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「会津・少年白虎隊の悲劇 
－伝統と教育の関係を考える」 

神戸学院大学名誉教授                               
谷口弘行  

 
なぜこのテーマか？ 

以下は、5 月の勉強会での話を、そのレジ

メをもとに文章にしたものである。なぜこの

ようなテーマを選んだのかを、はじめに説明

しておきたい。 

大学の医療関係の学部の 1 年生に、半年間

「いのち」の問題を講義する機会があった。

医学部をはじめ広く医療従事者を養成する学

部では、死生観に関する講義科目を設けるこ

とが近年推奨されてきた。彼らも将来の職業

上、「いのち」の問題に関心が高い。 

人の生死を考えるいわゆる死生観(生死観

ともいう)については、まとまった研究や学問

体系はまだない。どの分野からでも、アプロ

ーチできる問題である。具体的な事例や歴史

的事実をめぐって考えていく段階にあり、理

論化のレベルにはない。戦争、愛国心、民族

の問題等を考えるときにも、この生死に対す

る考え方の議論を抜きには出来ない。 

このテーマの話は、上述の教室での学生と

の対話形式の講義の中で得られたことや、考

えたことがきっかけになっている。 

  

「いのち」を考える。 

 いのちとは何かを考える際、「生きる」と「死

ぬ」の両側から見ることが出来る。いのちを

失うという側面からの考察は、いのちの極限

を知るために、より大切な問題を提供してく

れると考えた。 

 ここでは、自然死ではなく、強要や強制さ

れた死を取り上げた。「なぜ人を殺してはいけ

ないのか」に次いで、自殺が問題になった。

特に教育の場での自殺を取り扱った。 

教室でのいじめからの自殺や、スポーツコ

ーチや顧問の体罰に起因する自殺である。こ

れに対しては、指導死とか犠牲死という奇妙

な呼称が与えられている。近年問題になった

高校でのスポーツ顧問の体罰は、もはや教育

や指導とは思えない。際限のない暴力である。 

暴力で相手の自由を奪い、相手を指導者の

自由にするのは、動物の調教である。相手の

思考を奪う。一種の洗脳である。もっとも、

動物園の飼育係の方からは、動物でも暴力で

調教はしないと反論があった。 

今一つの死に方に、自殺とは少し意味の異

なる自決がある。旧い言葉で、自刃(じじん)

とも言う。信念に基づき、自らのいのちを絶

つ。道義や大義に基づき、進んで自らの死を

自らが遂行する。この背景には、広義の教育

があるはずである。教育と洗脳は、どう違う

のか。 

そこで出てきたのが、歴史的な事例である。

現代の若者にとっても、忠臣蔵と白虎隊の歴

史悲話は感動を呼び起こす双璧であるようだ。

「いのち」をすてることの感動である。そこ

で、白虎隊の少年たちと、彼らを支えた会津

藩の教えの話から考えてみようということに

なった。 

 

「ならぬことはならぬものです」 

 会津藩の白虎隊は、16～17 歳の少年 20 人

で編成されていた。彼らは、1867 年(慶応 4
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年)から 1868 年(明治元年)の薩長軍との戦い、

