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志の教育 

：その社会経済的基盤から 

山﨑 好裕 

概要 

 日本では幕末から明治にかけて志士と呼ばれる人々が社会変革のために活躍した。志士

は儒教のなかで学あるいは仁に志した人々のことである。最終的には学もまた仁の道を学

ぶことを意味するから、結局志士とは、社会のよりよい変革のために身を犠牲にする気概を

持つ人々のことである。こうした志の思想は、日本において幕末変革期に大きな盛り上がり

を見せることになる。その思想の基盤を築いた代表的な人物が、佐藤一斎であったと言える。

彼は著書のなかで学問の営為のなかで最重要な目標として、志を立てるということを置い

た。こうした志の教育は、各地の私塾で実践され、多くの志士を変革期の日本に供給した。

代表的かつ有名なのは、現在の山口県に吉田松陰が開いた松下村塾であろう。彼は日本の独

立を守るために実践を行うことを若い弟子たちに説いた。全国的にはあまり知られていな

いが、現在の福岡県に女医・高場乱が開いた興志塾もまた、明治以降の社会変革を志向した

志士たちを育てた。彼女の弟子たちは玄洋社を組織し、中国革命の支援などを行って、第 2

次大戦直後に解散を命じられるまで、陰に陽に日本の政治に影響を与え続けた。志士たちの

志は、当初の、西洋列強に抗した独立死守の運動から、自由民権の運動を経て、日本による

アジア侵攻を前提としたアジア解放へと移動していった。この背景には、日本を取り巻く、

世界の社会経済的基盤が転換していったことがある。すなわち、自由主義的な経済間競争か

ら、植民地支配を前提にした帝国主義戦争への転換である。そのなかで、志士たちも民権の

伸長と国威の発揚の間を揺れ動いた。 

JEL 分類番号：B200, N940, N950。 

キーワード：志士、志の教育、儒学、帝国主義、民権と国権。 
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The Education for Resolution 

: An Explanation from its Socioeconomic Basis 

Yoshihiro Yamazaki 

Abstract 

 In Japan, the people called resolved men played an important role in social 

reconstruction during the era from Edo to Meiji. Resolved men were those who resolved to 

study or to work for all people. Study also means learning to do good thing for all people. In 

short, resolved men were those who work hard for social reconstruction not considering 

themselves. Such a thought of resolution was very popular in the end of Edo era. The 

representative philosopher was Issai Sato. He wrote books and told that the most important 

goal of study was the establishment of your own belief.  Such a style of education for 

resolution was conducted in private schools all over Japan. The schools supplied many 

resolved men into reconstructing Japan. The most famous one was Shokasonjuku School, 

which ShoinYoshida opened in Yamaguchi Prefecture. He taught his students to make 

actions for independence of Japan. The less famous one was Koshijuku School, which Osamu 

Takaba, a female doctor, opened in Fukuoka Prefecture. She also raised many young guys 

who tried to change the society after Meiji era. Her students organized Genyosha Party. 

They supported Chinese Revolution and influenced Japanese government both openly and 

covertly till its disbandment after WW II. Goal of resolved men moved from Japan’s 

independence against western countries to liberation of Asian countries through invasion. 

Behind of this change, there was a socioeconomic transformation of the world. The world’s 

situation changed from liberal competition of economies to imperial wars based on colonial 

rules. In such a time of transition, resolved men seesawed between civil rights and state 

power. 

JEL classifications: B170, B270, N950. 

Keywords: resolved men, education for resolution, Confucianism, imperialism, civil rights and 

