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はじめに
　近代日本のナショナリズムが顧みられる際に必ず名前が挙がる人物の一人に志賀重昂（1863 年
～ 1927 年）がいる。確かに志賀は、1888 年に創刊された政教社の『日本人』誌上で、その実質
的な主筆として「国粋保存旨義」を鼓吹した。志賀は、気候や地形等の「囲外物の感化」と「千
年万年の習慣、視聴、経歴」によって形成される「Nationality」に「国粋」の訳語をあてたうえ
で、自分は「舌の在らん限り、筆の在らん限りは「国粋保存」の大義を極言極論して已まざらん
とする者なり」と高らかに宣明している（志賀 1928a）。同誌の第三号上でも、志賀は改めて「日
本前途の国是は「国粋保存旨義」に撰定せざるべからず」と訴えた。国粋主義という表現が爾後
に帯びるに至った意味を志賀の言説に読み込むのは妥当ではないが、若い時分の志賀が、文化や
伝統の固守という意味で国粋の保存を声高に唱えていたのは間違いない。
　早稲田大学等で長く地理学を講じていただけに、志賀を「地理学ナショナリスト」（浅羽 2004: 

96）と呼ぶ者もいる。逆に志賀が講壇上で説いた地理学のほうも、雑誌『日本人』時代の志賀像
に引きずられ、「国粋主義地理学」と形容されてきた 1。しかし、志賀の生涯において、国粋保存
旨義の鼓吹は前半生の一時期にとどまる。その前後にも視野をのばすと、志賀が国粋の保存とは
調和しない主張を展開していた様子がみえてくる。まず、最初の著作となった『南洋時事』（1887
年）では、志賀は、欧米諸国の「拓地植民政略」が激しくぶつかり合う南洋の実情を活写するに
とどまらず、その情景を敷衍して、「揮

ママ

〔渾〕円球上ニ跋扈シテ其威力ヲ逞フシ」（志賀 1887: 6）
ている欧米人に対して圧倒されている「黄人種」その他の有色人種は「劣等人種」であると評し
た。日本人が劣っているのであれば、その国粋を頑なに守る意義は何かと疑問が生じよう。
　国粋主義の提唱に一区切りがついたのちの志賀に注目すると、この疑問はさらに膨らむ。とい
うのも志賀は、晩年に至るまで日本人移民の送り出しに尽力したからである。そもそも志賀は、

『南洋時事』（1887 年）のなかでも、日本の人口が「歳毎ニ四拾余万」増えていると指摘したうえ
で、その傾向が続けば「此ノ蕞爾タル海島ヤ豈ニ克ク六千貳百万ノ蒼生ヲ衣食セシムルコトヲ得
ンヤ」と慨嘆していた（志賀 1887: 192）。晩年に自分の軌跡を顧みた志賀は、自身を「終始海外
各地に往来して、人口の捌口、貿易の新販路、汽船の新航路、新漁場の捜索等に聊か努力しつゝ
ある者」（志賀 1928b: 389）と表現した。しかし、日本人の海外移住が活発化すれば、みずから保
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1 近代日本の地理学史を著した竹内啓一も、「ナショナリズムと地理学」と題された章のなかで志賀の地
理学を論じている（Takeuchi 2000: 78-80）。



存を訴えた国粋は、混濁と消滅の危機にさらされる。また、一方で日本人は欧米人に劣ると指摘
しながら、他方で欧米人が幅を利かせている海外への移住を日本人にすすめるのは、自家撞着に
陥っている。
　端的にいえば、人種的な劣等感と国粋の保存、そして海外移住の奨励は、相互に脈絡を欠いて
いるのである。そこで本稿は、志賀が幾重にもねじれた思想遍歴をたどった背景と理由を問い、
三者間の先後関係や相互関係を明らかにする。志賀が思想史の研究対象からはずれて久しいが 2、
その間、やや意想外な方面から、志賀の思想形成を考えるうえで興味深い事実が指摘されてい
る。近代日本の登山史において、しばしば原点に位置づけられてきたのが、志賀の『日本風景論』

（1894 年）に「附録」として収められている「登山の気風を興作すべし」という小論であった。
しかし、実際には登山の経験に乏しい志賀が、いかにして具体的な提言に富んだ登山の手引きを
書きえたのかを問うた登山史の研究者が、志賀の小論がフランシス・ゴルトン（Francis Galton）

