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Ⅰ　はじめに

2015（平成27）年 9月19日、第 3次安倍晋三内閣が提出した安全保障関連法案

（いわゆる安保法制）の審議を行う参議院本会議において民主党（当時）の福山哲

郎参議院議員は以下のように述べた。

　私は、戦後七十年のこの歴史と先人の、日本をこれまで豊かにしてきた自

民党の歴代の保守の政治家に一定の敬意を持っています。しかしながら、今

の自民党、あなた方は歴史の歩みと先人のこれまでの御尽力をまさに切って

捨てる、あなた方に保守を語る資格はありません。あなた方にあるのは単な

る保身にすぎません1）。

福山議員の発言の是非自体を検討するのは本稿の目的ではないが、「自民党の

歴代の政治家」と前置きをしたうえで「歴史の歩みと先人のこれまでの御尽力」

というレトリックを使っているこの発言の背後には、日本政治外交史と政治思想

史にまつわる問題意識が 2点ほど指摘できる。すなわちそれは「自民党は保守党

か」という問いと「保守主義とは如何なる思想か」という問いである。しかしな

がらこのような問いの一方で、日本の政治空間を見渡した際、これまでもそして

今日においても自民党が「保守党」と通俗的に考えられてきたことは自明なよう

に思われる。

このような自民党と保守党にまつわる問いと通俗的理解の乖離に対しては 2点

ほど要因が考えられる。まず 1点目に戦後日本政治史において自民党が長期間政

権にあったためその政治的主張が政治思想レベルで検討されなかったからであ

り2）、そして 2点目に、そもそも政治思想としての保守主義が日本政治史の文脈

において政治家にとっても国民にとっても十分理解が共有されていないからでは

ないだろうか。

以上の問題意識を背景として、本稿の目的は吉田茂の生涯を通じ、保守主義と

して定義される彼の政治思想の形成を明らかにし、戦後日本の保守党の源流とし

て参照することにある。先の 2点について言えば、「自民党は保守党か」という

問いに吉田の思想を以て答えるものである。 1点目の「保守主義とは何か」とい

う問い、すなわち保守主義をどう再定義するかという問題については本稿の問題
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設定における重要性もさることながら、筆者の力量上の都合と別稿を要する事情

から、本稿では既存の保守主義の定義を用いることとする。

吉田を以て日本における保守主義に対する回答を与える理由は 2点ほど挙げら

れる。まず 1点目に、戦後保守党史において吉田が大きな影響を与えたからであ

る。自民党の源流たる自由党3）の総裁及び首相を務め戦後保守党政治を主導した

だけでなく、池田勇人や佐藤栄作ら弟子筋の政治家を育成した。保守党内には吉

田に反発した鳩山一郎や岸信介らの政治家もいたが、彼らは安全保障政策を中心

に吉田に対してカウンター・ポリシーを打ち出し吉田のアンチテーゼたろうとし

た点において、吉田を強く意識していた。それゆえ終戦直後の保守党内政治力学

はほとんど吉田を中心としていたといっても過言ではないだろう。以上より、日

本における保守主義を検討するうえで吉田の思想を考察するのは不可欠といえる。

2点目に、しばしば吉田は保守主義者として語られることが多かったからであ

る。存命中に「傲岸不遜の保守反動」と呼ばれたことはよく知られているが、そ

の後の研究においても度々吉田を保守主義者であると指摘するものは多い（第Ⅱ

章参照）。しかしながら、これらは体系的に吉田の思想を取り扱っているわけで

はない。

したがって本稿では日本政治外交史とエドマンド・バークに始まる保守主義思

想を基盤として、吉田の政治思想分析を行い、それを通して戦後日本の保守主義

及び保守党の源流として吉田茂を捉えることを目指す。

なお資料の引用に当たっては適宜旧字体を新字体に改めたが、仮名遣いについ

ては引用資料に依った。時代表記においては西暦を用い、初出にて和暦を併記し

ている。また趣旨の都合上、内容が多岐に及ぶ章には適宜小括の節を設けて要約

している。

Ⅱ　吉田茂研究前史

日本政治における影響の大きさから、吉田茂の研究は日本政治外交史上類を見

ないほど豊富な蓄積がある。これらの吉田研究は大きく 3つに分類できる。まず

1点目に、内政を中心としたアプローチである。内政を主眼とすることから、そ

の対象も幅広く、農地改革・憲法改正などを中心とした占領改革4）及びそれに対

する吉田の政治指導5）、あるいは1950年代の自由民主党に収斂するまでの保守党

内の政治力学6）などが主たる関心である。
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2点目に、外交史を中心としたアプローチである。主として講和条約締結と日

米安保体制の形成を対象とし、吉田のコミットを分析するものである7）。ここに

おいては憲法制定から講和条約及び日米安保条約の起草、自衛隊の発足に至るま

での日米間の政治過程が主な対象となる。

3点目に、上記のような内政・外交研究を横断し、その中に吉田の政治スタイ

ルや政治姿勢の一貫性を見出すものである。在職直後に酷評されていた吉田の再

評価の嚆矢となった高坂正堯氏の研究8）をはじめ、吉田の業績を総合的に分析す

る研究は概ねこの形式を取っている9）。こうした研究においては吉田の政治スタ

イルを生い立ちや政治的原体験としての外交官のキャリアに求める点で共通して

いる。

これらの先行研究は事績それ自体の分析に問題意識の重点を置いているように

思われる。それゆえ吉田の政治思想の体系的分析はなされることはなく、むしろ

それは吉田の事績を相互に架橋するものとして副次的に位置づけられてきたこと

が多かった。

しかしながら、そうした中でも以上の先行研究の中で吉田と保守主義の共通性

に触れたものは存在する。早くから吉田の政治思想を保守主義と指摘したのは前

述の高坂氏である。高坂氏はバークのブリストル演説を引用し、以下のように指

摘している。

統治者は統治者として必要なことをやるべきであるというのが彼の考えだっ

た。（中略）彼の責任感は、こうした民主主義の批判の上にあったし、それ

はかつてバークの述べた有名な言葉によって表現されうるものであった。

「私はブリストルから選ばれた議員だが、ブリストルの議員ではなくイギリ

スの議員である」10）。

また「状況思考」の観点から吉田茂の政治姿勢を分析した渡邉昭夫氏も、イギ

リスの保守主義思想家マイケル・オークショットを引用して以下のように指摘し

ている11）。

そもそも保守とは「信条や教義ではなく、或る性向である。保守的であると

いうことは、思考や行動が或る様式を持つ傾向にあるということであり、或

る種の行動様式や人間をとりまく環境の或る状態を他よりも好むということ、
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或る種の選択を行う傾向にあるということである」（マイケル・オークショッ

ト「保守的であること」、『政治における合理主義』嶋津格訳、勁草書房、1988、

198頁）。そして、このような性向の中核にあるのは、「何か手もとにないも

のを望んで捜し求めるのではなく、手にすることのできる限りのものを利用

して」そこからベネフィットを引き出そうとする傾向、「かつてあったもの

や将来あるかも知れないものではなく、現にあるものから喜びを得ようとす

る傾向」である。こうした心性には、「過去からの贈り物ないし遺産に対す

る感謝の念」はふさわしいが、「過ぎ去ったものへの盲目的崇拝は少しもな

い。大切にされているのは現在なのである」。つまりは現在をある限りの情

熱をもって真剣に生きることである。吉田茂はまさにオークショットが言う

意味での「保守的人間」の典型なのであった12）。

以上のように、吉田の政治姿勢や政治思想は度々「保守主義」として紹介され

てきたが、上記の研究は断片的な嫌いがあり体系的分析を欠いている。一定の体

系性を持った実証的な吉田の保守主義思想分析としては大嶽秀夫氏の研究13）が

挙げられるが、同研究は日本とドイツの戦後復興の政治過程にその視点があるた

め、吉田の政治思想研究としてはその包括性に一定の限界が見られる。

こうした指摘の一方で、政治思想とは異なる文脈から日本の保守主義を再定義

した研究も存在する。吉田の弟子筋にあたる池田勇人が率いた宏池会や佐藤栄作

が率いた周山会などの派閥を指して用いられたり、自民党内の党人派政治家に対

する官僚派を指して用いられた「保守本流」という用語について、北岡伸一氏は、

以上の用法を二次的であるとして退け、「保守本流」を対米協調と再定義してい

る14）。

この北岡氏の定義は保守党たる自民党の政治的潮流を説明するものであるが、

体系的政治思想史の分析に踏み込んでいないこと、その定義づけが対外政策につ

いての分析のみに依拠していることなどが問題点として指摘できる。

本稿はこれら先行研究の指摘を踏まえて、吉田の思想のさらなる体系化と保守

主義としての再定義を目指すものである。特に上記の先行研究の問題点を克服し

つつも西洋政治思想に依拠した上での思想分析を目指す。方法論としては、回顧

録を中心に引用し、書簡など同時代の資料で補足を行いながらも内在的思考の分

析に焦点を置く。
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Ⅲ　保守主義について

吉田の思想の分析を行う前に、本章にて政治思想としての保守主義について論

ずる。保守主義をめぐってはこれまでも様々な論争があり、こと今日においては

自民党の政権復帰や右派ポピュリズムの台頭、進歩主義の衰退などの時代的背景

をもとに再度注目が集まり、思想史学会において再考がなされているところであ

るが15）、冒頭でも述べた通りそうしたテーマは本稿の課題を大きく超えるところ

であるため、既存の保守主義の定義を用いることとする。

本章においてはまず保守主義の祖とされるイギリスの政治家エドマンド・バー

クの生涯と保守主義を体系化したとされる彼の著作『フランス革命の省察』（以

下『省察』）の執筆までの経緯を概観し、保守主義の教義の詳細について重要と思

われる論点を中心に検討する。

1　保守主義思想史概説16）

エドマンド・バークは1729年、イギリス領アイルランドのダブリンにて法律家

の父リチャードと母メアリのもとに生を受けた。アイルランド出身のイギリス帝

国のエリートたるバークのアイデンティティの複雑性はしばしば指摘されるとこ

ろである17）。父の後を継いで法律家となるべく法学を学んでいたバークであった

が、後に文芸批評家に転身し『自然社会の擁護』（1756年）や『崇高と美の起原』

（1757年）の著作を通じてその名を知られることとなった。その他若い頃の活動

としては経済学者アダム・スミスや哲学者デイヴィッド・ヒュームなどいわゆる

スコットランド啓蒙の知識人たちとの交流や雑誌『年鑑（アニュアル・レジス

ター）』の発刊と同誌での海外思想の紹介などが挙げられる。

その後政治家ハミルトンの秘書を経て、1765年にホイッグの政治家ロッキンガ

ム侯爵チャールズ・ワトソン＝ウェトワース（以下ロッキンガム）の秘書となった。

これがきっかけで同年にウェンドーバー選挙区から立候補して下院議員になって

いる（1774年にブリストル選挙区に、1781年にモールトン選挙区に移る）。当時36歳で

あった。

さて後に『省察』を執筆することになるバークであったが、彼がイギリス議会

にて所属した党派は王権の擁護と国教会の重視を主張するトーリー（のち保守党）

ではなく王権に対して議会の立場を重視するホイッグ（のち自由党）であり、下
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院議員の活動を通じて保守主義者と捉えられていたわけではない。またバークが