state power. 
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はじめに 

 幕末から明治維新にかけては、志士の時代であった。志士という言葉は、孔子の言行録で

ある『論語』に登場する。 

子の曰わく、志士仁人は、生を求めて以て仁を害すること無し。身を殺して以て仁を成

すこと有り。1 

 孔子は語ったという。志のある立派な人や仁の心を持った人は、自分の命を惜しんで仁の

行いを止めることはない。むしろ、自分を犠牲にして、仁の行いを成し遂げることすらある

のだと。仁は孔子の言う徳目のなかで最重要なものである。漢字の成り立ちからして、人が

人を愛する心を示し、ひいては古代の社会思想である儒教において、社会の秩序と万民の幸

福を求める気持ちという意味になる。志のある人は、社会のために自分を犠牲にすることを

厭わないのである。 

 日本でも江戸期に儒学が官学の地位を占めるに至り、武人が武士と呼ばれて精神的な修

養が極めて貴ばれた。特に、幕末になり、天下泰平の世から国際的な背景を持つ動乱の時代

になると、儒教精神を学んで志を立てた人々が自ら志士を名乗っていくことになる。 

 幕末から明治維新期にかけては、この志は西欧列強の侵略から日本の独立を守るという

内容のものであった。ところが、明治維新以降、日本がアジアを統べて、アジアが一丸とな

って西洋列強に立ち向かうという内容に変化していく。こうした、志が意味するものが変化

した背景には、近代経済のあり方とそれに伴って、国際関係が世界的に変化していくという

ことがあった。 

 本稿では、幕末から明治にかけて、若き志士を育てた民間の塾での教育に着目することで、

あらためて当時の日本人にとって志の語が意味した内実を探っていきたい。また、既述のよ

うに世界経済における国家間の関係が変化していくことが、そうした志士たちの行動にど

のように反映したかを明確にしていきたい。 

1．孔孟における志 

 儒教において、志の語は最初期から重要な意味を持ってきた。しかし、始祖である孔子と、

それを哲学的に発展させていった孟子との間でも、この語が意味するものに微妙な変化が

生じている。まずは、この点を探り、後の行論の前提としよう。 

1 金谷（1963）、巻第 8・衛霊公第 15・9、308 ページ。 
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 『論語』のなかで最も人口に膾炙しているのは「吾れ十有五にして学に志す」 2の下りで

あろう。志は文字通り何かに対する志向性を持った概念である。ここでは志の対象は学問を

することそのものに向けられている。自ら懸命に学ぶことを志向したということであって、

未だ、その成果を社会に還元するという志向性は見られない。 

 これが、少し巻が進んだところでは「苟
まこと

に仁に志せば、悪しきこと無し」3や「士、道に

志して、悪衣悪食を恥ずる者は、未だ与に議るに足らず」4という表現が出てくる。仁に志

すということは、既に述べたように社会のために働くことである。道は儒教の場合、学びの

対象であるから、学問という営為と同じものとも考えられるが、学びによって体得すること

で自らが歩んでいく行程でもあるから、仁と同様の意味と捉えてもいいだろう。 

 このように、孔子においては社会貢献への強い決意という常識的な意味で使われている

志であるが、孟子になると人間存在のあり方に関する、少しく形而上学的な意味合いも込め

て使われるようになる。『孟子』第 3 巻公孫丑章には次のようにある。 

 

夫れ志は気の帥なり。気は體を充たすものなり。夫れ志至れば、気はこれに次
とど

まる。故

に曰く、その志を持
まも

りて、その気を暴
そこ

なふことなかれと。 

 

 孟子が述べているのは次のようなことである。志というのは、気というものの将帥のよう

なものだ。因みに、気というのは我々の身体を充たしている活動力である。まず、人間の意

志作用というものがあって、気はその志に合わせて身体に留まるのである。だから、人は志

を強く持つことで、気力を損なわないようにしないといけない。 

 気の思想に関して言えば、南宋の朱程学においてより形而上学的に発展していく概念の

萌芽が『孟子』には既に見られる。重要なのは、孟子は人間の社会的行動の原動力として志

を中心的なものと考えていることだ。これが、日本における志士たちの行動原理となってい

くのである。 

 

 

2．佐藤一斎の志 

 

 昌平黌教授であった佐藤一斎が著した『言志四録』は、幕末の志士たちに広く読まれ、彼

                                                             

2 同上、巻第 1・為政第 2・4、35 ページ。 

3 同上、巻第 2・里仁第 4・4、71 ページ。 

4 同上、巻第 2・里仁第 4・10、75 ページ。 
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らの思想に大きな影響を与えた。西郷隆盛は同書から抜き書きを作り、折に触れて門弟その

