
 

 

歴史の難しさ 
２０１５年５月２８日 

松崎 昇 
歴史とは何か。（ What is History ） 

 
 歴史の難しさというのが主題であるが、前提としてまず、歴史とは何かということに触れてみたい。 

 「歴史とは」という設問が西欧でストレートに問われ出したのは、１９世紀とされる。 

  自然科学の発達に伴って事実ということが重視された１９世紀には、主体と客体とを峻別し、客体

は主体の外部からぶつかってくるもので、主体とは全くの別物という認識が支配的であった。したが

って、歴史も確かめられた事実の集成から成ると考えられた。（Ｊ．アクトン，～１９０２） 

  ランケは道徳主義的歴史に対して歴史家の仕事は「ただ本当の事実を示すだけである」 

とした。 

 

「事実という硬い芯」と「それを包む疑わしい解釈という果実」（Ｊ．クラーク、～） 

 

「事実は神聖であり、意見は勝手である。」（Ｃ．Ｐ．スコット、～１９３２） 

  
  こういう歴史観は、ロツクからバートランド.ラッセルに至るイギリス哲学の支配的潮流である経

験論の伝統と完全に調和した。（経験主義は主観と客観との完全な分離を前提とする。） 

 

 カーにいわせると、１９世紀は、「罪のない時代だった。歴史家たちは一片の哲学*1で身体を覆うこ

ともなく、裸のままで恥ずかしいとも思わずに歴史という神の前に立ち、エデンの園を歩き回ってい

たのである。」ということになる。 

   
 歴史家によって歴史的事実として認められるのはどういう事実であろうか。 

 ある歴史的事実が正確であるということは、歴史家がその事実を歴史として取り上げるための条件

である。しかし、それは十分条件ではない。「正確は義務であって、美徳ではない。」といった人がい

る。（Ａ．ハウスマン、～１９３６） 

 正確な事実を並べれば歴史となるのかといえば、もちろんそうではない。「事実をして語らしめよ」

という言葉もあるが、歴史に関しては当てはまらない。カーにいわせれば、「事実というのは、歴史家

が事実に呼びかけたときにだけ語るものである。いかなる事実に、また、いかなる順序、いかなる文

脈で発言を許すかを決めるのは歴史家なのである。」 

 

 １９世紀の最末期にいたって、事実崇拝の考えに対して、ドイツから挑戦ののろしが上がった。こ

れが、イタリア、アメリカ等に渡って、英仏にも至ることになり、１９２０年頃には、主流になった。

どのような挑戦かというと、 

                                                   
*1ここで「哲学」とは歴史哲学のことで、歴史哲学の語は、ヴォルテールによって発明されてさまざまの

意味に用いられているが、ここでは「歴史とは何か」という問いに対する答えを意味している。 



 

 

 

「歴史というのは、現在の目を通して、現在の問題に照らして過去を見るところに成り立つものであ

り、歴史家の主たる仕事は記録することではなく、評価することである。歴史家が評価しないとすれ

ば、どうして彼は何が記録に値するかを知りうるのか。」（伊、Ｂ．クローチェ、～１９５２） 

 

「歴史上の事実というものは、歴史家がこれを創造するまでは、どの歴史家にとっても存在するもの

ではない。」（米、Ｃ．ベッカー、～１９４５） 

 