所属したロッキンガム＝ホイッグ（ロッキンガムを領袖とするホイッグのグループ）

が政権の地位にあったのは、バークの下院議員在職中 2期 1年半のみであり、在

野にあって政権党を批判する機会も少なくなかった。後に述べるように、保守主

義は通俗的に「体制派」や「いかなる変化も拒絶する立場」と同義で用いられる

ことがあるが、むしろ『省察』執筆以前のバークは自由主義者として捉えられて

おり、体制派である期間が短いどころかしばしば政府に対して改革を主張するこ

とさえあった。

下院議員バークの初期の活動として特筆すべきは、政党や代議士にまつわる概

念の理論化である。まずは政党についてであるが、政党概念の理論化のきっかけ

は王権の議会政治介入に対する批判であった。「愛国王」と呼ばれた当時の国王

ジョージ 3世は議会内に「国王の友」と呼ばれた私的党派を形成して議会政治に

しばしば介入したため、バークはこれに対して『現代の不満の原因について』を

著してこれを批判した18）。ただしバークが同書にて批判したのはジョージ 3世の

私的党派「国王の友」であり、ジョージ 3世を直接批判することは回避している。

そして「国王の友」のような「派閥」ではなく、「連帯した努力により彼ら全員

の間で一致している或る特定の原理にもとづいて、国家利益の促進のために統合

する人間集団」としての「政党」本位による政治を主張した19）。

次に代議士概念についてである。1774年の下院議員選挙に際して当選を果たし

た際に、選挙区ブリストルにおける演説（いわゆる「ブリストル演説」）20）でバーク

は「議会は一つの利害つまり全成員の利害を代表する一つの国民の審議集会」で

あるとし、その構成員たる代議士は一旦有権者から選出されれば「ブリストルの

成員ではなくイギリス議会の成員となる」、つまり選出選挙区や部分利益の代表

者ではなく全体の利益の代表者であるべき旨を説いた21）。以上の代議士概念は

「国民代表」と呼ばれる。

以上、『現代の不満の原因について』で示された政党の定義と「ブリストル演

説」で表された「国民代表」の概念はしばしば政治学における政党及び代議士の

古典的定義として参照されるものである。初期の下院議員の活動において、バー

クは近代的政治観の転換を明瞭に示したのであった。

また、1764年よりアメリカ植民地に対して課税が強化され、本国イギリスとの

摩擦が増えると、バークは議会でアメリカ植民地に対して宥和的な論陣を張り、

度々アメリカとの和平を提案した。1783年にアメリカは独立しイギリスは植民地
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を失うことになるが、結果として彼はアメリカの独立に肯定的だったことになる。

これはあくまで帝国の統一や、アメリカ植民地が歴史的に保持していた自由の抑

圧に対する擁護の観点からなされたものであった。この時の彼の態度は直後に述

べるような『省察』をめぐる評価の伏線となる。

アメリカ独立から16年を経た1789年、フランス革命はバスティーユ監獄襲撃を

以て始まり、それに対して翌1790年、バークは『省察』を執筆し、フランス革命

を礼賛しそれに同調した代表的人物であるユニテリアン派牧師プライスへの批判、

人民主権論・民主制への批判、イギリス名誉革命とフランス革命の相違、革命政

府の教会財産の没収に対する糾弾などを展開した。当時61歳、下院議員生活も25

年目を迎えたバーク晩年の著作ということになる。人間は本性として現状維持を

好み変化を厭う傾向を多かれ少なかれ持ち合わせているが、そうした傾向はバー

ク以前の政治思想において断片的に見られたものの、体系化には至っていなかっ

た。そのため、『省察』を以て政治思想としての保守主義がバークを以て一定の

体系化をみたと言われている。

なお彼がアメリカ革命に対して宥和的・肯定的だったことから、フランス革命

に好意的な人々、フランス革命を彼が支持するだろうと期待した人々からは激し

い批判を受けた。『コモン・センス』を著してアメリカ革命を肯定した啓蒙思想

家トマス・ペインとの論争がよく知られている。

『省察』の刊行後、『新ホイッグから旧ホイッグへの挑戦』など若干の執筆活動

を行った後1794年に下院議員を引退、その 3年後の1797年に68歳でその生涯を閉

じた。以下本章 2節及び 3節において保守主義思想の内容をより詳細に検討する。

2   偏見と理性、歴史と伝統、宗教と道徳22）

保守主義がその思想的大前提とするのは人間の不完全性である。バークが何よ

りも痛烈にフランス革命を批判したのは、合理的理性にのみ依拠して社会を再構

築しようとした点であった。こうした試みに対して、彼が理性を補完する存在と

して重視するのが「偏見」である。ここで言う偏見とは「偏った見方」の意味で

はなく「前もって持っている思考」のような意味であり、「先入見」とも訳される。

「理性をもった先入見は、その理性に行動を与える動機と、それに永続性を与え

る愛情とを、持つ」ために「はだかの理性しか残さぬよりは、先入見を、それに

つつまれた理性とともに持続するほうが賢いと考える」とバークが述べたように、

保守主義においては「偏見」それ自体の有用性と、理性が「偏見」と共に用いら
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れるべきことが主張される23）。

こうした「偏見」が養われるのは紛れもなく歴史的な経過による。歴史的経過

により養われた「偏見」に加えて、受け継がれてきた「伝統」の尊重を保守主義

は主張する。なぜなら「生活についてのふるい意見と規則」を除去してしまうと

「自分たちを統治するための羅針盤をもたないことになり、自分たちが、どこの

港にむかっているかをはっきり知ることができない」からである24）。一方で理性

のみに依拠した抽象的原理は、「人間の本性はこみいっているし、社会のものご

とは、可能なかぎり最大の複雑さをもっている。だから、権力の単純な配置や方

向づけは、どんなものでも、人間の本質にも人間の関係することがらの性質にも」

適合しえないのである25）。偏見と伝統なき理性をバークは「かれら（フランス人
―引用者注）の科学は高慢な無知である」と述べ、その危険性を鋭く指摘し

た26）。

国制の次元でも伝統の重要性は確認される。「統治の科学は、それ自身そのよ

うに実践的で、そのように実践的な諸目的をもち、どんなにかしこくて観察力に

とんでいる人がその一生において獲得しうるよりも多くの、経験さえも必要とす

ることがらであるから、諸時代にわたって社会の共通の目的にかなりの程度こた

えてきたひとつの構造を、人があえて打倒するとき、あるいは、かれの目のまえ

で効力が証明された模型や類型なしに、それを再建するときには、かぎりない注

意をもってしなければならないのである」とバークが警告している通り、保守主

義において偏見や伝統を考慮することなく抽象的理念のみに基づく社会工学は最

も忌避されるものとなる27）。

さてフランス革命当時にあってバークが伝統的国制として擁護したのが君主制

であり、同時に痛烈に批判したのがフランスにおける君主制の打倒の試みであっ

た。確かにイギリスも名誉革命に際して国王ジェームズ 2世を追放し、代わって

彼の娘メアリ 2世とその夫ウィリアム 3世を新国王として迎えた。確かにその時

王統は「世襲継承の直接の血統から逸脱」したが、同時に「あたらしい血統はお

なじ祖先からでていた」ために「依然として世襲継承」であった28）。そしてまた

ジェームズ 2世の追放は「歴然たる不法行為によって確認されたところの、プロ

テスタントの教会（国教会―引用者注）と国家を破壊し、かれらの基本的なう

たがうべからざる法と自由を破壊しようとする」行為によるものであり、かつ

「統治全体が、王国の人民代表と名門（下院と上院―引用者注）による、不断の

監督と積極的な統制」のもとに置くものであり、それは「統治者の追放」と呼ぶ
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べきものではなかった29）。