他の人々に披露していた。だから、現在、西郷の言葉と一般に思われているものの多くが、

実は佐藤の言葉であるということが少なくない。 

 佐藤一斎こと佐藤坦は、安永元（1772）年、美濃岩村藩家老・佐藤信由の末子として江戸

に生を受けた。二十歳で武士としての身分を捨てて大坂に遊学した一斎は、懐徳堂の中井竹

山に師事した。遊学から江戸に戻ってからは、大学頭を継承した林述斎と共に林家と昌平黌

を支え続けることになる。主著と言っていい『言志四録』は、一斎が 42 歳で書き始めた『言

志録』に始まり、死の 2 年前である 83 歳のときに刊行された『言志耄録』で終わる、一斎

の箴言集である。5 

 既に書名に志が入っている同書だが、最初の『言志録』に次の文がある。 

 

学は立志より要なるは莫し。而して立志も亦之を強ふるに非ず。只だ本心の好む所に従

ふのみ。6 

 

 学問においては、志を立てるということが最重要である。孔孟の検討でも見たが、これは

学問に志すということと、学問の結果、道に志すという二つの意味があると考えられる。こ

こでは、学問の目的を立志と考えていると解釈したい。学問の目的が知識を外部から注入す

ることでなく、生徒の立志を促すことであると一斎は思っているのではないだろうか。だか

ら、立志もまた教師が強制するのではなく、自発的に生徒自らが達成するのではなくてはな

らない。教師は生徒自らが志を孵化させるための促しを行うのである。 

 志を得た人間はどうなるのであろうか。一斎は実に印象的なことを述べる。 

 

志有るの士は利刃の如し。百邪も辟易す。志無きの人は鈍刀の如し。童蒙も侮翫す。7 

 

 志を持つ立派な人は、鋭い刃のように隙がなく、諸々の悪もこれを遠ざけて近寄らない。

逆に志がない人は切れない鈍ら刀のようなものだ。ものを知らない童子でも馬鹿にするだ

ろう。一斎はこう言っている。幕末の志士たちはこの章句を読んで、勇気を奮い立たせたこ

とであろう。 

 勇気と言えば、一斎には次の言葉もある。 

 

智・仁は性なり。勇は気なり。配して以て三徳と為す。妙理有り。8 

                                                             

5 栗原（2016）、20-24 ページ。 

6 山田他（1935）、言志録 6、12 ページ。 

7 同上、言志録 33、16 ページ。 

8 同上、言志後録 80、98 ページ。 
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 一斎は三つの徳として、智と仁、そして、勇をあげる。智と仁は人間の本性に由来する。

これに対して、勇は気、すなわち、より肉体に近い、感情のあり方であるというのだ。自ら

を意に介さず、社会のために行動をするときには、理性的な判断だけでなく勇気という強い

感情が必要である。学問は智を求める営為である。仁は社会を思う人間の本来の性質である。

既に見たように、孔子以来、志の対象はこの二つであった。まず、智と仁への志を立てる。

そうすれば、孟子が言ったように、この身体のなかに行動への勇気が漲ってくるのだ。一斎

は、私たちが見てきた儒教における志の系譜をよく理解している。 

 孔子は言っていた。志士はときに自らを犠牲にして仁を行うのだと。一斎にとっても、い

かに死ぬかは重要な関心事であった。 

 

聖人は死に安んじ、賢人は死を分とし、常人は死を畏る。 

 

 一斎は人間というものを聖人と賢人と常人の 3 種に分けている。聖人は死を泰然として

受け入れる。賢人はその境地には達していないが、天の与えた死に納得しようとする。それ

以外の普通の人たちは死を恐れるのである。幕府の官学であった朱子学では、修身克己によ

って自ら聖人になることを目指す。しかし、その道は遙かに遠い。一世を風靡した荻生徂徠

の学では、人が聖人になれるはずがないと考えて聖人を特権化する一方、士人がなすべきは

聖人が作った道に従って生きることだとしていた。これが現実的な法治の精神であった。一

斎はもちろん朱子学の人であるが、ここからは徂徠学の認識がかなり常識化していた跡が

窺える。志士は死に臨んで悩みながらも、志によってその死の恐怖を乗り越えるのである。 

 

 

3．吉田松陰と松下村塾の教育 

 

 吉田松陰その人と、彼が安政 2（1855）年に藩の獄を出されてから、安政 5（1858）年に

江戸送りのために投獄されるまでの間、青少年を教えた松下村塾について、今さら多くを語

る必要はないであろう。松陰が 30 歳で江戸において処刑されるまでのわずか 3 年間の教育

活動であった。9 

 松陰自身が青年教師であったため、生徒たちを学友として扱った松下村塾が、志の教育を

行ったことは明確である。松陰は体系化した講義を行ったわけでなく、生徒たちとの議論を

中心にした教育を行った。 

 志の大切さについては、松陰自身が 10 代のころに次のように自覚していた。 

 

