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ノヴゴロド河川賊「ウシクイニク」の活動時期とその時代区分 

 

伊丹聡一朗 

(明治大学大学院文学研究科博士後期課程・西洋史) 

 近年、グローバルヒストリーという概念は近現代史の領域のみならず、前近代史の領域においても適

用されるようになりつつある。こうした潮流を受けて、中世ヨーロッパ史研究においても従来の一国史

的な見方から諸地域の相互連関を重視する見方への転換が進み、中世ヨーロッパの諸地域が「海域」を通

して密接に結びついていたことが明らかとなってきた。 

 以上のような、「海域」による諸地域の結合は前近代ロシアにおいても当然見られる。ただしロシアの

場合、諸地域を結合するための「海域」の役割を果たしたのは海ではなく河川であった。広大なロシアの

大地を網の目のように走る河川は、街道網が未発達であった前近代ロシアにおいて最も重要な交通手段

の 1 つであり、前近代ロシアの人々はこの河川網を移動や交易などに積極的に利用していたのである。

それ故に、もちろん先行研究においても、河川がロシアの社会的・経済的発展に重要な役割を果たしたこ

とは指摘されてきた。とはいえ多くの先行研究の関心は、キエフ・ルーシ期（9-13 世紀）のノヴゴロド

からコンスタンティノープルに至る南北の交易路―いわゆる「ヴァリャーギからグレキへの道」―や、16

世紀以降に本格化するロシアのシベリア進出における河川交通の重要性を巡る検討へと向けられてきた。 

 よって本報告では、上述の 2 つの時期の中間にあたるモンゴル支配期（13-15 世紀）における河川利用

の実態を見ることで、前近代ロシアにおける諸地域の相互連関の一端を明らかにすることを試みる。そ

の検討に際して主な考察対象となるのは、ノヴゴロド河川賊「ウシクイニク」の活動とその時代区分であ

る。「ウシクイニク」とは、中世ロシアの年代記史料において 1320-1409年の間の記述に度々表れる集団

であり、北はカレリア地方から南はカスピ海まで、広範な領域で活動した河川での海賊行為を働く集団

である。彼らは多くの場合、北方のノヴゴロド共和国領から「ウシクイ」と呼ばれる船で河川沿いに移動

し、主にヴォルガ＝カマ水系の諸都市を襲撃・掠奪し、それによって獲得した金品や奴隷を他の都市で売

却するで収益を得ていたとされる。 

 こうした「ウシクイニク」の活動は、当時のノヴゴロドを中心とした河川交易ネットワークの実態を見

る上で、非常に重要な現象である。ノヴゴロドは貴族共和制を敷く商業国家として長らく政治的独立と

経済的繁栄を享受してきたが、その繁栄は河川交易におけるノヴゴロドの覇権の下に成り立っていた。

14 世紀のノヴゴロドは、西はイングランドから東はジョチ＝ウルスにまで至る広大な毛皮交易市場にお

ける中心地の 1 つだったのである。「ウシクイニク」は、河川を利用した周辺諸地域への掠奪遠征を通し

て、こうしたノヴゴロドの河川交易における覇権の維持に貢献していたと考えられる。 

 他方で先行研究は、以上のような「ウシクイニク」の活動へのノヴゴロド政府の実際の関与の程度につ
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いて、未だに一致した見解を見ていない。その理由としては、史料の不足もさることながら、「ウシクイ

ニク」の活動年代を 1320-1409 年に限定するべきか否かについての議論に決着がついていないことが大

きい。「ウシクイニク」という用語の出現こそ上記の時期に限定されているものの、ノヴゴロド人は少な

くとも 12世紀からカレリア地方やザヴォロチエ地方などの周辺諸地域に対して「ウシクイニク」と同様

の掠奪行をおこない、それによって現地諸部族を影響下に置き、広大な北方植民地を形成していった。近

年の研究においては、「ウシクイニク」もこうした以前の掠奪行と同一の活動とみなす向きが強いが、個々

の遠征の事例に対する具体的な検討は十分におこなわれてはいない。こうした個々の事例の検討と、そ

れに伴う「ウシクイニク」の活動の定義付けと時代区分の確定をおこなって初めて、上述の「ウシクイニ

ク」とノヴゴロドの河川交易ネットワークにおける覇権との関係性を巡る考察に入ることができるので

ある。以上のような「ウシクイニク」への検討を通して、中世ロシア（とりわけノヴゴロド共和国）の社

会において河川が果たした役割を見ることもまた本報告の目的となる。 

  



4 

 

縄文時代の土器製作にみる社会 

―東関東における後期土器群の検討を中心に― 

 

竹林 香菜 

(明治大学大学院文学研究科博士前期課程・考古学) 