（1822 年～ 1911 年）の『旅行術』（The Art of Travel）3 を引き写していると突き止めたのである。
志賀は「登山の気風を興作すべし」のなかで一度もゴルトンの名前に言及していないものの、数
項目にわたって列挙された「登山中の注意」（志賀 1894: 150-56）は、自身の経験にもとづく「北
海道登山中の苦業、及び注意」の部分をのぞくと、すべてが『旅行術』の抜き書きにほかならな
い（黒岩 1979: 195-205、山本・上田 1997: 153）4。本稿は、ゴルトンの影響が登山術の習得を超
え、志賀の思想形成に深く作用していた可能性を検証する 5。
　以下、第 1 節は、志賀が 23 歳にして南洋への航海に出かけ、帰国後に政教社に加わって国粋主
義を説くに至った動機を探る。その考察からは、政教社が志賀に見いだした価値と、政教社が実
際に『日本人』誌上で志賀に与えた役割が一致していなかった可能性が浮かび上がる。つづく第
2 節は、志賀が、国粋保存旨義とも海外移住の提唱とも矛盾しかねない人種的な劣等感と知的に
格闘した様子を、志賀の主著として長く読み継がれてきた『日本風景論』（1894 年）に見いだす。
そして最後に、志賀を移民の奨励へと衝き動かした考えの源泉を探り、本稿は締めくくられる。
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2 志賀の思想が戦後に再発見された 1950 年代末以降、そのナショナリズムが「健全」であったのか否か
をめぐり、しばらく論争がつづいた（本山 1958、松田 1959、三輪 1968、岩井 1972）。

3 ゴルトン『旅行術』は、主に著者自身の南部アフリカ探検にもとづき、未開墾地を踏破するための実践
的な助言をまとめた探検の手引きである。同時代の評者によって「容易になった困難」（Hardships made 
easy）への改題をすすめられるなど、好評を博した同書は、1855 年から 1893 年にかけて 8 版を重ねた。
2000 年代に入ってからも、第 5 版が再版されている（Gillham 2001: 98-101）。なお、志賀は、後述のとおり、
同書の第 7 版を参照したとみられる。

4 なお、『日本風景論』の全体について付言すれば、ゴルトン以外にも、ラボック（John Lubbock）の（1834
年～ 1913 年）『自然の美と私たちが棲む世界の驚異』（The Beauties of Nature and Wonders of the World We 
Live in）（1892 年）やチェンバレン（Basil Hall Chamberlain）（1850 年～ 1935 年）およびメーソン（William 
B. Mason）（1853 年～ 1923 年）の『日本旅行の手引き』（Handbook for Travellers in Japan）（1891 年）か
らの引用があると指摘されている（山本・上田 1997: 149-153）。

5 本稿は、拙稿「越境移民と人種間対立―志賀重昂の「国際関係論」―」（葛谷彩・小川浩之・春名
展生編『国際関係の系譜学』晃洋書房、近刊予定）の記述と部分的に重複している。どちらも志賀の思
想形成に焦点をあて、しかも、後述するフランシス・ゴルトンの影響に注目しているため、ある程度の
重複は避けがたい。しかし、志賀がゴルトンから受けた影響が、これまで思想史の研究者によっては顧
みられていないなか、志賀が築いた独特の「国際関係論」を分析した『国際関係の系譜学』の一章とは
違い、志賀が「国粋保存旨義」の鼓吹で名声を博し、のちに海外移民の奨励に傾倒するに至った経緯を
たどるなかで改めてゴルトンの影響を明らかにする本稿には、別稿として発表するに足る学問的な意義
があると考えられる。