                                                             

9 182-186 ページ。 
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然らば即ち道の精なると精ならざると、業の成ると成らざるとは、志の立つと立たざる

とに在るのみ。故に士たる者は其の志を立てざるべからず。夫れ志の在る所、気も亦従

ふ。10 

 

 ここには志があって、初めて気がこれに従うという、孟子や一斎で見られた思想が十全に

語られている。兵学者としてスタートした松陰の志は、西洋列強の侵略から日本の独立を守

るということに置かれていた。 

 

列藩の諸侯に至りては征夷の鼻息を仰ぐ迄にて何の建前もなし。征夷外夷に降参すれ

ば其の後に従ひて降参する外に手段なし。独立不羈三千年来の大日本、一町人の羈縛を

受くること、血性ある者視るに忍べけんや。那波列
な ぽ れ

翁
おん

を起してフレヘードを唱へねば腹

悶医し難し。11 

 

 松陰はここで、攘夷あるいは征夷の声を聞くだけで立ち上がろうとしない、幕府や各藩主

たちに業を煮やしている。一度弱腰の外交をすれば、後は西洋列強にひたすら従属するしか

選択の余地がないのである。これまで独立を保ってきた日本が、他国の支配を受けることが

あってはならない。独立を守るために、自由の旗印の下にナポレオンのような傑出した指導

者を立てなければならないと、松陰の鼻息は荒い。 

 次章では、福岡の興志塾と筑前玄洋社について見るが、玄洋社は民権から国権へと変節し

たと言われることがある。だが、次の松陰の言葉を見ると、それは時代に応じて取り換えら

れる二者択一であったことが理解できる。 

 

間
すき

に乗じて満州を収めて魯に逼り、朝鮮を来して清を窺い、南洲を取りて印度を襲ふ。

三者当に其の為し易きものを挟びて之を為すべし。是れ天下万世継ぐべきの業なり。天

下の勢い、或は未だここに至らざれば即ち退きて吾が国を治め、武を偃
ふ

し文を修め、賢

能を招き士民を養ひ、聲息を潜めて形跡を斂
おさ

むるも、猶ほ以て一方の安を受けてこれを

子孫に伝ふるに足らん。12 

 

                                                             

10 松陰全集、第 1 巻、149 ページ。 

11 同上、第 9 巻、327 ページ。 

12 同上、第 2 巻、284 ページ。 
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 昭和になって日本が、実際に海外侵略を行っていくことを予見するようなヴィジョンが

ここにはある。満州を攻めてロシアを牽制する。朝鮮を支配下に置いた上で中国を侵略する。

東南アジアを征服して、インドまで影響力を及ぼす。軍国主義の時代に松陰が体制に利用さ

れた原因がここにあるかもしれない。 

 ただ、松陰は、これは子孫が行うべきことであって、現在は西洋列強に対抗できる民力を

養うべきだと考える。これには民権を新調させることが欠かせないのであって、しばらくは

国際政治に出て行かずに、息を潜めて国力の充実に専念する方がよいと松陰は言うのだ。 

 

 

4．高場乱と興志塾の教育 

 

 博多崇福寺に玄洋社墓地はある。墓地の最奥部中央に頭山満の墓、向かって左には、不平

等条約の不完全な改正案を推し進めようとする外務大臣・大隈重信に爆弾を投げた後に自

刃して果てた来島恒喜の墓がある。向かって左は、玄洋社主要メンバーの多くを育成した高

場乱
おさむ

の墓であり、墓石の裏面には、阪牧修平が文章を草し、勝海舟が筆を執った碑銘が刻

まれている。 

 

故有つて人参圃に従り、当時青年豪侠の者、先生、之を教えて和義す。遂に結社向陽を

号し、後玄洋と改む。亦先生を招いて師と為す。明治丁丑三月、西南の事起るに及び、

同社生多く之に與する者なり。後事平らかにして、其の罪を討ち、嫌疑の連なる所、先

生も亦執に拘わる。而して有志譴責して曰く、汝の教うるは皆異心在り、汝令せずの罪

如何と。対えて曰く、小人訓うる所の者にして、他心有る者、皆小人の罪なり。然して

即ち県下異志の者、果して誰の過ちかと。遂に許す。 

 

