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福沢諭吉と大隈重信 
―書簡における政策論議と交流―

塚目　孝紀 
（小川原研究会 3 年）
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Ⅰ　はじめに

早稲田と慶應といえば「早慶」1）という略称に代表されるように、しばしばペ

アで扱われる。また、東京六大学野球における早慶戦などにおいて両校が双方を

ライバル視し、競い合っている姿もしばしば見られるところである。今日何かと

反目が多いように思われる早稲田と慶應であるが、創設者が明治日本に功績の

あった人物であること、日本の私学校の中でも有数の伝統を持っていること、そ

れゆえ私学の頂点を占めていることなど、極めて共通点が多い。

福沢と大隈の関係をまとまった形で示した研究としては、富田正文氏による一

連の研究2）が挙げられる。また、佐藤能丸氏も福沢と大隈との出会いや書簡のや
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り取りなどについて触れている3）。両者の思想的共通性については、渡辺幾治郎

氏や清水伸氏の実証的な研究がある4）。富田氏の研究は本稿の依拠するところで

あるが、福沢の人物史の観点から大隈との関係に大きな焦点が当てられており、

政治史的文脈において両者の関係がそれぞれどのような影響を及ぼしたのかにつ

いての考察が不十分であるように思われる。また渡辺氏と清水氏の研究は両者の

思想的側面に注目しており、福沢と大隈の日常レベルでのやり取りなどにはあま

り触れていない。

そこで本稿は富田氏の研究を骨格としながら、政治史的視点に立って福沢と大

隈の交流について研究する試みである。現存する福沢の書簡を中心に5）、必要で

あればその他の一次資料を用いて、出会いから個人的な関わり、政策についての

意見交換、双方の評価など福沢と大隈の政治的関わり合いを中心に包括的に検討

する。

なお資料を引用するに当たっては旧字体の漢字は適宜新字体に、数字は算用数

字に改め、福沢の名前の表記については「福沢諭吉」で統一した。年代表記につ

いては本文中では元号を中心に用い（括弧内に西暦を併記）、参考文献においては

西暦を用いている。暦については明治 5（1872）年までは旧暦を、それ以降は新

暦を用い、年齢は原則として満年齢で表記した。

Ⅱ　福沢諭吉と大隈重信―経歴の比較6）

福沢諭吉は天保 5（1834）年12月12日（新暦では1835年 1月10日）、中津藩蔵屋

敷のあった大坂にて藩士福沢百
ひゃく

助
すけ

を父に、順を母に産声をあげた。大隈重信は

福沢に遅れること 3年後7）の天保 9（1838）年 2月26日、肥前藩内にて藩士大隈

信保と三
み

井
い

子
こ

との間に生を受けた。大隈が生まれる前年で福沢が 3歳だった天保

8（1837）年には幕府がアメリカ船モリソン号を異国船打払令により砲撃したこ

とに対し国内から批判を受け、翌年には大塩平八郎が大坂で乱を起こすなど、内

憂外患が倒幕に結び付き新たなエネルギーとなる時代に福沢と大隈は生まれたの

であった。

その後福沢は安政 2（1855）年、21歳の時に緒方洪庵の適塾に学び、安政 5

（1858）年、25歳にして中津藩の命により築地鉄砲洲の同藩中屋敷にて慶應義塾

の前身となる蘭学塾を開いた。翌安政 6（1859）年に開港した横浜にてオランダ

語が役に立たないことを痛感したのち英学に転向、さらに翌万延元（1860）年に
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は咸臨丸に乗船して西欧に渡航した。その後計 3度の海外渡航を経て外国奉行支

配翻訳御用として明治維新を迎えた。大隈は藩校弘道館を経て安政 3（1856）年

に蘭学寮に入学し、万延 2／文久元（1861）年には大隈も弱冠23歳にして教官と

なった。慶応 3（1867）年、将軍徳川慶喜に大政奉還を勧告するために脱藩し謹

慎を命じられるなど、福沢とは対照的に大隈は幕府から明治新政府への権力移行

の渦中の中で明治維新を迎えた。

維新期の福沢と大隈の立ち位置はそのまま彼らのその後の社会的地位にも反映

していく。明治維新後、福沢は西欧渡航に際して記した『西洋事情』に続いて『学

問のすゝめ』や『文明論之概略』など代表的著作を執筆し著述業を本格的にス

タートさせていた。また慶応 4／明治元（1868）年に自身の塾を「慶應義塾」と

改称し、明治 4（1871）年には塾を三田に移転して慶應義塾の原型が固まりつつ

あった。福沢が政府からの再三にわたる出仕要請を断り続け、最終的に在野の著

述家・教育者となっていく下地が見受けられる。一方の大隈は慶応 4／明治元

（1868）年から明治政府に出仕し、明治 3（1870）年には参議に、明治 6（1873）

年には大蔵卿兼任となるなど、極めて早い昇進を重ねていった。ちょうど福沢の

塾が三田に移転してきた明治 4（1871）年から、大隈が大蔵卿に就任した明治 6

（1873）年の間に福沢と大隈は初めて対面した（第Ⅲ章参照）。

この頃、木戸孝允・大久保利通・西郷隆盛らいわゆる維新三傑が政府首脳に

あった時期は彼らや大隈を介して福沢と政府はかなり頻繁に交流があった8）。し

かし明治14年の政変を期に政府と決別することになり、大隈も政府を下野して政

府との距離は遠くなってしまった（第Ⅳ章 3節参照）。

政変の翌明治15（1882）年、大隈は早稲田大学の前身である東京専門学校を設

立し、ここに「早慶」の構図が誕生した。福沢も同年に『時事新報』を創刊して

ジャーナリズムでの言論活動を開始した。明治31（1898）年、内閣総理大臣に就

任した大隈だったが、同年に福沢は脳溢血を発症して危篤状態になっていた。こ

の時はなんとか回復したものの、翌明治34（1901）年には福沢は再度脳溢血を発

症し、66歳で亡くなった。一方の大隈は大正 3（1914）年に再び内閣総理大臣に

就任した後、大正11（1922）年、福沢に遅れること21年後に83歳でこの世を去った。

福沢と大隈の略歴の類似点として次の 3つがあげられる。 1点目として、福沢

と大隈はそれぞれ若年期に父を失っている。それぞれ、天保 9（1836）年、福沢

満年齢 1歳の時と、嘉永 3（1850）年、大隈満年齢12歳の時であった。しかし父

の死が彼らの人生に及ぼした影響は一様ではなかった。福沢の場合、父の死に
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よって郷里中津に戻ることになり、そこでの封建的身分秩序を「門閥制度は親の

