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南原繁における福沢諭吉 

―宗教固有の意義をめぐる哲学批判の射程― 
                                                                 

 

柴田 真希都 

 

１ はじめに ― 南原繁と福沢諭吉のあいだ ― 

南原繁（1889-1974）と福沢諭吉（1835-1901）という並びは、日本の思想史を学ぶ人々

に一見、奇異な感じを与えるかもしれない。二人は約二世代の開きがあり、南原が12歳の時

に福沢が没しているため、当然ながら直接の交渉は見られない。一方は明治前期を代表する

著述家、教育者であり、他方は戦中戦後を代表する政治学者、大学教育家として名高い。直

接の交渉がないとはいえ、両者が日本の歴史に残した足跡が共通の領域にわたることは十分

いえそうである。 

 ところで、南原繁はその師、内村鑑三との関わりで語られることが多く、また福沢諭吉は

その研究者、丸山眞男を論じるさいに欠かせない存在となっている1。南原と丸山は単なる学

問上の師弟関係を超えた繋がりをもち、現在なお両者の言説は時代の諸課題に絡めて参照と

考察の対象になっている2。また、内村鑑三は、当人がある意味でもっとも先鋭な福沢批判者

であっただけでなく、他ならぬ丸山らによって、アジア・太平洋戦後の論壇において注目さ

れ、遂に福沢と並び称される位置にまで引き上げられたのであった3。 

 興味深いのは、福沢、内村、南原、丸山の四者が、それぞれ一つずつ世代を異にしながら、

明治から昭和にかけての100年超を覆いつつ、文脈に応じて組み合わせを自由に、広い意味

                                                   
1  丸山自身の福沢への言及はあまたあるが、〈丸山における福沢〉を総合的に論じた論稿はまだ多くはない。

さしあたり以下の文献を参照。米原謙「丸山眞男の福沢諭吉論：批判的考察」『日本思想史学』46号（日本

思想史学会、2014年、59-67頁）、松田宏一郎「「虚妄」に賭けることは可能か? : 丸山眞男にとっての福沢

諭吉」『現代思想』42巻11号（青土社、2014年、98-106頁）。 

2 丸山に関しては没後も未発表講演録や座談の記録が起されるなどして関連出版が途切れない。南原につい

ては、筆者も参加している南原繁研究会がその関連シンポジウムの報告書を毎年刊行している。 

3 この戦後思想における内村鑑三ルネッサンスとも呼べるような現象について、筆者は既に2015年度の日本

思想史学会において報告している（柴田真希都「戦後思想における内村鑑三―福澤諭吉との比較論をめぐ

って」『日本思想史学会 2015年度大会』、早稲田大学、2015年10月）。その内容の一端については、拙

論「内村鑑三における福澤批判と福澤評価―その総合的理解に向けて―」『近代日本研究』32巻（慶應義

塾福沢研究センター、2016年、67-103頁）を参照されたい。 
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での相互比較の対象となってきた、という事実である。こうした作業においては、日本近代

の思想史を語るにあたって、他の人物との組み合わせでは得られないような、何か特別な成

果が見込まれてきたといっても過言ではない。 

そうした人物比較傾向の中でも、福沢・南原という取り合わせは未だ学問的に論じられて

いない。この二世代離れた者らの関係は4、実証的な考証の範囲に留まるだけでは、ほとんど

豊かな関係性を指摘できないことは容易に想像がつく。しかし思想史の方法論や目的意識か

らすれば、こうした直接交渉が確認されない人々の、テキストを介した間接的交渉ないしは

思想的対決の痕跡を発掘、検証することこそが、あるいは単なる実証的手続きからは導き出

せないたぐいの、人間歴史をめぐる興味ある事実や意味を引き出すに至るのだと見込まれよ

う。このことは、戦後の思想史の表街道にて頻繁に言及されてきた四者の、その関係性への

理解に新たな知見を付け加えるものとなるならば、なおさらそうであろう。 

 

２ 「福沢諭吉の宗教観」の論旨 

１）宗教の功利主義的取り扱いについて 

南原繁にただ一つ、まとまった福沢諭吉論があることは、かの広範にわたる福沢研究史に

おいても注目されていないようである。南原は1967年（昭和42年）1月の『学士会会報』（694

号）にて「福沢諭吉の宗教観――新春随想――」という文章を寄せた。南原が学士会の理事

長を務めていた時期（1964-1974年）のものにあたる。本稿ではまずこのテキストを、南原

が福沢を読む際の視点や価値意識に着眼しながら丹念にたどってみたい5。 

南原は冒頭、明治の祝祭日として年初の四方拝（1日）、元始祭（3日）、新年宴会（5日）

の日を挙げ、それらが「明治の新政において、とくに神道を鼓吹し、もろもろの国家的祭典

がその古式に則って行われた6」ところの制度的産物であることを読者に思い起こさせる7。

そこから南原は福沢を次のように導入する。 

 

                                                   
4 福沢・南原の組み合わせと同じく、二世代離れた関係である内村・丸山のそれについても未だ学問的に論

じられたとはいえず、興味は尽きないが、こちらはまた稿を改めて論じる必要がある。 

5『南原繁著作集』10巻（岩波書店、1973年、147-155頁）に「福沢諭吉の宗教観」として収録。収録の際に

は初出から表記の改めがいくつか見られるものの、大きな変化はない。なお、以下、南原の言葉の引用は

『南原繁著作集』（全10巻、岩波書店、1972-1973年。以下『著作集』と表記）より行う。 

6「福沢諭吉の宗教観」、147頁。 

7 この文章が発表された1967年の翌年が、明治100年の年にあたることを意識していたのだろう。南原は戦

後の復古主義的傾向、とくに「有力な人たちによって企てられつつあるわが民族宗教と日本神学の再興」

（「民主主義の基礎は築かれたか」『朝日新聞』1959年8月5日、『著作集』9巻、145頁）、ないしは「「

大東亜戦争」を再評価し、積極的にその意義を強調する」（「戦没学徒の遺産を嗣ぐもの」『著作集』9

巻、239頁）ような動きに対し鋭い監視の眼を向け続けた一人であった。 
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幕末から明治中期にわたり、多くの著書論文によって、一世の啓蒙思想家として、あま

ねく知られた福沢諭吉が、これらの事象をいかに見、いかに解したか8 

 