 碑銘のこの箇所から、高場乱という女性の人となりは十分に伝わってくるだろう。同じ

碑銘によれば、先祖が糟屋郡須恵の出であった。家業は眼科医であり、父親は一男二女を

なしたが、男子は夭折してしまった。長女が小田家に嫁いだため、残された乱が男として

家を継いだ。乱は医学を修めるとともに、亀井暘洲の塾で儒学を学んだ。乱は病弱であっ

たため、子をなすことはなく、応を養子にして高場家を継がせた。 

 実は乱は著作を一切残さなかったし、書簡の類も伝わっていない。ただ、人参畑塾と通称

された私塾・興志塾の名から、乱の教育においても志を立てることが重視されたことは疑い

ない。 

 乱の儒学の師である暘洲の祖父は亀井南冥であり、日田の廣瀬淡窓をはじめとして多く

の優秀な儒者を育てた藩校甘棠館の学長であった。同校が廃止された後も、息子の昭陽が亀

井塾を引き継いだ。南冥は当時勃興していた徂徠学を九州にもたらした。 
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 南冥が論語について講義した内容を、昭陽が記録したと考えられる文書が残されている。

人口に膾炙した『論語』冒頭の「学而時習之、不亦説乎」を南冥は次のように、志の語を用

いて解説している。 

 

語由に曰く、道を学ぶの志を語りて以て弟子を勧勉するなり。13 

 

 南冥はこう言ったという。この文章で孔子は、道を学ぶ志がいかなるものであるかを語る

ことで、弟子たちを励ましているのだと。ここでは、志の対象が学問であると同時に、学問

の対象が仁の道を知ることであることが明示的に述べられている。学んだら実践するとい

うことである。したがって、学に志すことが同時に、仁の行いを志すことになり、志士にと

っての知と実践が一致しているのである。佐藤一斎は「凡そ孔子を学ぶ者は、宜しく孔子の

志を以て志と為すべし」14としていた。一斎は朱子学、南冥は徂徠学であり、もとより違い

はある。しかし、古文辞研究をテーマとする徂徠学においても、もちろん孔子の志は重視さ

れているわけである。こうした南冥の志の教育が高場乱まで繋がっていても、何の不思議も

ない。 

 

 

おわりに 

 

 志士たちの行動の志は、当初尊王攘夷の 4 文字で表現できるものであった。尊王とは、西

洋列強から国を守るために、藩政に分裂していない中央集権国家を志向する謂いに他なら

ない。攘夷は諸外国を打ち払うことだが、松陰の言で見たように、日本の独立を死守しよう

とする主張である。 

 明治維新がなった後は、志士たちのエネルギーは野に下って士族反乱の原動力となった。

これが鎮圧されることで、彼らの行動力は自由民権運動に流れ込んでいく。これは西洋的な

民主社会の実現が国力の充実に繋がるという信念に基づくものである。 

 19 世紀末から 20 世紀にかけて、自由貿易の理念に基礎を置いた世界経済の時代から、植

民地支配と攻撃的経済進出を基盤とする帝国主義の時代へと転換を遂げている。日本の明

治維新は、まさにこうした世界史の流れのなかで成し遂げられた。一方で国民国家の実現が

あり、また、他方で市民の権利拡大があった。後に日本のマルクス経済学者たちが、明治維

新を絶対王政の確立と考えるか、市民革命と考えるかで 2 極に分かれた論争を繰り広げる

ことになる原因である。実際は、西洋で 2 段階で展開されたそうした社会変化が、日本では

一度に圧縮されて行われたと考えられる。 

                                                             

13 荒木（2017）、557 ページ。 

14 山田他前掲書、言志後録 1、77 ページ。 
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 同様なことが、対外関係でも言える。日本は世界経済との関係で、自由貿易の段階を経ず

に帝国主義の時代の対外関係に直面せざるを得なかった。結果として、自国防衛の延長線上

にアジアの解放を考えるアジア主義と、アジアを自国の植民地として征服していく侵略主

義が時間的、思想的にオーバーラップして登場してくることになったのである。そういう意

味で、志士たちの志は、第 2 次世界大戦の終結に至るまで、時代に翻弄されざるをえなかっ

たと言えよう。 
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