敵」と捉えて、生涯の精神的支柱となった一方、大隈は母の倹約のおかげで経済

的には比較的余裕があり、生活に困ることはなかったようである。代わりに大隈

は母三井子から愛情を注がれ、人格面での形成に影響を与えた9）。

2点目に、 2人とも早くから英学を学んでいた10）。福沢は嘉永 7（1854）年に

兄三之助と伴に長崎を訪れて蘭学を学んで以来、緒方洪庵の適塾や 3度の海外渡

航を通じて西洋への見聞を広めていった。一方の大隈も、一時は藩校弘道館に学

んだが騒動を経て弘道館を退学し、藩内の蘭学寮および長崎の致遠館で英語を習

得していた。

2点目と関連して 3点目に、英学の才能が 2人の立身に大きく影響した11）。西

洋学問の知識や海外経験が当時の学界・政界を指導するうえで重要な資源になっ

たのは指摘するに及ばないだろう。福沢が著述・教育活動で大きな成功を収めた

のは何よりも自身の目で西洋を観察し、そこから得た知見を基盤にしていたから

であった。大隈についても、英公使パークスとの論争に示されるように英語に堪

能であったことが政府での出世の階梯の足掛かりとなったのは間違いないだろう。

Ⅲ　福沢と大隈の出会い

大隈との出会いについて触れた福沢の言説は全く残っていない一方、大隈は演

説や著作などで福沢との出会いについて頻繁に語っている。しばしば引用される

福沢と大隈の出会いについて語った大隈の回想によれば、 2人の出会いは以下の

通りである。

福沢先生と我輩とは、（中略）大観すれば一心両体と言ってもよいが、明

治六年12）まではとんと先生に会った事がなかった。ただに
ママ

会ったことがな

かったのみならず、いわば喰わず嫌いで、気に喰わぬ奴だ、生意気な事をい

う奴だと腹で思うばかりでなく、口に出してもいったものだ。（中略）とこ

ろが明治六年であったと思う。上野の天王寺辺の薩摩人の宅で落ち逢うこと

になった。というのは先生と我輩とは以上の如く犬猿の間柄で、一方は民間

学者の暴れ者、一方は役人の暴れ者、これを嚙み合してみたら面白かろうと

いうので、いわば悪戯者どもが、芝居見物の格で我々を引き合したものだ。

それを知らずに我輩が出掛ける。先生もまた知らずに出掛けてきたらしい。
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（中略）これは福沢だ、これは大隈だというので引き合されて名乗りあって、

不思議な所で初対面が済んだが、漸々話し込んでみると元来傾向が同じで

あったものだから犬猿どころか存外話が合うので、喧嘩は廃
よ

そう、むしろ一

緒にやろうじゃないかという訳になって、爾
じ

後
ご

大分心易くなった。それから

義塾の矢野文雄、故藤田茂吉、犬養毅、箕浦勝人、加藤政之助、森下岩楠な

どという連中が我輩の宅に来る様になって、到
とう

頭
とう

何
い

時
つ

の間にか我輩の乾
こぶん

児に

なってしまった様な訳だ。 「福沢先生の処世主義と我輩の処世主義」13）

顔合わせ以前はお互い邪険にしていた大隈と福沢だったが、話が進むにつれて

打ち解け、極めて仲良くなった。これが両者の出会いである。

Ⅳ　書簡に見る福沢と大隈の関係

現存する福沢の大隈宛書簡は全部で39通（大隈に言及しているものを含めると40

通）あり、内容別に整理すると以下の通りになる14）。なお括弧内は他者宛の書簡

で大隈に言及しているものを指す。

①　『通貨論』・洋銀相場関係… 4通

②　矢野文雄登用関係… 4通

③　春日井事件関係… 1通

④　慶應義塾維持資金借用関係…12通（ 9通）

⑤　大蔵省統計課関係… 1通

⑥　横浜正金銀行関係… 5通

⑦　高島炭鉱買収関係… 2通（ 2通）

⑧　『国会論』関係… 1通

⑨　三河国明大寺村天主教徒自葬事件関係… 1通

⑩　政府系新聞の計画と明治十四年の政変関係… 1通（ 4通）

⑪　『時事新報』関係…（ 2通）

⑫　立憲改進党関係…（ 2通）

⑬　明治会堂維持問題関係… 1通（ 1通）

⑭　井上角五郎裁判関係… 1通

⑮　条約改正（井上馨外相・大隈重信外相）関係…（ 6通）
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⑯　その他（挨拶やお礼など）… 5通（14通）