いわゆる会津戦争に参戦した。会津軍は敗北

を重ねその退却中、自分たちの鶴ヶ城(現在の

若松城)の天守閣が燃えるのを見て、「城は陥

落したが今は主君のために殉じよう」と全員

が刀で自決をした。１人は生き残ったが、19

人が死んだ。会津少年白虎隊の悲劇として、

語り継がれている歴史である。 

 会津藩で藩士の子弟たちを教育する組織を、

什(じゅう)と呼んだ。什とはもともと、昔の

武士の編成の単位をいう。白虎隊の少年たち

がより所とし、また彼らを支えたのがこの什

の掟(おきて)であった。 

「１．年長者の言うことに背いてはなりま

せぬ。２．年長者には御辞儀をしなければな

りませぬ。３．虚言を言うことはなりませぬ。

４．卑怯なふるまいをしてはなりませぬ。５．

弱いものをいじめてはなりませぬ。６．戸外

で物を食べてはなりませぬ。７．戸外で婦人

と言葉を交えてはなりませぬ。ならぬことは

ならぬものです。」 

これら掟は、全てが「べき」を基調とする

行為の強制と禁止である。毎朝それを唱える

ことから、什での勉強が始まった。 

白虎隊少年たちが考える道徳や道義、さら

には主君への忠義が、什での教育とどのよう

に関係しているか。実証できるものではない

が、彼らを取り巻き強い影響を与えた環境と

して捉えることはできる。 

什の掟として具体的に述べられている中の

多くは、現在でも遵守すべきものであろう。

しかし「ならぬことはならぬものです」とい

う掟を総括する言葉は、道義や忠義の世界で

は疑いをもつことが出来ない、あるいはそれ

が許されないという意味であると、推測でき

る。彼らの矜持や生き方の基礎をつくったこ

とは想像に難くない。 

 

思考停止か？ 

 １世紀半の時代を飛び越えた現代の同世代

の若者は、白虎隊の少年の自決をどう見てい

るか。先に述べた大学での講義の出席者は、

主に 18歳の若者たちである。 

 小ペーパーに彼らが書いた意見から一部を

紹介したい。それぞれ異なる三つの代表的な

意見を選んでみた。 

A 君「大義のために若者が死ぬのは、美し

いとされていたけれど、本当にそう思ってい

たのかなと疑問に思っています。思考停止状

態で一生を終えるのは、私は嫌です」 

B さん「白虎隊について、無知、思考停止

という発言がありましたが、あの時代の若者

も『ならぬものはなりませぬ』という教えを

うのみにしたのではなく、それぞれが自分の

国のため未来を真剣に考え選んだ道だったと

思います。それをいまの道徳的考えに当ては

め、単純に非難するのは軽卒ではないでしょ

うか」 

C さん「白虎隊の映画を、昔見たことがあ

ります。本当に信じられませんでした。あん

なに若いのに自ら命を絶つなんて。そう教え

られていた時代だから、そう生きるしかなか

ったのかと。彼らにとってはそれで満足なの

かもしれませんが、私としてはかわいそうで

す。もっと自分の人生を自分らしく自分なり

に生きるべきです」 

過去の道徳や道義は、その時代背景の中で

存在し意味をもつ。その範疇の中で、理解す

べきものであるという考えがある。そしてそ

の時代に特有なものに思えるものでも、時代

を越えて存在する人間の普遍的な道徳や道義

につながると考える。B さんの意見は、これ

に入る。 

他方、過去の道徳や道義は、常に新しい時

代の価値や基準で判断されなければならない。

それによって、われわれは時代を越えた普遍

的な価値へ、少しずつ近づいていくものであ

るという考えがある。A 君や C さんの意見で

ある。 

それぞれの時代の道徳や道義が、必ずしも
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時代を越えた絶対的な意味をもつとは限らな

い。今から考えれば、もっといい生き方があ

るはずだという見方である。とくに C さんの

意見にもある視点である。 

 

会津の悲劇とは？ 

 会津藩と白虎隊の話に戻りたい。幕府・佐

幕派(佐幕：幕府を補佐する意味)(旧幕府軍)

と、薩長両藩を中心とする倒幕派(新政府軍)