1,縄文土器の型式編年学的研究の課題 

 戦前から今日に至るまでの縄文時代研究では、縄文土器の研究が中核をなしてきた。その縄文土器研

究の先駆者である山内清男は、「縄文土器は地方により,又年代により変化を持って居る」と指摘した上

で、型式という概念を用いて細別を行い、日本列島全域の指標となる型式編年網を構築した(山内

1937)。また山内は、縄文時代を早期～晩期の 5期に大別する案を提示し(山内 1937)、現在では 5期区

分に草創期を加えた、6 期区分が適用されている。 

山内が「縄紋土器型式の細別と大別」を発表した時代は、同一地方に若干の型式が存在する意味につ

いて、「年代の相異,同時代に於ける住民の系統の差,部族差等々多くの考按」の中で、「年代差」である

という見方が一般化しつつある頃でもあった。そのため、土器の「型式は益々細分され,究極まで推し進

むべきである」との指針が示された(山内 1937)。 

上記のような山内の指摘以来、縄文土器の型式をより細かく分類する研究が推進され、世界レベルで

も精緻な型式編年を構築することに成功した。今後は、その精緻な編年を用いた縄文文化の実態を解明

することが期待されている。 

その一方で、縄文土器の研究は、精巧な文様を描く器種ばかりが着目され、限定的な議論に終始して

きた側面もある。なお今後、本発表で使用する「器種」という用語は、「特定の用途をもち、形・容

量・装飾をそなえた器」(佐原 1979)のことを指す。一地域に同時に存在した器種の中でも、一部の土器

の文様に着目した限定的な研究では、多様な器を作り、使用していた各土器型式の分布圏という地域的

まとまりが、一体何を示しているのかという課題に答えることはできない。 

したがって、これからの縄文土器研究では、遺跡から出土する土器群全体を研究の対象として扱って

いく必要があると、発表者は考えている。 

 

2,縄文時代後期における広域土器分布圏と地域性 

縄文時代の日本列島では、6期区分の複数時期において、広域土器分布圏の形成・東西の地域性の顕

現に関する指摘がなされている。なかでも、縄文時代後期中頃では、関東地方に分布圏をもつ加曽利 B

式に類似する土器群が、北は北海道から南は近畿地方までの広域な地域に分布するという指摘がなされ
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てきた(野口・安孫子 1981 ほか)。一方で上記のような指摘は、精巧な文様を描く一部の器種の分析に

よるものであったため、広域土器分布圏が形成された過程や、加曽利 B 式の類似土器群の地域性の有無

については、詳細な解明がなされていなかった。 

以上の点に課題を見出した発表者は、かつて、東日本 5 地域に分布した土器群を対象とした研究を行

った(竹林 2020)。その結果として、広域土器分布圏は突如として形成されたものではなく、隣接する地

域間関係の中で、連続的な変化を基盤として成立していることが明らかになった。また、東日本の 5 地

域に分布した土器群は、それぞれ個別の地域性を有していることも明らかになった。 

その一方で、1 土器型式分布圏として示される地域性は、どのようなまとまりを示しているのか、と

いう点は未解明であった。この課題を踏まえて、発表者は、関東地方という 1地域を対象に、器種の作

り分けに複雑化が生じる以前の後期前半の土器群に検討を加えた。 

 

3,地域性の成り立ちと土器の作り分け 

関東地方の後期中頃では、器種の作り分けに複雑化が生じる。山内はこれを器形・装飾の差異より

「稍精製の土器」と「比較的粗製」の土器に分類した(山内 1939)。さらに後者は、「土着的な土器」と

しての地域性を示すことが指摘されている(山内 1964)。山内の指摘以後は一部の研究者によって、精製

土器と粗製土器の作り分けに関する研究が進められてきた。 

後期中頃の粗製土器では、関東地方の東部と西部で地域差が認められる。これらの小地域性は、後期

前半に製作された土器群からの伝統と変容の中で成立していることが示唆されており(阿部 1998)、その

器種組成の差異に着目した研究が行われている。 

また近年では、道具としての土器を考えるという視点より、器種ごとの使い分けに関する研究も推進

されている(阿部・栗島・米田 2021 ほか)。 

 発表者は、上記のような先行研究を踏まえて、関東地方内部の地域性を考慮しながら、東部の遺跡で

一括出土した土器群全体に検討を加えた。分析にあたっては、土器の形態や描かれる文様だけではな

く、文様を表出する際の手順や方法、道具にも焦点を当てた。加えて、土器群の全量カウントを行うこ

とから、先行研究でも議論の対象となっている器種組成率も算出した。 

 以上のような分析からは、これまでの研究で言及が低調であった関東地方東部の地域性を明らかにす

ることができた。 

 ここまで述べてきた個別の土器型式分布圏は、土器を製作する際の技術的規範を共有するまとまりを

指すと、発表者は考えている。かつての研究で扱った東日本という括りの中にも、土器製作技術の差異

からみた場合には、5 つに分かれる地域性が存在しており、5つの各地域ではさらなる小地域性が認め

られる。 



6 

 

小地域単位に分布する土器群の製作技術を研究することは、これまで一括りにされてきた縄文社会の

1 つの細胞に焦点を当てる手段であり、限定的な器種の分析では明らかにできていない、複雑な縄文社

会及び、文化の実態を解明することにつながるであろう。 
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幕末期の松方正義 

―薩摩藩における藩政との相関性をもとに― 

 

小川 貴至 

(明治大学大学院文学研究科博士後期課程・日本史) 

