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西周の軍事思想

はじめに

　文政 12（1829）年、津和野藩 43000石の藩医の
長男として誕生した西周は、「哲学」をはじめとす
る翻訳語を作った啓蒙的知識人として知られてい
る。オランダ語と英語を学び、オランダ留学ではラ
イデン大学にて五科（自然法、国際法、国法学、経
済学、統計学）の講義を受けた。帰国後は幕府の開

成所教授となり、フィセリング『万国公法』をはじ
め、ミル『利学』やイエリング『権利争闘論』など
を翻訳し、ヨーロッパの学術を日本に紹介した。学
士会院会長や独逸学協会学校校長、さらに元老院議
官、貴族院議員の職務にもたずさわった人物であ
る。一方、西周は明治元（1868）年、静岡藩の沼
津兵学校頭取になったあと、新政府からの命に応じ
て明治 3年より兵部省、陸軍省、参謀本部で勤務し、

西周の軍事思想
── 服従と忠誠をめぐって ──
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Nishi Amane’s Military Thought: Obedience and Loyalty in the Military Force
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Abstract
　Nishi Amane (1829-1897) was one of the first Japanese philosophers to introduce European social sciences to 
his country. Nishi and Tsuda Mamichi were sent to Leiden, where they studied natural law, international law, con-
stitutional law, economics, and statistics under the guidance of Simon Vissering. Their mission was to bring home 
knowledge of contemporary European studies that would be beneficial in building a modern state. He was also the 
principal author of the military criminal code of 1872 (Kairikugun keiritsu), and was engaged in compiling a dic-
tionary of military terms in five languages.
　Most scholars researching Nishi’s thoughts tend to disregard his career as a government administrator in the 
Military Department (Hyobusho) and its successor, the ministry of the Army (Rikugunsho). Few have considered 
his military works because he drafted “the admonition to soldiers” (Gunjin-kunkai) and “the imperial rescript to 
soldiers and sailors” (Gunjin-chokuyu). Both of which, as they emphasize the importance of loyalty, discipline, 
courtesy, thrift and saving, and bravery, have been regarded as evidence of demanding a patriotic spirit and fierce 
loyalty to the emperor Meiji from members of the armed forces. Historically, based on Marxism after WWII, they 
were criticized for impelling the nation toward ultra-nationalism. That is one of the reasons for the wide chasm 
between Nishi’s image as the modern scholar and him as the military bureaucrat.
　He was already 40 years old when he experienced the climactic Meiji restoration of 1868. Only when we con-
sider his life as a samurai serving Lord Kamei koremi in Tsuwano and the last shogun Tokugawa yoshinobu, can 
we precisely understand the implications of Nishi’s military thought. In this article, I analyze the series on mili-
tary ethics entitled “Heika tokko” (The Moral Conduct of Soldiers), “Kokumin kifu-ron” (the essay on national 
ethics), and a draft of “Gunjin-kunkai” from the perspective of obedience and loyalty in the military force. It indi-
cates that although Nishi admitted the importance of obedience and loyalty in the modern European military 
mechanism, the military ethics he insisted on were based on the Japanese samurai tradition.
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文部省や宮内省の業務も兼務しながら、明治政府の
軍事畑の官僚として実績を残した。徴兵制創設のほ
か、5カ国語（英仏独蘭日）の『兵語辞書』編纂に
従事し、「軍人訓誡」「軍人勅諭」の草案を作成して
いる⑴。
　その活動領域が多岐にわたることから、哲学、政
治思想、教育史、軍事史など幅広い分野で研究され
ているが⑵、「軍人訓誡」「軍人勅諭」の草案作成者
であることが大きな影を落としている。西欧の哲学
思想導入の観点から行われている研究では、軍事分
野における西周の活動や思想に言及されることは少
なく、政治思想を専門とする菅原光氏も、軍事官僚
としての西周の評価は高くない⑶。教育史では、彼
が頭取をつとめた沼津兵学校をはじめ、教育制度に
与えた西周の影響が検討されるにとどまる⑷。
　ヨーロッパの近代的学問を学んだ啓蒙的知識人と
しての西周と、日本固有の軍人精神を説いた西周と
いう 2つの顔が結びつかない理由のひとつは、「軍
人訓誡」「軍人勅諭」が、天皇への絶対的服従にも
とづく天皇制軍隊の礎になったと前提していること
にあるように思われる。戦中には、上官の命令は天
皇の命令であり、軍隊を股肱の臣と恃む天皇に対し
て、絶対的服従が義務づけられていたと考える天皇
制イデオロギーが、無意識のうちに共有されている
のではないだろうか。たとえば「軍人勅諭」の成立
過程を研究した梅溪昇氏は、明治 11年の参謀本部
設置と明治 15年の「軍人勅諭」により天皇制軍隊
が成立し、正常な市民社会の形成と民主主義国家の
成立が阻止されたとした上で、西周はその天皇制国
家の軍人精神を作り出した人物であると位置づけて
いる⑸。
　しかし、「軍人勅諭」が聖諭として信仰の対象と
なり、神格化が頂点に達した太平洋戦争期の目、あ
るいはその批判としての戦後の目から時代をさかの
ぼるのではなく、近世の幕藩体制のもとで育ち、最
後の将軍徳川慶喜と行動を共にした西周の目から、
明治期をみていくという視角が重要であろう。彼が
明治を迎えたのは 40歳である。幕末期にさまざま
な考え方が知識人にみられるとはいえ、その身体に
は近世の伝統が刻印されていた。西周が置かれた時
代状況に立ち、近世から近代を展望する目で、まだ
見ぬ未来を考えることにより、彼が唱えた軍人精神
の意味がリアリティをもって理解できると考える⑹。
　そこで第 1章では、主君に対する西周の姿勢をそ

の履歴からさぐり、彼が起草した海陸軍刑律から、
命令への服従をはじめとする軍隊の基本構想を考察
する。第 2章では、『明六雑誌』に寄稿した「国民
気風論」と講演録「兵家徳行」をとりあげ、軍人社
会に対する西周の思想を検討する。第 3章では「軍
人訓誡草稿」を分析し、軍隊内部における将校・下
士官・兵士の間の命令遵守・服従と、異議申し立て
の意味を考察する。なお、紙幅の関係から、「軍人
勅諭」の原案となった西周の「勅諭稿」については、
別稿で検討する予定である。

第1章　  主君に対する西周の姿勢と
海陸軍刑律の基本構想

第1節　主君に対する西周の姿勢
　西周の略歴については、【表 1　西周の略年表】
にまとめた（表中の年齢は数え歳である）。本論文
では西周の軍事思想を検討するので、略年表も軍事
関係事項を中心に作成している⑺。主君との関係か
ら西周の履歴を追ってみると、最初は津和野藩主亀
井茲

これ

監
み

を主君とし、その後、15代将軍徳川慶喜に
仕え、明治 3年から新政府に出仕したことがわか
る。そこで、津和野藩主との関係からみていく。
　西周は藩医西時義の長男として誕生し、親の家業
を継ぐ予定であった。しかし 20歳のとき、津和野
藩主亀井茲監から儒学修学を命じられる。亀井茲監
は久留米藩主有馬頼徳の次男で、亀井茲

これ

方
かた

の養嗣子
となり、天保 10（1839）年に亀井家の家督を相続
した。藩政改革を行って人材を登用したほか、嘉永
期には家臣に洋式銃の操練を学ばせて、兵制に新し
い方法を採用したり、藩校養老館に蘭医学や国学を
導入したりしている。西周が一代還俗を命じられ、
儒学を学ぶことになったのは、嘉永元（1848）年
のことだった。翌年には 3年間の遊学が許され、大
坂や岡山で学ぶ機会を得、嘉永 4年に帰郷して、学
修の成果を藩主の前で披露している。その後、江戸
藩邸留守居役補佐と藩邸内にある時習堂での講釈を
命じられ、嘉永 6（1853）年江戸へ派遣された。と
ころがここで、オランダ語を学ぶために脱藩を試み
たのである。
　そもそも西周は藩主の命令に従って、儒学を学ぶ
ことになったのだが、当時は朱子学が主流であっ
た。彼は徂徠学に目覚めるが、藩主は徂徠学ではな
く朱子学の修学を望んでいたため、朱子学に関する
新たな知見を得ようとして大坂や岡山で学んだので
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【表 1　西周の略年表】

和暦 西暦 年齢 西周関係事項 軍事関係事項

文政 12 1829 1 2月 3日、石見国鹿足郡津和野森村で津和野藩医西時義
の長男として誕生。

天保 11 1840 12 藩校養老館に入学。
弘化 2 1845 17 中扈従格となる。

嘉永元 1848 20 一代還俗を命じられ儒学を修めることとなる。養老館句
読。

嘉永 2 1849 21 3年間の遊学許可を受け、大坂の後藤松陰塾、ついで岡
山藩学校杉舎に入る。

嘉永 4 1851 23 10月に帰郷し、11月に藩主の前で「孟子」の一節を講
述する。

嘉永 6 1853 25
2月、江戸御留守詰、時習堂（外桜田の江戸藩邸内）講
釈の命を受け、さらにペリーの浦賀来航にともなう情勢
調査のため、7月津和野を出発、江戸へ派遣される。

