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漁る

陽羅

義光

漁る、 とい っても いろん な漁り があ る 。
人口に 膾炙 した漁 りは、 女漁 りだろ う が、ここ では そうい う難解 な問
題は扱わ ない 。
トルス トイ の言葉 から始 める。
【私は近 頃、 日本に 関する 書籍 を二三 度 読みまし たが 、日本 がしき りに
欧米文化 の粕 を漁っ ている のを 知って 、 あまりい い気 分がし ない。 古い
古い二千 年の 歴史あ る日本 の文 明をふ り すてて欧 米の 文明を 取り入 れよ
うとする のは 、その 取捨に よほど 注意 を 要します 】
ここで トル ストイ が言っ てい る「近 頃 」とは、 日本 では明 治時代 初期
の話だ。
文 明 開 化の 時代だ ったの だか ら仕方 な いではな いか 、と云 う者が いた
なら（お そら く膨大 な数い るだ ろうが ） 世界は必 ず進 化進歩 発展し 続け
るという 確信 を抱い たオプ チミス トだ 。
トルス トイ がペシ ミスト だと いう話 は 別問題だ ろう が、ト ルスト イの
生きるロ シア とも比 較して 考えな がら の 発言であ った ろう。
幕末か ら明 治維新 と続い た日 本の歴 史 の流れの なか で、加 えて「 富国
強兵」を国家 の使命 とした（せ ざるを 得 なかった ）以 上、
「欧 米文化 の粕
を漁る」 のは 当然の 成り行 きであ った か に思われ る。
従って トル ストイ が「欧 米文 化の粕 を 漁る」の を批 判す る なら、 明治
国家その もの 存在を 批判す るべき だっ た のだろう 。
『明治 とい う国家 』の司 馬遼 太郎に 限 らず、明 治と いう時 代を敬 慕す
る文化人 や政 治家が 多いけ れども 、
「欧米 文化の粕 を漁 る」しかな かった
国家のど こを 敬慕し ている のか疑 わし い 。
たしか に明 治の人 間は至 極大 変で、 明 治の偉人 たち はみな 革新家 だっ
たと云っ ても よい。
政治の 革新 、法制 の革新 、文 化の革 新 、教育の 革新 、風俗 の革新 、芸
術の革新 、日 常の革 新。
けれど もこ こで、 いささ か時 間を作 っ て考えに 耽ら なけれ ばなら ない
のは、果 たし て「革 新」が 国家 や社会 や 人間にと っ て 、素晴 らしい こと

幸福なこ とで 有るや 否やと いう問 題で あ る。
はてさ て。
ほんの 一例 だが、幕 末に おいて 、
「 天誅 」という 名目で テロを やり 続け
た（いわ ば「 革新」 である ）勤 王の志 士 と、その テロ リスト 達を抹 殺し
ようとし た（ いわば 「保守 」で ある） 新 撰組と、 その 両者の 関係は 何度
も検討す べき 課題で あると 思われ る。
昨今は ます ます複 雑怪奇 、奇 妙奇天 烈 、笑止 千万で 、
「 保守 」政党 であ
るはずの 自民 党が、憲 法改正 という「 革新 」を盛んに やろ うとし ている 。
いやは や。