との戦いは、幕末の日本最後で最大の内戦で

あった。1867 年から 1868 年(明治元年)の、

幕府政治の終焉と明治政府の樹立という時代

の大きな流れの中で、起こった武力闘争であ

った。 

鳥羽伏見の戦いや戊辰戦争と、歴史上で呼

称されている（戊辰：ぼしん：干支・えとの組

み合わせからきたもの。その戊辰元年に起こった

戦いの意味）その一つの局面が、会津戦争であ

った。 

 この内戦で会津藩は旧幕府軍として、最後

まで抵抗しそして敗れた。会津は幕府体制下

では、幕府を支える有力な藩であった。朝廷

の所在地京都の守護職として、重要な役割を

果たしてきた。会津藩の農民が疲弊するほど

の増税を取り立て、京都守護職に多額の出費

をしてきた。 

 時代は、尊王攘夷の風潮と思想のもとで大

きな変化が起ころうとしていた。反幕府の薩

摩・長州両藩が朝廷とつながり、新しい体制

を造るための官軍と見なされるようになった。

幕府は逆に、朝敵と見なされた。それを支え

てきた会津藩は、賊軍となり、「幕府の番犬」

とまで言われに至った。 

 江戸では幕府の無血開城で戦闘が終わり、

薩長軍の次の攻撃目標は、佐幕派の代表的な

会津になった。戦闘は残酷なものであった。

米国の南北戦争(1861- 65)終了後、長崎の外

国人商会などを通して、大量の武器弾薬が日

本に流入していたからでもあった。 

会津軍は官軍の薩長軍と最後まで武力闘争

をし、悲惨な敗北をこうむった。会津戦争で

は、会津側の死者は約千人といわれる。なぜ

ここまで戦う必要があったのか。「会津の悲劇」

として、後世長く語り継がれる歴史である。 

その中の一つの局面が、少年白虎隊の自刃

である。判官びいきともとれるが、「悲しくも

美しい」話は、後世日本人の心を打った。白

虎隊の 20人は、数え歳で 16歳と 17歳であっ

た。現在でいえば、中学 3年生か高校 1年生

の少年たちである。 

 

「いのちを捧げた」人たちと「生きのび

た」人たち 

自決を敢行した 20 人の少年たちの気持ち

は、ただひたむきで、純粋で、主君への忠義

に関しては一転の曇りなきものだったことは

容易に推測できる。彼らの受けた教育のもと

で、藩と主君への忠義は、それなしでは武士

として生きられない矜持だった。 

しかし、次のような疑問は浮かばないだろ

うか。白虎隊には、生き残った 1 人がいた。

飯沼貞吉(いいぬま・さだきち)という少年で

ある。絶命せず人事不省の中を、偶然通りか

かった者に救出され一命を取り留めた。白虎

隊の生き残りの一人が、以後どのような生涯

を送ったか、どのように当時を振り返っただ

ろうか。 

武士が死ぬべき時に死ねず、死に損なうこ

とがどれほど恥ずべきことか。生き残ったこ

とを恥じて逃避している彼の面倒を見た 1 人

が、仇敵長州藩の藩士だったと言われている。 

後に飯沼貞吉は、電信技術を修得し、明治

政府の下で工部省(後の逓信省)に入り、電信

事業に携わり日本の通信網の全国整備に大な

る貢献をしたと言われている。77歳で没した。

長かった武士の時代の終わりから新しい明治

の時代にかけて、彼は自らのいのちを生き返

らせた。 

時代が経てば、違った生き方が出来た。少

年たちの純粋な死への行為を、ただ賛美する
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ように仕向けた背景に目を向けざるを得ない。