また民主制との比較の点からもバークは伝統的国制たる君主制を擁護する。

「民主政治においては、この種の政治においてつねにそうならざるをえないよう

に、はげしい分裂が普及するときは、つねに市民のなかの多数派は、少数派にた

いして、もっとも残酷な抑圧を行使することができる。そして少数者への抑圧は、

単一の王笏の支配から想像されうるほとんどいかなるばあいにくらべても、はる

かに大きな数に拡大されるであろうし、はるかに大きな怒りをもっておこなわれ

るであろう」30）として君主制に比した際の民主制の危険性を指摘している。一方

君主制特有の利点として、彼は「共和的形態に君主政治のなにかを混入するより

も容易に、君主政治には、どんな種類の共和制でも混入できるからである」こと

を挙げている31）。これは既存の君主制を基盤として混合政体を形成することの容

易性を説いているものと解することができるだろう。バークが「国民代表」概念

を定式化したことは本章 1節でも述べたが、全体の代表者として選出基盤から超

然として自らの理性により判断を行う代議士観は、エリートたる代議士の役割を

強調し民主制を補完するものでもある。

なお伝統的国制の保守とは言うものの、一切の変革を拒絶するわけではない。

むしろ名誉革命に際して見られたような一時的修正や改革は、伝統的国制の保持

に不可欠なものである。なぜなら、「なにか変更のための手段をもたない国家は、

自己を保存する手段をもたない」からである32）。通俗的に保守主義は保守を優先

するあまり改革を拒否すると思われがちであるが、むしろ保守すべきもののため

には必要な改革は積極的に肯定するものである。また社会不満の解消も、既存秩

序の枠内で行われる改革により解消すべきものと考える。この点で単なる盲目的

な現状維持ではない。

また歴史的伝統の一形式でありかつ理性を補完する存在として、宗教の重要性

が強調される。バークは「宗教が、市民社会の基礎であり、すべての善と安楽の

源泉」であると肯定的に捉える33）。当然ながら宗教においては説明を要する教義

も存在するが、さりとて無神論に依拠してしまえば「なにか粗野で危険で下劣な

迷信が、それにとってかわる」可能性があるからである34）。加えて革命政府によ

る教会財産の没収に対しても、バークは「寛容の蹂躙をつうじて、最大の不寛容

に走ろう」とする行為であると批判した35）。



317

3   自由と平等、権威と権力、財産と生命

先に述べた通り保守主義は偏見や歴史的伝統及びそれらに依拠する国制の尊重

を主張するものであるが、これは自由を否定するものではない。むしろバークが

下院議員生活の初期で国王の議会政治介入を批判したように、権力による自由の

侵害に対して保守主義は批判的であり、歴史的に保持されてきた自由を重視する。

ただし主張される自由とは抽象的権利に依拠した自由ではなく、「祖先からひき

つがれ、そして子孫へひきつがれるべき、限嗣相続財産」としての自由であっ

た36）。しかしながら同時に「かれら（市民―引用者注）の自由を確保するために、

かれらは、権力のある確固とした部分を持たなければ」ならない37）。バークが改

革の重要性を強調していたのは先に述べたが、自由の過度な侵害がなされた際や

政体に不都合がある場合、なすべきは既存の秩序の根本的破壊ではなく、その枠

内での改革だった。既存の秩序の破壊の上に行われる自由創出の試みは「政治的

あるいは軍事的無政府状態」に陥ってしまうからである38）。

この点においてフランス革命は既存秩序の破壊による普遍的自由の創出を目指

すものであったが、この帰結は自由の創出ではなくむしろ機械的な水平化であっ

た。これに対してバークは「さまざまな種類の市民からなるすべての社会におい

て、ある種類のものが、いちばん上にならざるをえない。だから、水平主義者は、

ものごとの自然の秩序を変更しくつがえすだけであって、かれらは、構造を堅固

にするため地上におくべきものを、空中におくことにより、社会という建物の上

のほうをおもくする」だけであると批判した39）。

平等が自由を侵害しうるという例は経済的自由において最も顕著である。バー

クが革命政府による教会財産の没収を批判したのは先に述べた通りであるが、そ

れは道徳を補完する宗教の擁護以外の理由にもよるためであった。すなわち、聖

職者に限らず人を強制的に貧困状態に追いやってしまうことは「ひとつの生活状

態にあって、それ以外になれていない人びとにとっては、（中略）すべての事情

がかわったときにはおそるべき革命」であるからである40）。社会工学的水平化へ

の批判は経済的再分配に対しても当てはまる。20世紀において保守主義の主たる

批判対象は社会主義や共産主義に移るが、それは単に両者が中央政府の権力強化

や独裁政治を志向したという理由だけでなく、権力による経済的格差の社会工学

的水平化を試み、結果として政治的自由だけでなく経済的自由を侵害したという

理由からであった。
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以上要するに、保守主義とは「人間理性の絶対性を否定し、それを補完するた

めの「偏見」や伝統を重視する。特に国制の次元では、歴史的自由する伝統を持

つ国制を擁護し、その中での改革を肯定する。一方で、理性のみに依拠した身分

的―経済的水平化や国制の根本的破壊と再設計などの社会工学的試みに反対す

る」思想であると言えるだろう。

Ⅳ　吉田茂の経歴①―生い立ち・幼年期から青年期まで

本章では吉田茂（以下本章のみ茂と呼称する）の幼年期・青年期を回顧し、思想

形成の要因となった出来事について指摘する。若年期が人間の人格形成に与える

影響の重要性は一般的に知られるところであるが、茂の若年期は同時代人から見

ても極めて特異なものであり、先行研究でも揃って指摘されている通り、茂の人

格形成やその後の人生にも大きな影響を与えた。本章ではそうした若年期の中で

も家庭環境や学校遍歴を中心として、先行研究に依拠しながら茂の思想形成の基

盤を検討する。

1   生い立ちと父母

茂は1878（明治11）年、元土佐藩士で民権運動家の竹
たけ

内
うち

綱
つな

の五男としてこの世

に生を受けた。このとき、綱は西南戦争に際して政府転覆を企てたとして逮捕・

投獄されていたと言われている41）。戸籍上生母不明となっていることから生母を

身分の低い芸者だと推測する見方もあるが42）、詳細は不明である43）。少なくとも、

茂が自ら実母についてほとんど語っていないのは間違いない44）。自身の出生につ

いて、茂は以下のように語っている。

　私は明治十一年九月二十二日に横浜で生れた。横浜で生れたのには訳があ

つて、当時は伊藤博文の内閣の時代で、丁度その頃に保安条例といふものが

作られ、東京で政府に反対を唱へてゐた政客約三百名が、時の警視総監三島

通庸の命令で、東京から三里の地に退去させられ、林有造・星亨・尾崎行雄

等とともに、私の父（竹内綱）も東京を去らねばならなくなつたのである。

それがつまり私が生れるのとかち合つたのである45）。

保安条例についての歴史的事実それ自体は正確だが、先述の通り竹内綱は茂の出
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生当時は西南戦争に際しての政府転覆計画に連座して獄中にあったのであり、保

安条例で東京を追われたのではない。第 1次伊藤博文内閣が保安条例を公布した

のは茂の生年から 9年後の1887（明治20）年である。この誤りが意図的かそうで

ないかは不明だが、ここで注目すべきは西南戦争ではなく明治の元老伊藤博文を

自らの出生時代の始まり結びつけている点であろう。後に述べるように、茂は民

権運動家としてのメンタリティよりも明治の元老政治家に自らを位置づけていた

（第Ⅴ章 4節参照）。その一端が垣間見える事例と言えるのではないだろうか。

一方の実父綱について茂は「そうした父の血を引いた私は、どこか頑固なとこ

ろがあって、後には獄に入れられるようなことになったのかもしれない」46）と述

べている程度である。おそらく綱から茂が受けた影響については、ダワーが「あ

まのじゃくの気質が、この二人の性格をつらぬいていることに注目するほうが正

確に近い」と述べているように47）、性格面での反骨精神という漠然とした連続性

ということ以上は言えないように思われる。先述の通り竹内綱は茂の出生当時獄

中にあったので、茂と触れ合う機会も少なかっただろうと考えられる。また満 3

歳になる1881（明治14）年に、茂は竹内綱の友人で貿易商の吉田健三のもとに養

子に出されてしまうため（尤も出生前から養子に出されることは決まっていたようで、

生誕も横浜の吉田家だったようである）48）、実父の綱から受けた直接的影響はそれほ

ど大きくはなかったと思われる。ただし後に述べるように、茂の反骨的性格につ

いては養子に出された後にも形成要因があった。

さて幼くして養子に出された茂だが、吉田家にて茂は生家竹内家にも劣らぬ影

響を受けた。養父健三が貿易商を生業としていたことから、茂は幼少期から外国

文化、特にイギリスのそれに触れる機会が多かったと思われる。これは「吉田茂

の親英的、親アングロサクソン的気質は彼の育った家庭の環境に根差している。

（中略）そこで吉田茂は、英国的精神の真髄であるビジネスの雰囲気の中で育つ

ことになった」との指摘通り、「商人的な国際政治観」と呼ぶべき経済主義的親

英米派外交官に受け継がれることとなる（第Ⅴ章 2節参照）49）。本章 2節にて述べ

るように、茂が小学校を卒業した年に健三は若くして亡くなってしまうが、茂が

相続した莫大な遺産と当主としての扱いを通じて間接的に影響を与えるほど、貿

易商としての健三の存在は大きかった（本章第 2節参照）。

さて養父健三が職業観につながる影響を与えたとすれば、彼の妻で茂の養母士
こと

（士
こと

子
こ

）は人格面での影響を与えた。士
こと

は江戸時代の陽明学者佐藤一斎の孫であり、

儒学の教養を持ち合わせていた。養母士
こと

についての茂の回想は以下の通りである。
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　養母は士子といった。コトコと読む。漢学者の家に生まれたのだから、何

か理由のある名だろうと思うが、特にきいたことはない。学者の家に生まれ、

学問の素養があることを心秘かに誇りとしていたらしい。そのためか、気位

の高い人であった。（中略）

　不思議なもので、気位の高い子だとしばしばいわれていたせいか、いつか

本当に気位の高い子になってしまった。養母を思い出すたびに、私が気位の

高い子になったのは養母のお蔭と感じている。これが他人の目からは傲慢と

見られ、我儘と思われ、ワンマンなどといわれるような性格になった所以で

あろう。

　しかし、一方には他人の威圧に屈しない、痩我慢の強い、威圧に対しては

むしろ反抗的な人間になったとも考えられる。そうした叛骨というか、頑固

な性格は父の遺伝かも知れぬが、同時に養母の影響力も強かったように思わ

れる50）。

茂自身直截に述べているように、養母士
こと

から気位の高さを引き継いでいることが

分かる。実父綱と共有する（と思われる）反骨精神は養母士
こと

の影響により気位の

高さとして形を与えられた。「傲岸不遜」と呼ばれた性格の遠因である。また、

同じく士
こと

より引き継がれた儒学の素養は、漢学塾たる耕余義塾にて漢学の素養と

して大成を見た（本章 2節参照）。

2　学校遍歴と吉田家の生活

1889（明治22）年、10歳で横浜市小学校を卒業した茂は中等教育機関にあたる

私立の寄宿制漢学塾、耕余義塾に入学した。耕余義塾の創設者小笠原東陽は茂の

養母士
こと

の祖父佐藤一斎の弟子であったので51）、入学は士
こと

の勧めであったのかもし

れない。漢学塾といっても数学・英語・理科・地理・歴史など一通りの教科を揃

えており、イギリスのパブリックスクールのような学校であったようだが、教育

の中心はやはり東洋古典であった52）。それゆえ茂は当時としては極めて伝統的な

教育を受けたと言えるだろう53）。茂にとっても耕余義塾の経験、特に漢学の学習

は強く印象に残ったようであり、その意味で養母士
こと

から受けた儒学の素養の下地

はここに漢学の教養として定着を見た。茂自身の回想によれば以下の通りである。

　私は初め、漢学の塾に寄宿した。これは私の性格にどれだけの影響を与え
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たかしらないが、兎に角、一通り漢文が読めるやうになつたのはいいことだ