6月 3日、ペリーが浦賀へ来航。

安政元 1854 26 3月下旬、オランダ語を学ぶため「永の暇」を得る。手
塚律蔵の塾に通学し、手塚と義兄弟になる。

1月 16日にペリーが再び来航し、3月 3
日に日米和親条約締結。

安政 3 1856 28 冬、ジョン万次郎に英語を学ぶ。榎本武揚と知り合う。 2月、幕府が蕃書調所を開設する。

安政 4 1857 29
5月、佐倉藩士佐波銀次郎厄介名義で蕃書調所教授手伝
並となる。
一橋慶喜に蝦夷開拓の建白書を提出する。

安政 5 1858 30 将軍徳川家定死去。家茂が継ぐ。安政の大
獄が始まる。

安政 6 1859 31 3月 25日、石川升子と結婚。5月、蕃書調所教授手伝
となる。

万延元 1860 32 3月、桜田門外の変。

文久 2 1862 34

6月 11日、軍艦奉行よりオランダ留学の命を受ける。6
月 18日、津田真道らとともに品川を出てオランダ留学
に向かう。榎本武揚らは開陽丸受け取りのため同行。

5月、蕃書調所を洋書調所と改称。

8月、生麦事件。12月、幕府の軍制改革。

文久 3 1863 35 8月よりライデン大学フィセリング教授から五科の講義
を受ける。

7月、薩英戦争。

元治元 1864 36 7月、第一次幕長戦争。8月、四国連合艦
隊の下関砲撃。

慶応元 1865 37 10月、フィセリング教授の講義終了。ブリュッセル、
パリを経て、12月末横浜到着。 8月、将軍家茂死去。

慶応 2 1866 38

3月 13日、幕府直参となり開成所教授職となる。 1月、薩長同盟成立。6月、第二次幕長戦
争開戦。

9月 25日、徳川慶喜に招かれ、津田真道とともに京都
に到着。
12月、フィセリング口述の『万国公法』訳を幕府へ献
上する。

12月、徳川慶喜が将軍となる。12月、孝
明天皇崩御。

慶応 3 1867 39

2月、四条大宮で私塾を開く。『百一新論』を講義する。 1月、明治天皇即位。
3月下旬、慶喜に従い大坂へ行き、7月までフランス語
を教える。5月、奧詰並。10月に慶喜に召され、二条
城へ。10月 13日、イギリスの議院制度と三権分立につ
いて質問される。11月、慶喜に『議題草案』（大政奉還
後の政治体制案）を起草。

10月 14日、慶喜が大政奉還の上表を朝廷
へ提出。10月 15日、朝廷から大政奉還の
勅許。

12月 22日、慶喜の京都退去にともない大坂へ行く。 12月 9日、王政復古の大号令。

慶応 4 1868 40

1月 1日付で目付。鳥羽伏見の戦いで慶喜が江戸へ敗走。
和歌山経由で会津藩兵とともに 1月 21日に江戸着。 1月、鳥羽伏見の戦い。

2月 12日、奥詰になり、東叡山に謹慎中の慶喜に出仕。 3月、五箇条の誓文。
4月 15日、慶喜は水戸に隠棲し、それに同行する。『万
国公法』刊。

4月、江戸城無血開城。

5月 24日、慶喜を継いだ徳川家達が静岡藩 70万石の大
名になる。10月江戸から沼津へ赴き、沼津兵学校の頭
取に任命される。

5月、奥羽越列藩同盟成立。上野戦争。9
月 8日、明治に改元。
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明治 2 1869 41 11月、100日の暇を得て津和野へ帰省。西周助を西周
と改める。

5月、箱館戦争終結。6月 17日、版籍奉還。
7月、兵部省設置。

明治 3 1870 42

2月 1日、旧藩主亀井氏の求めにより「文武学校基本並
規則書」を書く。

8月、山県有朋がヨーロッパより帰国し、
軍制改革。

新政府が西周の上京を命じ、9月より兵部省小丞准席と
学制取調御用掛を兼任。

10月、兵制統一布告により海軍は英式、
陸軍は仏式になる。

明治 4 1871 43

4月に兵部小丞、7月に兵部権大丞、8月に兵部大丞と
宮内省侍読に任命される。

7月 14日、廃藩置県の詔。8月、4鎮台設
置。

9月 5日、「英国史」ご進講、9月 10日、「博物新篇」
ご進講。

明治 5 1872 44
2月 30日に陸軍大丞となる。 2月 28日、陸軍省と海軍省が設置される

（兵部省廃止）。
11月 28日、徴兵の詔（徴兵告諭）

明治 6 1873 45
3月 31日に陸軍省第 1局第 6課長になる。 1月 10日、徴兵令公布。6鎮台制。

10月に征韓論争。

明治 7 1874 46

1月 17日、板垣退助らが「民撰議院設立
建白書」を提出。

2月、明六社に参加。2月 14日、陸軍省第 6局兼務。 2月、佐賀の乱が起こる。
4月から『明六雑誌』の刊行がはじまり、投稿。『百一
新論』刊。
5月 23日、兵語辞書編輯校正掛を兼ねる。翌年 3月 18
日に編輯御用掛へ。

5月、台湾征討軍、台湾上陸。

6月 29日、参謀局第三課長を兼ねる。 6月、北海道に屯田兵制度。
7月、『致知啓蒙』刊。

明治 8 1875 47
4月、ヘブン『心理学』上巻・中巻刊。
「国民気風論」「人世三宝説」を『明六雑誌』に発表 6月に讒謗律・新聞紙条例。

明治 9 1876 48

1月 19日、宮内省御用掛となる。 3月 28日、廃刀令。8月 5日、金禄公債
証書発行条例。

9月、ヘブン『心理学』下巻刊。
10月、宮中御談会にて「仏帝ナポレオンの露国侵入」「ボ
ナパルト家の談」を講演。

10月、熊本神風連の乱、秋月の乱、萩の乱。

明治 10 1877 49
1月、陸軍省参謀局第 3課長兼第 1局第 6課長。 2月 15日、西南戦争開始。（～9月）
5月、J・S・ミル『利学』刊。

明治 11 1878 50

2月～5月、偕行社の燕喜会にて「兵家徳行」を講演。
8月、「軍人訓誡草稿」作成

8月 23日、竹橋事件（近衛砲兵隊兵卒約
二百数十名による反乱）

9月 15日から断続的に 1881年にかけて偕行社の燕喜会
にて「兵賦論」を講演。

10月、「軍人訓戒」頒布。

12月 9日に参謀本部出仕となるが、12月 29日に依願
退職。

12月 5日、陸軍参謀局廃止により参謀本
部設置。

明治 12 1879 51

1月 9日に参謀本部出仕と陸軍省御用掛を命じられる。
6月 15日、東京学士会院（1月 15日設立）会長に選ば
れ、以後明治 14年 6月からの 1年間を除き、明治 19
年 6月までつとめる。

明治 13 1880 52 12月 25日、参謀本部御用掛となる。この年、「軍人勅諭」
草案（「勅諭稿」）作成。

明治 14 1881 53

2月、『兵語辞書』が完成。
6月、旧藩主亀井家最高顧問。6月、文部省御用掛兼東
京師範学校校長事務。

7月、北海道官有物払下事件。9月、獨逸
学協会設立。

10月、獨逸学協会学校（獨協学園）校長（明治 20年 4
月まで）。

10月、明治十四年の政変。明治 23年に国
会を開設する旨の詔勅。

11月、東京師範学校に道徳学の一科をおく。

明治 15 1882 54

3月 29日、宮内省御用掛を依願退任。5月 24日に元老
院議官となるが、参謀本部御用掛と文部省御用掛は兼
務。8月、イエリング『権利争闘論』翻訳。

1月 4日、軍人勅諭発布。

3月、伊藤博文ら憲法調査のためヨーロッ
パへ出発。

この年、山県有朋の委嘱を受けて私擬憲法案を作成。
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ある。しかし、ペリー来航で騒然としていた江戸を
訪れた西周は、藩主に命じられた学問を貫徹するた
めには、オランダ語を学び、西洋の学問を修めるこ
とが必要であると考えた。書き置きを残して藩邸を
飛び出したが同僚にみつかり、彼らの口添えもあっ
て茲監より「永の暇」を得た。とはいえ、明治 2
（1869）年 6月の版籍奉還で、津和野藩知事となっ
た旧藩主亀井茲監との関係は、その後も続いた。西
周は明治 2年から 3年にかけて津和野へ帰り、茲
監からの諮問を受けて「文武学校基本 規則書」を
書いたほか、明治 14（1881）年からは亀井家最高
顧問となり、明治 18（1885）年には病気の茲監を
見舞い、死後は碑文も書いている。
　さて津和野藩邸を出た西周は、英学塾を開いてい
た手塚律蔵と義兄弟になり、彼の助力を得て、安政
4（1857）年に佐倉藩士佐波銀次郎厄介名義で幕府
の蕃書調所教授手伝並になった。安政 6年に結婚
し、蕃書調所教授手伝に採用されてからは、留学の
希望を再三にわたって伝え、文久 2（1862）年にオ
ランダ留学が実現する。官費での留学命令であっ
た。6月に日本を出発し、船の座礁にあって苦労し
ながらヨーロッパに到着した西周は、ライデン大学
法学部教授のフィセリングから、五科の講義を受け
る⑻。帰国したのは慶応元（1865）年 12月末だっ

た。翌年 3月、幕府直参となり開成所教授に就任、
9月には徳川慶喜に呼ばれて京都へ旅立つ。当初は、
フィセリング口述の『万国公法』を翻訳し、私塾を
開いて「百一新論」を講義するなどしていた。慶応
3年 3月から 7月まで慶喜にフランス語を教え、5
月に奥詰並になって外交文書の翻訳を手がけ、二条
城で大政奉還に立ち会い、大政奉還後の政治体制案
である「議題草案」を起草する。慶応 4年 1月 1
日付けで目付となった西周は、相変わらず慶喜に仕
える日々であった。ところが、鳥羽伏見の戦いが起
きる⑼。西周は江戸へ帰ってしまった慶喜の跡を追
いかけ、2月 12日には奥詰になり、東叡山に謹慎
中の慶喜に出仕した。さらに隠棲する慶喜に同行し
て水戸へ行っている。徳川宗家の家督は、徳川家