時期別に見ると、年未詳の 2通を除いた37通の大隈宛書簡のうちの32通が明治

11（1878）年から明治14（1881）年の間に出されている。内容は多岐にわたって

いるが、政策論議に関するものが比較的多いことがうかがえる。以下では頻繁に

やり取りされた事項である慶應義塾運営資金問題、洋銀相場・横浜正金銀行設立、

慶應義塾出身の大隈系官僚を通じた政策提言を取り上げ、大隈と福沢の関係を見

ていく。

1　慶應義塾運営資金問題

慶應義塾が三田の地に移転して以来、医学科や幼稚舎の設立や校舎の新築など

により運営費は年々肥大化していた。加えて西南戦争によるインフレが塾財政を

偪迫したため、福沢は明治11（1878）年頃から政府高官に運営資金の融資を依頼

する書簡を送り始めた15）。

当時大蔵卿だった大隈にも福沢は書簡の送付に加えて度々面会するなどして資

金融通を依頼している。

　昨日は参上、ご休息のところ御妨げ仕り恐れ入り候。さてその節、ご内話

申し上げ候一条、今日文部卿〔西郷従道―引用者注〕へ内話の前、文部省へ

立ち寄り、田中〔不二麿―引用者注〕氏へ一応話致し候ところ、氏曰く。私

塾を補助するの一事は、かねて本省の宿案、既にその調べもいたし候くらい。

この度の一条は何処までも周旋致したく、また致すべきのところ、爰
ここ

に難事

と申すは、文部の定額は実に定額にして、百円の猶予もあらず。この額内に

て融通はもとよりできず。さりとてこれを特別の事として政府に持ち出さん

か、必ず省中の評議に掛けざるを得ず。これを評議に掛ければ、必ず様々議

論もあらん。依て案ずるに、この事は素
も

と抵当を納めて金を拝借する事柄な

れば、直
ただち

に大蔵へ出頭、大蔵より文部へ私塾の性質を聞き合せに及ぶなどの

手順なれば、文部はあくまでこれに応じて、該塾へ資本お貸し渡しは至極

もっともなり云々とて、いわば請け人に立つべし。かくしてはいかがとの即

案なり。これにて田中氏に分れ、文部卿の宅に参り懇々談話のところ、卿は

いずれ大蔵卿〔大隈重信―引用者注〕へ示談、いずれの路によるべき哉
か

、そ

の辺の内実、分り次第報告致すべきにつき、その上にて願書差し出し然
しか

るべ



59

し。とにかくに願書案壱通預り置くべしとの事、その語気 甚
はなはだ

懇切なるもの

のごとし。いずれ明日にも文部卿よりご内話ござ有るべき義につき、なおこ

の上の手続きお指図願い奉り候。

　右の次第につき、お約束の通り願書案壱通お手許へ差し上げ候。ご落手願

い奉る。

　また願面に弐拾五万と記したるは、二十万ならば云々、三十万ならば云々

と、あまり注文らしく、願面の体裁を失うよう存じ候につき、確
しか

と高を限り

候義。その成否はもとより官の意に任ずるの外ござ無く候。

　弥
いよいよ

本願書差し出し候につき、なおその文面に不都合のところもござ有る

べく、ご面倒ながらお指図願い奉り候。この段御礼かたがた申し上げたく、

早々此
かく

の如くにござ候。夜中執筆、乱書ご海
かい

恕
じょ

願い奉り候。頓首。

　　　　十一月廿九日夜　　　　　　　　　　　　　　　　　　福沢諭吉

　　　　　大隈先生　侍史

（大隈重信宛福沢諭吉書簡、明治11（1878）年11月29日）16）

大隈は好意的な反応を示したようだが、内務卿の伊藤博文や工部卿の井上馨ら

が反対して結局資金融通はなされず、最終的に福沢は明治12（1879）年に資金融

資の願書を取り下げ、翌明治13（1880）年に廃塾宣言を出すに至った。しかしこ

れは小幡篤次郎らの反発を受けたため、最終的には寄付金による義塾の維持が目

指されることになった17）。

大隈宛書簡の中で最も多く取り扱われているのが慶應義塾維持資金借用問題で

あるが、この時期は大隈が大蔵卿の地位にあり、かつ慶應義塾運営のための資金

繰りは福沢喫緊の課題であったために書簡のやり取りが多くなったのだと思われ

る。

2　洋銀相場と横浜正金銀行設立

現存する大隈宛福沢書簡で最初に交わされた話題は、洋銀相場安定化について

のものだった。明治11（1878）年 3月 3日の大隈宛書簡にて、福沢は投機的な洋

銀取引により洋銀相場が高騰していることを指摘し18）、洋銀売却による相場鎮静

化策を提案し、翌明治12（1879）年 9月12日の大隈宛書簡では、さらに一歩踏み

込んで貿易取引専門銀行の設立を進言した。以下はその書簡である。
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バンクの一条はい才小泉〔信吉―引用者注〕へ申含置、同人より御話申上

候積にいたし置候。此一事に付先日御話の通り相違無之、他えもいまだ御話

もなく、急度御役立の事に至らば、小泉始め中上川〔彦次郎―引用者注〕

も共に尽力して恥かしからぬ成跡に至り可申、何事も途中に変じては誠に困

却、他人に信を失ひ始終の妨相成候間、弥以無間違処を小泉え被仰聞被下度、

既に先日の御話に由り極々信ずべき都合の人えは内々話しもいたし置候事に

御座候。

右要用のみ申上度、早々頓首。

　　　　九月十二日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福沢諭吉

　　　　　大隈先生侍史

（大隈重信宛福沢諭吉書簡、明治12（1879）年9月12日）19）

最終的にこれらの提案は、明治12（1879）年の横浜正金銀行設立に結実するこ

とになる。同銀行は国立銀行条例に準拠した資本金300万円の一大銀行であり、

設立の翌年明治13（1880）年に開業した20）。設立後、同銀行頭取に中村道太が、

副頭取に小泉信吉が就任した21）。横浜正金銀行設立に関しては、大蔵卿である大

隈と政策提言を行った福沢の提言が大きな影響を及ぼしたといえるだろう。

3　福沢門下の大隈系官僚と明治14年の政変

大蔵卿時代の大隈の下では、慶應義塾出身の若手官僚が多数部下として働いて

いた。明治11（1878）年に福沢が百科事典編集者として大隈に紹介22）した矢野文

雄を始め、藤田茂吉、犬養毅、尾崎行雄、中上川彦次郎、小泉信吉などが続いて

官界入りし、大隈のブレーンとして大隈の政策実現を担った。

転機が起きたのは明治14（1881）年である。同年に大隈は、 2年後の国会開設

や議院内閣制の導入などを主張する国会開設意見書を提出するが、これが極めて

急進的であるとして問題になり、ほぼ同時に起こった開拓使官有物払い下げ事件

の責任を取らされて大隈系官僚ともども政府を追われた。これが明治14年の政変

である。この時福沢は、大隈とともに政府転覆を謀っているとの嫌疑を薩長出身

の政治家たちからかけられた。

もっとも福沢は大隈と政府転覆を謀ったと疑われていることなどつゆ知らず、

むしろ門下生の政府批判に対して否定的だったが23）、最終的には当時政府中枢に

いた伊藤博文、井上馨らと絶交することになってしまった。また、政変以前より
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福沢は伊藤と井上から政府系新聞発刊の依頼を受けていたが、それもまた破談と