と思ふ。中国人は生活の達人であつて、我々が生活して行く上で遭遇する大

概の経験が漢籍で扱はれてゐるし、又更にさういふ経験に就て我々に教えて

呉れる。（中略）政治・社会に関する学説と言へば、多少とも話が抽象的に

なり、中国人は抽象的な議論は得意ではない。と言ふよりも、中国人もさう

いふ思想を詩の感慨に託して諷
ふう

してゐると言つた趣がある。だから、抽象的

な議論は西洋に学ばなければならない。併し漢詩を含めて、我々の日常生活

に関することか、人間と人間との交渉の上でのことならば、なんでも漢籍に

求められるといふ気がする54）。

ここから、「観念論を排して「生活から滲み」出る中国古来の実利、実用の言説」

から「ある種プラグマティズムの思考様式」を茂が学び取った可能性が指摘でき

る55）。儒学の教えや漢籍それ自体が実利主義的かどうかは議論があると思われる

が、少なくとも茂自身は漢籍より得た教訓を実利主義的なものと考えていたよう

である。これ以降生涯に亘って漢籍は茂の教養の基礎を成した56）。

なお耕余義塾に入学した1889年に養父健三が40代の若さで亡くなっている。こ

れにより茂はわずか11歳で吉田家の当主となり、健三が遺した莫大な遺産を相続

することとなった。

ここで指摘しておくべきは茂が相続した遺産と吉田家当主の地位である。まず

茂が「吉田財閥」と呼んだ遺産だが、「二代目の私はもっぱら減らすことに精進

してきたため、大半を手放して」しまった57）。茂は1894（明治27）年に15歳で耕

余義塾を卒業した後、いくつかの学校を転々とすることになるが、おそらくはそ

うした学資金として消費してしまったのではないかと考えられる58）。また吉田家

当主となった茂は耕余義塾卒業後、生家竹内家内に別棟を建て使用人が居住し、

竹内家の実兄たちを半ば召使として扱ったとも言われている59）。茂自身の回想を

見てみよう。

　五人兄弟の末っ子に生まれた私は、生家にそのままいたら多分誰もかまっ

てくれず、特に目をかけてもらえる相手もいなかったろう。それが養子にも

らわれたために、一人ッ子として養父母に非常に可愛がられる身分になった

のである60）。
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この回想通り、茂が「竹内茂」として竹内家の五男のままだったら、民権運動

家の父綱の後を継いで政治家になることも大学に進学して外交官になることもで

きなかったに違いない。もし仮に父の後を継いで政治家になることはできたとし

ても、政党の力がまだ弱い時代であり首相のポストからは程遠かったので「ワン

マン宰相」となることはなかっただろう61）。吉田家に養子入りし、かつ養父健三

の死によって莫大な遺産を相続したことは、進路選択をめぐって茂が何ら干渉を

受けることなく自ら納得ゆくまで学業を続けることを可能とした。また幼くして

当主となったことで気位の高い性格が助長されることにもなっただろう62）。そし

て何より、茂にとってそれは歴史に名を遺す大きな転換であった。

もう一点指摘すべきこととして、これが茂の家族観に影響を与えたということ

である。養子に出されること自体は当時として全く珍しいことではなかったが、

10代にして当主となることは異例であったと言えるだろう。このように父権主義

からは程遠い家庭環境にあったため、反動的可能性を秘めていた他の保守政治家

とは異なり茂の家族観は家父長的「家」制度からはかなり自由であった63）。しか

しながら吉田家には他に兄弟がいなかったために、「家に帰れば養母と私の二人

暮し、淋しい家庭に淋しく暮らす月日が何年となく続いた」64）と回想するような

寂しさもあったようである。

さて耕余義塾を卒業した後の茂だが、先述の通りいくつかの学校を 1年おきに

転々としている。1894年、耕余義塾卒業とともに日本中学に入学した。日本中学

は、昭和天皇の皇太子時代の教育係を務めた倫理学者、杉浦重剛が校長を務めて

いたことで知られている。そのため同校での教育が茂の皇室崇敬の念を養ったと

言われている65）。茂が政治家として皇室への敬愛の念を持っていたことは茂自身

の言説から確認できるが（第Ⅵ章 4節参照）、日本中学についての茂の言及は管見

の限り見られないため茂に強い印象は残さなかったようである。

この日本中学は入学して 1年後の1895（明治28）年に退学し、高等商業学校（現

一橋大学）に入学するが、同校もわずか 2ヵ月で退学している。続いて正則尋常

中学校に入学し、同校を翌1896（明治29）年に卒業した。高等商業学校について

は「別にどうといふ訳もなかつたが、実業界に入つても、先輩に頭を抑へられ、

上役には気を遣はなければならず、官吏になれば自分の働き一つで、もつと気楽

だらうと考へたのである」と回想している66）。貿易商だった養父健三から経済主

義的思考を受け継いだことは先に述べたが、学問としての経済学は茂には肌が合

わなかったようである。
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正則尋常中学校を卒業後は東京物理学校（現東京理科大学）に入学するが、同

校も翌1897（明治30）年に在籍 1年で退学して学習院中等科に編入し、これを以

て学校遍歴は終わりを迎える67）。この間入退学を繰り返した諸学校について、先

述の高等商業学校への言及を除いてはほとんど何も語っていない。その在学期間

が示すように、校風が合わなかったか茂に強い印象を与えなかったようである。

その後1898（明治31）年に中等科卒業・高等科入学と順次学習院内で進学を重

ねた。1901（明治34）年に学習院高等科を卒業した後、同大学科に入学する。学

習院時代についての茂の回想は以下の通りである。

　外交官への道を選んだのは、むしろ偶然というべきで、大した動機があっ

たからではない。私が高等学校の受験準備中に、結膜炎（眼病）にかかり、

一年程休学し、箱根に静養しておった。全快して、帰京すると、たまたま学

習院の生徒募集があったので、そこへ紛れ込んだ。学習院から東大へ進学で

きると思ったからである。ところが、そのうちに、院長近衛篤麿公（故文麿

公の父君）の発意で、外交官養成を目的とする大学部が学習院に附設される

ことになり、私も自然と高等科を出ると、そのまま大学部に進み、それとと

もに、いつとはなしに外交官になる気になってしまった。別に、将来は陸奥

宗光伯や小村寿太郎侯のごとき大外交家になって罇俎折衝の間に、国威発揚、

対外発展に貢献してやろうなどという待望を抱いたわけではない。

　私が学習院大学部の三年生の時に、近衛院長が急逝された。それで折角の

学習院大学部も閉鎖ということになった。そして学生はそれぞれ他の大学に

転学することとなり、私は東大に行った68）。

これによればたまたま学習院高等科の受験に遭遇し、高等科卒業とともに自然

と大学部に進学することになったことになっているが、それ以前の回想において

は「当時学習院は、外交官の養成所の趣があつた」とも述べているため、外交官

になることを志望して学習院に入学したのかどうかは判然としない69）。しかしな

がら、いずれにしても学習院が外交官になる大きなきっかけとなったとみて差支

えないだろう。学習院時代については他に特に目立った回想はないので、いかな

る学生時代を送ったのか定かではない。終戦前後に際して行動を共にする近衛文

麿や木戸幸一など宮中派政治家とも10歳以上年齢が離れているので、在学中に顔

を合わせたとは考えられない。茂が学習院から得た直接的影響については、進学
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のためのステップということ以上には特に何も言えないように思われる。

さて先述の回想にもある通り大学部在学中に大学部が閉鎖となったため、1904

（明治37）年に東京帝国大学法科大学政治科に入学する。先に引用した回想によ

れば学習院をバイパスして東大に入学することを考えていたようであるが、もし

このまま学習院大学部卒の外交官となっていればさほど昇進せずに外交官生活を

終えていた可能性が高い。第Ⅴ章 1節で詳述するように茂は外務省のエリート

コースを歩んできたわけではないが、それでも東大出身だったために昇進はなん

とか可能だった（ただし東大を出た実際の茂も一時を除いて目立った昇進はしなかっ

た）。当時の官界においては東大出身という学閥の影響力が強かったため、学習

院といえど昇進は不利であっただろう70）。結果として茂にとって学習院大学部の

閉鎖はプラスに作用した。

かくして 2年後の1906（明治39）年に東京帝国大学を卒業、外交官及び領事官

補試験に合格し、外交官としてのキャリアをスタートさせることとなる。この時

すでに28歳になっていた。

以上の長い学校遍歴は、同時代の複線的な教育システムを考慮しても極めて特

異だったと言ってよい。長期間、しかも複数の私立学校を転々とするという学校

遍歴は養父健三の遺産により可能となった可能性のあることは先に述べたが、こ

のことから茂の容易に妥協しない性格を見出す説もあれば71）、将来の針路につい

て有益な助言や指導を授ける人物を持たなかったことを原因とする説もある72）。

いずれにせよ一家の当主となることこそ早かった茂だったが、同期入省に同年の

広田弘毅（のち外相・首相）73）がいたことを割り引いても、遅咲きのスタートだっ

たと言えるだろう。

Ⅴ　吉田茂の経歴②―外交官時代

本章では吉田（以下「吉田」と表記した際は吉田茂を指すものとする）の外交官と

しての職歴と政治観を振り返る。吉田についての研究は外交官時代に一定量の紙

幅を割いているが、これは吉田の政治思想形成の原体験が外交官時代にあるから

に他ならない。吉田の回顧録には、パリ講和会議に参加した際、当時のアメリカ

大統領ウッドロウ・ウィルソンの顧問を務めたエドワード・ハウス大佐から

「ディプロマチック・センスのない国民は、必ず凋落する」とアドバイスを受け

たエピソードが度々引用されているが、このことが示すように吉田の政治的思考
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の基礎にあったのは外交官時代の経験であった74）。以下吉田のキャリアパスと