ここで注目すべきは、南原が福沢を「啓蒙思想家」と形容していることである。明治の為

政者たちが祭典の古式を復興させ、それを国民的慣習として定着させようとしたその政策に、

福沢諭吉という「啓蒙思想家」がどのような理解や姿勢を示したか、それが南原の最初の問

いとして提出されている。それは一般にヨーロッパの「啓蒙思想」が、ルネッサンス以後の

発展として、およそ中世カトリック世界の宗教的「古式」といったものの神話性をはぎ取っ

て、宗教を能う限り人間の理性に適った事象として批判的に検討した、とする前提的理解を

透けてみせる。南原はこのすぐ後で「封建制度の遺制や、およそ道理に合わない風俗や習慣

について、ずいぶん無遠慮な非難や痛罵を敢えてして憚らなかった福沢9」という表現をも呈

しており、福沢の明治維新後の、具体的には文明開化のイメージと密着した所業が、ヨーロ

ッパの啓蒙時代の思想家たちのそれと重ねあわせに見られることを暗示している。 

南原はこのように〈啓蒙思想家における宗教〉にまつわる西欧思想史上の了解を携えて、

日本のそれに該当する人物として福沢諭吉を呼び出した。南原はそこから福沢における宗教

の問題を広く振り返る作業に入っていく。その検討は、当時刊行されて新しい『福沢諭吉全

集』（岩波書店、1958-64年）の該当箇所を引きながら、神道、仏教、キリスト教の順に行

われた。『政治理論史』を上梓（1962年）したのち、学士会理事長という要職を引き受けな

がら、晩年の大著『政治哲学序説』（1973年）の完成に向けて日々勤しんでいただろう南原

がこの時期、刊行を終えて間もない『福沢諭吉全集』のあちこちを参照している姿を想像す

ると、南原のこの作業への関心の高さを窺い知ることができる。その関心が、のちに明言さ

れるごとく「福沢は一般に宗教と政治との関係をいかに解したか10」に極まるのは、いかに

も『国家と宗教』（1942年）の著者らしい視座だといえよう。 

南原はまず福沢の「神仏を論じて林政に及ぶ」（1890年）を参照し、彼の神道観を次のよ

うに整理する。「もともと、神道は、福沢の見解によれば、祖先崇拝を旨とするもので、正

確な意味の宗教ではないけれども、仏教と同じく、世道人心の作興のために有用であるとと

もに、経世の手段として国家は敬神祟仏を奨励し、社寺を維持保存すべきことを説いている

11」。さらに、「神社仏閣復活の時期」（1896年）から比較的長く引用を行って、福沢が「と

くに日清戦争に際し、国民の間に信仰心の起こったのを機会として、神社仏閣の復興を図る

                                                   
8「福沢諭吉の宗教観」、147頁。 

9 同上、147-148頁。 

10 同上、149頁。 

11 同上、148頁。 
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べきことを経世の急務として論じ12」たことに注意を促す。これらの指摘をふまえて南原は

「福沢は一般に宗教と政治との関係をいかに解したか」という核心的な問いに入っていく。

南原がこの問題に答えていくにあたり重視したのは、「宗教の説」（1883年）の次の福沢の

言葉である。 

 

抑も政府の人を治るは法律を以てす。而して世の中に現はれたる者を制す。故に心中に

盗を為さんと思ふとも、手を出さぬ間は政府も之を責むるの権なし。然れば心を治るは

何人の任かと云へば、宗教の外にほかならざるべし。されば政府は體を支配し宗教は心

を支配すと云ふべし13 

 

南原はこの問題への福沢の立場を「法律や政治は人間の外的行為を対象とするのに対し、

内面的心情は宗教の世界と見なす14」ものだと読む。福沢にこのような見解を見出せること

自体、彼を「啓蒙思想家」として取り扱うことを正当にする理由の一つとなるだろう。 

なお、南原がこの解釈に続けて、「おなじく内面的心情を問題とする道徳についてはここ

に触れてなく、福沢の道徳観については別に論ずる必要があろう」と付記しているのは興味

を引く。それにより南原が「道徳」を基本的には個人の内面をその価値領域として設定して

いることが披露され、またそのことが、次のような福沢評価を引き出すからである。 

 

ただ、長くわが国民の間に支配的であった儒教に対しては、それが純粋の道徳でなく、

より多く政治との混合であり、しかも政治としても今や時代に適合しないとして、彼は

排撃してやまなかった15 

 

道徳の領野と政治の領野の区別を明確にしたうえで、道徳を宗教と密接なものとしても見

出していた南原にとって16、福沢が「純粋の道徳」の領域と政治の領域を分けていたことを

示唆するような言説は評価に値すると見られただろう。この評価があったからこそ、南原に

とって福沢の「経世のための宗教」観が一層問題と見られたことは後に触れる。 

さて、神道に続いて南原は福沢の仏教観を検討していく。南原は「神仏を論じて林政に及

ぶ」を参照して、仏教を「儒教とともに同じく中国から渡来したものではあるが、わが国土

と国民の間に定着し、日本固有の発達を遂げたものとして」福沢が「それを承認するに決し

                                                   
12 同上。 

13『福沢諭吉全集』19巻（岩波書店、1962年）710頁。 

14「福沢諭吉の宗教観」、149頁。 

15 同上。 

16 南原繁『政治哲学序説』『著作集』5巻、145-146頁を参照。 
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て吝かでな17」かったとする。続いて彼のキリスト教観を取り上げるにあたり「さて、キリ

スト教は、どうか。仏教と同じく外来の新しい宗教であるが、福沢はキリスト教の伝播を恐

れるもののごとく、言論家として仏教に味方し、これを擁護する18」として、中期福沢の反

キリスト教的な言説（「宗教の説」）を引くのは、以後の展開を予期させるところの南原に

よる巧みな行論といえる。 

南原は福沢による、仏教の「援兵は沢山ある。第一政府と学者が援兵となる。拙者も援兵

の一人なり。併し信向して援兵となるに非ず。信向はせねども援けねばならぬ理あり19」と

する政策的志向の濃厚に発揮されている言説を引用して、次のように彼のキリスト教への姿

勢を概括する。 

 

この点において、福沢は当代の加藤弘之、さらには井上哲次郎らと異なるところはない

ようである。あれほど西洋文明を謳歌し、日本の近代化を説いた福沢は、もっぱら近代

ヨーロッパの科学精神と合理主義に傾倒し、西洋文化の土台であった精神的一支柱とし

てのキリスト教に対して、彼自身無関心、むしろ反対の態度をとったことは、注視され

ていい。20 

 

南原は福沢が宗教の領域を個人の内面に認めた、その西欧啓蒙思潮に通じる立場をとりな

がらも、それを充たす内容としてキリスト教を積極的に考慮しなかったことを強調する。「そ

れは福沢にかぎらず、一般に明治の学者・思想家の態度であったと称していい。そのことが

わが国にとって幸いであったかどうかは、明治精神史の一つの問題として残るであろう21」

との含みをもたせた論評は、キリスト教、とくにプロテスタンティズムの西欧思想史に果た

した役割を高く見積もっていた南原自身に即して考えれば、その真意を忖度しやすい22。 

なお、このテキストでは言及されないものの、南原は、福沢がある時期、西洋列強との外

交問題を優先する立場から、内心より西洋人に蔑まれて不当に扱われることを避けるため、

宗教も西洋風に倣わなければならない、と提唱し始めたことを知らなかったわけではないだ

ろう23。それは南原が先の文章に続けて「要するに、福沢の立場は、以上のごとく、宗教を

論ずる場合、仏教・神道・キリスト教をふくめて、どこまでも功利主義にもとづいているこ

                                                   
17「福沢諭吉の宗教観」、149頁。 
18 同上、150頁。 

19 前掲『福沢諭吉全集』19巻、711頁。 

20「福沢諭吉の宗教観」、151頁。 

21 同上。 

22 南原の解するプロテスタンティズムの西欧思想史一般への寄与については、「カトリシズムとプロテス

タンティズム」『国家と宗教』『著作集』1巻、301-329頁を参照。 

23 福沢「宗教も亦西洋風に従はざるを得ず」『時事新報』明治17年6月6. 7日 
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とである。すなわち宗教が世道人心に与える影響から、「風儀の支配者」「民情の緩和力」