少年たちに責任はない。「ならぬものはなりま

せず」と、考えることや反論することを奪っ

てきた社会の背景にこそ問題がありはしない

か。 

鳥羽伏見の戦いの最中に、大坂にいた会津

藩主の松平容保(まつだいら・かたもり)は、

最後となる将軍に就任した徳川慶喜と軍艦で

江戸に逃げ帰っていた。既存の秩序維持に多

くの関心と力をつくしてきた将軍や藩主(大

名)、さらに支配武士たる重臣たちは、変化す

る環境に対応できる決断ができなかった。 

会津では重臣たちが右往左往して、藩が取

るべき方向に対して政治的判断が出来ず、取

り残されていた。戦場では戦闘作戦を立てる

戦略家が不在で、敗北を重ねて行った。 

 薩長軍に敗北した会津軍の多くの上級武士

たちが自害する中で、政治的最高責任者であ

り最高司令官である松平容保は、どうなった

か。薩長軍は容保の斬首を要求するが、結局

はこれを引っ込めた。 

 会津戦争の戦場で敗れた以上は、非は自分

にあると言わざるを得ない。しかし幕府に最

も忠実に支え、朝廷を守ってきた会津が、一

夜にして賊軍となり朝敵となった。自分たち

が大罪を犯したとは考えられない。 

 松平容保は生きのびて、後には日光東照宮

の宮司となり余生を送った。晩年に会津戦争

のことを尋ねられると、いつも「往時のこと

は茫々として何も覚えておらぬ」と答えてい

たと言われている。 

会津藩が敗北した背景には、こうした指導

者の在り方があった。これが会津の悲劇の背

景であった。 

 薩長軍が会津藩に攻め込んできたとき、多

くの農民は傍観者であった。彼らは、難を避

け逃散した。士族とは隔絶した厳しい身分社

会にあっては、農民は藩の危機に際しても、

君恩に報いる気概はなかった。増税に苦しん

でいた農民には、薩長軍に協力する者さえも

あった。一方薩長軍は、会津藩内で略奪暴行

を行った。戦闘中から城下町では市場が立ち、

江戸商人が略奪品を買い漁るほどだった。こ

れが、会津の悲劇の今一つの実態ではなかっ

ただろうか。 

 会津藩内での戦いが最終段階に入ったとき、

残る武士たちが城に駆け付けた際、残された

家族の婦女子も自害し、主人と運命を共にし

た。白虎隊と同様に、彼女たちの殉国精神も

後世賛美されてきた。生へ執着せず死を恐れ

ぬ武士の矜持を、ここでもいかんなく発揮し

たものとして称えられた。 

しかし日ごろから「死ぬな」「命を無駄にす

るな」と家族に言い聞かせていた武士たちも

いた。残された家族は自害せず、生き残った

記録もある。負け戦に際しても、生きのびる

ことをよしとする死生観である。その時代の

枠からはみ出す死生観であった。 

いかなる道徳や道義も、先験的に時代を越

えて純粋に存在するものはない。その時代の

都合によって、作りだされてきたものである

要素は大きい。 

 

今に伝わる歴史的遺恨 

こうした歴史的事実が、当時の記録や資料

となり、あるいは人づての伝聞などを通して、

歴史は書かれる。実際に起こったという歴史

的事実と後世に書かれた歴史とは、同じでな

い。両者の間に、幾多のフィルターが介在し

ている。 

さらに歴史的事実や歴史をもとに、自由な

発想で書かれるのが歴史小説である。勝者の

視点や敗者の視点から書かれることの多い歴

史小説は、ともすれば一方が、美化されたり、

正邪が明確に出来ていたりする。 

歴史書を越えて、自由奔放に想像力を働か

せる歴史小説は、現代人の大胆な歴史解釈と

もいえる。そして小説という媒体だけに、単

なる歴史書よりも多くの人々の心に訴える。

歴史はそうだったのかと、思わせる力をもっ
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ている。 

 会津戦争は、近世以降日本国内で起こった

もっとも残虐な武力闘争だったと見なされて

いる。それだけに、その歴史的事実は、歴史

となり、さらには歴史小説となって語り継が

れてきた。とくに少年白虎隊の話は、そうで

ある。 

145 年前の薩長藩と会津藩の内戦は、現在

の会津(会津若松市)と長州(藩の首府である

萩市)の間のわだかまりとして続いている。と

くに会津藩の薩長に対する憎しみは、145 年

も昔のことであるにもかかわらず強い。彼ら

にとっては、わずか 145 年前のことである。

歴史という観念の中での憎しみであるが故に、

純粋であり疑いの余地をもたない。 

1998 年(平成 10 年)は、会津戦争後 130 年

に当たる。戊辰 130 年である。会津と長州の

和解を図る試みが行われた。萩市の市長と会

津若松の市長の会見が行われたが、それぞれ

が硬い表情のままで友好的な雰囲気を作れな

かったと言われている。参加した両市の人た

ちは、真剣である。 

両市以外の人たちから見れば理解しがたい

ことだが、彼ら自身は伝え聞く歴史の遺恨を

引きずって今日まで来ている。とくに会津の

主張は「正義は会津にあり、非はすべて長州

にある」と、従来から変わりがない。賊軍に

された会津の怨念は深い。 

2003 年(平成 15 年)、NPO 法人北東文芸協

会の主催で、「会津と萩の歴史を語る会」が萩

市で開かれた。しかし「多少の歩み寄りはあ

った」と言われているが、和解という雰囲に

は至っていない。 

彼らの和解とは何か。正義と不正義に分け

る前に、あるいは一方を不正義と非難するま

えに、なぜ会津藩が敗北したかを歴史的に検

証すべきだという意見が、会津側の若者の世

代に生れてきている。 

 