「帝国外交官」としての彼の外交観、「明治国家エリート」となる転機を検討する。

1   キャリアパスの概観

1906年の外務省入省直後、吉田は奉天総領事館にて領事官補として外交官の

キャリアを開始する。奉天領事館にて 1年ほど勤務した後、ロンドンの駐英日本

大使館とローマの駐伊日本大使館にて 3等書記官としてそれぞれ 1年ずつ勤務し、

1912（明治45／大正元）年に安東領事館にて領事として勤務した。在職中の1915（大

正 4）年に、第 2次大隈重信内閣による対華21ヵ条要求をめぐって「若気の至り

も手伝って、（中略）在満の領事連に呼びかけて反対運動を起そうと企てた」ため、

1916（大正 5）年にワシントンの駐米日本大使館勤務が内定するも取り消され、

翌1917（大正 6）年に大臣官房文書課長心得に左遷されている75）。

一時的な窓際勤務を経て1918（大正 7）年にはパリ講和会議に参加し、1920（大

正 9）年にロンドンの駐英日本大使館で 1等書記官としての 1年間の勤務を経て

1922（大正11）年から1927（昭和 2）年まで天津総領事・奉天総領事をそれぞれ

務めた。帰国後は駐スウェーデン大使に任じられるも任国に赴任せず、当時の田

中義一首相兼摂外相に自身の売り込みを行って1928（昭和 3）年から1930（昭和 5）

年まで田中義一内閣（立憲政友会）と浜口雄幸内閣（立憲民政党）のもとで外務次

官として勤務した。この間、不戦条約やロンドン海軍軍縮条約の締結に従事して

いる。その後は1930年から1932（昭和 7）年まで駐伊大使としてローマに赴任し、

特命全権大使としての満州及び中華民国の視察、外務査察使としての欧米諸国派

遣を挟んで1936（昭和11）年に駐英大使として 2年間赴任し、帰国後退官した。

先行研究で度々指摘されてきた通り、吉田の外交官としてのキャリアは安東領

事館、済南領事館、天津総領事館、奉天総領事館と中国勤務経験が多くを占めて

いる。そしてまた、吉田が入省したばかりの外務省の主流あるいはエリートコー

スはヨーロッパ在勤であり、中国在勤すなわち「チャイナ・サービス」は裏街道

とされていた。吉田の経歴において「チャイナ・サービス」を強調することに疑

問を付す意見もあるが76）、勤務期間を月数換算すると、約388ヵ月（約32年）にわ

たる外交官のキャリアにおいて欧米関係勤務約124ヵ月に対して中国関係勤務は

その約1.5倍の約188ヵ月となっており、欧米関係勤務も決して短いとはいえない

が明らかに中国関係勤務の方が長い。特に1920年代後半に外務次官になるまでの

現地駐在の外交官としては中国在勤が長期間を占め、欧米諸国のそれはイギリス
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とイタリアの 2ヵ国のみである。「チャイナ・サービス」を強調するのは決して

誤りとはいえないだろう。

これに加えて、吉田はのちに外務次官となるにもかかわらず、本省の重要部局

の課長・局長の経験が一度もない77）。外務次官になったのも、当時の田中義一首

相兼摂外相に対する売り込みすなわち猟官運動のためであり、課長・局長あるい

は大使を経ずに奉天総領事からほぼ一足飛びに外務次官に昇進している。外交官

時代のわずかな期間を除いて、吉田は非主流派・非エリートコースを歩んでいた。

かように非エリートコースにいた吉田であったが、逆説的に裏街道たる「チャ

イナ・サービス」は吉田にとりきわめて重要な経験となった。吉田自身の筆に聞

いてみよう。

　わが国の外交の中心は、前述の如く、明治時代はもちろんのこと、大正、

昭和時代に入ってからでも、品問題や対支政策であったのであるが、不思議

なことに、外務省内での出世街道としては、いわゆるチャイナ・サービス（支

那勤務）、わけてもその領事勤務は、いわば裏街道であって、表街道は古く

からロンドン、パリ、ベルリンか、もしくはワシントン、ニューヨーク、す

なわち欧米諸国の首都、大都市での勤務であった。従って、私は如何に自惚

れてみても、外務省の秀才コース、出世街道を歩いてきたとはいえない。し

かし負け惜しみでなく、今にして思うと、支那大陸に早くから勤務できたこ

とは、私として非常に得るところがあった。

　当時の支那は、清朝末期から革命の初期に至る期間で、その国情、殊に政

情は複雑、変転極まりなく、その間に列国の外交術策乱れ飛ぶ有様であった。

わが国だけについてみても、外務省、軍部、殊に陸軍はそれぞれ支那各地に

出先機関を擁し、おのがじし好むに任せて、地方政権、軍閥に接近し、それ

とともに民間の支那浪人、政党政客などがいっぱし策士気取りで横行すると

いう実況をまのあたり体験し得たることは、私にとり、決して無駄ではな

かったと思う。と同時に、人は如何なる地位、如何なる境遇に置かるるとも、

それに対して不平、不満を抱くより前に、先ずその与えられた地位、境遇に

おいて、自己の最善の努力をつくすべきだと、今においてしみじみ感ぜざる

を得ない78）。

このように雑多なアクターが跋扈する中国大陸、特に満州・華北地域にあって、
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限られた条件の下で効用を最大化させる判断力を養うきっかけになったといえる

だろう。

2   外交観の形成

さて以上のような職務環境にあって吉田が形成していった外交観とは、経済的

利益と通商関係を重視する経済主義であり、それを保証する条約体制の尊重で

あった79）。前者が貿易商だった養父健三に由来すると考えられることは先に述べ

たが、これに加えて外交当局者らしく日本の地政学的条件や日本外交の来歴に対

する独自の理解を以て経済主義をより一層強固に基礎づけた。

日本は海洋国であり、海外との貿易を通じて、九千万国民を養わねばならぬ

ことは、明らかである。そうである以上は、日本の通商上の繫がりは、経済

的にも最も豊かな、そして、技術的にも一番進んでおり、且つ歴史的にも関

係の深い英米両国に自ずと重きを置かざるを得ないではないか80）。

また「外交は小手先の芸でもなければ、権謀術数でもない。国力を土台として

細心の経営、不断の努力を以て、国運を開く外に正しい外交の道はない」と捉え

る吉田は、通商関係の基盤となる国際信用の観点から条約遵守の重要性を強調し

た81）。

以上のような経済主義と条約体制の尊重という外交観を有していた吉田にとっ

て、そのロールモデルとなったのは、通商関係に基盤を置くアングロ・サクソン

諸国であり、必然的に吉田はそうした国との関係性を重視する「親英米派」外交

官となった82）。戦後吉田は日本外交の帰趨を振り返って以下のように述べている。

　わが国の外交について述べるに当っては、先ず米英両国との歴史的な関係

を振り返ってみざるを得ない。日本の開国は、誰も知る通り、アメリカ合衆

国によって行われたのであるが、実際上の関係は、明治年間はもちろん、大

正時代に入ってからも、イギリスとの間が深かった。

（中略）

　明治維新当時の先輩政治家たちは、国歩艱難裡に国政に当り、よく興国の

大業を成し遂げたのであるが、その苦心経営の跡は、今日よりこれを顧みる

に歴々たるものがある。そうした先輩苦心の開国当初の日本外交の基本方針
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は、要するに英国との提携と
マ マ

いうにあった83）。

おそらく吉田の経済主義は養父健三に由来するだけでなく、日英同盟締結

（1902年）の 4年後、日露戦争開始（1904年）の 2年後1906年に外交官となったこ

とも関係していると思われる。いずれにしろイギリスとの協調を基調とした外交

方針は吉田にとって自明であり、それゆえイギリスが外交のロールモデルであっ

た。

しかし吉田が是とする外交観・外交方針に反して第 1次世界大戦以降のイギリ

スの衰退に伴い、日英関係は「微妙な変調を呈し」始めることとなった84）。その

後満州事変、日中戦争を経て日本は英米諸国との関係を徐々に悪化させる中で、

英米協調に代わって独伊ファシスト諸国との提携が浮上してきた際、吉田は頑と

して反対した。1936年に日独防共協定の締結に際して駐英大使を務めていた吉田

のもとに駐英大使館付武官の辰巳栄一が訪れた際、吉田は以下のように述べた。

　一体日本の軍部はナチス・ドイツの実力を買いかぶっている。世界大戦

（第一次）であれほど連合軍にたたきつけられ、更に海外の領土も悉
ことごと

く失っ

たのであるから、如何にドイツ民族が偉いといっても、二十年そこらの機関

に、英仏、ひいて米国をあいてとして、太刀打ち出来るほど回復しているは

ずがない。一方英米は世界にまたがる広大な領土と豊富な資源をもつ。それ

に永年にわたって培った政治的、経済的の底力というものは真に侮り難いも

のがある。

（中略）

　現在世界列強の分野は二分されているが、日本は今求めて枢軸側につくべ

き時では断じてない。国際情勢の現状から見て、日本は外交のフレキシビリ

チー（柔軟性）を持つ方が賢明と思うが、若しいずれかに伍するものとすれば、

自分としては独伊側よりもむしろ英米側を選ぶ。それが日本の将来のために、

とるべき道であると確信する85）。

吉田の反ファシズム的性格及び親英米的外交観がよく表れた回想としてしばし

ば引用されてきた一節である。感情的に英米協調を主張している嫌いがあるが、

ここからは英米諸国との協調を何よりも堅持すべきであり、一時的なドイツの台

頭は取るに足らないものと吉田が考えていたことが見受けられる。
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しかしながら吉田の反対も空しく日独防共協定は締結され、翌1937（昭和12）