本報告は、幕末期の薩摩藩における松方正義の再検討を目的とする。松方の幕末期の活動は伝記的研究

以外では余り重視されておらず、研究蓄積は乏しいと言わざるを得ない。幕末期に関する先行研究の主

要な課題として、従来の評価では松方個人の動向や資質に着目する傾向が強いため、薩摩藩の藩政史、特

に幕末期の薩摩藩の絶対的な指導者として近年再評価された島津久光の意向への言及が限定的であるこ

とが挙げられる。本報告では先行研究の課題を踏まえ、松方の幕末期における経歴が薩摩藩における藩

政とどのような関係にあるのかを考察する。 

 文久 3（1863）年 5月、松方は藩主島津忠義の小納戸役を拝命する。小納戸役は主君に近侍する奥向関

連の役職であり、主君の意向次第では藩政に関わる職務を務めることが可能となる。薩摩藩の行政組織

における小納戸役の位置付けとして、取次役などを除いた単純な命令系統では、藩主―家老―側役―小

納戸頭取―小納戸役という図式が成り立つとみられる。松方が奈良原繁と共に久光ではなく忠義の小納

戸役を拝命したことの理由として、率兵上京の後も藩内に不穏な情勢がみられ、さらに久光による上京

の機会の増加、及び英国軍と薩摩藩の軍事衝突が予測されたことから、忠義の側回りの強化を目的とす

る久光の意図に基づき、誠忠組の関係者が忠義の側に配されたと推測される。誠忠組は安政期に下級の

薩摩藩士を中心に結成された同志集団を母体としており、その関係者の多くが明治期における薩摩派の

上層部に位置した。旧来の藩政の刷新を図る久光は、誠忠組を自身の体制の支持基盤として藩政内部に

組み込んでいる。すなわち誠忠組のメンバーであった松方が小納戸役を拝命したことは、政権の求心力

を向上させ、ひいては久光及び久光の側近である小松帯刀や大久保利通らの勢力を強化する方策の一環

であったとみなされる。これらの考察を踏まえる場合、小納戸役に起用された点について、薩摩藩におけ

る松方の積極的な評価が可能となる。 

 しかしながら、元治元（1864）年 6月の議政所掛拝命、及び慶応元（1865）年 10 月の冤罪事件の事例

では、松方が関係する形で藩内の秩序に動揺が生じており、事態の解決のために小松や大久保の中央政

局からの召喚が検討されるなどの実害も出ている。議政所の設置後、その人員である議政所掛を拝命し

た松方を含む下級藩士達は、藩庁に対し自身らの地位向上を求める運動を展開している。そして冤罪事

件では、松方や奈良原をはじめ多数の藩士が冤罪により藩政から排斥される事態となる。このように、実

態として、松方は必ずしも藩内の秩序の安定に寄与するのみではなかったと思われる。上述の 2 事項に

ついては、誠忠組に関係する藩士が多数関わっていることを踏まえ、いずれも松方が誠忠組に属してい
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たことが背景にあると推測される。誠忠組の関係者の急速な台頭と勢威の増大は、その系列に属さない

藩士の反感を生じさせており、また久光も誠忠組の統制には苦心する一面がみられた。 

慶応 2（1866）年以降に松方が薩摩藩の海軍に出仕したことは、誠忠組に属し、加えて小納戸役を務め

たことによるとみなされる。当時は小松が海軍掛を拝命した他、桂久武・岩下方平・大久保が軍事改革に

携わっており、その他に小納戸役の奈良原・谷村昌武、小納戸頭取の吉井友実など誠忠組のメンバーであ

った藩士が海軍に起用されている。このことから松方の海軍への出仕は、家老から小納戸役までの命令

系統における誠忠組関係の藩士を海軍の役職に起用する方針に基づくと推測される。慶応 3（1867）年に

藩内で生じた挙兵論争では、松方は挙兵論に賛同的な姿勢をとったとみられ、このため奈良原ら反対派

の藩士とは対照的に、明治期以降の薩摩派の主流に在留し得たと判断される。なお、松方は挙兵論争にお

いて賛否いずれの立場からも等距離を保ったと捉えられる。 

以上の通り、松方の経歴を考えるには、松方が誠忠組の関係者であること、及び久光による誠忠組の与

党化を踏まえる必要がある。そして松方が小納戸役を拝命したことは、大久保との関係を検証するうえ

でも注目すべきものとなる。薩摩藩において、松方は側役及び小納戸頭取を務めていた大久保の直属の

藩士であったとみなされる。内務卿を務めていた時期の大久保の人脈において、松方は大久保と極めて

緊密な関係を有した人物とされ、また大久保との関係性は、幕末及び明治期以降の松方の経歴と不可分

であると、伝記的研究を中心に強調されている。そのような両者の繋がりの素地には、本報告の内容を背

景として、誠忠組及び職制における接点が見出せることになる。 
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元朝の孔廟祭祀と皇帝権力の変遷 

―代祀碑の分析を中心として― 

 

牛   瀟 

(明治大学大学院文学研究科博士後期課程・アジア史) 