1．南洋航海と国粋保存
　志賀重昂が国粋保存旨義を唱えるに至った直接の理由は、雑誌『日本人』を創刊した政教社の
一員となったことであろう。政教社が結成された当時の日本政府は、欧米各国に領事裁判制の廃
止を受け入れさせるため、代わりに外国人に居住、旅行、土地所有等の自由を認める方針を示し
ていた。結局、この「内地雑居」は、1894 年に締結された日英通商航海条約の発効を受けて実現
するが、1880 年代の終盤から 1890 年代の前半にかけ、内地雑居に反対する運動の一翼を担った
組織が、杉浦重剛（1855 年～ 1924 年）の主導で立ち上げられた政教社であった（酒田 1978: 22）。
従来から政府の欧化政策を厳しく批判していた杉浦は、新聞『日本』の創刊にもかかわっている。
　それでは、なぜ志賀は政教社に加わったのであろうか。志賀も政教社の思想を共有していたと考
えるのが普通であろう。しかし、欧化政策や内地雑居については政教社とは見解が一致していな
くても、志賀には政教社に迎え入れられる理由があった。というのも、政教社の設立にあたって
中心的な役割を果たした杉浦には、欧化政策と内地雑居への反対以外にも抱いていた構想があっ
たからである。これまで十分に検討されていないが、それは海外移住の推進であった 6。あたか
も志賀が南洋への航海に出ていたころ、杉浦は、のちに政教社の同人となる福本誠（日南）（1857
年～ 1921 年）らの聴衆を前にして、被差別民の「永住居住ノ地」を「海ノ四外」に求める「新平
民回天談」を語っていた。
　杉浦がいうには、日本の被差別民が受けてきた迫害は、ヨーロッパ各地のユダヤ人差別も「太
ダ甚シキガ如クナラザルナリ」と感じさせるほど「悲惨ノ極」にあり（杉浦 1886: 9）、明治の新
時代に入って被差別民が「平民ノ列」に加えられたにもかかわらず、「律法ノ力ハ遂ニ以テ慣習ノ
力ヲ動カス能ハズ」、蔑視は「昔日ニ異ナルモノアラズ」継続していた（杉浦 1886: 12）。そこで
杉浦は、被差別民に「真誠ノ権利」「真誠ノ体面」を獲得させる方法として、その海外移住を主
張したのである（杉浦 1886: 16）。移住先として杉浦が提案した「南洋多島ノ濱」（杉浦 1886: 30）
は、「台湾ヲ距ル遠カラズ太平洋ノ西、印度洋ノ東、支那海ノ南、太洋洲ノ北、数多ノ島嶼相群レ
ル中ニ在」（杉浦 1886: 21）るという。地名の明言は避けられているものの、そこは「久ク欧西ノ
一国ノ領スル所」であり、その領有国は「昔日雄ヲ海上ニ称シ版図ヲ八表ニ開キシモ今日ニ至リ
テハ萎縮衰弱シテ此島ノ如キ東方ニ於テ僅ニ最後ノ記念トシテ保守スルニ過ギズ」と説明されて
いるため、スペイン統治下のフィリピンを指していたと考えられる（杉浦 1886: 22）7。
　南洋の実地を視察してきた志賀の経歴は、「南洋多島ノ濱」を被差別民の新天地として注目して
いた杉浦の目に留まったであろう。杉浦が、20 歳代前半の若輩者にすぎなかった志賀を政教社に
招き入れたのは、南洋に移民を送り出す際の助言者として期待していたからではなかろうか。こ
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6 内地雑居をめぐる論争を詳細に検討した塩出浩之は、田口卯吉（1855 年～ 1905 年）等、内地雑居に賛
成していた論者が国外への移民送出をも唱えていた一方、大井憲太郎（1843 年～ 1922 年）等、内地雑
居の早期実現に反対した論者は、北海道など日本が支配する地域内への移民・植民を推奨したと整理し
ている（塩出 2015: 110）。この図式に収まらないためであろうか、塩出は、志賀重昂等、政教社の議論
については深く追究していない。ただし、杉浦重剛は、「南洋多島ノ濱」に日本人移民の主導で「一国
ヲ建ツル」（杉浦 1886: 18）構想を語っているため、その「夢物語」をも日本が支配する地域内への移民・
植民と解釈しうるのかもしれない。

7  シドニー・ルは、杉浦が考えていた地域の特定を避けているが（Lu 2019: 81）、早瀬晋三は、実際にフィ
リピンにわたった菅沼貞風が杉浦の『樊噲物語』を参照していた事実に注目し、そこがフィリピンであっ
たと指摘する（早瀬 2012: 184）。



のように考えると、志賀が政教社の一員として『日本人』誌上で「国粋保存旨義」を唱道するに
至ったのは、それ以前に本人が抱懐していた思想の必然的な帰結ではなく、国粋の保存とは無関
係に赴いた南洋航海の副次的な帰結であったといえよう。そこで次に問われるのは、志賀を南洋
への航海に導いた動機である。
　本人の回想によると、志賀は、南洋へと向かう筑波号に乗船するにあたってダーウィンの『ビー
グル号航海記』を買い入れたという（志賀 1928c: 87）。しかし、それ以前から志賀は、探検への
意欲をみせていた。札幌農学校に通っていたころの志賀は、市来知や渡島など北海道内の各地を
訪れ、結局は実現しなかったものの、「「カムサツカ」に到らんとし発するに臨みて止む」（志賀 

1929: 31）とも日記に書き留めている。そして、そのような旺盛な探検欲をかき立て、壮大な探
検の企画にあたって参照されたと考えられている図書が、前述のゴルトン著『旅行術』である 8。
カムチャッカ半島への旅行が企画・断念された前年の 1883 年に『旅行術』の第 7 版が刊行されて
いるため、志賀は、それを入手して具体的に計画を練ったのではないかと考えられている。
　一般にゴルトンは、ダーウィンの従兄弟にして優生学の創始者として知られる。ダーウィン
が提起した進化の論理を人間に適用したゴルトンは、まず、1869 年に出版した『遺伝的天才』

（Hereditary Genius）のなかで、人間の知的能力と身体的特徴は遺伝によって継承されると主張し
た。そして、その認識にもとづき、人間の「血統を改良する科学」（Galton 1907: 17）を「優生学」