なってしまった。本稿では明治14年の政変の真相24）については詳しく触れないが、

明治14年の政変は結果として大隈と福沢のつながりは大隈に在野の道を強いるこ

とになり、これによって伊藤や井上との関係も途切れてしまったために、政府と

の間にも溝ができてしまう。

その後、政府を追放された大隈は明治15（1882）年に立憲改進党を結成するが、

財界に進んだ中上川と小泉を除いて大隈系官僚は引き続き改進党に参加した。彼

らは官僚時代の経験と慶應義塾で学んだ学識を活かして現実主義的な政策立案で

改進党をリードしたが、それゆえ政党組織の整備には遅れたためしばしば困難に

直面することになる25）。

明治33（1900）年の立憲政友会創設以降、帝国議会では政党の再編が進むこと

になるが、それ以降は慶應義塾出身の福沢門下生たちは次第に大隈系政党から離

散していくことになる26）。替わって加藤高明や若槻礼次郎ら「学士官僚」27）に政

党の主体を取って替わられることになるが28）、それまでの間に彼らは大きな役割

を果たしたと言えるだろう。

他にも、春日井事件29）、三河国明大寺村天主教徒自葬事件30）、後藤象二郎への

高島炭鉱売却問題、明治会堂維持問題31）、井上角五郎裁判32）への問い合わせなど

について福沢と大隈との間で若干の書簡のやり取りがなされている。しかしこれ

らは明治11（1878）年から明治14（1881）年の間に行われたもので、明治14年の

政変以降の大隈との書簡のやり取りは明らかに減っている。それは明治14年の政

変以降、大隈が政府を去って政策を実行する立場でなくなったこと、また伊藤や

井上など残った政府中枢部との関係にもしこりが残ってしまったために、福沢は

政策提言をしなくなってしまったことによる。それほどまでに明治14年の政変が

福沢と大隈に与えた影響は大きかった。

Ⅴ　両者の評価

1　大隈の福沢評

大隈は演説でしばしば福沢と自らの関係性について論じている。大隈の演説か

らは、福沢と自らは「凡人主義」であったという。

　我輩は学者でもなければ天才でもない。頗る平凡な人間だ。凡人だ。多分
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福沢先生も凡人であっただろうと思う。もし先生が非凡人で常に高く止って

澄まし切っておられてあ
ママ

ったら、あれだけの偉い人にはなれなかったのであ

る。で強いて申さば、福沢先生は凡人主義の勝利者である。

「福沢先生の処世主義と我輩の処世主義」33）

福沢と自らを「凡人主義者」と定義した大隈は、福沢との家族ぐるみの付き合

いと自らとの差異について言及する。

　福沢先生も凡人主義、我輩も凡人主義、而
し

かも初め軽蔑し喧嘩したものが、

意気投じて交際したのだから、その交際たるや瘉々深くなって来た。それで

我輩も先生を訪えば先生も宅へ遊びに来る。先生が来れば妻が酌をして酒を

飲ませる。我輩が行けば奥さんなりお嬢さんなりの酌で飲むという次第で、

ほとんど親族同士の懇意さになってきた。

　それでいて両人の社会に対するところは同一事、俗界の役人なる我輩が法

令訓令命令を以て国内を治め、政府の力で国を文明に導こうという趣向を凝

らすと、先生は教育の立場から功利主義を鼓吹して、一生懸命に文明思想の

注入に力
つと

める。学校の講壇でも社会に発表する文章の上にも、また各所で

行った演説の上にも、しきりに着実にして根
こん

帶
たい

深き功利主義を鼓吹したもの

だ。で交われば交わるほど先生の人格と学殖とに感心した。ことに先生は我

輩より年齢も五つ六つ上であるし
マ マ

するので初めは同輩として交わった我輩も

漸々先生を先輩として尊敬するようになった。

（中略）

要するに先生と我輩とは、その活動の方面こそ違え同一の趣向、相似たる境

遇、近似せる主義を以て社会に立ったのである。

「福沢先生の処世術と我輩の処世術」34）

以上から、大隈の福沢に対する尊敬の念がうかがえる。それは単に一思想家・

教育者を越えて福沢という人間の高潔性にも及んでいた。それは大正 4（1915）年、

大隈が第 2次内閣の首相であった時、大正天皇即位の大典に伴う国家功労者への

授爵に際して福沢に贈位しようとしたことにも示されているだろう35）。大隈は

「官の栄典は受けない」36）という福沢の姿勢までは理解できていなかったようで、

最終的にこの件は直前にこれを知った当時の塾長で貴族院議員だった鎌田栄吉と
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慶應義塾出身の尾崎行雄司法相、箕浦勝人逓信相が大隈首相を説得して取りやめ

