するのかするのかするのかするのか    

 

著者 安川寿之輔    

株式会社 明石書店 

２５００円＋税 

 



 

「短い時間に要点をおさえ、分かりやすかった。学

問研究の真摯な姿勢に納得させられる論究でした。 

福沢諭吉への評価が丸山真男によって作られたも

のであること、差別心（当時の普通の男性がもつ女性

観）を持つ人であることはかつて、テレビドラマで観た

記憶があります。一日でも早く、１万円札からの福沢

諭吉の顔写真が消えますよう、私も願っています。」 

   加古川市 64 歳 女 

  

今までの福沢諭吉についてのイメージがすっかり

変わってしまいました。どうして今までこのようなイメ

ージが定着してしまったのか不思議ですね。 

 士農工商、えた非人という民族の差別構造が今で

は間違いであるということになっています。これから

も今までの通説が変わっていくこともありますね。 

      64 歳 女 

“坂の上の雲”の放映を苦々しく思っていたが、

今日の歴史的な立証を踏まえたお話を聴いて

“目からウロコ”の思いです。レジュメをじっくり読

ませていただきます。65 歳 男   

福沢諭吉の実像を知れば、近隣諸国から侵略の

思想的元凶と指弾されている人物を、1 万円札の肖

像として日々目にするのは我慢ならない気がします。

次回の紙幣の肖像改定の時には、ぜひとも退場願い

たいものです。 

私たちが信じてきた、明治期に人間平等を主張し

た偉人福沢諭吉の像は粉々に砕けてしまいました。

素晴らしい講演でした。        神戸市67歳 女 

 

今までの認識と全く異なる先生の話「目からう

ろこ」１万円札にすることは「はずかしい」思い

がした。            ６５歳 男  

＊福沢諭吉について目からウロコの気分です。 

＊放送、新聞、雑誌、更に教育がいかに大切か、 

情報化社会と言って高品質の情報をセレクトする

ことが大事なことだと思った。 75歳 男  

 

今までこのような講義は聞いたことがなかったので、

興味があって参加させていただきました。 

教科書に載っている内容とは全然違っていて、半信

半疑のようでした。 

これはやはり政治の責任、マスコミの責任でもあると

思いますので、本当のことを事実に基づいた報道をし

てほしいです。 

 次の世代にも私たち一人一人の責任があると思い

ます。        69 歳 女  

 

これまで典型的な市民的自由主義者と思われてい

る福沢諭吉その人の先駆的罪業の数々の事実を教

えられた。人生でそう何度も経験しないまさに「目から

鱗の福沢諭吉論」であった。 

 福沢諭吉は『学問のすゝめ 第三編』で「一身独立

して一国独立す」について書いているが、ここでの

「一身独立」とは、近代国家での国家と国民との関係

―「国民の基本的人権を国家に守らせる」―ではな

く、「独立の気力なき者は、国を思うこと深切ならず」と

ある通り、愛国心と表裏一体としての独立心である。

天皇制を「帝室に忠を尽すは・・万民熱中の至情」

「帝室の尊厳は・・今後千万年も同一様」という主張を

始めた。 

福沢は、偉大な啓蒙主義者・民主主義の先駆者で

もなんでもなく、日本の帝国主義的対外膨張主義を

積極的に鼓舞・奨励した近代日本最大の保守主義

者であったのだ。 

戦後の日本国憲法は、基本的人権や平和的生存

権をうたっている。しかし、憲法の第一章は「天皇」で

ある。この中途半端さはどこからくるのか。 

私たち一人ひとりが、明治維新以来の日本近現代

史や「戦後民主主義」の内実をしっかりと学びなおさ

なければならないと思った。 

西宮市 69 歳 男 

 

教科書とちがう福沢諭吉の素顔 

－５－ 

 

今回は、手話通訳も 