（eugenics）と名づけたのである。しかし、ゴルトンは、優生学を唱道し始める以前から、探検家・
地理学者として名声を博していた。大学を卒業して間もなく各地の旅行に出かけ始めたゴルトン
は、1850 年には英国王立地理学協会の支援を受け、欧州人として初めてナミビア北部の探検に挑
んだ。その功績をたたえられたゴルトンは、1853 年に協会の創立者金メダルを受賞している。そ
の豊富な経験にもとづく『旅行術』は、長期にわたって版を重ねつづけた。
　ダーウィンの『ビーグル号航海記』は、志賀が筑波号に持ち込むには打ってつけの書物であっ
た。年若い博物学者が一人で海軍の船に乗り込むという状況が、ダーウィンと志賀で共通してい
ただけではない。南洋の海域を周遊した筑波号の航路は、南米大陸を一周してガラパゴス諸島を
訪れたあと、ニュージーランドおよびオーストラリアへと向かったビーグル号の後半航路と一部
で重なっていた。それゆえ志賀は、自分がダーウィン「先生が当年の行程を追跡し得た」（志賀 

1911: 177）と誇れたのである。
　しかし、このように多分に志賀の共感を誘ったダーウィンの航海記についても、志賀はゴルトン
を介して知ったのかもしれない。書名は明記されていないものの、『旅行術』には「チャールズ・
ダーウィン」の名前が付された引用がある（Galton 1907: 117-18）。荷物の運搬に欠かせないラバ
の管理を容易にするため、その母代わりとなる動物を併せて飼育する必要性を説いた一節は、も
ともと『ビーグル号航海記』のなかにあった（Darwin 1952: 301-02）。十分な薪の確保が難しい場
合、捕獲した直後であっても動物の骨が燃料になるという意外な事実も（Darwin 1952: 189）、ダー
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8 登山に通暁した黒岩健は、カムチャッカ半島への旅行を具体的に計画するには、ガルトンの『旅行術』
が必需品であったのではないかと指摘する（黒岩 1979: 221）。なお、志賀本人は、『南洋時事』のなかで、

「峩爾徳斯彌斯氏」（Oliver Goldsmith）（1730 年～ 1774 年）のヨーロッパ放浪経験と諸作品を詳細に紹介
したうえで、その「人ト為リヲ欽慕シ、其詩篇ノ如キハコレヲ愛誦シテ措カズ」（志賀 1887: 107）とも
記しているが、ヨーロッパの諸都市を放浪する旅とカムチャッカ半島や南洋の探検とは質的に異なるた
め、ゴールドスミスへの憧憬が志賀を南洋の航海へと駆り立てたと論じるのは当を得ていない。



ウィンの経験談として『旅行術』のなかで紹介されている（Galton 1907: 20）。ほかにも、亀の心
膜に溜められた水を飲み水に利用する乾燥地域の逸話が、やはりダーウィンの見聞に由来する。
　ここまで本節の記述は、志賀を「国粋保存旨義」の主唱者に押し上げた偶然的な要因に注目し
てきた。たとえ国粋の保存には何ら関心をいだいていなかったとしても、志賀には、政教社の結
成を主導した杉浦重剛に注目される理由があったのである。政教社に加わる前の志賀には『南洋
時事』以外に著作はなかったが、志賀を南洋への航海へと向かわせたのは、日本の国粋に魅了さ
れた末の衝動などではなく、ゴルトンの著書によって喚起された探検欲であった。とはいえ、志
賀が航海記に書き留めた南洋の実情と、政教社が訴えた内地雑居への反対との間には、論理的な
連続性も見いだせる。というのも、志賀の『南洋時事』（1887 年）は、異人種の人々が平和裏に
共生する困難を描いていたからである。
　そもそも志賀が最初に立ち寄った「克
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嶋」では、欧米人の船舶が来訪するようになって以
来、島に住む「土人ノ減少」（志賀 1887: 7）が起きていた。志賀が考えるには、北海道に「日本
人」が流入してから「蝦夷土人」の人口が減った例が示すとおり、一般に「劣等人種」と「優等
人種」が混住すると、さまざまな場面で競争に敗れる「劣等人種」が生活の糧を奪われ、ついに
は人口減少に至る（志賀 1887: 8-9）。欧米人と先住民の間で活発な交流がみられなかったクサイ島
については、外国の船舶によって持ち込まれた疫病が人口減少を引き起こしていると志賀は推測
した。このような仮説を導き出すにあたって志賀が手がかりとしたのは、ダーウィンの『ビーグ
ル号航海記』であった（志賀 1887: 11）。ダーウィンも、オーストラリアに上陸した際に先住民の
少なさに驚き、その原因を欧米人が持ち込んだ病原菌に対する抵抗力の欠如に見いだした（Darwin 