として、その効果を「経世の要具」として認めたことである。24」と論結しているその文章

に、キリスト教が仏教と等しく含められていることから推察される。南原としては、福沢が

宗教の領域を人間の内面に求めた言説があるゆえに、さらに、その宗教の中でもキリスト教

を仏教と対峙させて敵対的に取り扱った言説が残されているがゆえに、その後福沢が宗教を

西洋風にキリスト教にせよ、などと提唱したことは、宗教の社会的取り扱いにおける「功利

主義」の立場を一層、推進するものとして受け取られたとみてよい25。 

そこで、南原が福沢の思想的立場をいよいよ「功利主義」と見定めた上で、「宗教の必要

なるを論ず」（1876年）における福沢の言葉「今の世の中に宗教は不徳を防ぐ為めの犬猫の

如し。一日も人間世界に缺く可らざるものなり26」を引いて自説を補強するのは当然であろ

う。南原がこの福沢による「犬猫」と宗教の同一視をもって、端的に「無神論に徹底し」た

と名状しているのには留意される。それは「犬猫」と宗教を人心への「効果」において同一

だとする福沢の、世界観的立場を捉えた言葉だからである。宗教の社会道徳的効果を説きな

がら、自身はどの宗教にも関与しないし、信仰には頓着しないとうそぶく福沢の、自己を例

外とするような姿勢に問題を認めた南原が、次に取り上げるような、師・内村鑑三の福沢批

判を参照することに無理はなかったとみられる。 

 

２）宗教の公的性質と私的性質 

南原は内村鑑三（1861-1930）による福沢批判を次の二段階に整理している。 

 

ⅰ) 福沢の「物質文明主義と功利主義27」的傾向それ自体 

ⅱ) 福沢が「自身いずれの宗教も信仰することなくして宗教の効果を説き、世人に対して

宗教の必要を論ずる」その「態度」28 

 

ⅰに関して、南原は明治30年に『万朝報』に掲載された内村の代表的な福沢批判文の一部、

「薩長政府の害毒は、一革命を以て洗滌し得む。福沢翁の流布せし害毒に至りては、精神的

                                                   
24「福沢諭吉の宗教観」、151頁。 

25 福沢に「功利主義」と認めること自体、別段珍しい指摘ではない。それに尽きるかどうかはさておき、

ミルやスペンサーの著作を熟読し、そこに依拠していた福沢における功利主義要素の発見は小泉仰や安西

敏三などの研究が示すところである。小泉『福沢諭吉の宗教観』（慶應義塾大学、2002年）、安西『福沢

諭吉と西欧思想』（名古屋大学出版会、1995年）などを参照。 

26『福沢諭吉全集』19巻、587頁（初出、『家庭叢談』18号、明治9年11月4日）。 

27 同上、152頁。 

28 同上、152頁。 
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大革命を施すに非ずんば、日本人の心底より排除し能はざらむ29」を引用する。内村が福沢

を目して、「利慾に沈淪する」ことを「学理的に批准」した人物として批判しているその内

容を、南原が自らの福沢批判の用語である「功利主義」に相応するものとして読んだことが

ここに判明する。 

ⅱは南原自身の要約によれば「彼は自分が宗教を有せざるを誇り乍ら、絶えず宗教的なれ

と勧むる事に依り、己が良心と己が国人とを害しつつありと余輩は信ずるなり30」という内

村による福沢批判である。南原がこの手の批判を端的に「適切なものがある31」としている

ことは、彼自身、人間生活における宗教の普遍的な必要性と、その政治社会における適切な

位置づけとを、内村に通じる姿勢で追及していた事実を垣間見せる32。 

 このような内村の批評をも借りて福沢の公的な宗教言説を整理した南原は、次の段落で

「ところが」と転回して福沢の私的圏内の宗教的言説に踏み込んでいく。すなわち福沢が「ま

だ幼かった長男一太郎と次男捨次郎のために日記風に書き残した教訓」といわれる「ひゞの

をしへ」（1871年）を取り上げ、その中の次の言葉を掲載する。 

 

てんとうさまをおそれ、これをうやまい、そのこゝろにしたがふべし。たゞしこゝにい

ふてんとうさまとは、にちりんのことにはあらず、西洋のことばにてごつどゝといひ、

にほんのことばにほんやくすれば、ざうぶつしやというものなり33 

                                                   
29 内村鑑三「胆汁数滴」『万朝報』明治30年4月27日。南原のここ（「福沢諭吉の宗教観」）での引用は一

字一句まで正確なものではない。原文は「政府の害毒は一革命を以て洗滌し去るを得ん、福沢翁の流布せ

し害毒に至ては精神的大革命を施すに非ずんば日本人の心底より排除し能ざらむ。」   

30 これも一字一句同じ言葉が内村の文章の中にあるわけではない。前注で引用した箇所にも増して、南原

によるパラフレーズのようである。これに対応する内村の言葉は以下の箇所だろう。「宗教の大敵とは自

身宗教を信ぜざるに之を国家或は社会の用具として利用せんと欲する者である。宗教を侮辱する者にして

之に勝る者はない、彼等は宗教は迷信であると言ふて居る、彼等は宗教は有識の徒には全く無用のもので

あると唱へて居る、然るに彼等は此迷信此無用物を彼等の同胞に推薦しつゝあるのである、彼等の不信実

も此に至て其極に達せりと云ふべきではない乎。然も斯る人は此日本国には決して尠くはない、故福沢諭

吉先生の如きは終生斯る説を唱へられた、爾して彼の門下生は今に猶何の憚る所なく此説を唱て居る」 

（「宗教の大敵」『万朝報』明治35年11月1日）。 

31「福沢諭吉の宗教観」、152頁。 

32  内村によるこの福沢批判は、福沢言説が濃厚にたたえる高所からの方便的性格を捉えたものでもあり、

そこから福沢ら自らに厚く信頼する啓蒙家が呈しがちな、人間の理性能力への自己満足的な態度を突いた

ものだということもできるだろう。いわゆる18世紀以後の自由主義の自己満足（self-sufficiency）と自己欺

瞞（self-deceit）を厳しく批判する、というこの手の批評は、欧米でも第一次大戦後にその一つのピークが

くるような、キリスト教的立場から人間性のリアリズムを追及したR.ニーバーなどの批評に通じるもので

あったと目されよう。ニーバーの自由主義批判の要点は以下の文献を参照。Daniel Day Williams, Niebuhr and  

Liberalism, Reinhold Niebuhr; His Religious, Social, and Political Thought, Kegley, Charles W., eds., New York,  

Macmillan, 1956, p.270.  