「死に行く者」の想い 

 

会津白虎隊の少年たちの集団自決は、それか

ら 70 数年が経った太平洋戦争末期の特攻隊の

少年たちの死と重なって見えてくる。時代環

境の全く異なる両出来事だが、若者の自決と

いう点で共通するものがある。 

太平洋戦争の悲惨さを伝える施設は、多い。

広島平和記念資料館や、沖縄のひめゆり平和

祈念資料館が、その代表的なものである。今

一つに、鹿児島県に知覧特攻平和会館がある。

間もなく死ぬことが決められている若者の、

顔写真や辞世の句などが展示されている。10

代の若者も多い。若者というより少年である。 

ここを訪れた人たちが、広島や沖縄の資料

館の場合とは違って、一様に発する感想の言

葉がある。自分の死によって、家族や国民の

幸せを願っている。その自己犠牲の精神に武

士道の精神を見る。見る人は、その純粋さに

心打たれる。人生の体験が少ない者たちだけ

に、不憫で切なく美しい。見る者の体と精神

を凍りつかせる。 

少年という若者の死に向かう純粋な気持ち

は、時代をさかのぼる少年白虎隊の自決の場

合と変わりはないだろう。 

ただ、死に行く若者の心情は、一つではな

かったはずだ。一つの表現や表情にならざる

を得ない背景と雰囲気に、おかれていたに違

いない。そうであるならば、ただの美化や賛

美は傍観者の無責任な賛美である。それは残

酷なことだ。 

彼らに寄り添って、せめてもその心情に思

いをはせる努力をすることが、今は帰らない

人たちへの残された者の償いではないだろう

か。 

 後世語られる思い出の隅々に、出てくるこ

とからも、彼らの心情を推し量ることはでき

る。かつて特攻機の整備士だった老人が語っ

ていたことがある。編隊を組んで飛び立つ中

で、エンジン不調ということで戻ってくる機

が必ずある。エンジンには問題がない。大丈
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夫だと励まして再度送り出す。 

彼らの死への揺れ動く心情が、見て取れたと

いう。 

 特攻へ出撃するために待機する宿泊所で、

彼らの世話をしてきた婦人が語っている。彼

女の前では「お世話になりました」と気丈に

ふるまっている彼らが、夜中一人になって「お

母さん」と言って泣いているのを目撃するこ

とがあると。「太陽と死は直視できない」とい

う、フランスの詩人の言葉がある。 

 特攻出撃を前に敗戦となり、出撃中止にな

った者がいる。多くは、「戦友と一緒の死に場

所を失った」と嘆いた。しかし「死ななくて

いいのだと思うと、ただ涙が流れるばかりで

あった」と思いを語る人もいた。 

 茶道裏千家前家元で、現在 91歳になる千玄

室さんは、元特攻隊員であった。隊の編成過

程では、決して上層部からの命令はなく、志

願の形が取られていた。しかし隊員となって

からも、死ぬことを恐れ躊躇する仲間の隊員

たちがいたことを後に語っている。彼の出撃

前に戦争は終わった。 

 これらすべては、純粋であるはずの特攻隊

員の不名誉な話ではない。人間らしさそのも

のであり、後世の私たちをむしろ慰めてくれ

る彼らの心情の発露である。自らの死を見つ

めざるを得ない若者の目は、決して一様では

なかったはずだ。 

当時の高揚した時代背景の中で、軍人教育

は「教育もどき」の洗脳であった。それは特

攻を美談とし、その死を美化した。問題は、

白虎隊の背景にある会津藩と同様に、特攻を

発案し政策立案をして行った軍部の在り様で

ある。その戦略構想のお粗末さ、海軍の特攻

作戦のずさんさは、戦争遂行を続ける先にあ

る合理的な未来予測のなさ等々にまで及んで

いた。 

約 4000人と言われる若者を、必ず死ぬ以外

に余地のない人間武器として使用することが、

大局的にそして年月の物差しの中で、何ほど

の意味があるかについての、責任ある予測が

なされていたとは決して思えない。 

 死に行く 4000 人の若者の想いは、後世の

我々が推測する以外はない。単に彼らを美化

し神格化するだけでは、彼らは浮かばれまい。 

 