 中国皇帝が代理の臣下を派遣して祭祀を行う「代祀」という儀式行為は、元朝で初めて実行された。本

報告は、さまざまな代祀のうち山東曲阜にある儒教の祠廟を対象とする代祀について、碑刻資料を主要

な材料として考察することを通じて、地方に流伝する記録に残される元朝皇帝に対するイメージや、地

方における皇帝の実質的な権力を分析する。報告者は、孔子の故郷である山東曲阜の元朝碑刻を整理す

るなかで、元朝が儒教代祀を行った際に立てられた代祀碑を、他の修築記念碑や題名碑と同じように再

考察する必要性があると考えた。 

曲阜孔廟の元代代祀碑には、武宗（1307-1311）から順帝（1333-1368）までの記録が存在する。碑文

からは、各皇帝の発令・命令の執行に関する記載や、使者・地方衙門の官僚・参加者の名前・身分を確認

できる。朝廷から派遣された官僚が使者となり、曲阜の儒教の祠廟に行ったり、儀式を行ったりすること

が、中央と地方を結びつける方途の一つとなっていたと考えられる。儀式においては、皇帝の政策を伝え

る使者、儀式を組織する地方衙門の官僚、また在地社会の人々、とりわけ儒教聖賢の子孫である孔・顔・

孟氏の一族らが孔廟に集められた。それらの人物が代祀儀式に参加する際の対応や活動、交遊を考察す

ることにより、皇帝の対地方支配力をより具体的にとらえることができると考える。まず、各皇帝治下に

立てられた代祀碑を時期に沿って並べて整理し、その内容を詳細に考察することにより、元朝皇帝の権

力形態をも明らかにすることを試みる。 

本研究の主な検討内容は以下の通りである。まず、元朝の皇帝の儒教に対する態度は、元朝初代の世祖

（1260-1294）が定めた政策をそのまま守っていたのではない。元朝の中晩期、特に最後の皇帝順帝の時

期に実行された儒教の祭祀制度にいたるまで、様々な変容が存在した。碑刻資料の残り方からも、順帝が

前代皇帝の代祀回数をはるかに超えて、数回の儒教代祀を行ったことが確認できる。また、元朝の中晩期

の朝廷の対儒教政策に関して、従来の研究は必ずしも十分とは言えず、曲阜を含む済寧路を投下領とし

ていたコンギラト族との関係や、諸王・権臣に対する順帝の処遇などについても注目していく。 

碑刻の内容を分析した表からは、後至元六年という時期を境として代祀碑の内容に変化があることが

読み取れる。その時期以前、碑文には中央に関する記録が少なく、地方に関する記録が多いのに対して、

後至元六年以降、朝廷側の記録が増え、地方側の記録が少なくなることが確認できる。つまり、後至元六

年（1340）頃に起きた政治事件を境として、祭祀典礼における皇帝側の宣伝文句というべきものが急に

増加しているのである。そこに注目すれば、皇帝が地域社会への管理を強化しようとした意図を読み取
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ることができると考える。 

また、そのような代祀碑文が存在する理由を考察すると、武宗から文宗（1328-1332）までの曲阜の儒

教代祀には、投下領主としてコンギラト族が介在し、その勢力の消長が、主な要素として各皇帝の対儒教

態度にも影響していたと考えられる。しかし、順帝が政治事件を通してコンギラト族から財産を没収し

たり人員配置に関する処分を行ったりしたことで、中央政府による直接的な地方統治の状況が生まれ、

投下領下にあった曲阜における重層的な権力構造が大きく変化した。それらの影響で起きた行政上・社

会的な混乱、さらに、皇帝権力の弱化などは、順帝期に儒教代祀が繰り返し行われた理由であると指摘す

ることができる。 

本報告では、対儒教政策という視点から、遊牧民によって立てられた政権とその対漢地支配の形態を検

討することも念頭においた。元朝はどのような理由で前代の儒教政策を援用しなければならなかったか、

また、その巨大な帝国はなぜ最終的に解体されたのか。これらの問題を解明するために、曲阜という地域

社会からの視点を一例として、皇帝を中心とする中央朝廷を観察した。元朝の儒教政策を語る際、世祖が

従来の儒教制度をとりいれ、その後、各皇帝は祖先の定例を守って儒教を尊崇していたとされる。しか

し、これはあくまでも、同時代、または後世の儒者によって書写された歴史像に過ぎなかった。同時期の

碑刻資料を用いることで、代祀の過程に現れる元朝皇帝の立場や実像、地域社会の実際状況をさらに明

らかにすることができる。そのような中央－地方の関係から、元朝の政治構造と儒教について改めて分

析・考察を続けたい。 
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渋沢栄一とその時代：日本、アジア、そして明治大学 

2021 年度駿台史学会大会統一テーマ趣旨 

 

駿台史学会企画委員長 

豊川 浩一 

(明治大学文学部教授) 

渋沢栄一（1840～1931）については、現在放映中の大河ドラマの主人公でもあり、多くの方もご存じ

だろう。日本の経済的近代化を図った人物として有名である一方、社会公共事業にも注力した。渋沢につ

いては多くの研究があるにもかかわらず、後者との関連についてはいまだ十分に研究されているとは言

い難い。本大会では、この分野に関する 4 名の専門家に、「日本、アジア、そして明治大学」というテー

マに沿って論じていただく。 

本学文学部教授の落合弘樹氏は、渋沢の生い立ちから一橋家での登用、明治政府での活動、そしてその

後の経済人としての活躍に焦点を当てる。国内の政治的動きの中で、民と官の両方を熟知していた渋沢

の姿を知ることができよう。千葉大学大学院教授の見城悌治氏は、広く目をアジアに向けて、とくに中国

との関係について考察する。しかし、それは単に経済交流という側面だけではなく、留学生などを通した

人的交流や人材育成の面に注目しながら詳細に論じることになる。渋沢史料館学芸員の清水裕介氏にご

発表いただくのは、人間渋沢の多方面にわたる姿についてである。「日本資本主義の父」と評されるに至

るその経済活動のみならず、慈善事業、民間外交などの社会公共事業という活動を通してその真の姿を

浮き彫りにする。本学史資料センター職員の阿部祐樹氏の報告は、渋沢の教育界との関係、とくに人間的

な交流を含めて、明治大学との直接・間接の関わりについて詳細に検討していただく。以上の報告を通し

て、渋沢栄一の実像、および彼を通して見た新たな近代日本の姿が明らかとなるであろう。 

武蔵国榛沢郡血洗島村の農耕・養蚕・藍玉を営む豪農の家に生まれた渋沢栄一の人生はその活動によっ

て 6 つの時期に分けることができるかもしれない。第 1 期は、故郷で、父と共に、信州や上州まで製品

の藍玉を売り歩くほか、原料の藍葉の仕入れに出かけた少年時代である。この時期の経験が後のヨーロ

ッパ視察時に、近代的な経済システム、諸制度を理解吸収する下地となった。後の現実的で合理主義的な

思想の形成にも繋がったともいわれる。また 5 歳頃より父から漢籍の手ほどきを受け、従弟の尾高惇忠

にも習い、さらには剣術も磨いた。第 2 期は、1861 年（文久元年）江戸に出て、千葉道場に入る傍ら勤

王の志士たちと交わり、惇忠や渋沢喜作らとともに横浜居留地の焼き討ち計画を立てたが実行に至らず

に中止し、京都に出て一橋家に仕えるまでの青年時代前期である。血気盛んな時代で、栄一の一途な気持

ちが良く表れている。第 3 期は、1866 年（慶応 2年）一橋慶喜が将軍職を継ぐとともに幕臣となり、翌

年のパリ万国博覧会に出席する徳川昭武に随行して渡欧し、各国の近代的産業設備や経済制度を見聞し
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て 68 年（明治 1年）に帰国するまでの青年時代後期である。このときの遊学によって得た産業・商業・