いえ

達
さと

が静岡藩 70万石の大名として継いでいた。西周は
その年の 12月にできる沼津兵学校の頭取に任命さ
れ、10月に沼津へ行く。その後、新政府からの要
請により上京し、兵部省で働くことになる。明治 3
年 9月、西周は兵部省小丞准席と学制取調御用掛兼
任を命じられ、新政府官僚としての人生を歩み始め
た。明治 19（1886）年、文部省御用掛と参謀本部
御用掛を退任し、時間が取れるようになって、明治
22年には旅行先の静岡で徳川慶喜に会っている。
　西周は幕藩体制が瓦解していく過程を、武士社会

明治 16 1883 55 4月 7日、宮内省御用掛兼務で「大政紀要」編纂局編輯
委員長。12月 10日に上程。

明治 17 1884 56
2月、大山巌陸軍卿や桂太郎がヨーロッパ
兵制視察に出発。以後、陸軍をフランス式
からドイツ式に変更する。

明治 18 1885 57

3月、旧藩主亀井茲監のお見舞い。8月、東京師範学校
勤務から文部省本省勤務。
10月、陸軍大学教官として来日（明治 21年まで）した
メッケルの原稿翻訳に従事。
11月に脳疾病で人事不省となる。山県有朋の命を受け
て桂太郎が来訪。

12月、伊藤博文内閣設立。

明治 19 1886 58 1月に文部省御用掛、参謀本部御用掛を退任。

明治 22 1889 61 8月、静岡で徳川慶喜に会う。10月、旧藩主亀井茲監
の碑文作成。

2月 11日、大日本帝国憲法発布。

明治 23 1890 62

元老院廃止と貴族院設置にともない、9月 29日に貴族
院議員に任じられる。

7月、第 1回総選挙。帝国議会開会により
元老院廃止。
10月 30日、教育勅語発布。11月、帝国
議会開会。

明治 24 1891 63 2月 17日、依願により貴族院議員を辞す。
明治 25 1892 64 大磯の別荘に移る。歩行困難。

明治 30 1897 69
1月 27日に勲一等瑞宝章授賞、1月 29日に男爵。1月
31日、69歳にて死去。
2月 6日、青山墓地に葬られる。

大久保利謙編『西周全集　第三巻』（宗高書房、1960年）巻末の西周略年譜、清水多吉『西周─兵馬の権はいずこにありや─』（ミネルヴァ
書房、2010年）、松島弘『近代日本哲学の祖・西周─生涯と思想』（文藝春秋、2014年）より作成。
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に身を置きながらリアルタイムで経験し、大政奉還
後も徳川慶喜に近侍し、40歳で維新を迎えたので
あった。当時、西周に呼ばれて江戸からはるばる京
都へ上京した夫人の升子は、慶喜が京都から大坂へ
立ち退くので京都を離れるようにと書かれた手紙を
夫から受け取り、鳥羽伏見の戦いが始まる寸前に江
戸へ戻っている⑽。西周は自分の職務を優先させ、
夫人とは別行動だった。新政府への出仕は、版籍奉
還により領土・領民が朝廷へ返還されてからのこと
である。その段階で、新政府が西周の出仕を静岡藩
主徳川家達に命じ、西周はそれに従った。儒学の修
学を津和野藩主に命じられて以降、彼は主君に忠実
に仕え、その命令に従ってきたことがわかる。西周
は自己の信条を守りつつ、津和野藩主と徳川将軍の
両方に生涯、家臣としての礼をとり続け、さらに新
政府の官僚として職務にあたったのである。

第2節　海陸軍刑律の基本構想
　兵部省に出仕した西周が明治 4（1871）年に起草
したのが、海陸軍刑律である。すでに明治 2年 4月
29日、徒党や脱走の禁止、押借強談禁止、賭博禁
止などを規定した 5箇条からなる陸海軍軍律（仮軍
律）が発令され、さらに明治 3年 12月の新律綱領
名例律第 8条で、軍人犯罪が定められていた。海陸
軍刑律は明治 5年 2月 18日に兵部省の布告として
出され、明治 15年 1月 1日より陸軍刑法・海軍刑
法が施行されるまで有効だった。11篇 204条で構
成され、その内訳は、第 1篇　法例／第 2篇　刑
法／第 3篇　謀叛律／第 4篇　対捍徒党律／第 5
篇　奔敵律／第 6篇　戦時逃亡律／第 7篇　平時
逃亡律／第 8篇　兇暴劫掠律／第 9篇　盗賊律／
第 10篇　錯事律／第 11篇　詐偽律である⑾。
　この刑律が適用されるのは海軍・陸軍の軍人・軍
属である。「軍人」は海陸軍の将校、下士、兵卒、
水夫、海陸軍武学生、海陸軍医官、会計書記官など
を指し、「軍属」は海陸軍の役所や武器火薬糧食の
倉庫で運搬に従事する者などをいう。この刑律は入
隊時の読法終了時点から適用された（読法について
は後述）。刑罰は階級にもとづき将校、下士、卒夫
に区別されているが、海陸軍刑律が施行された段階
では、まだ徴兵令は出されていないので、将校は主
にかつての武士たちということになる。
　従来は、①兵士に対する刑罰が非人道的で、笞
刑・杖刑など封建的身分的差別が残っていた、②将

校には自裁（切腹）や閉門など武士道的な名誉が考
慮された、③抗命対捍（命令に従わず逆らうこと）
や徒党を死刑にするなど刑罰が厳しい、と解釈さ
れ、兵士に過酷な刑罰を示して服従を強制したと考
えられてきた⑿。この海陸軍刑律はオランダ軍律に
ならったと言われるが、条文を検討してみると、実
は日本近世法の考え方を引き継いでいるところが随
所にみられる。
　まず刑罰についてみると、下士と卒夫の死刑が銃
殺刑であるのと対照的に、将校には自裁（切腹）が
認められ、閉門も将校だけの刑罰であり、江戸時代
の武士と同様である。また、笞刑・杖刑についてみ
ると、将校・下士には適用されず、卒夫だけが対象
である。笞は長さ 1尺 8寸、杖は長さ 2尺 1寸 8
分で、笞杖の刑罰は執行の際、監視する者が付き添
い、体の同じ箇所を打ち続けること、素肌や単衣の
着物の上から打つことは禁止されている。8代将軍
徳川吉宗が、中国法を参考にして導入した笞刑は、
明治 3年 12月に発布された新律綱領でも採用され
ており、軍隊だけに適用されたわけではない。さら
に明治 5年 4月の布告により、笞・杖の数を懲役
日数に換算した懲役刑に改正されている。したがっ
て、過酷な刑罰により兵士へ服従を強制したと考え
るのは、ヨーロッパのイメージにもとづいていると
言える⒀。
　むしろ、将校、下士、卒夫に対する刑罰をみると、
階級が上にいくほど厳しくなる体系になっているの
が注目される。戦時に軍隊や軍艦などから内地へ逃
亡した将校は死刑だが、卒夫は徒刑─兵隊整列の前
で罪状を読み上げ、手枷をして 1年・2年・3年の
懲役にする─である。平時に逃亡すれば将校は奪官
─官職を奪い一生、国の武官文官、大小の員になれ
ない─だが、下士は黜

ちゅっ

等
とう

─兵隊整列の前で罪状を読
み上げ卒夫とするが、過ちを悔いて勤労すれば復任
できる─で、卒夫は杖刑である。官命を偽った場合、
将校は回籍─罷免され一生武官になれない─以上、
下士は黜等以上、卒夫は笞刑以上である。同じく、
行軍や野営駐屯中に食糧を窃盗した場合、将校なら
奪官、下士は黜等、卒夫は笞刑である。卒夫が肉体
刑や徒刑を科されるのに対し、将校は武官や文官に
生涯就職できないなど、人生を左右する刑罰を科さ
れている。武士が農工商の上に立ち、模範を示すこ
とが必要と考えられていた江戸時代の考え方を反映
している。
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　第 4篇の対捍徒党律にもこの考え方が見いだせ
る。3人以上で上官の命令に従わない行為は「徒党
対捍」とみなされ、将校は首謀者であるかないかを
問わず自裁（切腹）を言い渡される。軍人軍属が集
まって聚訟─多人数で訴えを起こすこと─した場
合、彼らを諭してすみやかに解散させられなかった
長上の者は、党首とみなされる。将校は上官である
がゆえに、下士官や卒夫より厳しい規律が課され、
それゆえにまた将校の名誉が保持される仕組みに
なっていたのである。
　ただし、命令に盲目的に従うよう強制しているわ
けではない。上官の命令には服従すべきであり、同
列でも席次が上の者に従って、命令の可否得失を論
ずべきではないが、不可なることがあれば一度は命
令に従い、その後申告するようにとみえる。「軍人
訓誡草稿」にみえる異議申し立てについて、すでに
ここでその基本的考えが表明されていると言える。
　海陸軍刑律は読法にも反映された。読法は、新兵
が軍隊へ編入されるときに行われる軍律の読み聞か
せで、軍隊ヘの忠誠を誓う儀式である。傭兵の採用
に際して軍旗宣誓を行っていたヨーロッパに起源を
もち、オランダ法を介して日本に伝えられたとされ
ている。明治 4（1871）年 12月 28日、兵部省第
188で海軍読法が出され、明治 5年正月に兵部省第
32で布告され、さらに明治 5年 9月 28日には陸軍
省第 199で、読法についてそれに対応する海陸軍
刑律を付して説明したものが配布された⒁。
　明治 5年 9月の読法は 8条からなり、第 1条で
は天皇陛下と国家に忠誠を尽くして国に報いるのが
兵隊の名誉とされ、第 2条では、等級の上の者には
「定例の礼節」を示すこととみえる。第 3条が命令
服従に関する箇条で、在役中の長上への不法行為に
ついては、除役後 3年は軍律を適用するとした上
で、海陸軍刑律の 21条（1級の差でも長上に服従
すること）、82条、97条（下士以下が上官に罵詈
雑言・侮慢行為に及んだ場合は、徒刑～杖刑）、98
条（相手に対する侮辱が、身体に危害を及ぼすほど
であった場合は死刑）、102条（守衛に対する同様
の行為は杖刑）、103条（守衛に対する侮辱が過激
な場合には、平時・戦時を問わず死刑）を該当させ
ている。82条は、海陸軍における上下の序列は兵
制の命脈であり、上官命令には服従すべきとした上
で、「事理、実ニ不可ナル者アラバ、一時服行スル
ノ後、才