戦争体験者とは戦場の体験者 

 戦場で死との境目で戦い生きのびた兵士た

ちは、自らの戦争の残酷さの体験から、戦後

は、武力の戦いをいかなる場合でも拒否する

発言をしている。現在 80歳代後半以降の人た

ちのこうした戦争観が、新聞の声の欄に掲載

されることが多い。 

太平洋戦争での軍人の死者は、230 万人と

推定されている。彼らも死に行くときは、そ

う思ったであろう。生き残ったそれに倍する

人たちも同じである。 

戦場に行かない戦争参謀たちは生き残り、

戦後やがて公職の高官に、あるいは民間企業

で重職に着く場合を多く目撃してきた。戦争

を決定する者は、戦場を知らない。戦場を経

験した者だけが、ひとのいのちを奪う行為の

むごさを知る。 

参謀や政策決定者たちと、戦場へ出かける

兵士との役割が違うのは当然である。だとす

ると、なによりも戦場での兵士の体験の言葉

が、政策立案や決定の際に、まず配慮すべき

条件になるべきである。「死者の想い」とそれ

を代弁する「死に直面してきた者の想い」こ

そが、歴史的事実であり、われわれが記憶す

べき歴史である。 

今一つの例を挙げてみる。戦後最大の戦争

といわれたベトナム戦争である。第 1 次・第

2 次インドシナ戦争を通して、1946 年から

1975 年までの 30 年にわたる戦争であった。

米国が支援する南ベトナムは、ソ連や中国の

支援する北ベトナムに敗北した。やがて南北

は統一し、1976年北が主導のベトナム社会主

義共和国が生まれた。 

北ベトナム時代以降の最高軍事指導者はボ
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ー・グエン・ザップ将軍であり、ベトナム人

民軍総司令官であった。政治的最高指導者ホ

ー・チ・ミンに次ぐ、名誉ある最高の指導者

となった。戦後も国家や国民からたたえられ、

2013 年に 102 歳の天寿を全うした。 

北ベトナムに勝利をもたらしたのは、ゲリ

ラ戦とそれを担った解放戦線の兵士たちであ

った。彼らも戦争後は、国民の栄誉の対象で

あった。しかし、当時 10～20歳代の若者たち

は、その後発展するベトナム社会の中で、報

いられることが少なかった。むしろ敵の殺戮

や仲間の死の体験から、戦後の日常生活を送

ることに適さない精神状態に陥っている者が

少なくない。 

ベトナム戦争後 10数年が経った 1990年代

になり、元解放戦線兵士が書いた小説が話題

になった。バオ・ニンの『戦争の悲しみ』(1991)