金融に関する知識は、後年の活動に大いに役立った。第 4 期は、帰国して徳川家の封地静岡に日本最初

の合本組織（株式会社）である商法会所を設立し、さらに 69年（明治 2 年）大蔵省租税司となり、また

民部省改正掛長として諸制度を立案、72 年（明治 5 年）に大蔵大丞となり井上馨を補佐したが、各省と

の対立が激化するに及んで、翌年井上馨と共に辞職するまでの壮年期である。この間、「立会略則」を表

して合本主義を唱導した。第 5 期は、退職してから実業に専念し、73 年（明治 6 年）の第一国立銀行設

立をはじめ、王子製紙・大阪紡績・東京人造肥料・東京瓦斯などの設立や、銀行集会所・手形交換所・商

工会議所などを組織した壮年から老年への時代である。この間、78 年（明治 11年）には、朝鮮の釜山に

第一国立銀行の支店を設立して大陸への進出を画策した。1916 年（大正 5 年）に隠退するまで、実業界

の指導的役割を果たし、500 以上の会社を設立した。第 6期は、隠退後の教育・社会・文化の各方面の社

会公共事業に力を注いだ晩年の時期である。 

こうした渋沢とその時代について、上で述べた先生方によって論じられることになる。われわれは、渋

沢という人間を知るだけではなく、彼の生きた時代をも理解し、日本の近代の真の姿を目の当たりにす

ることになろう。明治維新はイギリス革命やフランス革命と比較されてきた。ヨーロッパにおける近代

への過程で起こった革命の推移を考えるうえで、ブルジョワと民衆の果たした役割がどのようなもので

あったのかが重要な要素となる。そのいずれでもない武士を中心に成し遂げられた明治維新とは大きく

異なるところである。とはいえ明治政府には豪農出身の渋沢のような人間もいた。新たな視点に立って、

その役割をどのように近代日本の中に位置づけるのか興味深い。 
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渋沢栄一 

―民と官の融合― 

 

落合 弘樹 

(明治大学文学部教授) 

渋沢栄一は、高校教科書的には大蔵大輔井上馨とともに、岩倉使節団派遣後の留守政府において、財

政を支えた人物として、あるいは第一国立銀行の創設者、企業勃興の呼び水となった大阪紡績の発起人

など財界人・投資家として描かれるが、非常に多様な側面と人生を歩んだ人物である。 

 渋沢は、天保 11 年（1840）2 月 13 日、武蔵国榛原郡血洗島（埼玉県深谷市）の農家に生まれた。渋

沢家は農業のほか、藍玉の製造･販売、養蚕など商品作物の売買を扱っており、彼も 14 歳の時から単身

で藍葉の仕入れに従事し、常に算盤をはじく商業的な才覚を身に着けた。また、従兄の尾高惇忠

から儒学を学んだ。これらのことは西洋の経済システムの吸収や現実的な合理主義思想の獲得に

つながったとされる。 

 ペリー来航から 10 年を経た文久 3 年（1863）になると、国内の経済は横浜開港によって世界市場と連

動するようになり、その混乱は地方にも及んだ。また、徳川公儀の国内での統制力は桜田門外の変以降は

凋落し、それまで中央政局への介入が許されなかった長州や薩摩など雄藩が幕政改革を求め、一方で攘

夷を叡慮とする禁裏の政治的比重が大きくなった。 

 こうしたなかで、渋沢のような村落指導層には、領主の不当な搾取や国内政治のありかたに不満を持

ち、将軍上洛を機に集められた浪士組には、血洗島周縁の武州北西部や上州から多くの人物が参加して

いた。文久元年に江戸に出た渋沢も、学問を学ぶと共に旧来の体制の限界を痛感し、尊王攘夷をめざすネ

ットワークに加わり、親族と高崎城乗っ取りや横浜焼討を計画したが計画は未遂に終わった。在村の志

士が民の立場で御政道をただすという志は頓挫する。 

 その後、一橋家用人の平岡円四郎と知己だった従兄の渋沢成一郎と江戸に赴く。平岡は家来として彼

らを京都に引率し、これが契機となって渋沢は御三卿一橋家に仕官することとなった。渋沢は家政の改

善などで能力を発揮して当主の一橋慶喜に認められ、さらに慶喜が慶応２年 12 月に将軍職に就くと幕臣

になる。その後、渋沢はパリ万国博覧会に将軍名代徳川昭武の随員として加わり、ヨーロッパ各国を歴訪

する昭武に随行しつつ先進的な社会や民間企業の重要性、鉄道の利便や金融のシステムを学んだ。帰国

後は徳川宗家が移住した静岡藩において商法会所を設立し、官民合同による殖産興業を進め、利益を太

政官札の返納金にあてるなど財政改革に勤めた。 

こうした渋沢の能力を知った大隈重信は、明治 2 年（1869）に渋沢を民部省改正掛長に登用す

る。改正掛は省内改革を企画・立案する組織で、欧米の事情に明るい前島密・赤松則良・杉浦譲らを加
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え、度量衡の統一、電信や鉄道の建設、郵便制度の創設などを実行するとともに、戸籍法や地租改正、解