年のイタリアの防共協定参加を経て1941（昭和16）年に日独伊三国同盟として結

実する。同年に始まった第 2次世界大戦は 4年後の1945（昭和20）年を以て終わ

りを迎えるが、このことを吉田は「以上のような満州事変から太平洋戦争に至る

日本の対英米関係の狂いは、歴史の大きな流れから見れば、日本の本然の姿では

なくて、ただ一時の変調であった」と理解した86）。その正確性はさておき、1930

年代から敗戦までの過程を部分的変調と捉えてしまうほどには吉田は親英米派外

交官であった。

なお、こうした経済主義的親英米派外交官としての性格は戦後にも受け継がれ

た87）。第 2次世界大戦後、衰退したイギリスに代わるアメリカとの安全保障上の

提携と協調の重視88）、「借金学博士」89）と自称するほどの積極的借款による外資導

入90）、自由経済を通じた中国との関係構築91）などにその発露が見られるところで

あり、国内的にもドッジ・ラインの実施やそれに基づく均衡財政など経済的自由

主義政策を実行した92）。経済主義的親英米派外交官出身ゆえに吉田は経済問題を

国際経済の視点から捉える傾向があり、従って保護貿易・統制経済よりも自由貿

易・市場経済を奉じる点で自由主義的であった93）。

3  「帝国外交官」としての側面

以上のように経済主義的親英米派外交官として活躍していた吉田であったが、

それは吉田が外交官として妥協的あるいは宥和的であったことと同義ではない。

むしろ吉田自身、中国に対しては強硬な姿勢を採ることもしばしばであった94）。

こうした吉田の姿勢は1920年代、ちょうど40代半ばを迎えて中堅外交官として

活躍し始めたころに顕著となる。この時期の外交は国内で政党内閣を担った二大

政党の政策的相違として、憲政会＝立憲民政党内閣における幣原喜重郎外相が主

導し、「支那に対する内政不干渉主義、列国協調主義を飽くまで表看板として標

榜」する幣原協調外交と、立憲政友会内閣における田中義一首相兼外相の「満蒙

におけるわが権益に重点を置いて、その範囲での自主外交を主張」外交政策に代

表される田中積極外交の 2つに分類される95）。先行研究でもしばしば指摘されて

いる通り、対中強硬策を採る吉田は田中積極外交の系譜に位置していた96）。以下

吉田の回想と共にそのことを検討する。

吉田の回想によれば語学が不得手で少々生意気な吉田の気質ゆえに、エリート

外交官の幣原の中では「御覚え目出度いという方ではなかった」ようである97）。
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一方陸軍出身で政友会総裁の田中はといえば、「鷹揚というのか、太っ腹という

のか、小事に拘泥しない、おおらかな気質であった。事務的な仕事は殆ど次官ま

かせで、第一、外務省に顔を出すのは、時たまのことである」という仕事振りゆ

えに「私の官界生活中、これほど仕えるのに楽な上役に出会ったことがない」と

評すほど性格面で馬の合う上司であった98）。こうしたこともあって吉田は田中の

外相在職中に自らを売り込んで外務次官となっている。パリ講和会議の際に続き

2度目の猟官運動であった99）。

むろん性格面での共通性だけでなく、外交政策の点での共通性もみられる。

1926（大正15／昭和元）年に中国国内で北伐が始まると、満州地域での軍閥の争

いは激しさを増すことになり、同地域の在留邦人の経済活動や満州鉄道など日本

の権益にも被害が及び始めた。外務次官時代の1928年に吉田は「対満政策私見」

を記し満州問題の解決を訴えた。

斯ル時ニ当リ若シ夫レ現状ヲ以テ之ヲ欧州ノ近クニ在ラシメハ果シテ如何支

那ハ世界ノ富源ト称セラルルニ拘ラス我ハ袖手シテ之ヲ其軍閥政治家ノ暴政

ニ委ネ顧ミサルカ如キモノアリ

明治大帝ノ特ニ叡慮ノ存セリト云ハルル満蒙ノ経営ニ就テモ徒ラニ張作霖輩

ノ鼻息ヲ窺フテ一事ノ為スナキノミナラス（中略）支那側ハ益々我ニ対シ傍

若無人ノ行動ヲ恣
ほしいまま

ニシ日支条約約定ヲ無視シ鉄道ノ延長新設ノ結果ハ啻
ただ

ニ

満鉄ノ利益ヲ害スルノミナラス我国防ニ甚大ノ影響ヲ及ホシツツアル邦人ノ

自由拘束ノ例頻々タルノミヲナス

（中略）

実質ニ於テ我指導ノ下ニ東三省ノ政治ヲ改善セシメ英ノ埃
エジプト

及ニ於ケルト同様

ノ治績ヲ挙クルヲ要スヘク即チ交通及財政ニ関スル帝国政府ノ要望ニ対シ須

ラク張政府（張作霖政府―引用者注）ヲシテ充分ニ之ヲ傾耳尊重セシムルニ

足ルヘキ実行的措置ヲ講スルヲ要ス100）

注目すべきは「実行的措置」を講ずる根拠として、中国側の「日支条約約定」無

視が挙げられていることである。経済主義的親英米派外交官の吉田は、実行的措

置すなわち強硬手段の採用は日中間の条約不履行を根拠とし、英米の諒解のもと

でこれを行うことを主張していた。満州事変の翌年にあたる1932年、義父牧野に

宛てられた書簡で上海での戦闘拡大に言及した際、「上海事件を起すニ
ママ

しても英
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米辺と十分の打合を為し砲火を交ゆにしても列強が事情の不
やむをえざる

得已を充分に了解す

るまでニ
ママ

手を尽すべかりし」と述べていることからも明らかであろう101）。

こうした立場は、裏を返せば英米の諒解の範囲内ではいかなる強硬手段の採用

も認めうる可能性があり、また強硬手段の法的基盤たる条約上の権益も日清・日

露戦争に際して獲得したものであることから、ある意味では「倫理的正当性とい

うようなことを、まったく問題にしていない」ものでもある102）。断固として日

本の権益を擁護する点で吉田は「帝国外交官」であったが、「それまでわが国と

欧米各国の間に結ばれていた条約や協定などを全然無視してまで、自己の主張を

押し通すなどという、後年の軍部外交」とは一線を画すものであり、先に述べた

ようにファシズムに同調するものでもなかったことは重要である103）。幣原協調

外交との相違についても、満州事変以後の軍部の態度に比すれば大差のないもの

であり、「結局支那問題を取り扱う手加減に多少異った味が感じられる程度」の

ものであった104）。

4　結婚と「明治国家エリート」

1909（明治42）年、ロンドン大使館にて三等書記官として在勤中に吉田は大久

保利通の次男牧野伸顕の長女雪子と結婚している。牧野との姻戚関係が吉田に与

えたのは、何よりも「明治国家エリート」に連なる政治的系譜である105）。

大磯にある吉田の自邸内には「五賢堂」と呼ばれる祠堂があったが、これはも

と伊藤博文の大磯別邸、滄浪閣の隅にて岩倉具視・大久保利通・木戸孝允・三条

実美を祀った「四賢堂」を移築したものであった106）。伊藤の没後、梅子夫人に

より伊藤が合祀されて五賢堂となり、その後何人かの手を経て吉田が伊藤の大磯

別邸に程近い自邸に移築した。五賢堂はのちに吉田の手で西園寺公望が合祀され、

さらに吉田自身も当時の佐藤栄作首相により合祀されて「七賢堂」となり、現在

も大磯城山公園旧吉田邸地区内に鎮座している107）。このほか吉田は日本外交に

ついて語る際にも明治時代からの連続性を強く意識していることが窺えるが、こ

こから吉田が伊藤博文や義理の祖父大久保利通など藩閥政治家に代表される「明

治国家エリート」に強い親近感を持っていたことが分かる。

そして1925（大正14）年の義父牧野の内大臣就任を以て、吉田は本格的に宮中

派政治家グループの末席に位置することとなった。吉田は日米開戦直前と終戦に

際してそれぞれ開戦回避と早期終戦の政界工作を行っているが、宮中派政治家と

の人脈はこうした政界工作の伏線となった。
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かように吉田は「明治国家エリート」に連なるという強い自意識を持っていた

が、対照的に民権運動家の実父竹内綱の家系や家業に対する自覚は甚だ希薄で

あった。外務省入省直後、最初の赴任地である奉天総領事館に赴く際、当時の奉

天総領事萩原守一と懇意にしていた綱は吉田に紹介状を書いて渡したが、吉田は

その紹介状を着任の挨拶の時に出さずに離任と帰国の際になって紹介状を出した。

萩原がなぜ着任の時に出さなかったのか問い詰めると、吉田は「親の七光りは嫌

いです」と答えたという108）。

実父綱をめぐっては親の七光りを嫌った吉田だったが、義父牧野の権威は所々

で吉田にとって有益であったし、吉田自身それを幾度か活用した。安東領事時代

の対華21ヵ条要求をめぐる反対運動とワシントン在勤取り消し及び左遷について

は先に述べた通りであるが、吉田が察するにこの寛大な処置は「義父の牧野伯に

対する義理合い」109）であったようである。また1918年のパリ講和会議参加に際し

て、次席全権だった牧野に働きかけ随員となっているなど、義父に対して「猟官

運動」を行ってすらいる110）。吉田が「明治の巨頭たち、また竹内の初期の政治

活動が対立目標としたと同じ薩長閥に対する尊敬と一体感」111）とを育むことと

なったのはある意味で「歴史の女神クリオのいたずら」112）だった。

Ⅵ　戦後政治と政治思想

本章では戦後政治における吉田の政治思想を、政権運営スタイルを中心に検討

する。約 7年に及ぶ首相在職中、吉田は農地改革、憲法制定、ドッジ・ラインの

実施、教育改革など、政治思想的に分析しやすい政策を数多く行っているが、こ

れらは先行研究によっておおよそ思想的分析がなされている113）。それゆえ本稿

では外交官のキャリアに由来する彼の政治観をバークの定式化した「国民代表」

として捉え、そうした政治観が自由党総裁及び首相就任の際の鳩山一郎との密約

を経て閣僚人事において結実したことを示す。最後に、「明治国家エリート」た

る吉田の政治的メンタリティの分析として吉田の皇室観及びそれに関わる宗教観

を検討する。

1　「餠は餠屋」主義と「国民代表」

吉田は戦後、外務省プロパーの職業外交官すなわち「玄人外交官」と、財界人

や政界の有力者を各国大使に任命する「素人外交官」の優劣をめぐって以下のよ
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うに述べている。