わず

カニ之ヲ申告スルヲ許ス」として、異議申

し立てを認めている箇条である。これが入営時の読
法に組み入れられている意味は大きい。
　西周起草の海陸軍刑律には、江戸時代の罪と罰の
考え方がみられた。下士・卒夫より将校に対して厳
格な立場をとっていた点に、近世武士としての矜持
がうかがえる。一方、命令服従とともに異議申し立
ても法律的に認めており、それは入隊式で読まれる
読法にも反映されていたのである。

第2章　  「兵家徳行」にみる軍人社会の
考え方

第1節　「国民気風論」の時代背景
　明治 7（1874）年、西周は『百一新論』『致知啓蒙』
を刊行して国民の啓蒙につとめるほか、明六社の結
成にかかわり、積極的に『明六雑誌』へ論説を掲載
しはじめた。「国民気風論」『明六雑誌』32号（明
治 8年 3月刊行）では、本居宣長の和歌「敷島の
大和心を人問はば朝日に匂ふ山桜花」に、日本人の
気風としての「忠良易直」─忠は「まめ」、良は「お
となしい」、易は「すらり」、直は「すなお」─を見
いだし、専制政府のもとで自らを奴隷視する、上に
とって御しやすいこのような気質は、無気力の人民
を生み出すことになるとし、国民を、宮殿の奥で
育った長袖袴の子どものようである、と形容してい
る⒂。西周は主体的にものを考え、自己を鍛える必
要があると主張したのであった。
　実はこの前月、『明六雑誌』30号（明治 8年 2月
刊行）に中村正直「人民の性質を改造する説　明治
八年二月十六日演説」が掲載されていた。冒頭部分
を現代語で要約すれば、次のようになる。

戊辰以来御一新と言うが、新とは政体が一新し
ただけで人民が一新したわけではない。政体は
水を入れる器、人民は水のごとしである。器の
形が変わっても水の性質は変わらない。人民は
奴隷根性があり、下に傲り上に媚び、無学文盲
で、酒色を好む。読書を好まず、天理を知らず
職分を顧みず、軽佻浮薄で信義を重んじていな
い。民選議院が創立されて人民が幾分か政権を
分有したとしても、従来の人民のままであれ
ば、政事の形体が少し変わっただけにすぎない
ことになる⒃。

　国家の政体は器にすぎず、中に入れる水の性質が
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問題であるという指摘からは、当時の知識人が危機
感を抱き、人民の主体性を求めていた様子がうかが
える。明治 7年 1月、板垣退助や副島種臣らが民
撰議院設立建白書を提出して、自由民権運動が盛ん
になっていたが、人々の意識変革が重要であり、民
選議院を設立するには時期尚早であるとする考え方
を、西周も共有していたのである。
　ところがこの 3年後に、西周が偕行社で行った講
演「兵家徳行」では、日本固有の「忠良易直」が一
般軍人にふさわしく、「国民気風論」で奨励してい
た「民権家（自由民権運動家）風」、「状師家（法律
の専門家）風」、「貨殖家（蓄財に励む者）風」は軍
人にあってはならないエトスであると論じている。
一見すると矛盾しているようにみえるこの点につい
て、清水多吉氏は明六社と参謀局の両方に軸を置く
西周の「ダブル・スタンダード」がみられるとし、
近代軍の軍事的エトスとして「士心」はふさわしく
ないという前提に立ち、それに西周がひきずられて
いると解釈している⒄。また菅原光氏は、「忠良易
直」をめぐる記述から、西周は軍人社会が平常社会
と正反対の性質をもつと考えており、彼の軍人社会
論は常に平常社会論を意識していたと論じている⒅。
　しかしこのような見解は、同時代の社会における
軍人の法的位置や軍隊の社会的特徴、時代背景を十
分に考慮しているとは言い難い。そこで次に「兵家
徳行」の真意をさぐっていこう⒆。

第2節　「兵家徳行」にみる軍人社会の精神
　偕行社は陸海将校のクラブとして、明治 10年 2
月 15日─西南戦争が勃発した日でもある─に東伏
見宮嘉彰親王を総裁として発足した。会員は陸海軍
準士官以上とあるが陸軍が主体で、将校の団結強
化、親睦、軍人精神の養成、学術研究、社員の相互
扶助が設立目的だったという。明治 11年 2月 19
日から 5月 21日まで、合計 4回にわたって西周が
行った講演「兵家徳行」は、陸軍将校クラスを聴衆
としていたことになる。彼らが下士官、卒夫を動か
す地位にある者として何を求められているのか、そ
れを明らかにした演説であった。講演内容は『内外
兵事新聞』に掲載された⒇。
　「兵家徳行」の冒頭で、「節制」とは大勢の軍隊を
自由に動かし指揮するメカニズム、「徳行」とは自
己の身体と天下を治めるのに必要な道徳と定義して
いる。「節制」という言葉が、自己を統御するとい

う意味で使われていないことに注意したい。西周
は、節制に必要な規則と操練は整ったが、問題は徳
行であるとし、「節制と徳行は車の両輪、鳥の両翼
のごと」く、徳行を欠いた軍隊は考えられないとし
て、次のように主張する。
　軍隊には人を動かす力が必要である。軍人は戦時
において知勇にすぐれるとともに、平時において仁
愛をつくし、平素の徳行で部下の心をとらえ、その
信服を得ていなければならない。従命法は将校の率
先の徳行、平素の徳行とセットになっているからこ
そ意味がある。軍隊秩序が平常社会と比べて厳しい
のは、万人を統率して一身のごとく動くためであ
る。それを実現可能にするエトスが、日本固有の性
質にもとづく「忠良易直」なのであり、軍人は民権
家風、状師家風、貨殖家風を避けるべきである。以
上が西周の考え方であった。
　まず法の観点から考えてみると、民属と臣属（軍
人・軍属）はどちらも国民とはいえ異なる扱いを受
ける。たとえば盗みを働いた場合、一般社会に属す
る「民属」者とは異なり、軍人・軍属は海陸軍刑律
によって裁かれる。そもそも適用される法が異なっ
ているのである。「武家の家人はいっそう服属法を
厳にしたるがごとし」と書かれているように、江戸
時代に武家とその奉公人が、百姓や町人と異なり軍
法を適用されていたのと同じである。近世の場合、
家臣に対して追放・改易や切腹を言い渡す権限は最
終的に主君にあり、犯罪と刑罰の関係は必ずしも明
示されていなかった。その点、明治前期には第 1章
で検討した海陸軍刑律や後述する陸軍将校免黜条例
などが定められ、軍人の犯罪に対する処罰はそれら
の法のもとに、陸軍省糾問司・海軍省糾問掛、陸軍
裁判所・海軍裁判所などで審議する体制が作られ、
法と裁判の整備が進んでいく21。
　また、他人に対して一歩も引かず自己の権利を主
張する傾向が激しくなると「つとめて人の非を視て
和諧を求め」ないことになる。とりわけ軍隊におい
ては、人の非ばかりあげつらっていると人間関係が
スムーズに保てず、いざという時に心を一つにして
戦うことができない。さらに、軍人は「幕政の武士
と称する者のごとく貨利にうときを貴ぶ」べきであ
ると考えるのは、将校には生活の心配がないことに
よる。官費で陸軍士官学校などで勉強し、その後将
校となって俸給を受け取り、退役すれば恩給がもら
える制度になっているからである。したがって「入
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るを計りて出ずるを制す」（＝収入の範囲内で支出
を抑制する）日々を送り、節約・倹約を旨とし、借
金を重ねて将校の名誉を汚すような事態に陥ること
がないよう促している。
　この講演で、軍人ではなく武人、武士という言葉
を多用しているのは、聴衆たる将校たちの多くが武
士出身であることから、武士としての心構えで軍隊
を統率するよう求めたためだろう。自由民権運動が
盛んになり、自己の権利を主張し、金を稼ぐのをよ
しとする風潮が生まれたわけだが、一般社会が個人
単位で動くのに対し、軍隊は脳から命令されて手足
が自在に動くように、組織が一体とならなければ役
に立たない。そのためには、軍隊に所属している期
間、軍人は従命法を守らなければならないのであ
る。近代軍隊が組織的行動を前提としている以上、
命令への服従は必然的に求められたのである。
　この点についてはすでに、明治 7年 5月の『明
六雑誌』第 7号に発表された、加藤弘之の「武官の
恭順」が正鵠を射ている。加藤は「武官の恭順が厳
しく、君主の武官に対する権利が大きいのはなぜ
か。兵権は暴猛凶悪の権である。もし武官の思うま
まに和戦の是非得失を語らせ、その権を行使させる
と、鬼に金棒と同じである。たやすく名分の立たな
い出兵をし、無謀な戦争をする恐れもある。そこで、
厳格にその権利を抑制して、ひたすら王命に恭順さ
せるのである。」と述べている22。