1906: 419-20）。南洋の視察をとおして志賀が得た結論は、「白哲
ママ

〔皙〕人種」を優等人種」に据
え、「黄、黒、銅色、馬来ノ諸人種」を「劣等人種」（志賀 1887: 6）と位置づける単純明快な人種
間の序列であった。
　このような異人種の共生をめぐる南洋の教訓は、内地雑居に対する示唆に富む。実際にも志賀
は、住民の多数が「我同胞ノ大和人種」から「日本国裡ニ散在スル「チュートニック」民族ニ「ラ
テン」民族ニ「スラヴォニック」民族ニ」入れ替わっている「明治八十年」の日本を『南洋時事』
の跋文に描いている（志賀 1887: 自跋 6）。しかし、その後、国粋の保存と海外への移住を説くよ
うになった志賀は、もはや「劣等人種」の悲哀を語ってはいない。
　
2．国粋主義と海外移民論の思想的基盤
　政教社の一員として『日本人』誌上で国粋の保存を鼓吹し、のちには殖民協会等の設立にかか
わって日本人移民の送り出しを提唱するに至った志賀重昂にとって、欧米の「白皙人種」が「跋
扈シテ其威力ヲ逞フ」する一方で「黄人種、黒人種、銅色人種、馬来人種ハ各コレガ鼻息ヲ窺ヒ
其一事一行ニ震慴セザルハ無シ」という南洋の描写は（志賀 1887: 6）、いわば両刃の剣であった。
　一方で「劣等人種」としての日本人観は、内地雑居に反対する有力な論拠になりえた。その可
能性を示す具体例が、のちにキリスト教に激烈な批判を加えた井上哲次郎（1856 年～ 1944 年）の
議論である。内地雑居への反対を一冊の著書にまとめた井上は、内地雑居が許されれば「日本全
国の人老幼貧富の別なく、上下貴賤に論なく、尽く直に欧米人と競争するの途に上らざるを得」
ないが、「日本人は智識に於ても、金力に於ても、体格に於ても、其他百般の事に於ても、多くは
西洋人に劣る事なれば、競争上常に敗を取るは、必然の勢にて遂に予想の外の結果を来たす事と
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なるべし」と警鐘を鳴らした（井上 1889: 10-11）。井上は、かつてベルツ（Erwin von Bälz）が実
施した身体測定の記録を引用し、日本人の体格は「恰も劣等人種に於けるが如く、自から婦人小
児の骨格に類似せり」（井上 1889: 13）と言い放っている。志賀とは参照した図書が違うものの、
井上も、ダーウィンが注目したハワイの人口減少を引き合いに出した（井上 1889: 31-35）。井上
が「内地雑居は大に日本人に害あり」（井上 1889: 4）と結論づけるにあたり、人種的な劣等感が
前面に押し出されたのである。
　しかし、他方で、日本人が人種として欧米人に劣っていると考えると、その国粋を保存する意
義が見いだしにくくなる。むしろ積極的に「人種改良」を企てたほうが「国権拡張」には望まし
いとも考えられるからである。内地雑居の是非をめぐる論争が本格化する前、井上馨外務卿の欧
化政策が物議を醸していたころ、時事新報の記者であった高橋義雄（1861 年～ 1937 年）が『日
本人種改良論』（1884 年）を出版した。福沢諭吉が序文に「国権拡張ハ迂老ガ畢生ノ目的ナリ」
と記した同書のなかで、高橋が提唱したのは「雑婚」であった。人種間の関係は「優存劣滅ノ大
法」に支配されているため、日本も「其大法ニ順応シテ後世子孫ノ計ヲ為ス」必要に迫られてい
たが（高橋 1884: 28-29）、井上哲次郎と同様にベルツの身体測定記録などを参照した高橋は、「身
長、体重、頭顱等有形ノ部分ニ就テ比較スレバ日本人種能ク西洋人ノ右ニ出ツルコトヲ得ズ」（高
橋 1884: 103）と結論づけた。そこで高橋は、ひとつの選択肢として「一国ノ公ノ為メ一身ノ私ノ
為メ能力遺伝ヲ目的トト