　こういう説（素人外交官の起用―引用者注）に対しては、私は原則として

賛成できない。換言すれば、我が国の現状から申して、日本の在外使臣とし

て送るのには、なんとしても、やはり外務省出身者が最適任だと思う。その

理由の第一は、甚だ平凡なことだが、国際的な訓練を永年修得したものでな

ければならないということである。すなわち国際的なセンスの上でも、まだ

礼儀作法などの生活様式の上でも、若い時から相当の修練と経験を積むこと

が必要だ。

（中略）

　上述の常駐の在外使臣の場合は別として、何か大きな国際会議とか、臨時

の対外折衝などに際しては、通常のキャリヤー・ディプロマットよりも、専

門知識を有する財界人とか、国内政界に実力を持つ政治家の方が、日本の使

節として適当ではないかという問題がある。（中略）しかし私の言わんとす

るところは、結局“餠は餠屋”というに尽きよう114）。

戦後に書かれた外交論に関する文章ではあるものの、この「餠は餠屋」主義は

職業外交官としてのキャリアに依拠したプロフェッショナリズムということがで

きるだろう。外交における「餠は餠屋」主義を持って吉田が政治家に転身したと

き、それは「政治家は全国民の代表者であり、特定の部分利益を代表したり自ら

の選出基盤の意思に従属するのではなく、自己の理性を用いて判断する全国民の

代表者」であるとするバークの定式化した「国民代表」としての政治観となっ

た115）。

　私の知る限り、わが国の政治家は、政治を功利的に、自己本位に取り扱い

過ぎる嫌いが多い。立身出世主義が強すぎる。どうかすると金儲けの道具と

する極端なものもある。そんな風であってはならぬ。（中略）

　権力に左右されるような政治家は、また別の権力が現れた場合には、意気

地なくこれになびくものだ。占領期間中に私はたびたびそうした光景を見せ

られた。（中略）政治家として最も歩み易い安易な道であるかもしれぬが、

同時に辿ってならぬ道でもあるのである。

　ここで権勢というのは、必ずしも占領軍とか、大臣の地位とか、あるいは
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武力とかいったものだけではない。いわゆる世論とか、労働組合とか、また

時代の風潮とかが、目に見えぬ圧力となる場合がある。そうしたものを自己

の背景とし、あるいは手段として、地歩の向上を図ろうとするなどは、政治

家として最も唾棄すべきものである116）。

ここで吉田は政治家が地位・金銭など世俗的欲、占領軍あるいは世論や労働組

合などに迎合することを厳しく批判している。吉田は政権運営中、主として外

交・安全保障問題において自由党の党人派政治家や日本社会党の政治家と激しく

対立したが、これは世論やイデオロギーによらず、政治家の理性によるべきとす

る吉田の国民代表的政治観によるものであった117）。

2　自由党総裁・首相就任と「 3条件」

吉田の国民代表観は自由党総裁及び首相就任に際しての組閣人事において明瞭

となるが、本節ではその経緯を検討する。

1946（昭和21）年に行われた戦後初の選挙である第22回衆議院総選挙にて、鳩

山一郎総裁率いる日本自由党が第 1党となった。立憲政友会所属の代議士として

長年に亘るキャリアを持つ鳩山の政党政治家としてのキャリアは申し分ないもの

であったが、1933（昭和 8）年文相として滝川事件118）に関与したことが問題視さ

れ、組閣直前に GHQは鳩山を公職追放処分とした。かくて戦前田中政友会内閣

にて外務次官を務めた経験から（第Ⅴ章 3節参照）、鳩山と知り合いであった吉田

に白羽の矢が立った。すでに東久邇宮稔彦内閣・幣原喜重郎内閣で外相に就任し

政界の中枢にいた吉田であったが、戦前に比して圧倒的に政党及び衆議院の影響

力が強まった戦後政治にあっては十分な政治的基盤を持っていなかった。1945年、

幣原内閣外相に就任した後、吉田が勅撰貴族院議員に選出されたことはあまり知

られていないが、1947（昭和22）年の第23回衆議院総選挙に与党自由党総裁かつ

首相として出馬するまで吉田は貴族院に議席を持っていた。貴族院は衆議院とは

別に院内会派が存在し政党のコントロールを受けていなかったので、政党間競争

からは超然とした空間であった119）。

打診を受けた吉田は、「私は本来政党というものに気が進まなかったし、内政

方面には知識も経験もなかったし、さらに義父牧野伯から反対の忠告もあったり

したので、引き受ける気にはならなかった」120）と考えていたが、同時に「私の父

は土佐出身で板垣退助伯との関係で長く自由党に関係し、土佐派なるものが出来
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たほどで、当時家には絶えず政治関係の人が出入りし、少年の頃よりいつとなく

政治談議が耳に入ったため、政治に興味がない方ではなかった」121）と述べるなど、

本心では満更でもなかったようである。そして結局「自由党総裁を受諾せざるを

得ないのではないか」と思い始め、最終的に自由党総裁及び首相就任を受諾し

た122）。

この時、「金はないし、金作りもしないこと、閣僚の選定には口出しをしない

こと、それから嫌になったら何時でも投げ出すこと」というよく知られている 3

条件を提示した123）。鳩山はこの時のことについて以下のように記している。

　吉田君が総裁を引受けることになつた時、四ヵ条かの書いたものを向うか

ら持つて来た。この書いたものはその後何
ど

うなつたか、紛失してしまつたが、

あの時二人でこんな話をした。自分は政党のことは全く関係がなくて分らん

から、政党の人事については一切君の方でやつてくれなきゃ困る。政党は一

切君の力で押えてくれ。但し内閣の人事については干渉してくれるな―と

こう吉田君が私に話した。又吉田君は自分は金はないし、金作りも出来ない。

金の心配は君の方でやつてくれなきゃ困る。俺は辞めたくなつたら何時でも

辞めるんだ。君のパージが解けたら直ぐ君にやつて貰う、とこういつて吉田

君はこれを四ヵ条に書いて私のところに持つてき来た124）。

鳩山は最後の「君のパージが解けたら直ぐ君にやつて貰う」という 4点目の条

件が加わっている点のみを除いてはほぼ吉田の回想と合致するが、注目すべきは

吉田と鳩山の記憶の相違よりも吉田が出した条件の背後にある意図である。 1点

目の政治資金調達については、当時の政党党首のリーダーシップの源泉が資金拠

出力であったために125）、資金調達ができず党運営に支障を来しても党首たる自

身の責任ではないということの保証と考えられる。 2点目については、党内の統

制について鳩山に保証を求めた上で内閣の人事権についてフリーハンドを得るこ

とを吉田が求めたものと解することができる（本章 3節にて詳述）。 3点目及び鳩

山側の 4点目はよく知られている通り両者の間で最も問題となったものであるが、

吉田としては以下のように考えていたようである。

鳩山君の依頼を受けて、自由党総裁となったが、総裁を引受ける時にも鳩山

君に対し自分は総裁がいやになれば、何時でもほうり出すと、はっきりいっ
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て置いた。無論その場合には鳩山君を総裁に推すつもりであったが、それは

自分だけのつもりで、鳩山君とそんな話合いをした訳でもなく、又契約書を

取り交わしたこともない。また鳩山君より総裁を返せというような要求を受

けたこともない126）。

いずれの説が史実であるかを判断するのは本稿の目的を超えるために触れない

が127）、少なくとも吉田としては困難な時期に自由党総裁と首相を任されたため、

「嫌になったら何時でも投げ出す」ことを保証させることで政権運営に行き詰

まっても自身の責任ではないことを認めさせたかったのではないだろうか。国民

代表としての政治家の矜持を持っていた吉田であったが、急な打診でありかつ終

戦直後の混沌とした政治情勢の中で職務を完遂できる自信まではまだ持ち合わせ

ていなかったのだろうと思われる。1946年 5月14日、自由党総裁就任の打診を受

諾し（正式就任は同年 8月18日）、約 1週間を経た 5月22日に吉田は首相に就任し

第 1次内閣が発足した。

3　閣僚人事

先述の通り自由党総裁と首相就任に際して吉田は鳩山に人事権に干渉しないこ

とを要求した。権力の源泉であり政策遂行の要でもある人事権について政治家が

フリーハンドを得たいと考えるのは自然であるが、吉田の場合は権力の源泉とし

ての人事権よりも政策遂行の上での人事権を重視していたように思われる。それ

は政治家や政治家が代表する部分的利益の追求のために政治を行うのではなく、

全体の利益の代表者として自ら理性を用いて政治を行うべきだと考える国民代表

的政治観により説明できると考えられる。

これが特に現れたのが学者や官僚出身者を多く登用した閣僚人事であった。ま

ず学者の登用であるが、これについて吉田は以下のように語っている。

　私が政権担当中に世間でよく話題になったことの一つに、「吉田は学者が

好きだ」とか、「閣僚選考に際して学者を追い廻した」とかいうことがあった。

実をいうと、“学者好き”の本家本元は、牧野伸顕伯である。牧野伯は以前

から学者が好きで、いつも学者を自宅に招いて、話を聞いたり、また時には

碁を打ったりしていたものだ。東大の東畑精一、有沢広巳の両教授などは伯

のいい碁仇だったらしい。（中略）
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　私が第一次内閣を組織するに当って、牧野伯からしばしば注意があった。

『学者の意見や専門家の話は尊重せねばならぬ。政党人ばかりでなく、学者、

専門家の意見をも真剣に聴取して、しっかりした基礎の上に政策を打ち立て、

政治を行うべきだ』というのである。（中略）純粋な政治の方面は必ずしも

ヴェテラン政治家を俟
ま

たなくても、常識的に、素人でもある程度はやれる、

否な、当時のように日本を根本的に改革しようという場合には、むしろ旧式

な人物よりも、新人を以てこれに替える方がいいとさえ思われたが、経済関

係の閣僚となると、経済というものが政治というものよりも理論的に動くと

いう点を考えると、大改革の場合には特に、学者とか経済的理論家とかいわ

れる人の知識を利用する方がいいと思ったのである128）。

吉田の回想通り学者の積極的な登用は義父牧野の影響もあるとは思われるが、

同時にこれは専門家を登用することで党派的利害から超然とし、専門知に基づい

て政策を遂行しようとする吉田の意思を読み取ることができるかと思われる。こ

こで牧野と交流があった学者として名前が挙げられている東畑精一・有沢広巳は

それぞれ農相・経済安定本部長官（以下安本長官）に起用が試みられたが、いず

れも本人の辞退により実現を見なかった。結局農相には農林官僚の和田博雄

が129）、安本長官には貴族院議員の膳桂之助が充てられた。

この他、第 1次内閣では田中耕太郎と高橋誠一郎を、第 2次内閣では下条康磨

を、第 3次内閣では高瀬荘太郎と天野貞
てい

祐
ゆう

130）を、それぞれ文相に起用している。

第 4次内閣以降学者からの文相登用が見られなくなるのは、鳩山ら党人派政治家

の公職追放解除が進み与党自由党内の政争が激しくなり、学者に閣僚ポストを回

す余裕がなくなったためと思われる。また、吉田は講和・独立を前にして安全保

障政策諮問のための私的ブレーンを形成していたが131）、ここにも吉田の学者登

用が見られたといえるだろう132）。

次に官僚出身者の登用についてである。学者を閣僚に登用した一方で、第 2次

内閣以降は高級官僚に人材の確保先を求めた。池田勇人や佐藤栄作をはじめとし

た、いわゆる「吉田学校」である133）。これにはもちろん与党自由党内の党人派

政治家に対抗するための政治基盤形成という目的もあるが134）、同時に政治家の

政策立案能力向上の側面があったと考えることもできる135）。

学者や官僚出身者など専門家と呼びうる人材を多く登用した理由として、外務

官僚出身であることから、省庁機構や党首を務める自由党内に十分な権力基盤を
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有していなかったことも指摘しうるが136）、本章 1節以降強調してきたように国