第3節　急激な社会情勢の変化
　西周がこれほど将校の精神にこだわったのは、
「国民気風論」と「兵家徳行」の間に社会情勢が著
しく変化したことが関係している。とりわけ、明治
9（1876）年 3月の帯刀禁止令（廃刀令）と同年 8
月の金禄公債証書発行条例は、大きな社会変化をも
たらしたと考えられる。
　廃刀令は明治 8年 12月 7日に、陸軍卿山県有朋
が「廃刀建言書」を上申したことによる。山県は、
藩は版籍奉還し、徴兵令も実施され、近衛兵が天皇
周辺を警護し、鎮台兵が七道、府県の巡査が都市と
村落の治安を担当して、人民保護の道はほぼ尽くさ
れたと考えていた。彼の建言書をまとめれば、およ
そ次のようになろう。「華士族の中には、旧習に固
執して刀剣を帯びる者が少なくないが、それは頑固
で知識がなく、時代の変化と兵制の変更を理解して
いないことによる。国政上の妨げになるだけでな

く、軍隊のほかに兵器を携える者がいるのは、陸軍
の権限にもかかわる。速やかに廃刀令を出して全国
の人民を開明の域に進ませることを希望する」。こ
れを受けて明治 9年 3月 28日、太政官第 38号布
告で、「自今大礼服着用並ニ軍人及ヒ警察官吏等制
限アル服着用ノ節ヲ除クノ外帯刀被禁候条此旨布告
候事、但違犯ノ者ハ其刀可取上事」と定められた。
大礼服着用時、ならびに軍人や警察官等特定の制服
を着用している者以外は帯刀が禁止され、違反者は
刀を取り上げる、とある23。
　これにより、日常的に帯刀が許されるのは主とし
て軍人と警察官に限られた。社会的観点からみれ
ば、かつての武士が帯びていた武力の担い手、暴力
鎮圧担当者としての地位は、軍人と警察官に引き継
がれ、逆に士族であっても軍隊や警察に属していな
い者は、帯刀できなくなったことを意味する。近世
においては二本差しで袴を着用し、家来を従えるの
が武士としての身分を示す行為だった。身分表象と
しての帯刀が公的に否定されたのである。
　さらに同年 8月には金禄公債証書発行条例によ
り、華族・士族・維新の功労者に支給されていた家
禄・賞典禄が停止され、金禄公債が交付された。財
政支出の 3分の 1から 4分の 1を占めていたため
である。金禄公債証書発行条例（太政官布告第 108
号）によれば、永世録は元高 5～14年分の 5～7分
利付公債、終身禄はその半額、年限禄は永世録の 1.5
～4割が交付され、支給対象者は 31万人余り、最
多数の 7分利付公債受給者の交付額は、現金支給額
も含めて 1人平均 415円、公債利子年収 29円弱
だったという24。問題は公債が 5年間据え置きで、
明治 15年より償還が開始される点にあった。つま
り、明治 15年まで利子だけで生活しなければなら
ないのである。そこで公債を手放す者が多く、慣れ
ない事業に手を出して失敗するなどの事態が起き
た。明治 7年 2月に、士族反乱の嚆矢となる佐賀
の乱がすでに起きていたが、9年 10月には熊本神
風連の乱、秋月の乱、萩の乱が起きる。相次ぐ士族
からの抵抗の中で、軍隊の暴発を防ぐには、まず兵
卒の上に立つ将校が自らの品行・精神を厳しく自制
し、命令を遵守することが求められた。
　そこで明治 10年 2月 12日、太政官達第 25号で
35条からなる「陸軍将校免黜條例」（免黜とは官職
を解くこと、罷免すること、位を下げることなどを
指す）が出された25。退職した将校は終身その官階
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を保ち、陸軍の制服を着て、その官階に応じた処遇
を受ける権利を持つからこそ、将校たる本分に背き
「廉恥の正操」にもとる行為は処罰の対象になると
宣言された。品行不正（酔狂・暴行や賭博など）、
交際不正（負債重積など）、怯懦畏避（練兵時の怯
懦や服役忌避など）、抗言恃頑（上官命令への口答
えや悪口など）、職務不治（怠惰や仮病など）、不典
失儀（粗暴な挙動など）、闘争（争論・殴闘など）
があげられている。特に抗言恃頑の説明では、上官
命令に対する将校の不服従が問題とされており、軍
隊の規律維持の中心的課題は、兵士ではなく将校ク
ラスにあったことがうかがえる。
　ところがこの 3日後の 2月 15日、鹿児島私学校
派を中心とする九州の士族が、西郷隆盛を擁して西
南戦争を起こす。9月 24日に、鹿児島の城山に立
てこもった西郷軍に総攻撃がかけられて戦いは終結
したが、この事態を受けて明治 11年 2月から行わ
れたのが、西周の講演「兵家徳行」だったのである。
新たな軍隊組織の中で、かつての身分階層とは異な
る階級原理から命令服従が要請され、将校がそれに
反発したのは、社会的観点からみれば無理からぬと
ころもある。だからこそ西周は講演で、聴衆の多く
を占めていた武士出身の将校に対し、武士としての
名誉と誇りをもって軍隊を統率するよう求めたと考
えられる。

第3章　  「軍人訓誡草稿」にみる服従と
異議申し立て

第1節　竹橋事件
　明治 11年 8月 23日の夜、東京麹町竹橋内にあっ
た近衛砲兵大隊の兵卒が徒党を企てた。いわゆる竹
橋事件である。大隊長陸軍少佐宇都宮茂敏が士官・
下士に説諭させたが、兵卒は暴発して宇都宮のほか
週番士官陸軍大尉深沢巳吉、近衛歩兵第二連隊陸軍
少尉坂元彪を殺害し、大蔵卿大隈重信の屋敷に向
かって発砲、赤坂仮皇居に強訴しようと百数十人が
兵営から脱走した。鎮圧されたのは 24日午前 4時
である。2人の下士以外はみな兵卒で、鎮台兵で呼
応する者はなかった。経費節減により兵卒の被服・
食膳費が削減され、陸軍給与概則の改正により伍
長・兵卒等が俸給の 20分の 1強を減らされ、西南
戦争の論功行賞が大尉以上にとどまったことが原因
であった26。
　事件への対処は非常に敏速で、翌 24日には侍従

の高辻修長が勅使として近衛歩兵・砲兵両兵営へ派
遣され、聖旨を伝えた。赤坂仮皇居にいた近衛騎
兵・工兵にも伝えられた。また侍従北条氏恭が勅使
として、東京鎮台各営所・士官学校・戸山学校・幼
年学校・教導団へ派遣され、鎮圧と皇居守衛への尽
力を褒め、侍医竹内正信は負傷者を慰問した。さら
に死傷者に宮内省より金銭が下賜された27。8月 30
日から行う予定だった北陸東海両道への巡幸につい
て、右大臣岩倉具視や侍補の多数は延期を主張し、
太政大臣三条実美や参議の多数は予定通り実施する
よう主張した。天皇は延期の考えを退け、30日か
ら北陸東海道巡幸を開始し、皇居へは 11月 9日に
還幸している28。この事態を受けて作成されたのが
「軍人訓誡」である。