である。 

それは、戦争の勝利の陰に、戦場で死に直

面しその後遺症で苦しむ兵士たちの想いを描

いたものであった。当初はベトナムで発禁処

分になった。現在では多くの国の言葉で翻訳

されている。 

戦場で「死に行く者」の気持ちを、亡霊と

なって帰ってくる兵士の話として描いている。

北ベトナムだけでなく当時の世界の反戦運動

の中でも英雄として取り扱われた解放民族戦

線兵士としての側面、恋人や愛する家族と静

かに暮らしたい心情、人を殺しまた敵味方が

殺戮されていく毎日、を描いている。バオ・

ニンは、この「死者の声」を聴けという。 

ベトナム戦争では、南北ベトナムの兵士と

民間人の死者は 300 万人と推定されている。

当時南ベトナムの人口は 1900 万人、北ベト

ナムは 1300万人と言われていた(2013年現在、

ベトナムの人口は 9170万人)。 

ベトナム戦争は、民族独立という崇高な正

義のもとでの戦争であり、それを実現した戦

争だと考えられている。その上に、ボー・グ

エン・ザップの栄誉も成り立つ。 

もし 300 万人の死者の声を聞くことができ

れば、それでも戦争の大義や正義は至高に大

切なものであったか。当時の高揚した国民感

情の中で、こうした疑問をいだくことは困難

であろう。しかしそれでも、彼らのいのちを

守るために、「名誉ある敗北や妥協」もあった

のではないか。バオ・ニンの問いである。 

ボー・グエン・ザップの存命中、若い外国

人記者が、ベトナムの若者を代弁するかのよ

うに、この質問を彼にぶつけたことがあった。

彼は、「あなたたちは民族独立の意味が分かっ

ていない」と応え、質問の本質には触れよう

としなかった。 

 戦場での勝利が、何よりも現在の北ベトナ

ム社会主義政権の拠って立つ正統性の根拠で

ある。それ故に、戦争の末端で戦った兵士が、

ベトナム戦争を否定したり、それに疑問を呈

することは許されない。しかし、この「死者

の声」の気持ちからの議論があっていい。そ

うでなければ、戦争の戦略といっても、戦争

で一体何をそして誰を守るというのだろうか。 

死に行く者は、何を想っているのか。何か

言いたいことがあったのではないか。生きて

いる者として、あるいは生き残った者として、

「死者はいま何を考えているか」を想像しな

ければならないと思う。いつの時代にも、人

は自らの死を考えている。一人の人間として、

時代を越えた死生観があるはずだ。 

 

既存の道徳や道義を越えるとは？ 

伝統的な道徳や道義の多くは、その時々の

体制や社会を維持し機能させるためのもので

あり、そのための掟であることが多い。教育

もそのために動員される。 

道徳や道義は、社会の習慣が規範化したも

のといえる。それらは、260 年間続いた徳川

の江戸時代のように長期間安定した社会では、

変わりにくい価値観になっている。「安定」は、

「停滞」と言いかえることが出来る時期もあ

る。 
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忠義、武士の切腹、さらには女性の美徳な

どその時代の道徳的な美談は、時代や社会か

ら出てきた産物である。それらは人々の生活

の基盤を造り、そこに根を下ろしたものにな

る。伝統社会の道徳や道義の強靭さが、ここ

にある。 

価値の混乱や変革期になるほど、既存の過

去を現実の目標として受け入れることによっ

て、あるいは過去を美化することによって、

現在の不安感から逃れることが出来る。過去

に戦争につながった道義や愛国心が、現在で

も容易に受け入れられる土壌の広さと強さが

そこにある。 

それでは、時代を越えた道徳や道義は、存

在するのか。あるいは、現在の道徳や道義の

基準で、判断し直すことができるのか。最初

の設問に、戻ることになる。 

時代を超えた死生観は、白虎隊や特攻の人

たちの中にも垣間見ることができた。時代を

越えた、道徳や道義はありうる。より普遍的

な価値観に裏打ちされた、道徳や道義はあり

うる。 

情報が遮断されず、思考がより自由な現代

においては、社会が変化して行く過程で、常

に伝統的な習慣や道徳や道義の再検討が可能

である。それらが時代を越えても生きながら

えるものか、時代とともに変わるべきものか

についての検討である。 

新しい時代の在り方に合った道徳や道義を、

考え続けることは必要である。「いのち」に関

する具体的な問題に出会うたびに、その在り

方の新しい局面を切り拓いていくことはでき

る。それは、普遍的な「いのち」の価値をど

う具体的化していくかの、終わりのない思考

とそのための行動である。 

新しい時代を創りだすための新しい道徳や

道義を、創りだすことが出来る。各種の教育

の場での役割である。その過程で、過去を判

断して行くことは、歴史から学ぶための努力

である。 

具体的な個々の問題の方向を定めるときに、

その基準となる道徳や道義について、異なる

解釈や判断を認めないあるいは許さない教育

は、思考を停止させる。それはやがて、洗脳

というレベルの世界に入って行くことになる。 
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