ママ

シテ颯々ト良縁ヲ求メ颯々ト雑婚スルモ敢テ不可ヲ見ザルカ如シ」（高橋 

1884: 104）と大胆に提起したのである。人種的な劣等感は、志賀が『日本人』誌上で説いた国粋
の保存とは、真っ向から反する政策に根拠を与える可能性があった。
　また、南洋の舞台で人種的に劣る「黄人種」が「白皙人種」の「鼻息ヲ窺ヒ其一事一行ニ震慴」
している『南洋時事』（1887 年）の描写は、日本人に南洋への移住を推奨するにあたっては逆効
果にしかならなかったであろう。志賀は、外相を退任したばかりの榎本武揚が 1893 年に立ち上げ
た殖民協会に加わり、杉浦重剛や同じ政教社の一員であった三宅雄二郎（雪嶺）らとともに評議
員を務めている（角山 1986: 168）。このような背景をかんがみると、志賀には、自著『南洋時事』
の記述を部分的に翻し、欧米人に対する人種的な劣等感を払拭する実践的な動機があったと考え
られる。自説の修正は、自分では以前に気づいていなかった自身の矛盾を解消するためにも必要
であった。というのも、南洋の舞台で劣位に立つ「黄人種」の窮状を活写した『南洋時事』のな
かでも、志賀は、5 ページにわたって 4 点の根拠を挙げ（志賀 1887: 187-191）、新聞紙上の不評に
もかかわらず、ハワイに向けた移民の送り出しをつづける意義を力説していたからである。
　志賀が『南洋時事』のなかで提示した人種間の関係を撤回する必要性に迫られていたという事
情を念頭におき、殖民協会の発足後に志賀が上梓した『日本風景論』（1894 年）を再読すると、
これまでは看過されてきた細部にひそむ重要性が浮かび上がってくる。同書には、志賀が『日本
人』誌上で鼓吹していた「国粋保存旨義」を補完する材料の提供にはとどまらない目的が込めら
れていたのかもしれない。
　志賀の「国粋」概念と『日本風景論』の間に連続性があるのは間違いない。そもそも志賀が考
えるには、既述のとおり、「日本の海島を環繞せる天文、地文、風土、気象、寒温、燥湿、地質、
水陸の配置、山系、河系、動物、植物、景色等の万般なる囲外物の感化」（志賀 1928a: 2）は、国
粋の醸成にとって不可欠の要素であった。したがって、日本の風景が日本人の思考や気質に及ぼ
す影響を考察した箇所が『日本風景論』に見いだせるのは不思議ではない。そのような記述は、
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日本中に多様かつ豊富に生い茂る松柏科植物に関する一節のなかに見いだせる。しかし、人格や
能力の風景決定論に比較の視点が持ち込まれ、結論として日本人の欧米人に対する優位が導き出
されている点は、本節の主旨に照らして注目に値しよう。
　志賀が主張するには、松柏科の樹木は「日本国中到る処に存在する」だけに「日本国民の気象
を涵養するに足るもの」（志賀 1894: 13）であるが、ノルマン人やロシア人など海外の事例から類
推すると、松林のもとで育つ人々には「豪健硬勁なる性情」が涵養されやすい。ウィリアム・テ
ルをはじめ、とりわけ「不羈独立を酷愛する民人」を多く輩出したスイスにも、「蒼建高聳なる
松林」に覆われた地域がある（志賀 1894: 15）。松柏の樹木は、たとえ少量の土に根差し、天高く
幹を伸ばせなくても、その「豪気」ゆえに「竟に屈せず、断岸絶墾石面稜層の上と雖も猶ほ且つ
根を硬着し、幹や、枝や、葉や、四時能く風、雨、霜、氷、雪に禦敵し、他の生平艶を競ひ媚を
呈せる軟弱の植物は枯死し盡くすも、独り堅執して生存」する一方、人に伐採されるや「些の未
練を遺すなくして昂然斃るゝ所」となる（志賀 1894: 14）。ヨーロッパの国々と比べても、日本こ
そ「松柏科植物に富むこと実に全世界中第一」であり、このような松柏の特徴が「日本人の性情
中の一標準」を形成するようになったと志賀はいう（志賀 1894: 14）。
　ここで志賀は、地理的な条件が人間の性格や能力を規定するという考え方に依拠して、自分自
身が『南洋時事』のなかで提示した人種間の優劣関係を覆したかったのではなかろうか。松林に
覆われたロシアやスイスと日本を比べるにとどまらず、ほかのヨーロッパ諸国にまで視野を広げ、

「何ぞ漫に英吉利人をして其の檞、蘇格蘭人をして其の山毛欅、仏蘭西人をして其の落葉松、伊太
利人、西班牙人をして其の橄欖を誇揚せしめんや」（志賀 1894: 15）と日本の優位性を主張するあ
たりに、この意図が明確に見て取れる。
　既述のように『日本風景論』にはゴルトンの『旅行術』を引き写した記述があるが、志賀が典
拠を明示せず、ゴルトンの名前を伏せた背景にも、自分が南洋を舞台に描いた人種間の序列を覆
したい意思が作用していたのかもしれない。探検から身をひいたのち、優生学の確立と普及に努
めていたゴルトンは、自国民の遺伝的な「改良」に特別の関心を払いつつ、人種間の優劣につい
ては、ヨーロッパで流布していた偏見を共有していたとみられる。たとえばゴルトンは、深い思
慮もなく「黒人のなかには十分な知能が備わっていない（half-witted）と評すべき人が大変に多
い」（Galton 1892: 339）とつづっている。アジアの「黄色人種」については、いずれアフリカの
一部から「粗野で怠惰な黒人」を追い出す勢力になるのではないかと展望するにとどめ（Galton 