民代表たる政治家の責任のもとで確固たる方針と専門知の下に政策遂行を行おう

とする吉田の意思があったことも忘れてはならないだろう137）。

4　皇室観と宗教観

最後に取り上げるのは吉田の皇室観と宗教観である。「明治国家エリート」と

しての強い自負を持っていた吉田の天皇観は日本国憲法による天皇の「象徴」化

を部分的に受け入れつつも138）、同時に多くの点で明治憲法との連続性を保持し

たものとなった139）。

　日本民族の国民的観念として、皇室と国民は一体不可分である、と私は信

ずる。憲法に謂う「天皇は国民の象徴、国民統合の象徴」という字句は、皇

室と国民の一体不可分性を明示していると、私は解する。父母を同じくする

もの家をなし、祖先を同じくするもの集って民族をなし、国をなす。皇室の

始祖はすなわち民族の先祖であり、皇室はわが民族の宗家というべきである。

（中略）

　いずれの国においても、歴史の古い国は、その初めには、祭政一致であっ

た。日本の古代また然りである。しかもわが国では、祭政の中心は皇室であ

り、それが古代から近代に至る日本史に一貫して変わらざる事実である。皇

室を中心とする祭事と政事とは一体不可分であり、言わば皇室すなわち国家

であり、従って皇室の歴史は国家の歴史であった。そして神道は皇室の宗教

であるとともに、国民の宗教でもあったのである140）。

明治憲法的色彩の強い吉田の皇室観はその他の言動においても随所に見受けら

れる。1952年11月10日、当時の皇太子明仁親王（現今上天皇）の立太子の礼に際

して首相として寿
よごと

嗣を奉読した際、吉田が自らを「臣茂」と称して問題になった

ことはよく知られているが、これに対して「私は、私の信念に基いて、用意され

た原文に、わざわざ「臣」の文字を加筆」したのであり、「私をして言わしむる

ならば、私が「臣」と称したことが、民主主義思想に反するなどと考えること自

体、民主主義の本質を弁
わきま

えざる生半可の考え方なりと思う」と反論している141）。

かような「明治国家エリート」と連続する皇室観・宗教観を持った吉田であっ

たが、日本国憲法における「象徴天皇制」に対して反動的であったわけではない
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ことは注目に値する。皇室の新たな役割として厚生事業や社会事業、栄典授与を

通じた国民統合などを主張しているように142）、吉田は皇室の重要性を強調しな

がらも日本国憲法の枠組みの中で再解釈しようとしていた。

加えて吉田の皇室理解が欧米の事例を参照したものであったことも注目すべき

である。吉田がイギリス外交をロールモデルとする親英米派外交官であったこと

は先に述べた通りであるが、政治体制の点でもイギリスの立憲君主制は吉田の

ロールモデルだった143）。これ以外にも、北欧諸国やベネルクス諸国など立憲君

主制国家を挙げて「今日の世界において最もデモクラシーの発達している国家、

また最も新しい意味での福祉国家には、君主国が非常に多いのである」とし、続

けて「皇室、王室という制度が、封建的であり、デモクラシーの観念とは相容れ

ざるものとなすごとき議論が、実際的にも如何に根拠なき空論であるかが判然と

すると思う」と述べている144）。吉田の皇室理解は明治国家的な色彩を帯びつつも、

国際的な視野を持っていたがゆえに「戦前・戦中の顕教としての天皇制イデオロ

ギーがもつファナチックな性格が欠けている」自由主義的なものであり145）、む

しろ議会政治との関わりで積極的役割を果たすものであった146）。吉田の皇室観

は、混合政体との関わりで君主制に積極的な役割を見出したバーク的保守主義と

かなりの点で共通するものであるといえるだろう。

また宗教についても、単なる神社神道の擁護者ではなかった。五賢堂を自邸内

に移築して顕彰し147）、1963（昭和38）年から皇学館大学総長を務めた148）吉田が

神社神道に親近感を持っていたことは間違いないが、先述した通り養母士
こと

や耕余

義塾の教育に由来する儒教的道徳観も持ち合わせており、加えて妻の雪子と三女

和子はカトリックであった。妻の雪子は1941年に喉頭癌のため亡くなっているが、

「実に安らかに、安心と満足をもちつつ永眠することができた」と述べている。

この他1954（昭和29）年の外遊の際にバチカン市国を訪問してローマ教皇と謁見

したことを回想して「宗教を持つものは幸いであると思う」との所感を抱いてい

る149）。吉田の周辺には神社神道のみに限らない信仰が混在していたため、吉田

は「明治国家エリート」ではあっても神社神道に固執することのない柔軟な宗教

心を持ち合わせていた。

Ⅶ　結　語

吉田茂は民権運動家竹内綱を父に持ち、貿易商の吉田健三と儒学者佐藤一斎を
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祖父に持つ士
こと

の下に養子として引き取られ、耕余義塾と日本中学などの学校で教

育を受け、東大を経て経済主義を奉じる「帝国外交官」となり、結婚を経て「明

治国家エリート」に列し、戦後は「国民代表」として首相を務め日本を復興に導

いた。こうした吉田の政治的キャリアと「偏見」や伝統、自由と宗教を尊重する

保守主義を突き合わせた際、その共通性が多数明らかになる。若年期に漢学の学

習から得た実生活に根差す実利主義は保守主義の「偏見」に近いものであるし、

貿易商の養父健三から影響を受けた経済主義は外交官時代を経て具現化し、ファ

シズムからの防波堤であり戦後にも引き継がれて自由貿易や市場経済を重視する

経済的自由主義となった。「帝国外交官」としての経験は「餠は餠屋」主義とし

て「国民代表」としての政治観につながり、さらに民権運動家の実父綱由来の反

骨精神と養母士
こと

由来の気位の高さが責任感の強さとして補強されたかもしれない。

「明治国家エリート」としての皇室に対する尊崇と神社神道に対する信仰心は最

も保守主義的な特徴を示すが、外交官ゆえの国際的な視野や家族のカトリック信

仰などもあって国家主義的な思考の補完材料とはなりえなかった。また本文では

詳細に触れることはできなかったが、吉田は終戦直前の和平工作に関与して逮捕

されている点からも国家主義とは縁のなかったことの証左となるであろう150）。

このように見ていくと、吉田の思考様式は単なる日本的文脈においての「保守

本流」であるだけでなく同時にバーク由来の保守主義と呼ぶべきものであった。

再び本稿冒頭の「自民党は保守党か」という問いに戻ろう。吉田の場合、保守す

べき参照基準点は間違いなく明治国家であったが、復古反動的な色彩は希薄で

あった。また戦後の福祉国家整備や利益誘導的開発政治が自民党の経済政策の主

流となる中、早くから経済的自由主義を奉じていた点は特筆すべきである。この

ような経済的自由主義は、吉田引退後も、所得倍増政策を市場経済の枠組みの中

で捉えていた池田勇人151）や小さな政府と均衡財政を主張していた大平正芳152）を

通じて、自民党宏池会の中に継承された。

19世紀半ばから20世紀半ばまでの約 1世紀の間に 2度の大規模な政治的・社会

的スクラップ・アンド・ビルドを経験した日本にとって、バーク的保守主義と呼

べる思想は見出しにくく、何を保守すべき参照基準点とするかによっても大きく

内実が変わりうる。そうした中で、バーク的保守主義に近い吉田茂の思考様式は、

こうした問いを検討する上で極めて重要となるのではないだろうか。
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1）『官報（号外）』平成27年 9月19日号（http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/ 

189/0001/18909190001044.pdf）。
2） 保守党としての自民党の立ち位置を再検討する試みが全く存在しなかったわけ
ではない。石田博英「保守政党のビジョン」『中央公論』1963年 1月号、88～97

頁が代表的なものとして挙げられるが、同論文は政党戦略に主眼を置いており、
思想的・イデオロギー的検討に踏み込んでいるわけではない。

3） 吉田が党首を務めた政党は日本自由党（1946～1948年）、民主自由党（1948～
1950年）、自由党（1950～1954年）と保守党の離合集散に伴って何度か党名を変
更しているが、本稿では正式な党名を特記する必要がある場合を除き、便宜的に
統一名称として「自由党」と呼称する。

4） 対日占領政策及び同時期についての代表的研究として、五百旗頭眞『米国の日
本占領政策戦後日本の設計図』上下（中央公論社、1985年）、同『占領期首相た
ちの新日本』（講談社、2007年）。

5） 戦後の日独比較を通じた吉田の内政指導の分析として大嶽秀夫『アデナウアー
と吉田茂』（中央公論社、1986年）が、占領期の統治機構と吉田の政治スタイル
をめぐる分析として村井哲也『戦後政治体制の起源吉田茂の「官邸主導」』（藤原
書店、2008年）がそれぞれ挙げられる。

6） 北岡伸一『自民党　政権党の38年』（中央公論新社、2008年）、小宮京『自由民
主党の誕生　総裁公選と組織政党論』（木鐸社、2010年）、宮崎隆次「第三次吉田
茂内閣期の政治過程　占領下の多数党支配と連合政治」（千葉大学『法学論集』
第 3巻第 1号、1988年）。

7） さしあたり講和条約については三浦陽一『吉田茂とサンフランシスコ講和』上
下巻（大月書店、1996年）を、日米安全保障条約については豊下楢彦『安保条約
の成立吉田外交と天皇外交』（岩波書店、1999年）を挙げておく。また現在の研
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