第2節　「軍人訓誡草稿」の趣旨と異議申し立て
　「軍人訓誡」は明治 11年 10月 12日に陸軍卿山
県有朋の名前で陸軍に頒布されたが、奥書は明治
11年 8月になっている。起草者は西周で、竹橋事
件直後に書かれたものと考えられる29。「軍人訓誡」
は漢字カタカナ交じり文で、一部の漢字にふりがな
がついている。前半で忠実・勇敢・服従の重要性を
述べ、後半では 18ヶ条に分けて具体的に説明する
構成をとっている。西の草案である「軍人訓誡草稿」
と頒布された「軍人訓誡」を比べると、文章が練り
直され、18ヶ条は一部順序が入れ変わっているが、
全体の内容に変更はない30。
　「陸軍の外形的な法制・規則は整ったが内部の精
神が不十分である」「規則操法は外軀骨肉、精神は
外軀を活用する脳髄神経にあたり、規則や操法が綿
密でも精神がなければ意味がない」というのが、「軍
人訓誡草稿」の趣旨である。「苟モ忠実ナラスンハ
何ヲ以テカ大元帥タル皇上ニ対シ奉リ国家ニ報スル
所アラン、苟モ勇敢ナラスンハ何ヲ以テ戦闘ニ臨
ミ、危険ヲ冒シテ功名ヲ成サン、苟モ服従ヲ主トセ
サレハ、何ヲ以テ軍隊ヲ維持シテ三軍ヲシテ一身ノ
如クナラシムルヲ得ン」とあるように、その精神の
根幹として忠実・勇敢・服従があげられている。と
りわけ将校は「精神ノ舎」として、部下の精神を感
化し養う者なので、率先して行うべきとしている。
将校は軍人精神の模範でなければならないという考
え方は、西周に一貫してみられるものである。
　「軍人訓誡草稿」の後半では、平時における軍人
の心得として、忠実・勇敢・服従という抽象的観念
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を、実際の行動でどのように実践するのか、わかり
やすく箇条書きにして説明している。老巧の軍人は
知悉しているとみえるので、この内容は江戸時代の
武士の規範と変わらないということになる。軍人と
いう職業がかつての武士に限られなくなってきたた
め、規範を文章化して共有する必要がでてきたので
ある。
　【表 2　「軍人訓誡草稿」と「軍人訓誡」】からわ
かるように、「軍人訓誡草稿」と「軍人訓誡」の 18
箇条は、第 10条～第 13条の順序が入れ替わって
いるので、以下、西周の「軍人訓誡草稿」の箇条番
号にしたがい、その内容を説明する。
　第 1条～第 5条は天皇・武官・文官、さらに平
民への礼儀について述べたものである。第 1条で
は、天皇について些細なことでも噂をしてはならな
いと書かれており、とくに近衛兵を念頭に置いた箇
条と考えられる。第 2条～第 4条では、武官・文
官にかかわらず、その地位にふさわしい敬意を表す
よう求めている。第 5条では、維新後は「平人」（平
民）も同一の権利を持つので、丁寧に対応すること
とあり、当時の社会変容が如実に表れている。江戸
時代の武士には無礼討ちが認められていたが、明治
期になると軍人以外の国民に対し、その無礼行為ゆ
えに軍人が手討ちをすることはもはや許されない。
そこでこのような箇条がもうけられたと考えられ
る。敬意を表する、礼儀を守るといった表現は、現
代では単なる挨拶の意味で理解されがちだが、江戸
時代は誰が誰に対して、どのような場でいかなる
「礼」をするかが、秩序や序列の表現であった。だ
からこそ、その違反者が「無礼」討ちの対象になっ
たのである。秩序を守るための礼儀という位置づけ
は、江戸時代からの考え方を引き継いでいる。
　第 6条～第 7条では軍人と警察官の任務を明ら
かにしている。軍人は武器を日常的に携帯するが、
それは暴力を防ぐためである。それでは警察官の職
務とどう違うのか。実は当時、軍人と警察官の間で
紛争が起こり、和諧が求められていた。江戸時代の
武士は暴力を排除する責務を負っていたので、明治
になってかつての武士が軍隊と警察の両方に所属す
るようになると、双方の間で暴力鎮圧の責任をめぐ
り、認識の違いが生じていたのである。第 6条と第
7条では、人民への凶暴者を制圧するのは軍人の本
分だが、市井の非違を監察するのは警察官の業務で
あり、喧嘩や争闘などの鎮圧は警察官が制止するの

が原則であると明示し、日常的に軍人と警察官の双
方が力をあわせれば、国の静謐を守り人民の安全を
保つのに大なる利益になる、と両者の協力を求めて
いる。
　第 8条は規則や指令を守るように述べたもので
ある。第 9条は後述するので、次に第 10条～第 14
条について考察する。第 14条は軍人の理想像を記
した箇条で、その具体例が第 10条～第 13条であ
る。軍隊の同僚同輩というヨコの関係と、上官と部
下というタテの関係について、その人間関係の根本
にある考え方を述べている。第 11条で、有事の際
には生死を共にするのだから、出身地を問わず、互
いに親愛の情を持つことが重要である、と書かれて
いるところに、当時の国際環境が垣間見える。老巧
の者は新入りの兵士を教え導き、上官による部下へ
の懲戒は、内面的な後悔と反省を目的とすること、
上官は温和に接し、自分が過ちを犯した時には、相
手が部下であっても謝罪し、信服を失わないように
することとある。上官が自己の誤りを認めるからこ
そ、部下も信用してついていくのであり、上下の序
列に従うことは重要だが、階級が上であることで驕
慢になっては、部下の信服を得られないとの考えが
読み取れる。また、見かけの義侠心から同輩の罪を
隠すなどの行為は、かえってその人の為によくない
ともみえる。生死を共にする仲間として、上下関係
の秩序を守りつつも、同じ軍隊に所属する者として
の共感をもとに、日々の人間関係を信義にもとづい
て構築するよう求めている。忠実に職務を遂行し、
行動が温和で、人間関係をスムーズに保ち、素直に
軍隊の秩序に従うという軍人の理想とされている姿
は、「まめ」「おとなしい」「すらり」「すなお」の忠
良易直そのものである。「軍人訓誡草稿」第 12条
をもとにした「軍人訓誡」第 10条では、「人ハ其
過無キニ信服スルヨリモ、其態度ノ良易ナルニ信服
スル者ナリ」が加わっており、忠良易直の考え方が
基礎にあることは間違いない。
　ただし、忠実と服従を別々に考えていることに注
意したい。古来、武士は忠勇を旨としており、この
二つは祖先から受け継いで血脈に流れるものである
のに対し、「人苟モ自己ノ我意ヲ抑制シテ唯上官ノ
命、老巧ノ言ニ惟従ヘハ即チ服従ノ道立ツ」とある
ように、服従は天皇に対する直接の服従ではなく、
上官命令・老巧の言葉に従う文脈で説かれている。
忠実は国に報ずるため、服従は軍隊を維持するため
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【表 2　「軍人訓誡草稿」と「軍人訓誡」】

「軍人訓誡草
稿」の NO.

「軍人訓誡」
の NO. 概　　　　要 備　　　考

1 1
軍人は「世上ノ御事」については、容貌などささいなことで
あってもうわさをしないこと。衛兵その他で天皇に近づくこと
があっても「終始恭敬ノ意」を怠らないこと。

2 2 武官に対しては陸海軍の服章や序列に従い、適切な挨拶をし、
敬意を表すること。

「軍人訓誡」では「私的な場でも上級
老巧者への礼儀を守る」が追加される。

3 3 陸海軍官で階級・等級が同じ人には大勢が集まる席でも同じ軍
人同士として懇意にすること。

普段からヨコのコミュニケーションを
スムーズにしておく。

4 4 諸官省府県の官員に対しても、知り合いには相応の挨拶をして
敬意を表すること。

（2）（3）が武官対象であるのに対して
（4）は文官対象である。

5 5

「平人」（平民）も維新後は同一の権利をもつので、丁寧に対
応すること。華族・士族は国制としてもうけているので、私的
な交際では丁寧に応対すること。ただし、公務上では規則など
がなければこの限りではない。

四民平等が「同一権利」という言葉で
表現されている。

6 6

廃刀令（明治 9年 3月）により、武器を携帯するのは軍人に
限られた。それは暴力を防ぐためである。人民への凶暴者を制
圧するのは軍人の本分である。ただし、凶暴を制するのは本来
の任ではないので、みだりに喧嘩争闘などの場に立ち入って制
止すべきではない。とはいえ、場合によっては制止を助けるこ
とはある。

陸軍の軍人が凶暴を制する警視官を助
けることはあるとして、まずは人民へ
の暴力鎮圧の責任が警視官にあること
を明示した。なお江戸時代の武士は暴
力を排除する責務を負う。

7 7

警視官は「尋常ノ非違」を監察する職分だが、公務外であって
も警視官の及ばないところは軍人が援助保護すべきである。普
段から和諧して両方が力をあわせれば、国中の静謐を守り人民
の安全を保つのに大なる利益となる。瑣末な私憤は捨て公義を
考えること。

暴力鎮圧という点で、警視官と軍人が
ともに国の安全を守る任にあるからこ
そ、両者の間で紛争が起こり、和諧が
求められていた時代状況がわかる。

8 8 官公庁の規則・指令や照会事務には念を入れ、人民に属する私
企業の規則も軽率に扱わないこと。

9 9

政治の是非を論じ、官省の布告・布達・諸規則を侮慢譏刺する
挙動は軍人の本分に背馳する。「軍人ト雖ドモ朝政ノ利害ニ於
テ真ニ観ル所アラハ穏当ナル方法ニテ其意ヲ達スルコトモ難キ
ニ非ス」。しかし、弁論たくましく、時事に慷慨し、民権を主
張するなどと唱えて、本分ではないことを自認して書生の狂態
のようではいけない。軍の秩序を経ずに建言することは認めら
れておらず、所管ではない官憲に建言するのも禁止である。新
聞雑誌に匿名の投書を載せ、時事ヲ論じるのも本分から外れて
いる。「畢竟軍人ハ軍籍ニ列スルノ初メニ皇上ヲ奉戴シ、朝廷
ニ忠ナランコト誓ヒシ者ナレハ、一念ノ微モ此本心ニ背クヘカ
ラス」

「軍人訓誡」でも「軍秩ノ次序ヲ歴ズ
シテ建言ヲナスモ許サレザル所」とあ
るように、秩序に従わない建言は認め
られないとあり、全面的な政治関与禁
止ではない。しかし一般には軍人の政
治関与を禁止した条項と理解されてい
る。

10 12

同僚同輩、同隊同伍戦友の間では親懇の交際をし、老巧の者は
新入りの者を教導して、公務は厳格に行うが苛酷な振る舞いが
ないようにすること。新入りの者は老巧の者の言うことを聴い
て従うこと。

「軍人訓誡」では「是即チ総軍ノ一和
ヲ立ル基本ニシテ、国家ヘ尽ス忠節ノ
一分ト思フベシ」が加えられている。

11 13

有事の際には生死を共にするのだから、出身地を問わず軍人同
士が親愛の情をもつことは重要である。しかしその為に、同輩
の罪を隠してかえってその罪を重くしたり、借金を肩代わりし
てかえって負債を増やすなどの事態を招くのはよくない。最初
に異見を加えるべきである。姑息な親愛や侠気による援助はか
えってその人の為によくない。