1907: 206）、欧米人との比較には論及していないが、それゆえにゴルトンが「黄色人種」に「白
色人種」と並ぶ評価を与えていたとは考えるのは早計であろう。というのも、ゴルトンは、「歴史
上に記録が残っているなかで、もっとも有能な人種は、疑いなく古代ギリシャ人である」（Galton 

1892: 340）と断じていたからである。
　どこまで丹念にゴルトンの優生学を追っていたのかは分からないが、志賀は、少なくともゴル
トンの優生学と、ゴルトンが「氏と育ち」（nature and nurture）をめぐってスイス人植物学者ド・カ
ンドール（Alphonse de Candolle）（1806 年～ 1893 年）と繰り広げた論争とを知っていたと考えら
れる 9。南洋周遊中、シドニーに寄港した際に地元の新聞『エコー』紙に日本を紹介する記事の寄
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9 ゴルトンは、ド・カンドールとの文通においては、ド・カンドールが中国人と日本人は「少しもヨーロッ
パの科学とは張り合えない」と書いたのを受け、「私たちは人種については同じ意見を共有している」
と応じていた（Gillham 2001: 190）。



稿を求められた志賀は、加藤弘之（1836 年～ 1916 年）が『東洋学芸雑誌』上で提起した「人為
淘汰」10（加藤 1884）の是非をめぐる公開質問に言及しているからである（福井 1992: 83）11。加
藤の問題提起を受けて始まった論争のなかでは、ド・カンドールが引用されている（一寒生 1884: 

186）。
　国粋の保存と海外への移住とを提唱するにあたり、志賀は、日本人が人種的に欧米人に劣ると
いう考えを人々の脳裏から消し去る必要性を感じたであろう。その結果が、一方では日本人の優
位を説いた『日本風景論』の地理決定論となり、他方では同じ『日本風景論』の「ゴルトン隠し」
につながったのではなかろうか。政教社の政治的使命を引き受けた志賀にとって、一般に流布し
ていた人種間の優劣認識を共有しつつ、「氏」の「育ち」に対する優越を主張するゴルトンの優生
学は、読者の目から遠ざけなければならない危うい思想と認識されたはずである。
　
おわりに
　単純化を恐れず、本論に即して志賀重昂の思想遍歴にみられるねじれを簡潔に整理すると、大
要次のような叙述になろう。国粋主義者・志賀が誕生したのは、探検家ゴルトンに憧れて南洋航
海に出た志賀の知見と経験が、政府の欧化主義を批判する一方で南洋に向けた移民の送出を唱え
ていた杉浦重剛に評価されたという偶発的な要因が働いた帰結と考えられる。しかし、必ずしも
予定していなかった国粋の保存を鼓吹し始めると、志賀は、みずから『南洋時事』（1887 年）の
なかで明確に描いた人種間の序列を撤回したい思いに駆られたであろう。同じころに本格化した
海外移住の奨励にとっても、日本人は人種的に欧米人に劣るという認識は障害となったはずであ
る。日本各地に生い茂る松柏が、ヨーロッパの人々にもまさる豪気にみちた国民性を醸成すると
主張した『日本風景論』（1894 年）の記述には、自分が過去に示した人種観を覆す意図が見いだ
せる。
　しかし、移民の送り出しと国粋の保存が、少なくとも長期的には実態として矛盾してくる可能
性については、志賀自身が気に留めていた様子はない。この矛盾は、内地雑居への反対と海外移
住の推進とを並べると、より顕著に見えてくる 12。日本人の海外移住が活発化すれば、結局は海
外で雑居がすすむからである。ただし、志賀には、この矛盾を深く省みる必要がなかったともい
えよう。領事裁判権の撤廃と引き換えに内地雑居を認めた日英通商航海条約が 1894 年に締結さ
れ、内地雑居の是非をめぐる論争は現実の動向によって決着をみたのである。その後、志賀の言
論活動において国粋主義は後景に退き、海外移住の奨励が前面に浮上する。
　そこで、本稿の最後に問われるのは、志賀が、日本は積極的に海外に移民を送り出さなければ
ならないと考えるに至った理由である。のちの志賀は、自著の表紙に「国土は狭小／人口は激増
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10 加藤が『東洋学芸雑誌』上で提起した二つの問いは次のとおりである。第一に、古代ギリシャのスパル
タと北米先住民の間には「体質羸弱ナル歟若クハ体格不具ナル生児」を産後すぐに殺害する「人為淘
汰」の風習があったが、それは社会にとって有益であったのか否か。そして第二に、医学の進歩によっ
て病弱な者が生き延びる「人為淘汰」は、はたして社会に有害な結果をもたらしているのか否か（加藤 
1884: 269）。