33「福沢諭吉の宗教観」、153頁。引用元は『福沢諭吉全集』20巻（岩波書店、1963年）、73頁。 
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南原はこの箇所を引用する際、「ごつど」という箇所と「ざうぶつしや」という箇所にわ

ざわざ傍点をふっている。その用語がキリスト教的であることに注意を促すためであろう。

南原はこの「ひゞのをしへ」が提起する問い、すなわち福沢個人の宗教心の真相はどうであ

ったか、という問いに対して早急に見解を表明せずに、福沢言説の方便的性格を踏まえた上

で、その真の理解をめぐっては二様の可能性があることを示す34。一方はそれを額面通り受

け取って、「わが国古来の神道や仏教でなく、まさに新しいキリスト教の神・造物主への信

仰」、「父がもらした信仰の表白とも解しうる」可能性であり、他方は、「その子の教育の

ための方便にほかならずとして、一般に宗教の効用を説く福沢の功利主義的根本態度に変り

はないと評する」可能性である35。 

南原は、自らの手でどちらを選ぶかの判断を下さず、当時生存していた福沢子女の言説を

その「後日譚」として紹介することをもって代える。福沢が「ひゞのをしへ」を幼い息子ら

に与えたその心機を、当の息子らの側から探索する試みともみられる。具体的には、福沢の

四女で日本YWCAの要職を務めた志立タキが『毎日新聞』（1966年10月3日夕刊）に語った

談話が取り上げられる。南原はこれをかいつまんで次のように引用する36。 

 

……兄（長男一太郎）が『西洋の文学をやるならバイブルを読まなきゃ』といってくれ

まして、それからバイブルにかかって、よく読んでおります。……日本がよくなってい

くにつれて日本人がみっともないことをしなければいいと思って心配いたしますよ。…

…私はクリスチャンの教えを定規にしております。日本という国はわけわからぬ国でご

ざいましょう。それは神さまがいないですから。戦争をするたびに景気よくなって、こ

んどはおそろしく負けたわ、（間もなく、また）おそろしくよくなったわ。それでニヤ

ニヤではすまされません。なにが国のためなんだが、そこがあやしいんです37」 

  

                                                   
34 実際のところ、福沢個人の宗教心をめぐっては「ひゞのをしへ」と並んで、後年の代表作『福翁百話』 

（1897年）の諸言説を参照するのが肝要だろう。もちろん、これは後者が全くの公的言説であること、そ 

れゆえ福沢の「効果」を狙った方便性がどの程度反映されているのかを判別しながらの作業となるに違い

ない。そのような作業の一端として、『福沢諭吉選集』第11巻（1981年、岩波書店）巻末の小泉仰による 

「解説」を参照。 

35 小泉仰はこの後者の説をとっている。前掲、小泉『福沢諭吉の宗教観』を参照。 

36 南原のこのテキスト「福沢諭吉の宗教観」を発表した年月（1967年1月）と、以下の福沢四女の談話が発

表された年月（1966年10月）を並べてみると、南原がこの手の原稿を書こうと思い立ったこと自体、福沢

子女の談話がきっかけではなかったかと想像されなくもない。少なくとも南原がこの福沢四女の言葉から 

「日本の現状と将来を思う烈々たる響き」（「福沢諭吉の宗教観」154頁）を受け取ったというその感懐が、

当の論稿の執筆を大きく後押しをしたことは疑いえない。 

37「福沢諭吉の宗教観」、154頁。（ ）内の補足は南原自身による。 
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南原は、福沢から直接「ひゞのをしへ」によって教育されただろう長男一太郎にキリスト

教信仰の有無を問う代わりに、この談話をなした彼の妹に「福沢が公に説いた功利的宗教」

とは別の宗教性、すなわち「純粋の魂の再生」を認めている。そして、彼女に「西洋文学思

想の心髄を聖書にありと」説いた長男一太郎に「西洋文化の核心を摑んだ」との評価を与え

るのである38。南原はこの「後日譚」を手がかりに、福沢に何らか信仰心という意味での宗

教はあったのかについて、その回答を二段階に分けて導いている。 

先に、福沢が人間の心を治めるのは宗教の領分だ、と述べたことに南原が着眼したのを確

認したが、南原はその宗教の領分を「各個人の内面の魂の問題」といいかえ、「こと信仰に

関するかぎり、それは神と個々人との関係である」と言い切る39。これが南原のキリスト教

理解の核心を表していることは言うまでもない。政治と宗教の関係を語る以前に、信仰の内

面化がまず徹底されるのである。その上で、さらに南原が続けて述べた次の言葉「したがっ

て、人の信仰の有無は外部から他人の判断すべきことでなく、また、できないことである」

では、公的文脈にて個々人の宗教的信仰をいかに取り扱うべきであるか、その可能性や当為

について触れている。南原はあたかも福沢の場合を一つの典型例とするかのように、自身が

この問題を取り扱うさいの姿勢を次のように表明している。 

 

それは学問とは世界を異にし、ことに社会科学の領域においては、宗教的信仰そのもの

を対象とすることはできない。福沢は、彼の学問の立場から、一つの社会現象として、

または為政者の側に立って、宗教を取り扱ったに過ぎない。したがって、ひとりの人間

として福沢がその内奥にどんな信仰を抱いていたかは、学問や科学と、いわば次元を異

にした世界の消息である。40 

 

要するに南原は、福沢をはじめ個々人の「宗教的信仰」は「神のみの知るところであ」る

から、他者はこれを「白紙に残して」置くがよい、すなわちあれこれ論じても無駄だし、そ

れはすべきことではないとする。ここでは先に整理したような、福沢が宗教について語った

その文脈、それが公的・社会的であることへの配慮があり、そのような文脈で宗教について

語ることと、真に個々人の内面に生起すべき信仰の出来事とは直接に照応するものではない、

というかなり明確な「宗教的信仰」理解が述べられているといってよい。ここには、南原に

とって公的文脈にて、とりわけ社会科学的に分析されうる宗教言説と、歴史に生きる個々人

の内面（「魂」）にのみ宿る信仰の消息は、截然と区別されて取り扱われる必要がある、と

                                                   
38 同上。 

39 同上。 

40 同上、154-155頁。 
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の主張を見て取ることができる。 

南原がこうした区分けによって、かえって「ひゞのをしへ」に「人間福沢」の「真情の吐

露・告白」を見出す可能性を掬いとっていることに注意しなければなるまい。「宗教的信仰」

にまつわるこのテキストの一連の立論から見えてくるのは、福沢もその流れにあるといわれ

る自由主義41の批判者として現れた南原が42、自由主義の成果としての宗教的寛容の立場は踏

襲している、という事実である。これは、南原が福沢を啓蒙思想家であり、かつそのイギリ

ス的な展開として、個人から社会へとその論理的かつ倫理的関心の重点を移したとする43、

ミルやスペンサーら功利主義的実証主義の系譜に位置する思想家として見做していたことと

考え合わせると44、彼南原の一つの思想史的立場―初期自由主義の成果を取り込んだ後期

自由主義の批判者45 ―を浮かび上がらせるものだといってよい。 

 

３ 南原の哲学と福沢の哲学 

１）「福沢諭吉の宗教観」における真の課題意識 

しかしながら、「福沢諭吉の宗教観」は、南原が宗教の公的文脈における語りの可能性と

私的文脈におけるそれとを弁別し、その作業をもって福沢の内面世界に真の宗教性が保持さ

れていたかもしれない可能性を擁護して終わる、という帰結を得てはいない。南原はこのテ

キストの最終段落で、もう一つ別の精神の次元の導入を行い、その次元から見れば、福沢の

内面世界における宗教をめぐる確からしさについて、一段踏み込んだ見方ができるだろうこ

とを示唆する。南原は次のように述べている。 

 