ることとなった37）。

2　福沢の大隈評

内閣制度の創設と帝国議会の開会以降、福沢の主宰する『時事新報』は論説で

時の内閣や条約改正交渉についての政治講評を展開し始める。大隈に対する福沢

の評価は、これらの政治評論からうかがえるのがほとんどであるので、本節では

これらを基に大隈の福沢に対する評価を検討する。

大隈が外相として条約改正交渉に従事していた明治20年代前半、『時事新報』

は条約改正交渉についての論考を多数掲載し、その中で大隈に対する評価を書き

残している。

『時事新報』は条約改正交渉について、完全に条約改正を達成するのが理想的

だが、少しでも好条件で改正できるだけでも好ましいということを前提に、大隈

の条約改正交渉について以下のように述べている。

井上〔馨―引用者注〕大臣に次で改正の談判を開きたる者は大隈大臣にし

て、其成跡は前の談判の比に非ず、井上伯の談判に不満足なりとて攻撃を受

けたる箇条は大に滅却して、唯残る所は四名の外国法官を大審院に用ると云

ふに在るのみ。三、五年前の外交の事情を回想して今日この談判の成跡を見

れば実に驚く可き程の次第なれども、扨
さて

その然らしむる所なりと尋るときは、

我輩は之を唯大隈伯その人の技倆に由るのみと断言せずして、寧ろ時勢の然

らしむる所なりと言わんと欲する者なり。大隈は才あり智ありと云ふも、等

しく今の日本の政治家にして、之を井上伯その他に比して大差あるに非ず。

「条約改正の困難は公論の裏面に在り」（『時事新報』第2375号、 

明治22（1889）年 8月 9日）38）

大隈は知識・才能のある政治家だがそれは前任の井上外相と比して大きいわけ

ではなく、交渉の進展は大隈の力量だけではなく、時勢の推移と岩倉具視使節団

以来の外交担当者たちの功労であると結んでいる。大隈の条約改正交渉は、改正

案に大審院における外国人判事の任用を含んでいたために世論の反発を引き起こ

し、最終的に大隈自身が爆弾を投げつけられて片足切断に至った際、『時事新報』

は論説を掲載して大隈を評価した。
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　優勝劣敗弱肉強食とは疑もなき事実にして、世界古今の成跡に照らし大勢

の赴く所を見れば皆然からざるはなしと雖も、又一方より人情の区域を観察

するときは正しく反対の事相を呈し、人生は限りもなく優しきものゝ如し。

（中略）

　以上の言にして果して然るときは、我輩は此言を推して今日の政治社会に

及ぼし、大隈伯の身の上を云はんに、同伯は近来条約改正の局に当りて種々

様々に苦心する折柄、政府の内外に随分反対論も少なからず、或は公然正反

対に立つ者あれば、又或は窃に其非を語る者あり。一方に味方を得れば一方

に敵を生ずる等、至極困難の地位に在る者なりしが、本月十八日思掛けなき

災難に罹りて、生命を失はざりしは真に僥倖なれども、負傷は決して軽から

ず。遂に大手術を施して僅に命を全ふす可しとのことなれば、其実は一
ひと

度
た

び

死して蘇生したるものと云ふも可なり。而して其災の由て来る所を尋れば、

私恨私怨にあらずして純然たる国事なりと云ふ。左れば大隈伯は既に国事に

斃れて更に再生したる者なれば、朝野の政治社会より見て如何の感を成す可

きや。平生同臭の人の喜憂は申すまでもなく、仮
た と

令へ反対の政敵と称する部

分にても、何
なに

は扨
さて

置
お

き伯の一身に就きその不幸を聞て驚き、其生命に別条な

からんと承知しては之を喜び、一喜一憂の中にも、畢生身体不自由の人たら

んとの事を思へば、誰れか之に対して惆
ちゅう

悵
ちょう

の情を催ほさゞる者あらんや。人

生の至情この一段に至りては敵も味方もある可らず。況んや政治上の反対説

の如きは怨恨の敵にあらざるに於てをや。今日政治社会の人情は、朝野共に

恰も政治談を忘れて、伯の速に平癒せんことを祈るのみのことならんと我慢

の信ずる所なり。

「大隈伯の一身」（『時事新報』第2448号、明治22（1889）年10月21日）39）

競争精神と合わせて他者を憐れむ人情の存在を指摘し、大隈の条約改正交渉が

議論を呼び起こしたことを踏まえた上で、朝野の政治談を停止し大隈の早急な回

復を願って結んでいる。しばしば民権派が条約改正交渉を感情的に捉えやすかっ

た一方で『時事新報』は終始冷静な評価をし、大隈の外相としての仕事について

も極めて公平な評価を下していた。

『時事新報』の条約改正交渉に対する姿勢はその後も変わらず、明治27（1894）

年に陸奥宗光外相時代に法権回復に成功した際の論説においても同様であった。
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要するに改正の大体は之を明治十九年の井上伯の案に比して同日の談に非ざ