11 志賀が『エコー』紙に寄稿した記事の全文は、福井（1992）の文末に付録として掲載されている。
12 それゆえに塩出浩之は、既述のとおり、内地雑居の賛成論者が国外への移民送出にも賛同していた一方、

内地雑居の反対論者は日本の支配地域内への移民・植民を推奨したと整理したのであろう（塩出 2015: 
110）。



／日本人は到底如何すれば衣食し得べきや」（志賀 1918）とつづるなど、日本の人口が国土の大き
さに比べて多すぎるという認識にもとづき、移民の必要性を訴えている。しかし、志賀が、ハワ
イに移民を送る必要性を力説した『南洋時事』の執筆当時は、日本が江戸時代の長期にわたる人
口停滞を脱し、近代的な人口統計が端緒についたばかりの時期であった 13。日本の人口規模、あ
るいは増加の速度を過剰と評するには具体的な根拠が乏しかった。
　実際にも志賀は、すでに 1880 年代後半の時点で日本の人口が過剰の水準に達していると考えて
いたわけではない。確かに志賀は、年に「四拾余万」人の増加に「利息算術ノ重利法」的な加速
度がつけば、いずれ国土の不足を感じる「無慮六千貳百万」の規模に達すると予測していた。た
だし、それは「今ヨリ五十年」も先の日本であった（志賀 1887: 192）。とはいえ、同時代の日本
でも、「人口多クシテ事業少ク、随テ下等社会ガ其職業ヲ得ルニ困ム」状況にあると志賀は主張
した（志賀 1887: 187）。したがって志賀は、とりわけ「下等人民」の海外移住を望んだのである。
なぜ志賀は、貧民の移出が「下等社会」の解消につながると考えたのであろうか。
　そもそも志賀は、このような「下等社会」の苦境こそ、ヨーロッパの人々が南洋にまで押しか
けている原因であるとみていた。志賀がいうには、ヨーロッパでは人口の増加に見合う「事業」
の拡張がすすまなかったため、政府が「無産ノ生民」を「救済スルノ法」として「土壌広ク且空
地多キ新邦土ニ移住セシムル」政策を追求するに至ったのである（志賀 1887: 83-86）。このよう
な理解を志賀が何から学んだのかは分からないが、じつはゴルトンも、何の疑いもなく「ヨー
ロッパの溢れ者」が「地球上の余った場所」を埋め尽くしつつあると自著に書いていた（Galton 

1907: 207）。このような見方は、当時のヨーロッパで広く流布していたと考えられる。20 世紀初
頭に『帝国主義論』（Imperialism: A Study）（1902 年）を著したジョン・ホブソン（John A. Hobson）

（1858 年～ 1940 年）は、同時代に横行していた詭弁として「人口の捌け口としての帝国主義」を
批判していた。
　当時の日本でも、既出の杉浦以外に貧困者の「輸出」を主張していた者がいた。たとえば、福
沢諭吉である。かつて貴賤貧富の差は学問の有無に帰せられると喝破して人々の向学心を煽った
責任を感じたからか、学問を修めながらも貧困に陥る若者の存在を前にして、日本の「殖産の進
歩は教育に伴ふこと能はず」と情勢を診断した福沢は、「学者にして真に学芸の頼む可きものを
抱き、有志者にして真に雄飛の志あらん者」は「富貴内に求む可らざれば去て海外の地に行く可
し」と説いたのである（福沢 1960: 97-100）。
　個人的な事情も加わって再考を迫られた欧米人優位の人種観とは違い、移民の送り出しによっ
て国内の貧困を軽減するという発想のほうは、このような時流にも乗り、その後も強まりこそす
れ、最後まで妥当性を省みられる機会を得なかった。
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Shigetaka Shiga is one of the most frequently cited intellectuals in the history of Japanese 
nationalism. As one of the editors of the magazine Nihonjin in the mid-Meiji period, he advocated 
the preservation of “nationality” (kokusui) in opposition to the government which was promoting 
Westernization (ōka) eagerly and preparing for the mixed residence outside the foreign settlements 
(naichi zakkyo).

However, a careful examination of his writings before and after the period of nationalist 
advocacy reveals contradictions in his thought. In his first book which brought him fame, Shiga 
depicted the inferiority of the Asian races to the “white people” observed in the “Southern Ocean” 
(nan’yō). And from the 1890s on, Shiga turned into a zealous advocate of emigration. Not only is 
emigration apparently detrimental to the preservation of nationality, it is a policy recommendation 
antithetical to his own perception that the Japanese are racially inferior to the Europeans and 
Americans. 

This paper seeks to explain why these twists occurred in Shiga’s thought by delving into his 
readings and writings in his intellectual formation period with a particualr focus on the influence of 
Western ideas on him.
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