ただ、ここにいいうることは、彼が純粋の信仰を把持しておれば、たとえ社会科学者と

しての論行の間にも、比喩や表現において、おのずから異なるものがあったであろうと

いうことである。いわんや、一世の思想家として人生と社会を論ずるには、少なくとも

                                                   
41 福沢に自由主義を認めることも珍しい見解ではない。田中浩『日本リベラリズムの系譜』（朝日新聞社 

2000年）、安西敏三『福沢諭吉と自由主義』（慶應義塾大学出版会、2007年）などを参照。 

42「政治原理としての自由主義の考察」『国家学会雑誌』42巻10号。「自由主義の批判的考察」と題して 

『自由と国家の理念』（青林書院、1959年）に収録。『著作集』3巻、14-47頁。 

43 南原は「実証主義精神の時代にあっては、経験的現実性を強調することによって、人間生活を確実な地

盤の上に据えようとする点に大きな意義があり、且つ人間の生活を豊富にし、社会的活動を促進する上に

多くの効果を認めることができる」とした上で、「啓蒙思想の核心であった個人人格と自由の観念から、

むしろ人間がその中に置かれたところの「社会」の関係と、フランス人の好んで用いる「ミリュー」（環

境）へ、興味の中心が移」ることになり、「個人倫理に代わって、より多く社会倫理、いな、社会の論理

がこの時代を動かす槓桿となった」と見ている。『政治理論史』『著作集』4巻、427-428頁。 

44「緒言」『政治哲学序説」』（『著作集』5巻、13-14頁）を参照。 

45 同時代アメリカにおけるその代表的な論者はR.ニーバーであろう。ニーバーの自由主義批判については

注の32で指示した文献を参照。 
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その学問的理性の限界内、あるいは少なくとも局限において、宗教が当然占むべき道を

留保して置いたはずである。46 

 

南原は先に「学問」「ことに社会科学の領域においては宗教的信仰そのものを対象とする

ことはできない」と言っていたが、学問そのものを可能とする「学問的理性の限界内に、あ

るいは少なくとも局限」において「宗教が当然占むべき道を留保」する「思想」、すなわち

世界観の学としての哲学47はありえるのではないか、と提言する。それによれば、傍目には

直接に確認することができない「純粋の信仰」も、例えば「社会科学者としての論行」や「比

喩や表現」がおのずから「異なるもの」をもたらすことによって、その消息が間接的に指示

されることはありうるのではないか、と言うのである。 

ここでは福沢が南原から「社会科学者」として認識されていることが注目されよう。カン

ト流の批判哲学の立場から、文化の諸領域、とくに政治社会の価値論的基礎付けを行うこと

をその学問上の目標としていた南原からすれば、「社会科学者」としての福沢の学的立場は

どこか批判すべきものに映っていたことが暗示される。その批判点を導く哲学的認識こそ、

南原が立ち上げた価値平衡論とそこにおける宗教の役割についてであるだろう48。南原から

すれば、宗教とは、福沢のごとく、個人の理性の発達を比較考量したうえで、理性の発達し

た人間には意義少なく、そうでない人間には十分効果あらしめるものでなければならない、

といったたぐいの、個々人においてその必要性を主観的にあげつらうことが可能な現象では

なかった。それはまさに万人にとって避けられず取り組まねばならない課題であり、そのた

めに必ずや人間の置かれる価値世界にふさわしい場所を与えられて然るべきものであった。 

南原のそうした理解からすれば、福沢が「為政者の側に立」つかのように、その民衆への

効用を見据えて、手段的に宗教を取り扱うその姿勢は、まさに政策的な意図によって、宗教

固有の価値領域を社会道徳のそれに解消させる立場と見られ、それはせっかく認められたは

ずの政治と宗教の本領区分を、さらに南原においては道徳と宗教のそれをも侵す行為と認定

されるに違いない。南原にとってそのことは、福沢個人の信仰心の有無やその内容を確定す

ること以上に重大な、福沢をその代表者とする「明治の学者・思想家」「一般」の態度とし

て、同時代にまで続く明治100年の課題として認識されるべき事柄なのであった。 

以下では、詳述した南原「福沢諭吉の宗教観」から引照されるべき、福沢をその近代日本

                                                   
46「福沢諭吉の宗教観」、155頁。 

47 南原による、この種の哲学の意味するところについては、前掲『政治哲学序説』、27-32頁を参照。 

48 南原の文化価値論の体系「価値平衡論」については既に検討されているのでここで詳述しない。近藤勝 

彦「南原繁における「価値併行論」と宗教的神性」『デモクラシーの神学思想―自由の伝統とプロテスタ

ンティズム』教文館、2000年、498-527頁）、加藤喜之「南原繁の宗教論―国家論の枠組みの中で」（現

代キリスト教思想研究会『キリスト教思想と国家・政治論』2009年、27-42頁）などを参照。 
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の代表とするような哲学的立場への、南原の批判について考察していきたい。  

 

２）南原における福沢理解の要点――実証主義 

南原が福沢の思想史的立場を形容して使った言葉は主として三つある。そのうちの二つは

先の「福沢諭吉の宗教観」にも登場した「啓蒙思想」と「功利主義」である。これに付け加

わるのは「実証主義」という名辞である。 

南原は「福沢諭吉の宗教観」を発表した6年後、『南原繁著作集』の一巻として念願の『政

治哲学序説』（1973年）を上梓した。南原はその緒言の冒頭で次のようにいっている。 

 

第一九世紀、とくにその後半は、西洋思想界における「実証主義」（Positivism）の時

代と称していい。それは人間の想像力と反省力を、すべて「経験」に従属せしめようと

する時代である。49 

 

南原は思想史上の実証主義の特質を「現実所与の経験的事実をもって出発し、自然と歴史

について正確な知識を把握しようとする50」ことと理解し、その発端的思想家をオーギュス

ト・コントに認める。それに続いて述べられる以下の明治期日本理解は重要である。 

 

わが国において、西洋文化の移入された明治時代は、まさに西洋において実証主義流行

の時期であった。それ故に、明治初期の政治社会思想において、この傾向が支配的であ

ったことは、決して偶然ではない。もとより、一方に、明治憲政成って後、浪漫主義的

なドイツ国家哲学が輸入された。だが、同時に、明治を通じて、実証主義的政治社会思

想の顕著であったことは認めなければならない。51 

 

 南原においては、一般に戦後歴史学的な目から見て問題が多いと論じられやすい「ドイツ

国家哲学」以上に「実証主義」こそが、明治期に「支配的」な「流行」哲学であったと認識

されていたことがわかる。それゆえに、この引用箇所の末尾につけられた次の注が本稿の論

旨にとって大きな意味をもつことになるだろう。 

                                                   
49『政治哲学序説』『著作集』5巻、13頁。南原においては実証主義こそが、「宗教的生命をも単なる悟性の法

則のうちに分解し去った」啓蒙の合理主義の一発展段階であり、一種の機械論ないしは唯物主義によって

人間性を荒廃させ、ナチズムのような自己生命保存のための闘争性を育み、普及するに至らせた思想的温

床として把握されていた。南原『国家と宗教』（『著作集』1巻、195-221頁）を参照。なお主として『国家

と宗教』に依拠して南原の戦時下の学問的作業の意義を論じたものとして、芦名定道「南原繁の政治哲学

とその射程」（『日本哲学史研究』13号、2016年、33-58頁）がある。 

50『政治哲学序説』、13頁。 

51 同上、14頁。 
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ミル、スペンサーの英米政治思想の系統はこれであって、わが国において旧くは福沢諭