放令などの提言を発議し、いわばシンクタンクの先駆となった。しかし合体した大蔵省・民部省の改革は

余りに急進的として、大久保利通ら漸進派や地方官の反発を招いた。大蔵・民部省幹部の兼任が解かれ

（民蔵再分離）、改正掛は大蔵省に移された。渋沢は掛長を外され、掛員も大蔵・民部両省内に分散させ

られるなどの弱体化が図られる。ただ、改正掛の提言は殖産興業や四民平等政策など社会基盤の創設に

つながった。解放令は例外なき徴税というのが本旨で、差別の解消を図るものではなかったという面も

指摘されるが、脱身分化という方向性は諸藩の改革の規範となり、廃藩置県後の政府の方向性を決定づ

けた。 

明治 6 年（1873）に大蔵省を辞職したのち、渋沢は民間経済人として第一国立銀行や抄紙会社を設立

するなど経済や産業など国の近代化に努めると共に、慈善活動や教育など「民」の立場に立った。渋沢は

中央と地方の利害においても、中央は地方を無視すべきではないとする一方、地方が中央に依拠するの

みでは発展がないとした。たとえば岩越鉄道（磐越西線）創業に際しては、路線の起点や資金の供出先、

官営鉄道の誘致か民営かで議論が一致しなかったが、取締役就任を請われた渋沢は、中央からの援助を

待つばかりではなく、地元の資産家も資本投入をするべきだと助言して方向性を示したが、事業が成立

すると経営には介入しなかった。 

渋沢は後半の人生において、「道徳経済合一説」など経営と道徳の調和を図る。「博施済衆」と公益の追

求は、民と官の両方に属した立場として到達した境地である。 

 

  



16 

 

渋沢栄一による中国留学生支援 

 

見城 悌治 

(千葉大学大学院国際学術研究院教授) 

 近代日本を代表する経済人であった渋沢栄一は、中国との関係についても重視していた。その理由の一つと

して、渋沢が少年時から「論語」など中国の典籍に親しんでいたことがしばしば語られるが、将来的に両国の

架け橋になることが期待された中国人留学生に対する配慮も怠らなかった。 

さて、中国（清国）が日本への公費留学生の派遣を始めたのは、1896 年のことである。日清戦争の敗北によ

り、「日本の近代化」から学ぶ必要を感じたためとされるが、十年後の日露戦争勝利は、それをさらに確信さ

せることになり、1907 年前後には一万人余りが日本で学ぶ状況になっていた。 

そうしたなか 1911 年 10月、辛亥革命が勃発する。革命派支援のためなどで、帰国者が相次ぎ、春先に 3300

名余りいた留学生数は、12 月段階で 500 余名にまでに減少する。一方、日本での修学継続を決めた学生は、

母国からの仕送りが途絶し、経済的な困難に陥ることになった。 

その状況を知った渋沢栄一は、中国との関係が深い財界人などと提携し、「支那留学生同情会」を設立する。

そして、困窮した学生支援のため、寄付金４万６千円を集め、ひと月あたり 10 円ないし 20円を貸与した（1912

年 9 月までの総数は 344 件に上ったとされる）。  

「留学生同情会」の活動は、中国公使館や受け入れ校との協議の下でおこなわれ、また中国各地の日本領事

を通じ、保護者にも伝達されたため、 後に感謝状も届いたという。つまり、留学生に対する経済支援活動は、

本国においても好意をもって受け止められたのである。 

さて、渋沢は 1913 年 2 月に来日した孫文との面談をしている。その時、孫文が「革命後の中国は実業

をもって立たねばならない」と提案したこともあり、日中合弁の「中国興業株式会社」が創設された。し

かし間もなく、袁世凱が政権を握り、その計画は棚上げされそうになる。すると、渋沢は 1914年 5 月に

中国訪問をし、袁と直接話し、合弁会社の名前を「中日実業株式会社」と変更して、事業の再出発する約

束を取り付けることに成功した（渋沢は日本側の代表に就く）。  

しかし、その半年あまり後の 1915 年 1 月に、大隈内閣により「21か条要求」が発せられてしまう。その

時、渋沢は、「干戈に訴えるようなことが起これば、日中の実業関係は滅茶滅茶になり、中日実業公司も中断

せざるを得なくなる」という懸念を表明する。 

しかしながら、渋沢の願いも空しく、その後の日中関係は悪化の方向に進んでいく。そうした状況を、少し

でも改善することを目的の一つとして、中国留学生支援団体である「日華学会」が 1918 年 5月に創設された。

「設立趣意」には、「日華両国ハ、古来修交尋盟相互ニ関連セル歴史ヲ有シ、特ニ封疆近接シ、自然ノ形情、唇

歯輔車、相依ラサルヲ得サルモノアリ。（中略）東亜ニ於ケル、文化ノ発達ハ、育英ノ道ニ依ラサルヲ得ス。本
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会ノ事業ニシテ、日華両国共同ノ福利ヲ増進シ、輔車相依ルノ一助トナルコトヲ得ハ、洵ニ幸甚トスル所ナリ」