12 10

軍人は伍長から大将まで公務は厳粛端正に行い、辞令も鄭重謹
厳に発すること。休息中は温和に接し、特別に努力を要する任
務を命じて成就した際には慰労すること。自分が過ちを犯した
時には相手が部下であっても謝り、人の信服を失わないこと。

「軍人訓誡」では「人ハ其過無キニ信
服スルヨリモ、其態度ノ良易ナルニ信
服スル者ナリ」が加わっており、忠良
易直の考え方が反映されている。

13 11
部下を懲戒せざるを得ない時はその理由を説諭し、懲戒行為が
法にもとるものではないことを明らかにすること。懲戒は本刑
とは異なるもので、外形の懲治より内心の悔悟が主眼である。

14 14
軍人は言葉は寡簡、容儀は粛静、応対は詳実、飲食財貨は廉恥
を貴び、武器の取り扱いは鄭重にすること。これはすべて忠実
の一端である。

「軍人訓戒草稿」も「軍人訓誡」も「是
皆忠実ノ一端ナリ」と表現しており、
忠実の言葉の意味がわかる。
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であるともみえる。また忠実の一端として、言葉は
簡潔、容姿に厳粛さがあり、沈着冷静にして応対は
誠実、飲食や金銭に清廉で、武器を丁寧に扱うこと
があげられている。ちなみに「忠実」を『日本国語
大辞典』で引くと、まごころをもってよくつとめる
こと、誠実、ごまかしや誤りがなく正確に行うこと、
とみえるので、ここでは忠実という言葉が、より広
い意味を含んで使われていることがわかる。この点
を確認した上で、従命法と異議申し立てについて書
かれた第 15条～第 18条をみると、先学が主張し
ているような絶対的服従は説かれていないことに気
づく。
　第 15条では、部下は長官の命令が不条理だと
思っても恭敬奉戴の節を失ってはいけないとしなが
ら、不条理だと思うことがあれば一度は服従し、よ
く考えて自分に誤りがないか確認してから訴えるの
は許される、と記されている。もちろん、利害得失
を目的としたものであってはならない。訴えるにあ
たっては何度も熟考するよう勧めている。興味深い
のは、一般社会とは異なり軍隊での命令は短いた
め、新入りの兵士が意味を取り違える可能性がある
ことを示唆している点である。軍隊生活に慣れてい

ない兵士が、状況もよく分からずに訴えてしまうこ
とがないよう、注意を喚起している。
　第 16条では、不条理であることが明確になって
訴える場合の留意点を書いている。服従の姿勢を失
うことなく、侮慢軽蔑の振る舞いをしないこと、3
人以上での出頭は徒党にあたるので、訴えるのは 2
人までとすること、まず仲介者により相手に意思を
伝える努力をすること、とあり、裁判を避けようと
する意図がみえる。これは、将校を相手取るときに、
まず人を介して問いただす「紹介推問」によって、
相手へ自分の意思を伝えるようすすめる、第 18条
の考え方にもつながる。ここでは、連隊の将校たち
の「多分」が紹介を断ってからはじめて、相手へ訴
える旨を伝え、それから相手の長官へ上申するよう
にとある。「多分」とは過半数を指す。つまり、同
じ将校たちの半数以上が「紹介推問」の労をとらな
いことをもって、正式な訴えを暗黙のうちに認めて
いると解釈するのである。過半数の同意が得られる
ことを正しいとする観念は、すでに戦国時代の「多
分の儀」にみられる。
　兵卒が上官を訴えるときには、命令系統に沿って
申告するよう述べているのが第 17条である。江戸

15 15

軍人が服従するのは義務であり、部下が長官の命を不条理と
思っても恭敬奉戴の節を失ってはいけない。とりわけ公務中に
憤怒の気持ちを露骨にして抗論してはいけない。ただ、いかに
も不条理であると思うことがあれば、いったんは服従し耐忍し
たあとで、苦情を訴えるのは許される。ただし利害得失を目的
としたものではいけない。訴えるにあたっては何度も熟考し、
自分に誤りがないか、意味を取り違えていないか考えること。
一般の社会とは異なり、軍隊の命令は短く、新入りの兵士は意
外に思うことがあるからである。

上官への服従義務を認めた上で、異議
申し立てが認められる前提条件を書い
ている。

16 16

不条理であると思い告訴するときでも、服従の意を失うことな
く、侮慢軽蔑の所行があってはならない。必ず仲立ちをしてく
れる人を求めて自分の意見を伝えること。徒党禁止なので、3
人以上で出頭してはいけない。多人数に関係する事柄でも、告
訴はその中の上席の 2人に限る。その他の者は聞糾があってか
ら各自の真情を述べること。

海陸軍刑律の「対捍徒党律」第 82条
～106条で徒党は禁止されている。

17 17

兵卒の訴告は訴える対象が隊中一定の上官の場合、兵卒→伍長
→曹長→司令少尉、伍長を相手取るときは直接曹長へ、曹長を
相手取るときは伍長→司令大尉、伍長が曹長を相手取る場合
は、司令大尉へ、司令大尉を訴える場合は、曹長から中尉、大
隊司令官へ訴える。同輩同士の訴えはその直接の長官に出す。

江戸時代の支配頭経由の方法と同じ
で、命令系統に従って訴えを起こす。
なお「軍人訓誡」では兵卒からの訴え
の手続きのみが書かれている。

18 18

将校を相手取るときはまず「紹介推問」（人を介して問いただ
すこと）によって当人に理由を問いただす。相手が中隊長なら
その隊の中尉を介し、大隊長なら大尉を介し、連隊長なら中佐
を介し、というようにする。こうして連隊の大小の将校の「多
分」が紹介を辞した場合には、再び考えてからはじめて訴告の
法に従い、相手の直接の長官へ上申すること。訴えを決定した
場合には、その旨を相手に知らせ、それから訴えを起こすこと。

突然、訴えを起こすのではなく、「紹
介推問」を行い、それを断る者が過半
数だった場合には正式に訴えるという
やり方を推奨しており、できるだけ話
し合いで解決しようとする意図がみえ
る。

「軍人訓誡草稿」大久保利謙編『西周全集　第三巻』（宗高書房、1960年）、「軍人訓誡」由井正臣・藤原彰・吉田裕校注『日本近代思想大系
4　軍隊　兵士』（岩波書店、1989年）より作成。
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時代の武士が支配頭経由、命令系統に従って訴えを
起こしたのと同様である。不条理な命令に対して、
異議申し立ての権利を認めながらも、陸軍裁判所に
もちこまずに、できるだけ軍隊内部で平和裡に解決
するよう求めたと解釈できよう。

第3節　「軍人訓誡草稿」にみる政治と軍事の関係
　「軍人訓誡草稿」で検討すべき今ひとつの論点は、
政治と軍事の関係である。大久保利謙氏は「軍人訓
誡」の趣旨を、軍人の非政治性と軍人精神の独自性
の確立を意図したものとみており、松下芳男氏も、
軍人の服従の絶対なるべきこととともに、軍人が政
治に関与しないことを「軍人訓誡」の骨子にあげて
いる31。軍人が政治に関与しないことを、政治から
の軍隊の独立と解釈するか、政治に対する軍隊の脅
威を防ぐと解釈するかは、見解の分かれるところで
ある。
　軍人の政治関与について記した第 9条では、弁論
たくましく、時事に慷慨し、民権を主張するなどと
唱えて、本分ではないことを自認していながら書生
の狂態を演じてはならないと記されている。「自由」
「民権」の意味を取り違えて、勝手気ままに意見を
内外に表明してよい、政治を批判してよいと勘違い
していることへの警告である。現在の公務員や国会
議員に、その職にあるがゆえの制約が課されるのと
同じく、軍人にもそのような制約がある。第 2章第
2節で紹介した加藤弘之の指摘にあるように、軍人
が容易に政治に介入すると「鬼に金棒」になりかね
ない。
　ただし、朝政の是非を論じ官省の布告や規則を批
判する行動をとるのは、軍人の本分に反するとした
上で、「軍人ト雖トモ朝政ノ利害ニ於テ真ニ観ル所
アラハ、穏当ナル方法ニテ其意ヲ達スルコトモ難キ
ニ非ス」として、問題があれば「穏当な方法」で意
見を言うのはかまわないと書かれていることに注意
が必要である。軍隊秩序にしたがって建言し、自分
の所管ではない官憲に上申しないこと、新聞や雑誌
に匿名の意見を投書しないこと、これらの条件を満
たした意見表明を西周は認めていた。
　江戸時代には目安箱が設置され、意見を直接将軍
や藩主へ上申することが許される場合があったが、
その際、住所氏名を明記していないものは破棄され
た。また大名家の家臣が意見を上申するときには、
支配系統に沿って上申することになっていた。支配

違い、管轄違いへの上申は認められていない。その
意味では、ここに書かれた事柄はいずれも、近世の
武士社会にみられた考え方であり、当時の将校たち
にとって目新しいものではなかったと考えられるの
である。「軍人訓誡草稿」「軍人訓誡」は、服従の絶
対性を説いたものでもなければ、軍人の非政治性を
表現したものでもなかったのである。