吉によって最もよく代表され、そののち穂積陳重の法律思想はこの流れを汲むものとい

える。52 

 

 南原が自身の課題とするのは主に「政治思想」の方であるから、ここで福沢の名前が「明

治」の主流であったとされる「ミル、スペンサーの英米政治思想の系統」に見出された53こ

とは、南原にとって福沢を取り上げる重要性を、先の「福沢諭吉の宗教観」とは別の角度か

ら表象したものと受け取られる。そして、ここでの福沢理解は、先に宗教の取り扱いにおい

て功利主義的と見なし、「為政者の立場」に身を置いてそれを処している、との判断を下し

たその評価と響き合っている。南原思想史において功利主義は実証主義の一発展系列のうち

に見出されていたからである54。 

 南原はこの少し長めの緒言において、彼の眼からみた実証主義の歴史的意義とその批判点

を明らかにする。まずその意義は次のようにまとめられる。 

 

そもそも実証主義の特色と貢献は、もっぱら経験の埒内において科学的知識の究明を問

題とし、それぞれの特殊科学の樹立と発展に全ての文化的努力を傾け、それによって近

代文明の進歩と、そこに人間社会生活の安全の保障に寄与したことである。55 

 

 「科学的知識の究明」といい、「特殊科学の樹立と発展」といい、「近代文明の進歩」や

「人間社会生活の安全の保障に寄与する」などといった事柄が、明治前期の福沢の働きを何

ほどか想起させるものであることは偶然ではない。具体的には福沢の著した著作『学問のすゝ

め』（1872-1876年）や『文明論之概略』（1875年）での主張、また彼の行った教育事業56へ

                                                   
52 同上、注(4)。 

53 福沢におけるミルとスペンサーの読書歴と、彼らへの具体的な思想的依拠に関しては、前掲、安西『福

沢諭吉と西欧思想』を通じてよく確認できる。 

54『政治理論史』は西欧政治思想の主たる思潮を追いつつ、各々の思潮に南原の立場からの批判を加える、

という構成を持ったテキストである。そこでは、大区分の一つ「実証主義」の中に「フランス実証主義」 

「イギリス功利主義」「進化論」という３つの下位区分が入れられている。コントからミルへの影響を考え

るとこれは納得され、そのあとに「進化論」（スペンサーがその代表者）が扱われるのもわかりやすい。な

お、南原自身が積極的にその遺産を摂取するカント、フィヒテを含む「ドイツ理想主義」（大区分）の後に 

「実証主義」が来て、その後が「社会主義」となる。「自由主義」「啓蒙的専制主義」は時系列上「ドイツ

理想主義」の前の大区分「近世啓蒙思想」の下位に区分されている。 

55『政治哲学序説』、18頁。 

56 福沢の携わった教育事業の全体像とその精神については、山住正巳「解説」『福沢諭吉選集』第3巻（岩

波書店、1981年、297-320頁）を参照。 
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の献身を想起すれば十分であろう。 

南原は専門分化した各科学の発展の意義とその社会的貢献を見据える一方で、その主導力

となった実証主義という哲学的立場の不十分さを次のように指摘している。 

 

しかるに、これらの特殊科学のほかに、さらに根本において、世界の全体的理解や、そ

の中において、人間存在と社会生活の意義や目的に関する知識の要求は、これを否定す

ることができない。そのことは、一方にあくまで科学的知識を尊重すると同時に、他方

に人間が精神的存在であるかぎり、已みがたい哲学的要求といわなければならない。57 

 

この言葉こそ、南原の実証主義への批判内容と、それに対峙するカント的な「批判主義哲

学58」の立場からの要求と展望をよく示すものであろう。南原はこのカント流の「批判主義

哲学」という学的立場から、とくに日本の名を挙げて、実証主義的な立場に依拠する「社会

科学」をも批判していることは留意すべきである。 

 

とくに近代の日本においては、なお科学時代、なかんずく社会科学万能時代である。（中

略）形而上学の位置に、いまや社会科学が取って代った観がある。そして、それはまさ

に実証主義時代の必然的帰結と称していい。社会科学は人生と世界の問題を解決するに

足るであろうか。実証主義は以前の形而上学に代って、よくその歴史的使命を果したけ

れども、ついに自らの限界を侵さざるを得なかったところに、問題がある。59 

 

この言葉に依拠すれば、南原による、明治100年の節目を意識して表明された、「宗教」

の取り扱いをめぐる福沢ら社会科学者への批判的見解と、その6年後に公表された60実証主義

―その一つの発展経路として功利主義を予期するところの― への批判は同一の系にあ

るものと読まれるだろう。その上で、南原の眼からみて実証主義は「ついに自らの限界を侵

さざるをえなかった」と看破されていることは見逃せない。それについて、具体的にはまず

「実証主義哲学の主唱者コントに見られる」「社会学の名のもとに」企てられた「知識の一

大総合」の、「その中心的位置を「宗教」が占めるに至った」という事態が言及されている。

また「これに類似したもの」が当代流行の「マルキシズムにおいて」も認められるのであり、

                                                   
57『政治哲学序説』、18頁。 

58 南原の批判主義哲学の立場は、「それを更に推し進めることによって、新しい方法について考えたい」

と述べられるように、カント的なそれ尽きないという自負を持っている。『政治哲学序説』、25頁。 

59『政治哲学序説』、20頁。 
60 「まえがき」の脱稿が「1971年9月」とあるので（『著作集』5巻、5頁）、本稿の執筆はそれよりも前に終

わっていたことが推測される。同書巻末の福田歓一「解説」（441頁）も合わせて参照。 
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結果マルクス主義も「もはや単なる一箇の社会科学でなくして、それ自体、包括的な世界観

を提示するもの」となったことが見据えられている61。南原にとってマルクス主義は、先立

つ自由主義とその人間観や世界観を同じくするところの、実証主義の一発展系列として理解

されていたのである。 

 ここで想到するのは、コント社会学の成立とマルクス主義隆盛の時代の間に登場した福沢

諭吉の思想においても、『福翁百話』（1897年）の冒頭数話に表明された類の、「仏教的無

常観62」とも評される「それ自体、包括的な世界観を提示するもの」が披露されていたこと

である。実証主義の系譜にあり、自ら科学的であることを誇りともする思想は必ずや「つい

に自らの限界を侵」して、非合理的ないしは神秘主義的な世界叙述を呈することになる、と

いう南原の見立ては福沢についても当てはまると見てよいだろう。 

 福沢を批判する南原自身の哲学的立場は以下の言葉に明快である。 

 

哲学はふたたびそれにふさわしい正当な位置を回復しなければならない。もとより旧い

形而上学の形における哲学は、すでにその時代を去った。ここに、新しい意味における

形而上学―科学的批判に耐え得る哲学―われわれにとって批判主義の政治哲学は、

まさに現代における学的要求と思われる。63 

 