るは無論、二十二年の大隈案に比するも優ること数等にして、純然たる対等

条約、独立国の面目利益に一毫も損する所なきものなれば、今回の改正こそ

は国民年来の希望を達したるものとして国家の為めに大に祝せざるを得ず。

（中略）抑
そもそ

も条約改正の一事は我国の上下一般、熱心に希望したる所にして、

年来当局者の苦心尽力一方ならざれども、遂に其効を見ること能はざりしも

のが、今回に至りて目出度き好結果を収めたるは如何なる次第なるや。或は

今の当局者の技術、特に他に抽んずるものありて斯る運びに至りたるやと云

ふに、決して然らず、井上伯の改正案は大隈伯の案に比すれば不完全を免れ

ざれども、尚ほ其目的を達することを得ず、大隈伯の案も亦これを今回の改

正に比すれば同じく不完全にして、又同じく失敗したるにも拘はらず、現当

局は前両案に対すれば殆んど同日の談に非ざる完全の案を提出して、然かも

容易に成功したる此一点より見れば、前後当局者の技術に優劣あるが如くな

れども、今度の成功は全く時の勢にして人の力に非ずと云ふ其次第は、近来

日本の国力は非常に発達して外国人も次第に其事実を認め、我に対するの方

針を一変するに至りたるは疑ひもなき事実にして、条約改正の成功の如きも

亦その方針一変の結果に外ならず。即ち時の勢とは此辺の事情にして、今回

の改正は恰も其勢に乗じて成を告げたるのみ。左れば若しも現当局者をして

十九年もしくは二十二年の局に当たらしめたらんには、斯る好結果は到底望

なきのみか、必ず失敗を免れざる其反対に、井上伯大隈伯をして今回の当局

者たらしめなば、矢張り今日の如き好結果を収めたるは実際に疑ふ可らず。

即ち其成敗は時の勢にして人の力に非ざることは明々白々、甚だ賭易き所な

れば、現当局者たるものは今度の成功を以て一人の手柄に帰す可らざるのみ

か、斯る時勢を馴致して其成功を容易ならしめたるは前当局者の尽力、大に

功ありとのことを心に忘れずして、其栄誉功名を等しく他に分つの心掛こそ

肝要なれ。若しも然からずして大に得意を催ほし、苟
かりそ

めにも其功に誇るが如

き挙動もあるに於ては、世上の眼あるものは切に其卑劣を憫笑して之を軽蔑

すると同時に、眼なきものは憤怒の情を発して如何なる奇禍を醸すやも計る

可らず。甚だ面白からざる次第なれば、当局者たるものは大に考を運らして、

大人の心を以て心と為し、一身の挙動を慎みて事の終りを善くせんこと、我

輩の敢て勧告する所なり。

「条約改正の公布」（『時事新報』第4059号、明治27（1894）年 8月28日）40）



66　政治学研究56号（2017）

井上外相時代や大隈外相時代の改正案と比較してかなり対等な条約であると評

価しつつも、現当局者が井上・大隈外相時代に交渉に当たっていれば失敗したで

あろうし、逆に井上や大隈が今交渉に当たれば今回の成功と同じような結果に

なったであろうとして、現在の当局者だけの技量によるのではないとしている。

こうしてみると『時事新報』が当時外相だった陸奥宗光を評価していないよう

に聞こえるかもしれないが、同紙は陸奥もまた評価していた。第 2次伊藤博文内

閣成立についての論説「新内閣組織成る」（『時事新報』第3416号、明治25年 8月 9日）

において『時事新報』は、「井伯〔井上馨―引用者注〕が外務を執らずとすれば、

陸奥氏の之に任じたるは如何にも適したるものと云はざるを得ず」41）と述べて陸

奥の外相就任を評価している。

法権回復から 2年後の明治29（1896）年陸奥が病気のため外相を辞任すると、

『時事新報』は後任の外相として大隈を何度も推挙している。

況して外務の如き大切の地位を、他より兼ねしむる42）などとは思ひ寄らざる

次第なれば、速に適当の専任者を求むること必要なりとして、扨
さて

その人物は

今の政治家中に於て十指の指す所、十目の視る所、大隈伯に外ならざるは朝

野の等しく認むる所なり。若しも此際伯が自から進んで其任に当るときは、

内外に満足することなれども、爰
ここ

に少しく困難なるは、伯は多年間、野に在

りて、自から政党首領の姿を成したる其上に、平生の性質極て負嫌いにて容

易に人に屈せざるがゆえに、今更ら政府に入るは恰も他に降伏す〔る
ママ

〕に異

ならずなど、独り自から力身返りて、遂に相談の纏り兼ぬる一事なり。独立、

人に屈せず、自家の所信を固執するは、気品の高きに似たれども、其固執も

度を過ぎて狷介に失するときは、却て局量狭きの譏
そしり

を免かれず。

「外務の後任に大隈伯」（『時事新報』第4611号、明治29（1896）年 6月 4日）43）

ここで『時事新報』は、大隈を外相適任者としつつも、大隈の性格における難

点を鋭く指摘している。大隈の条約改正交渉と外相推薦に対する『時事新報』の

論評は極めて中立的なものであると同時に大隈の外交手腕を適切に評価するもの

であった。

その後、明治21（1898）年には大隈を首相として初の政党内閣（第 1次大隈重信

内閣）が誕生する。『民情一新』以来、議院内閣制を提唱していた福沢だが、『時

事新報』は政党内閣制が達成されたとしてそれ自体を喜びつつ、政党員に対して
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警鐘を鳴らした。

抑
そもそ

も政党内閣は時勢進歩の結果と云ひながら、兎に角に其実を見るは今度始
ママ

めてにして、善悪共に例を後来に遺さざるを得ず。若しも其始めに事を軽忽

にして失敗することもあらんには、其責は当局の人に帰して永く免かる可ら

ず。今の政党の輩は勝て兜の緒を締むるの用心肝要と知る可きものなり。

「民党員注意す可し」（『時事新報』第5257号、明治31（1898）年 6月28日）44）

初の政党内閣であるため、失敗すれば長く責任を問われることになるとして慢

心を慎むよう注意を促している。果たして福沢の予測通り、第 1次大隈内閣は猟

官を盛んに行った結果内部分裂し45）、 5カ月で総辞職することになってしまった。

当時福沢は脳溢血で病床にあったため、同内閣総辞職についての福沢の評価がう

かがえる論説は残念ながら存在しないが、『時事新報』の鋭い指摘がうかがえる

一方で不幸にも同紙の警告は現実のものとなってしまったのである。

以上の『時事新報』の論調より、福沢の大隈に対する論説に一貫している特徴

として、極めて冷静な思考に基づき大隈の業績を評価していることが指摘できる。

馴れ合いで大隈を賞賛するようなことはしなかった福沢だが、しかるべき点で大

隈の力量については評価していた。

Ⅵ　結びにかえて

本稿は小川原正道研究会による三田祭論文集『福沢諭吉と友人たち』に収録さ

れている、人物編「大隈重信」を基に加筆訂正したものである。同論文にて散見

される間違いを適宜修正し、資料の引用や脚注での参照文献も可能な限り充実さ

せた。

福沢と大隈はその政治的思想が近いにも関わらず、政治史の分野では大隈は政

治家であるがゆえにその比較対象は板垣退助や伊藤博文であり、福沢もまた加藤

弘之などと比較して論じられることが多かった。そのため、早稲田と慶應という

世間一般で認知されている対立構造とは異なり、福沢と大隈の関わり合いが知ら

れることは少なかった。

大隈と福沢の交流は明治初期から始まった。大隈が大蔵卿として政府中枢に

あった際、福沢は書簡を通じて大隈に政策を提言し、横浜正金銀行設立などの大
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事業を達成していった。福沢もまた矢野文雄を皮切りに多くの門下生を官界に送