おわりに

　西周は、明治 8（1875）年に発表した「人世三宝
説」で、人々の健康・知識・富をめぐる法的権利・
義務と倫理的道義を維持するのが、政府の役割であ
ると述べていた32。また、最大多数の最大幸福を実
現するためには、国家が独立を保ち、対外的に主権
国家として認められなければならないが、万国公法
の実際的効力には限界があり、権利のための闘争が
行われているのが現状であること、国家の独立維持
のためには、新たな政治権力機構と、それを支える
近代的軍隊による軍事力が不可欠であることも認識
していた。徴兵制による国防意識の喚起、軍隊が機
動性を発揮できるための命令服従を求めたゆえんで
ある。
　軍事と政治の両方にたずさわってきた近世の武士
は、近代的軍隊の創設による兵制の変化にともな
い、軍隊の階級原理による序列にもとづく命令系統
に従うよう求められた。「四民平等」によってかつ
ての身分制社会はくずされ、士族としての名誉は明
治 9年の廃刀令と金禄公債証書発行条例により、徹
底的な打撃を受けた。
　このような軍制と社会原理の大転換のもと、ヨー
ロッパの軍律を参照しつつ、それまで武士社会で培
われてきた法思想・軍事思想をもとに、近代軍隊の
軍人精神を模索したのが西周であった。明治前期の
近代軍隊を支える軍人精神は、近世の武士が求めら
れた礼秩序の遵守、暴力鎮圧の義務、文武両道の精
神、徳行の率先という思想の上に成り立ったもので
ある。西周は、将校養成を目的とした沼津兵学校の
追加掟書でも文武両道を定め、のちに東京師範学校
には道徳学をもうける提案をするなど、「上の徳が
下に及ぶ」という儒学的・近世的考え方の伝統を受
け継いでいた。上下の礼儀・秩序を重んじ、自らの
職分に忠節を尽くし、人間関係における信義を重視
し、誠心をもって国に報ずる。この考え方を幕末か
ら自身が体現し、また「兵家徳行」や「軍人訓誡草
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稿」に反映させたのが、西周だったのである。

注
⑴　西周の伝記として、清水多吉『西周─兵馬の権はいず
こにありや─』（ミネルヴァ書房、2010年）、松島弘『近
代日本哲学の祖・西周─生涯と思想』（文藝春秋、2014年）。

⑵　『幕末明治　人物研究文献目録』（日外アソシエーツ、
2010年）の「西周」の項目には、研究書と雑誌がリスト
アップされており、その専門は哲学、蘭学・洋学、思想、
文学、政治学、教育学など多岐にわたる。近年ではその
多様性を理解するため、島根県立大学西周研究会編『西
周と日本の近代』（ぺりかん社、2005年）や、『北東アジア』
第 14・15号合併号（島根県立大学北東アジア地域研究セ
ンター、2008年）など学際的な研究が試みられている。
⑶　哲学では小泉仰『西周と欧米思想との出会い』（三嶺書
房、1989年）、蓮沼啓介『西周に於ける哲学の成立：近代
日本における法哲学成立のためのエチュード』（神戸大学
研究双書刊行会、1987年）、小坂国継『明治哲学の研究：
西周と大西祝』（岩波書店、2013年）、桑木厳翼『日本哲
学の黎明期　西周の「百一新論」と明治の哲学界』（書肆
心水、2008年）など。政治思想では、菅原光『西周の政
治思想』（ぺりかん社、2009年）など。
⑷　樋口雄彦『沼津兵学校の研究』（吉川弘文館、2007年）、
奥野武志「「文武学校基本 規則書」における「学校教練」
構想」『早稲田大学大学院教育学研究科紀要別冊』第 15
号 -2（2008年）、藤岡一雄「陸軍幼年学校の研究─西周
教師を中心として─」『九州教育学会研究紀要』31巻
（2003年）など。なお西周の研究ではないが、広田照幸『陸
軍将校の教育社会史　立身出世と天皇制』（世織書房、
1997年）は、戦後日本の教育史学が、天皇制イデオロギー
教化の装置として学校をとらえてきたことを批判し、陸
軍将校の選抜と社会化について、陸軍士官学校や陸軍幼
年学校などの教育を分析している。
⑸　梅溪昇『増訂軍人勅諭成立史─天皇制国家観の成立
〈上〉』（青史出版、2008年）。
⑹　松下芳男『改訂明治軍制史論　上』（国書刊行会、1978
年）（松下芳男『明治軍制史論　上』（有斐閣、1956年）
の復刻版）は、軍事法制制定や陸軍建設の創業に尽くし
たにもかかわらず、西周の功績が認められていないのは、
彼が文官で政治的表舞台に出ず、公刊された著書・訳書
が少なかったためであると指摘している。また松下氏は、
「軍人訓誡」「軍人勅諭」の起草をもって、天皇制イデオ
ロギー的軍人精神の創始者とはみなしておらず、史学史
的観点からみて興味深い。
⑺　以下、西周の履歴については、清水多吉『西周─兵馬
の権はいずこにありや─』（ミネルヴァ書房、2010年）、
松島弘『近代日本哲学の祖・西周─生涯と思想』（文藝春
秋、2014年）を参照。

⑻　フィセリングの講義については、大久保健晴『近代日
本の政治構想とオランダ』（東京大学出版会、2010年）。
⑼　ちなみに旧主の亀井茲監は幕末の第一次、第二次幕長
戦争では長州と戦わず、慶応 4年 1月の鳥羽伏見の戦い
では新政府軍方についた。
⑽　川嶋保良『西周夫人升子の日記』（青蛙房、2001年）。
⑾　以下、海陸軍刑律については『法令全書　明治 5年』。
⑿　由井正臣・藤原彰・吉田裕校注『日本近代思想大系 4　

軍隊　兵士』（岩波書店、1989年）。
⒀　新政府は明治 3年、兵制を統一して海軍は英式、陸軍
は仏式としたが、和歌山藩では陸軍にプロシア式を採用
していた。ドイツ軍人ケッペンは歩兵の教練にあたり、
馬上から歩兵に鞭を浴びせかけ、この様子をみていた日
本人は、歩兵を人間とみなしていないと驚愕したらしい。
梅溪昇『前掲書』。

⒁　『法令全書　明治 4年』『法令全書　明治 5年』。なお明
治 15年 3月 9日に陸軍省達乙 16にて改正され、廃止に
なったのは昭和 9年 11月 30日である。

⒂　山室信一・中野目徹校注『明六雑誌（下）』（岩波書店、
2009年）101～108頁。
⒃　前掲『明六雑誌（下）』66~69頁。
⒄　清水多吉『前掲書』160～164頁。
⒅　菅原光『前掲書』。なお「兵家徳行」については、吉田
正岳「近代日本の軍人イデオロギーについて─西周「兵
家徳行」を読む─」『大阪学院大学通信』第 38巻 9号
（2007年）ほかの論考がある。
⒆　「兵家徳行」大久保利謙編『西周全集　第三巻』（宗高
書房、1960年）。なお横手通有責任編集『日本の名著 24　
西周　加藤弘之』（中央公論社、1984年）には「兵家徳行」
の現代語訳がある。

⒇　大久保利謙編『西周全集　第三巻』（宗高書房、1960年）
解説、「偕行社」『国史大辞典』。

21　陸軍は明治 15年 9月に軍法会議をおき 16年に陸軍治
罪法を、海軍は 17年 3月に海軍治罪法を制定し、翌月軍
法会議を設置した。

22　加藤弘之「武官の恭順」山室信一・中野目徹校注『明
六雑誌（上）』（岩波書店、1999年）247-248頁。
23　大山梓編『明治百年史叢書 16　山縣有朋意見書』（原書
房、1966年）66頁、『法令全書　明治 9年』。

24　落合弘樹『秩禄処分　明治維新と武士のリストラ』（中
央公論新社、1999年）。のち同名で講談社より 2015年に
復刊。

25　『法令全書　明治 10年』。
26　宮内庁『明治天皇紀　第四』（吉川弘文館、1970年）、
松下芳男『前掲書』。なお日本史籍協会編『明治天皇行幸
年表　続日本史籍協会叢書　第五期』（東京大学出版会、
1933年、1982年覆刻）には、明治天皇が 8月 15日と 22
日に吹上御苑で近衛兵の操練を天覧していたとみえるの
で、天覧の翌日に竹橋事件が起きたことになる。

27　将校の死者へ 200円、将校の負傷者へ 100円、下士の
負傷者へ 20円、兵卒の死者へ 20円、兵卒の負傷者へ 10
円。朝倉治彦編『近代史史料　陸軍省日誌　第六巻』（東
京堂出版、1988年）明治 11年第 28号。また陸軍裁判所
の糾問により、将校 13人、下士 46人、兵卒 335人、合
計 394人の処分が決定し、政府は西南戦争の賞典を一般
に行うこととした。前掲『明治天皇紀　第四』456~461頁。
28　前掲『明治天皇行幸年表　続日本史籍協会叢書　第五
期』。
29　明治 14年に字句を若干修正したが趣旨に変化はない。
30　以下、「軍人訓誡草稿」大久保利謙編『西周全集　第三
巻』、「軍人訓誡」前掲『近代日本思想大系 4　軍隊　兵士』。
31　大久保利謙編『西周全集　第三巻』解説、松下芳男『前
掲書』。
32　「人世三宝説」は『明六雑誌』38・39・40・42号にわたっ
て掲載された。
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【付記】　本研究は平成 26年度～28年度科学研究費補助金・
基盤研究（B）（代表者・谷口眞子）「軍事史的観点からみ
た 18～19世紀における名誉・忠誠・愛国心の比較研究」
（研究課題番号 26284089）の研究成果の一部である。
2017年 5月 21日に開催された、第 67回日本西洋史学会
大会の小シンポジウム 5「忠誠のゆくえ─近代移行期にお
ける軍事的エトスの比較史」で報告した内容の前半部分
に加筆したものである。