 南原は主著の一つ『政治理論史』で実践したように、批判対象となる実証主義からも、そ

の同時代にまで至る意義をくもうとする。すなわち新たな形而上学構築に向けて、実証主義

の貢献から学んだ歴史の教訓「ただ、それを独断的形而上学でなく、どこまでも理性の批判

的限界内において構成する64」ことを強調するのである。南原の福沢へ対峙する姿勢もこの

外のものではないだろう。「存在の問題は個々の科学の領域に属し、経験的所与の直接の経

験である。そして当為に連なる価値に至って、初めて哲学の問題となるのである65」と述べ

る南原は「イギリス的な自由主義思想を展開した66」と評される学問上の師・小野塚喜平次

の業績を継承すると同時に、その線における福沢諭吉の功績を汲むことにも吝かでなかった

                                                   
61 同上、21頁。 

62 小泉仰の言葉。前掲、「解説」『福沢諭吉選集』11巻、323頁。 

63『政治哲学序説』、21頁。ここで「現代における学的要求」と言われている具体的な内容は、マルクス主 

義の登場とその問題意識に促されたものであることが明かされている。「自由＝民主主義も単に制度・機

構の問題に止まらず、根本において人間の生き方、社会の在り方を求める統一的人生観および世界観の筈

である。これに対して、マルキシズムの出現は、実に曾てない原理的根本問題を提起しているのである」

（同、23頁）。 

64『政治哲学序説』、18頁。 

65 同上、29頁。 

66 同上、15頁。 
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ことは、既に検討された「福沢諭吉の宗教観」でも一部、確認されたところである67。  

 

３）新しい形而上学構築への試み 

南原において、宗教を政策的に、社会道徳の向上に向けて功利主義的に取り扱おうとする

哲学的立場がどういった意味で問題であるのかは、彼自身、宗教をいかに取り扱うべきか、

突きつめて「宗教の本質は何か」を闡明している言葉にその回答を見出せるだろう。南原は

「およそ宗教は、いかなる学的論難と政治的攻撃の矢も遠く及ばないところに、その本質が

求められなければならない」とする一方、「実に、哲学究極の問題は宗教にあると同じく、

政治社会理論の究極の難問も宗教にある」とも述べる68。南原において明治の「英米政治思

想の系統」の代表者として挙げられた福沢に対しても、南原がその「政治と宗教との関係如

何」をとくに問題としたのもこの共通の視点からと見てよい。しかしながらこの二様の見解

をいかに両立することができるのか。 

南原はその学問的活動の初期より自由主義への批判を行ってきたが69、その批判の最たる

ものは、啓蒙主義以後のそれが、一般に宗教を道徳問題に解消する傾向をもち、宗教にその

固有の意義を与えない、という点にあった。もちろん彼においては道徳と宗教はとくに結び

つきの強いものだと認識されてはいた。しかし、南原から見れば宗教は道徳のように善と悪、

すなわち「価値と反価値」の対立にあくまで止まる、という行き方をしない。宗教は「その

対立の厳しさに耐え兼ねて、そこからの超出を要求する」のであり、そのような「非合理性」

において「人間の最高善」を「心情の純粋性」において探究しようとする。ここに南原のい

う宗教固有の意義が認められる。南原において「諸価値のうち宗教に導くものは、とくに道

徳である」と言われるのはそのような消息であることに注意しなければならない70。宗教が

その固有の意味を見出されることは「善のための善、義のための義が要求されるべく、その

間幸福あるいは功利的動機がいささかも混入すること71」を許されないに等しいのである。 

さらに、こうした「要求」には、宗教が、啓蒙以後の自由主義的立場が尊重してきた、人

間の努力や品格の向上などとは断絶する営みである、との理解が控えている。すなわち、南

                                                   
67 南原は戦後の民主主義論の中で、福沢の言葉「この人民ありて、この政府あるなり」に同意している。

「民主主義のビジョンー政治家と国民―」『共同通信』1967年1月1日（『著作集』10巻、13頁）。 

68『政治哲学序説』、144-145頁。 

69 注40に掲載の文献を参照。なお、『政治哲学序説』の中でも次のように述べられる。「中世に対する反

動として起こった啓蒙時代は人間理性を最高の原理として立てたけれども、その偉大な哲学体系にあって

は、さすがに神と霊魂を否定しなかった。だが、その誤謬は道徳法則の中に宗教の本質を溶解した点にあ

る。」（147頁）。その延長線上でカントの「実践理性の限界内に宗教を留め置こうとする企て」をも批

判される（同）。 

70『政治哲学序説』、145頁。 

71 同上、146頁。 
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原にとって宗教とは「各人の道徳的努力や人格的品位の差異から生ずるのでなくして、一般

に人間の本質に由来し、万人に普遍的な「根源悪」の問題である。それ故に、この悪からの

解脱ないし救済は、人間が正しく生きんとするかぎり、人間必至の要請でなければならない

72」と把握されるような営みなのである。それゆえ、福沢のように啓蒙の理性尊重の立場を

とり、宗教は人品を高尚にするのに役立つもので、十分に理性の発達した人間には相対的に

必要なくなる、といった見立ては誤りであると反論される。南原と福沢、両者の哲学的立場

を最も深く分けているのは、何よりこうした人間本性をめぐる洞察（人間学）なのである。 

このことが、歴史の中における個人や政治社会の理解についても相違を生むのは見やすい

道理であろう。個人の努力とそれゆえに獲得される理性の発達、人品の高尚さによって、徐々

に社会道徳が改善され、やがては宗教の効用や政府による秩序維持政策など必要のない「文

明の佳境73」が訪れるといった、半ばユートピア的夢想を伴う社会進化論を吐露する福沢74に

対して、南原は次のような言葉を投げかけることになるだろう。 

 

政治においても道徳と同じく、歴史の現実においては、一義的に進歩を主張することは

不可能といわねばならない。歴史における人間の生活が永久に善悪・賢愚の混淆であっ

て、全体的に向上、進歩を言い得ないと同様に、政治においても人類の理想的努力にも

かかわらず、現実の過程において理想国家の実現を論証することはできない75 

 

人間本性に対する洞察を、内心の「根源悪」の発見とそこからの救済の出来事を中心に据

えて行う南原の哲学からすれば、福沢がミルやスペンサーに依拠して展開した社会進化論は、

啓蒙思潮に特有の人間理性への楽観主義を継承するものと見られ、その瑕疵の淵源は人間本

性への理解ならびに宗教の位置づけの不当さに帰されることになろう。 

 

ここにおいて、倫理も歴史および政治も、究極においてひとしく形而上学の問題に逢着

せざるを得ない。すなわち超経験的問題として最後に宗教が残るのである。それは人間

の認識の権限を超えた境域である。76 

                                                   
72 同上。 

73「福沢全集緒言」『福沢諭吉全集』1巻（岩波書店、1958年）8頁。 

74『福翁百話』第百話（『福沢諭吉全集』6巻、岩波書店、1959年、378-384頁）を参照。なお、福沢は一方

で、人間を「蛆虫」のごとく無に等しい存在だとも表象しているが（同第七話「人間の安心」）、その「

蛆虫」は結局発奮努力し、世俗社会の文明を発達させていく主体でもある。福沢の生涯の目標「一身独立

して一国独立す」から鑑みて、そのように自らを蛆虫だと思わせて身を軽くするよう導くことは、国民が

患いなく努力邁進することを促すための方便であったと見てよいくらいであろう。 

75『政治哲学序説』、155頁。 

76 同上、156頁。 
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南原において、実証主義に代表されるような、形而上学を喪失し、なおかつ宗教固有の意