り、大隈のブレーンを形成していったが、皮肉にもこれが福沢と大隈の陰謀説を

惹起してしまい、明治14年の政変以降大隈に在野の道を強いることになってしま

う。その後立憲改進党においても福沢門下生たちは引き続きブレーンとして活躍

したが、1900年代を転換期に福沢門下生は離散していき、福沢の死去を以て大隈

と福沢の関係は途切れることになってしまった。

このように、福沢と大隈の関わりは両者にとって好ましくない影響を間接的に

与えたかもしれないが、両者の言説からは交流を悔やむ言葉は見受けられず、む

しろ両者はお互いを高く評価し、尊敬しあっていた。またある意味では不幸の産

物であったかもしれない立憲改進党とその系譜はのちに保守 2党として現在の政

党政治に影響を与えたし、東京専門学校は早稲田大学としてそのカウンターパー

トたる慶應義塾大学と学問・野球をはじめ様々な分野で切磋琢磨を重ね、日本の

私学教育において一翼を担っている。 2人の交流は様々な点で明治日本の国家建

設に大きな影響を及ぼしたと言えるだろう。

1） 慶應義塾内においては「早慶」ではなく「慶早」という略称が非公式に用いら
れることがあるが、本稿においては一般的に使用されている「早慶」の略称を用
いる。なお早稲田と慶應義塾の歴史比較については、佐藤能丸『志立の明治人　
福沢諭吉・大隈重信』上（芙蓉書房出版、2005年）第Ⅲ章に詳しい。

2） 富田正文『考証　福沢諭吉』下（岩波書店、1992年）、同「福沢諭吉と大隈重信」
（慶應義塾『三田評論』第720号、1972年11月）、同「大隈重信との交情」（慶應義
塾『三田評論』第857号、1985年 4月）。

3） 佐藤能丸「大隈・福沢の初対面」（早稲田大学史資料センター『早稲田大学史記
要』第 4巻、1971年）、同「海から陸への飛躍―岩崎・大隈・福沢―」（慶應義塾
福沢研究センター『近代日本研究』第20巻、2003年）、同「書簡に見る福沢人物
誌（11）大隈重信―福沢諭吉との交流―」（慶應義塾『三田評論』第1077号、
2005年 3月）、同「大隈重信と福沢諭吉」（學灯社『國文學　解釈と教材の研究』
第53巻 2号、2008年 2月）。

4） 渡邊幾治郎「大隈重信と福沢諭吉（ 1）―その交友と思想的つながり―」（早稲
田大学大隈研究室『大隈研究』第 6巻、1959年）、清水伸「福沢諭吉と大隈重信
―明治憲法と時事新報を中心として―」（福沢諭吉協会『福沢諭吉年鑑』第 5巻、
1978年11月）。

5） 福沢は受け取った書簡のほとんどを廃棄してしまったために大隈から福沢に宛
てられた書簡は現存しておらず、福沢からの大隈宛書簡が分析の中心になる。

6） 福沢諭吉の略歴については福沢諭吉事典編集委員会編『福沢諭吉事典』（慶應義
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塾大学出版会、2010年）を、大隈重信の略歴については渡辺幾治郎『大隈重信』
（歴代総理大臣伝記叢書）（ゆまに書房、1952年）、同『大隈重信』（日本宰相列伝

3）（時事通信社、1958年）に依っている。また、年代表記については明治 5年
までは和暦を、それ以降は新暦を用い、年齢は全て満年齢で計算した。

7） 両者の出生時はまだ和暦使用であったため、暦の上では 4歳差であるが、ここ
では新暦換算して満年齢における年齢差を表記した。

8） 福沢と政府との関わりについては、小川原正道『福沢諭吉―「官」との闘い―』
（文藝春秋、2011年）第 2章に詳しい。

9） 前掲、『大隈重信』、365-366頁。
10） 前掲、『考証　福沢諭吉』下、566頁。
11） 前掲、『考証　福沢諭吉』下、567頁。
12） 時期については大隈の記憶が曖昧であるようで、資料によって明治 4（1871）
年から明治 6（1873）年の間で前後している。これについては、前掲「大隈・福
沢の初対面」を参照。

13） 早稲田大学編『大隈重信演説談話集』（岩波書店、2016年）、194-195頁。
14） 前掲、「書簡に見る福沢人物誌（11）大隈重信―福沢諭吉との交流―」を基に作
成。なお佐藤はここで大隈に言及した書簡が42通あると述べているが、書簡集の
索引からは大隈の名前を出して言及しているものは40通しか探し出すことができ
なかった。

15） 石河幹明『福沢諭吉伝』第 2巻（岩波書店、1932年）、654-655頁及び前掲『考
証　福沢諭吉』下、477頁。当時の塾財政については西川俊作「西南戦後インフ
レ期における慶應義塾と福沢諭吉」（福沢諭吉協会『福沢諭吉年鑑』第 8号、
1981年）及び同「明治10年後における慶應義塾の財政難」（慶應義塾福沢研究セ
ンター『近代日本研究』第16巻、1999年）に詳しい。

16） 慶應義塾編『福沢諭吉書簡集』第 2巻（岩波書店、2001年）、115-119頁。
17） 前掲、『福沢諭吉伝』第 2巻、690頁。
18） 前掲、『福沢諭吉書簡集』第 2巻、58-59頁。
19） 前掲、『福沢諭吉書簡集』第 2巻、248-249頁。
20） 土方晉『横浜正金銀行』（教育者歴史新書〈日本史〉146）（教育者、1980年）。
21） 前掲、『考証　福沢諭吉』下、512頁及び大隈重信宛福沢諭吉書簡、明治12（1879）
年10月 5日（前掲、『福沢諭吉書簡集』第 2巻、254-255頁）。

22） 大隈重信宛福沢諭吉書簡、明治11（1878）年 3月19日（前掲、『福沢諭吉書簡集』
第 2巻、62-63頁）。

23） 前掲、『福沢諭吉―「官」との闘い―』、70頁。
24） これについては姜範錫『明治14年の政変―大隈重信一派が挑んだもの―』（朝日
選書、1991年）および木曽朗生「明治14年の政変の真相（ 1）」（長崎大学教育学
部政治学研究室『架橋』第 6号、2005年）、同「明治14年の政変の真相（ 2）」（長
崎大学教育学部政治学研究室『架橋』第 8号、2007年）に詳しい。