などと謳われていた。 

団体の運営資金は、「支那留学生同情会」の残余金３万７千円余が宛てられ、具体的施策としては、留学生

宿舎の整備、日本語学校の経営、奨学金の貸与などが展開されることになる。 

渋沢栄一は、日華学会が創立された時から、自身が逝去する 1931 年まで、同会の「顧問」職を務め続けた。

1920年４月には、急逝した前会長の代役として「会長」職に就くなど、単なる名誉職以上の関わりを持った。

そのため、渋沢が逝去した時、日華学会が発刊する雑誌『日華学報』には、中国語による追悼文が掲げられ、

渋沢が留学生の集まりに参加し、励ましの言葉をかけたことなどが綴られることになる。 

本報告では、近代日中関係史において、渋沢栄一が果たした役割を、経済交流的な側面を背景に置きつつも、

留学生などを通じた人的交流や人材育成に、渋沢がどのように関わり、そこに何を期待したのか。渋沢の「教

育観」や日華学会が展開した具体的な活動と併せる中で、捉えて直してみたい。 
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渋沢栄一の同時代的評価 

 

清水 裕介 

(渋沢史料館学芸員) 

 平成 31年（2019）4月 9 日に、令和 6 年（2024）度上半期に現行の日本銀行券を一新すること、新一

万円札表面の肖像に渋沢栄一が採用されることが発表されると、多くのメディアは渋沢が「日本資本主

義の父」と呼ばれる人物であると紹介した。現在、広く用いられているこの表現は、戦前期から渋沢に関

する研究を重ね、『渋沢栄一伝記資料』の編さん主任も務めた経済史学者の土屋喬雄が、著書『渋沢栄一

伝』（改造社、1931年）において、章題の一つに「日本資本主義の父渋沢栄一の政治経済思想」と用いた

のが嚆矢と思われる。土屋は同書において渋沢を、経済界における指導者的地位・活動範囲の広範性につ

いて高く評価し、同種の表現として「日本資本主義の最高指導者」、「日本資本主義を成人せしめた」とも

記した。同書は渋沢の没年に刊行されたもので、この評価・表現は、経済界における渋沢の生涯にわたる

功績、いわば「結果」を基に用いられたもので、それが歴史的な検証を受けながら、さまざまな人々に是

認された結果、渋沢を端的に表す言葉として現代でも遣われるようになったものと考えられる。本報告

では、同時代的に渋沢はどのように評価されてきたのかについて、書籍・新聞雑誌等に掲載された人物評

や、伝記編纂、勲等・爵位の授与などの際の功績調書などから整理し、現代に繋がる「日本資本主義の父」

とされる渋沢栄一像がどのように形成されて来たのかを追いたい。 

 著名人の人物評や事跡紹介などを掲載した書籍が発刊され、そこに渋沢が掲載されるようになるのは、

明治 10 年代前半である。この頃の人物紹介は一様に農村出身で幕末には国事に奔走、一橋家の家臣や幕

臣となり、西洋体験を経て明治政府に出仕、辞職した後に第一国立銀行の頭取となった、豪商となったと

いう立身出世物語である。 

 明治 20 年代には、渋沢が関与する事業数や範囲が広がっていたこと、また明治 10 年代からの東京商

法会議所や択善会（東京銀行集会所）での活動が評価され始め、個人として多数の事業に関わり成功した

ことばかりでなく、実業界や社会全体に果たした役割を紹介・評価する目線が登場し始める。公的な評価

も同様で、明治 25 年（1892）には「本邦実業上ニ与ヘタル勲功」が顕著であるとして、勲四等・瑞宝章

が授与された。 

 実業界・社会全体への功績を評価する傾向を強めることに大きな影響を与えたと思われるのが、明治

33 年（1900）2 月に刊行された『青淵先生六十年史 一名近世実業発達史』である。同書は渋沢の書生ら

による団体から、渋沢が関係する銀行・会社の関係者を主とする団体へと発展していた竜門社によって、

渋沢の還暦を契機に編纂された。編纂委員長は渋沢の娘婿でもある阪谷芳郎である。阪谷は序に「先生ノ

歴史ハ則チ近世実業発達史ナリ近世実業発達史ハ則チ先生ノ歴史ナリ」と記し、近代日本経済の歩みと
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渋沢の歩みを同定しようとした同書の顕彰的な視点を述べた。この年、渋沢は男爵を授爵するが、ここで

は「我国ニ銀行ヲ創立シ大ニ商業ヲ発達セシメ」たことを主な功績として挙げ、これに内外での博覧会委

員などの政府公職、また東京養育院など社会公共事業での功績についても「前古其伝ヲ見サル」と付され

た。 

 明治 30年代後半には、渋沢は他の実業家・富豪とは明確に区別されて語られるようになる。その傾向

は日露戦争後や大正期になると財閥や「成金」への批判的な目線も含みながら顕著なものとなり、渋沢の

「人格」を高く評価し、その指導者としての役割や公益的な活動が強調されていく。この傾向は時代が下

るにつれてさらに顕著なものとなるが、その背景には、渋沢が明治 42 年（1909）6 月に古稀を迎えるこ

とを理由に実業界からの引退することを表明し、慈善事業や民間外交などの社会公共事業へ注力しはじ

め、また道徳経済合一説の主唱など、実業界や社会・国家の持続的発展における人格修養・道徳の必要性

について積極的な発信を開始するといった、渋沢自身の活動に大きな変化があったことが指摘できる。 

 その結果、明治 44 年（1911）8月の勲一等瑞宝章は主に実業界における日米相互理解への寄与、大正

4 年（1915）11 月の旭日大綬章は実業界だけでなく慈善事業・社会事業や国交上の功績を理由に授けら

れるなど、「実業家」の枠を越えて賞勲されていく。渋沢は大正 9 年（1920）7 月に子爵へ陞爵されるが、

これも実業界での功績に「教育、慈善並びに社会救防等の事業に献身的尽痺」を重ねたことが評価されて

のものであった。 

 子爵以上に列せられた者の中に実業界出身者は渋沢の他には存在せず、渋沢は没するまでの十年余り

を、実業界出身者で唯一の子爵として活動した。この間に登場し始めるのが「財界太陽」・「日本財界の

父」・「わが実業界の父」などの「日本資本主義の父」と同種の評価・表現であった。 
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渋沢栄一と明治大学とのかかわり 