義が見出されていない合理主義哲学は、その個人道徳や政治社会の価値論的基礎付け、その

適切な本領設定なども不十分になるとされる。「宗教的理想の国はわれわれの問題とする政

治的価値の世界にも属しない77」と明言する南原からすれば、外国交際や経世に有用である

からと、特定宗教を政策的な関心から国民文化に加除しようとする福沢の所説は、政治社会

固有の価値領域に限界づけられるべき営みが、それを越境して他の価値領域に侵入する不適

切さの典型と受け取られよう。南原が「福沢諭吉の宗教観」において、福沢における「政治

と宗教」の問題に関心を寄せると同時に、「同じく内面的心情を問題とする道徳78」がどう

扱われているのかにも少しく触れるところがあったのは、以上述べたような、宗教と各々の

文化価値とをめぐる連関こそが彼の主要な関心だったからである。 

南原は宗教ともろもろの文化価値との関係を述べるにあたって、宗教は、「他の文化諸価

値と並び、あるいはその上にあって、独自の文化形式を要求するものでこそないが、そのこ

とが、やがて諸々の文化のなかに入り込み、それに精神と生命を供するにいたる79」と説明

している。こうした関係性はより詳細に次のよう表現される。すなわち「文化の価値生活は、

究極において宗教に連なり、神性に結びつき得る」。それは「広義における人間理性の活動

の裡にも神的生命の内在の可能を意味するのである」。「われわれの内的態度いかんによっ

て、すなわち信仰によって、本来超越的な神性を、人間の諸々の理性的活動に内在せしめ得

ると言うのである」80。 

こうした言説は実際、「福沢諭吉の宗教観」の末尾で福沢当人の信仰について評された言

葉「ただ、ここにいいうることは、彼が純粋の信仰を把持しておれば、たとえ社会科学者と

しての論行の間にも、比喩や表現において、おのずから異なるものがあったであろう」の良

き注解になっている。ここでいう「社会科学者としての論行」は、先に引いた「理性的活動」

に該当するからである。そこでは、もし福沢に「純粋の信仰」があったのなら、「神的生命

の内在」を通じて、単に宗教の功利主義的取り扱いを避けただけでなく、個人道徳、ひいて

は政治社会に関わる言説も、宗教の出来事を超越論的な規制力としてその方向を暗に指し示

すような言論として展開されていただろう、といった反実仮想が述べられたのであった。 

 

４ おわりに 

                                                   
77 同上、149頁。 

78「福沢諭吉の宗教観」、149頁。 

79『政治哲学序説』、151頁。 

80 同上、152頁。 
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南原は『政治哲学序説』において、宗教をめぐる次のような思想史的了解を述べている。 

 

第十七―八世紀の啓蒙時代に始まる近世文化は、まさに中世的精神に対する反動であり、

各々の文化の自立の要求にほかならない。その反動としての意義は認め得られるけれど

も、宗教を否定し、または精々従属的手段としてのみ認めるごときは、他の極端に陥っ

たものと称していい。そうでなくとも、おしなべて宗教に無関心な現代教養人の態度は

正しいとは言えない。81 

 

本稿がこれまで論じてきたことを踏まえれば、この言葉が「啓蒙思想家」と呼ばれ、「封

建制度の遺制や、およそ道理に合わない風俗や習慣について、ずいぶん無遠慮な非難や痛罵

を敢えてして憚らなかった」と評された福沢についての、南原の見立てに通じるものがある

と見て外れではないだろう。福沢は宗教固有の領域を実質的には保証せず、それを社会道徳

向上のための「従属的手段」として取り扱っていたと読まれるからである。さらに福沢が南

原にとって、啓蒙思想、実証主義、功利主義といった明治以後100年の思想潮流を代表する

人物であったことを考えると、「おしなべて宗教に無関心な現代教養人の態度は正しいとは

言えない」との言葉も、福沢的な人物像を念頭にして読むことをいよいよふさわしくするよ

うに思われる。南原にとって福沢は明治の発端に位置する代表的啓蒙思想家というだけでな

く、明治以後100年の節目においてなお目撃される「現代教養人」の祖、すなわち近代実証

主義哲学の雄としても認められていたのであった。その視座からすれば、福沢の政治社会論

や人間論がいかに相対的に見てリベラルだと評されたとしても、それゆえにこそ、その宗教

理解から透けて見える「形而上学の不在」と人間理解の程度において、福沢は加藤弘之や井

上哲次郎と同列に並べられることになるのである。 

 従来、南原繁の福沢諭吉への見方は、その弟子丸山眞男の発言などによって、内村の影響

を受けたもの、もっぱらそこに由来した「功利主義」という評価であって、何か単純に過ぎ

る見方であったかのように語られていた節がある82。本稿はそうした発言に集約してしまう

ほどには、南原の福沢論のもつ射程は狭くもなく浅くもないことを明らかにしたいと考えた。

                                                   
81 同上、151頁。 

82 南原没後の座談会「近代日本と福沢諭吉」（『三田評論』1984年11月号、慶應義塾）における以下の丸

山の発言がその代表といえる。「南原先生の福沢イメージは、南原先生の先生である内村鑑三に由来して

いるわけですね。内村がまさに福沢を拝金イデオロギーの代表とみている。「そう簡単なものじゃないん

ですよ、先生」と私がいくら言っても、「いやそりゃ偉い人だった、偉かったけどあの功利主義ではもう

駄目じゃ」と言われる（笑）。」（引用は『丸山眞男座談』9巻、1998年、74頁）。丸山のこうした〈南

原における福沢〉についての一面的な表現は、丸山における〈内村における福沢〉の一面的「イメージ」

と深く関わっているだろう。この点、前掲の拙稿「内村鑑三における福澤批判と福澤評価―その総合的理

解に向けて―」を合わせて参照されたい。 
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すなわち南原において福沢への言及は「功利主義」のみでなく、「実証主義」という名辞に

よってもなされていたこと、南原の整理した西欧思想史の見取り図において「功利主義」は

「実証主義」の下位区分であって、前者よりも後者を捉えて批判する方が一層重大であった

こと、そして、そうした思想史への理解に裏付けられた新たな形而上学立ち上げの企図の中

で83、福沢が明治の政治思想を代表する実証主義者として選び出されていたことなどである。 

南原の福沢批判をそのような大きな見取り図の中で捉えることは、単なる明治の一巨匠に

対する哲学的立場の違いゆえの批判、というに尽きない。それは喜寿を迎えてなお学問的意

欲旺盛であった老政治哲学者の、生涯においてなされた数少ない日本思想史論への通路であ

った。そこを通って明瞭に見えてくるのは、南原が、古代から現代にいたる西欧政治思想史

の流れを独自に把握しつつ、各時代の代表的思潮に汲むべきものと批判すべきものを弁別す

ることを専らにしたその同じ道具立てを駆使して、同時代の日本国民、とくに学者一般に対

し、明治以後100年の思潮への根本的反省を―人間本性への確かな洞察と宗教固有の領域

の確保を目指して―促す意図なのである。 

 

 

（しばた・まきと 国際基督教大学・明治学院大学） 

                                                   
83 前掲論文にて芦名は「南原は政治思想においても体系的な哲学者（体系的政治哲学の構築）というより

も、思想史家（政治思想史・政治学史）として理解すべきと思われる」と述べ（注3、53頁）、晩年に至

っても南原が本格的な形而上学の構築には向かわず、その前段階（「序説」）としての思想史的考察にと

どまったことを示唆している。 