25） この点については、五百旗頭薫『大隈重信と政党政治―複数政党制の起源　明
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治14年―大正 3年―』（東京大学出版会、2003年）に詳しい。同書は大隈系政党
が高い政策立案能力を誇りながらも党組織と支持基盤の整備に遅れたため、理念
的主張を掲げていながらも強固な党組織や支持基盤を持っていた自由党に劣って
いた点を指摘し、初期議会を経てどのように変遷していったかを経済政策に主眼
を置いて説明している。

26） すでに矢野文雄が明治22（1889）年に宮内省に出仕していたが、明治33（1900）
年に尾崎行雄が立憲政友会に参加し、大隈系政党から離脱した（もっとも尾崎は
その後大隈系政党も含めて政党を渡り歩くことになる）。引き続き大隈が党首を
務める憲政本党に残った者も多かったが、大正 2（1913）年に箕浦勝人が立憲同
志会に参加し、犬養毅は憲政本党の後身である立憲国民党に残るなど（犬養は最
終的には立憲政友会に行きつき首相になる）、大隈系政党の慶應義塾の系譜は離
散していった。

27） 帝国大学を卒業した官僚たちを指す。これについては清水唯一朗『近代日本の
官僚―維新官僚から学歴エリートへ―』（中央公論新社、2013年）に詳しい。

28） 清水唯一朗『政党と官僚の近代―日本における立憲統治構造の相克―』（藤原書
店、2008年）は政党が独自の政官関係のシステムを模索し、官僚をリクルートし
て政策立案能力を高めていった経過を示している。

29） 愛知県春日井郡において地租改正に際して地価の査定に不満を持った農民が起
こした闘争。指導者である林金兵衛が福沢に援助を求めていたため、当時大蔵卿
だった大隈に対して福沢が書簡を送って考えを尋ねた。これについては前掲、『福
沢諭吉辞典』、169-170頁を参照。

30） 三河国岡崎士族でハリストス教徒（ロシア正教徒）の若林軍治が妻を明大寺村
の万徳寺境内の共同墓地にキリスト教式で埋葬したことに対して村内の仏教徒が
抗議した事件。刑事事件としては若林が自首したことで免罪となったが、民事事
件としては和解が成立しなかったために訴訟に発展した。この事件に対して、福
沢は塾生を派遣したり政府高官に働きかけるなどして原告側を援助したが、最終
的には原告側敗訴で決着した。これについては前掲、『福沢諭吉事典』、171-172

頁及び都倉武之「明治13年・三河国明大寺村天主教徒自葬事件」（慶應義塾福沢
研究センター『近代日本研究』第18巻、2001年）を参照。

31） 明治会堂は明治14（1881）年、東京京橋区木挽町（現中央区銀座 3丁目）に建
設された演説用の建物。建設費や維持費がかさんだうえ、行われる演説内容も低
質なものであったため、明治15（1882）年に岩倉具視の仲介で農商務省に払い下
げられた。これについては前掲『福沢諭吉事典』、131-132頁及び鈴木安三「明治
会堂考―建築構造と売却経緯について―」（福沢諭吉協会『福沢手帖』第89号、
1998年）を参照。

32） 明治17（1884）年に起こった朝鮮における甲申事変に際して、翌明治18（1885）
年福沢門下生の井上角五郎が朝鮮国王に呈した密書が日本に不利益な内容を含ん
でいたとして、井上が責任を問われ訴追された裁判。外務省は井上の密書献呈か
ら 2年後に密書を入手して井上を拘引し起訴、井上が当時福沢の自宅に身を寄せ
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ていたことから福沢も家宅捜索を受け、法廷での尋問を求められた。最終的に井
上は重禁錮 5カ月と罰金30円を宣告されたが、翌明治22（1889）年憲法発布の大
赦により出獄した。これについては前掲『福沢諭吉辞典』、231-232頁及び都倉武
之「明治18年・井上角五郎官吏侮辱事件（ 1）―密書提出経緯と裁判経過を中心
に―」（慶應義塾福沢研究センター『近代日本研究』第24巻、2007年）を参照。

33） 前掲、『大隈重信演説談話集』、190頁。
34） 前掲、『大隈重信演説談話集』、196-198頁。
35） 石河幹明『福沢諭吉伝』第 1巻（岩波書店、1932年）、580頁。
36） 福沢の栄典に対する姿勢については、前掲『福沢諭吉　「官」との闘い』、第 4

章に詳しい。
37） 前掲、『福沢諭吉伝』第 1巻、580頁及び前掲、『考証　福沢諭吉』下、575頁。
38）『時事新報』（明治前期編）第 8巻～（3）/2337号～2428号（龍溪書舎、1986年）、

233頁。
39）『時事新報』（明治前期編）第 8巻～（4）/2429号～2520号（龍溪書舎、1986年）、

121頁。
40）『時事新報』（明治前期編）第13巻～（4）/4009号～4062号（龍溪書舎、1989年）、

491頁。
41）『時事新報』（明治前期編）第11巻～（4）/3383号～3435号（龍溪書舎、1988年）、

281頁。
42） 当時は文部大臣の西園寺公望が外務大臣を臨時兼任していたが、結局西園寺が
そのまま正式に兼任外相となった。

43）『時事新報』（明治前期編）第15巻～（3）/4582号～4633号（龍溪書舎、1991年）、
329頁。

44）『時事新報』（明治前期編）第17巻～（6）/5234号～5259号（龍溪書舎、1994年）、
298頁。

45） 憲政党員の猟官運動についても、「憲政党員に告ぐ」（『時事新報』第5301号、明
治31（1898）年 8月18日）にて痛烈に批判している。同論説は『時事新報』（明
治前期編）第17巻～（8）/5287号～5312号（龍溪書舎、1994年）、178頁に掲載。
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