 

阿部 裕樹 

(明治大学史資料センター) 

渋沢栄一が教育界で果たした役割については、商法講習所を源流とする高等商業学校（現、一橋大学）

をはじめとする諸学校とのかかわりや支援などが先行研究で明らかにされている（井上潤『渋沢栄一伝

――道理に欠けず、正義に外れず』、見城悌治編著『社会を支える「民」の育成と渋沢栄一』など）。本報

告では、そのひとつの事例として、渋沢栄一と明治大学とのかかわりについて検討する。ここでいうかか

わりは、①直接的なかかわり、②間接的なかかわり、③人的なかかわりの 3 種類に分けて考えることと

して、報告では①・②を中心に述べていくこととする。 

明治大学の前身である明治法律学校は 1881（明治 14）年 1 月に開校した（数寄屋橋校舎）。現在の明

治大学では、岸本辰雄（1851～1912）、宮城浩蔵（1852～1893）、矢代操（1852～1891）の 3 名を創立者

と位置づけている。また、開校時の岸本と宮城の本務は司法省の官僚であった。明治法律学校は、代言人

試験、弁護士試験、判事検事登用試験などの国家試験に多くの合格者を輩出したため、学生数は概ね増加

傾向であった。そのため、校地・校舎は数寄屋橋校舎→南甲賀町校舎（1886 年）→現在の駿河台キャン

パス（1911 年）と拡大を伴いながら移転した。 

明治法律学校が明治大学と改称することを認可されたのは 1903（明治 36）年 8 月で、法学の単科学校

から複数学部（法・政・商・文）を設置する総合大学となったのは 1904（明治 37）年 4 月認可の学則改

正の際であった（ただし、制度上は帝国大学と同格ではなかった）。渋沢栄一と明治大学とのかかわりが

始まるのは、ちょうどこのころであった。 

1901（明治 34）年 6 月、明治法律学校の「名誉校員」であった名村泰蔵は渋沢を訪ね、同校創立 20周

年記念式典での講演を依頼した（「名村泰蔵来ル、明治法律学校ノ祝典ニ際シ演説ノ依頼アリ」、1901年

6 月 26日、『渋沢栄一伝記資料』第 27巻、188 頁）。記念式典は翌月 6 日に南甲賀町校舎第一講堂で催さ

れ、来賓であった渋沢は「東京商業会議所会頭男爵」（『明治法学』第 22号）の肩書で講演した。明治大

学において何かしらのポストなり役割を委嘱されていたわけではないので、上記のかかわりの種類でい

えば間接（②）といえるだろう。 

名村泰蔵（1840～1907）は、1867（慶応 3）年のパリ万国博覧会参加のために幕府から派遣された徳

川昭武の随員のひとりであった。渋沢が随員のひとりであったことは周知のとおりである。新政府発足

後は司法省に出仕し、1872（明治 5）年には、同省の視察団の一員として再び渡仏、ボワソナード招へい

はこの時の成果のひとつである。来日（1873 年）後のボワソナードは、政府の法律顧問として法典編纂

にかかわる一方、司法省法学校で教鞭を執り日本人法学者（あるいは実務家）の養成にあたったが、この
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ときの教え子のなかに前記した明治大学の 3 名の創立者がいた。また岸本と宮城は、フランス留学を経

て司法省に出仕した。名村は 1887（明治 20）年 4月、明治法律学校が新設した「名誉校員」に就任した

ことで名実ともに明治大学とのかかわりを持つようになったが（ちなみにボワソナードも同時に「名誉

校員」に就任している）、名村と明治大学創立者たちの交際は、創立者たちが司法省法学校生徒のころか

ら始まっていた。 

渋沢と明治大学とのかかわりが直接（①）となったのは、渋沢が「明治大学商科大学評議員」（筆者注、

商科大学は商学部と同義と考えて構わない）に就任してからである（1911年 2 月「（明治大学―筆者）商

科大学評議員タルコトヲ受諾ス」、『渋沢栄一伝記資料』第 45 巻、307 頁）。同評議員は 7～10 名が委嘱

されたが、明治大学に所属していない実業家が多かった。大学全体の役員とは別に置かれた商学部独自

の役員組織と考えられ、1911（明治 44）年 11 月に新設され、少なくとも 1926（大正 15）年 3月まで存

続した。つまり、渋沢は明治大学のなかでも商学部と強いつながりがあったのである。 

その理由はいくつか考えられるが、明治大学史の視点でいえば、渋沢が商学部新設（1904年）にかか

わっていたことを強調したい。そのなかには学校に商学部設置を提起した「校友実業会」（1901 年 3月結

成）の会長を務めた名村とのつながりがあり、『明治大学商学部 100年史』が指摘する商学部設置準備段

階における協力（特に教員招へい）があったのである。 

その他には、直接（①）のかかわりでは、渋沢の明治大学の諸行事への参列について、間接（②）のか

かわりでは、「留学生同情会」と「亜細亜学生会」について（明治大学は、明治・大正・昭和戦前期にお

いて有数のアジア留学生受け入れ校であった）、渋沢と交際のあった個人（③）では、利光鶴松（1863～

1945）、市橋保治郎（1863～1954）、山下亀三郎（1867～1944）、藤田謙一（1874～1946）などを挙げる

ことができる。 

 