「歴史というのは、歴史家が研究している歴史に含まれる思想が、歴史家の心のうちに再現したもの

である。」（Ｒ．コリングウッド、～１９４３） 

   
というものであった。 

  歴史家の評価を重視する考え方は、正しい方向を示しているが、危険もある。 

 一つは、「何でも好きな言葉を並べても、それは歴史である。」という考え方である。これでは、客

観的な歴史的真理は存在しないということになる。これが正しいとは思われない。 

 さらに一層大きい危険は、過去の問題を研究するのは現代の問題の鍵として研究するのだというこ

とになると、プラグマティックな事実観に陥り、正しい解釈の基準は現在のある目的にとっての有用

性であるという結論に陥ることである。ニーチェが、この趣旨の露骨な見解*2を表明した一人である

が、現代でも、イデオロギーを信奉する学者によって、意識的、無意識的にこの種の歴史記述は多く

なされているといわれる。これも歴史研究の本来の目的とは関係のない目的のために歴史を利用しよ

うとするものであって、到底、正しい歴史とはいえない。 

 それでは、歴史研究において、事実と歴史家との関係はどのようなものなのか、どのようなもので

あるべきなのか。カーによれば、歴史家は、自分の解釈にしたがって自分の事実を作り上げ、自分の

事実にしたがって自分の解釈を作り上げるという不断の過程を繰り返しているというのである。そし

て、歴史家は現在の一部であり、事実は過去に属しているから、この相互作用はまた現在と過去との

相互関係を含んでいるとして、「歴史とは歴史家と事実の間の相互作用の不断の過程であり、現在と過

去のとの間の尽きることを知らぬ会話なのだ。*3」という有名な決め句で結んでいる。  

 これらの言葉の意味するところをもう少し具体的に解釈してみると次のようなことになるのではな

いかと思われる。 

 歴史とは、過去のいろいろな事象、出来事の起こってきた由来、言い換えれば原因・結果を追求す

るということに尽きると考える。つまり、ある歴史的出来事が、どのような原因によって生じたのか、

                                                   
*2「われわれの考えでは、ある意見が間違っているというのは、何もこの意見に対する反駁にはならない。

…問題は、それがいかに生命を励まし、生命を保存し、種族を保存し、更に種族を創造するかということ

である。」（善悪の彼岸） 

*3  My first answer therefore to the question, What is history?, is that  
it is a continuous proccss of interaction between the historian and his facts,  
an unending dialogue between the present and the past.  



 

 

もっと正確に言えば、どのような原因・結果の連鎖および集合によって生じたのか、を研究するもの

である。  
  歴史上の事象として採り上げられるのは、日常の個人的経験の範疇に入る単純な事象と違って、あ

る特定の歴史的事象の原因として考慮しなければならない事柄は、一つではないし、ある原因からあ

る結果が生じる経過（経路、進み方）も単純ではない。 

  そもそも、日常生活における出来事の因果関係といえど、簡単ではない。実例で考えてみる。 

  （実例） 

 ある人（甲）が、宴会でいつもより多くの酒を飲んでの帰りに、ブレーキが故障している自動車に

乗り、見通しがきかない曲がり角で、煙草を買おうと道路を横断していた、他人（乙）をひき殺して

しまった。 

  この場合、因果関係を、「ＡなければＢなし」の関係と考えると、事故の原因は 

① 甲が宴会に出席したこと 

② 甲が飲み過ぎたこと 

③ ブレーキが故障していたこと 

④ ブラインドコーナーが存在したこと 

⑤ 乙が煙草を切らしたこと 

⑥ 乙が愛煙家だったこと 

  と、いくらでも考えられる。 

 通常は､この無限とも言える原因の中から、納得できる原因を１個ないし複数個選ぶわけであるが、

このために通常用いられている基準は、「Ａあれば、通常Ｂあり」の関係にある場合に、ＡとＢの間に

因果関係があるとする考えである。「ＡなければＢなし」では可能性しか考えていなかったのを、「Ａ

あれば、通常Ｂあり」では蓋然性を考えるわけである。 

  しかし、、蓋然性といっても、物理学の世界ではなく社会的事象では何パーセントというような精密

な数字が出せるわけではない。したがって、この基準で原因を選び出すにしても、また複数の原因の

相互の比重を考えるにしても、判定する人の評価が加わることは避けられない。 

 至極単純な事柄ですら、こうであるから、複雑な歴史事実の因果関係を規定しようとしたら、その

ことが困難な作業であることは勿論のこと、そこに歴史家の主観、評価が入り込むことは避けられな

いということになる。 



 

 

   歴史の教訓 

 

 人は、歴史から教訓を得ることはできるのだろうか。言い換えれば、現在、解決すべき問題がある

場合に、過去にあった同じような事例を参考に、今、取るべき有効な対策を引き出すことが出来るも

のだろうか。 

 個人的事柄について、人は、過去の例から引き出した教訓に基づいて行動していることは明らかで

あり、その教訓は通常十分有効である。しかし、政治、外交上や戦争における戦術上の決断のように、

考慮すべき事柄が、大量かつ複雑な場合、過去の事例から現在の事態に適合した教訓を引き出すのは、

それほど容易なことではないことは、容易に理解できることである。 

 歴史上に残るような大きな出来事について、当該事象の衝に当たった人が、歴史上の類似の出来事

から引き出した教訓に従い行動した例を見ると、成功した場合よりも失敗した場合の方が多いように

思われる。これには、歴史から誤った教訓を引き出したというケース、教訓は正しかったが、現在の

事態がその教訓を当てはめるべき事態ではなかったというケース、引き出した教訓も現在の事態に対

する当てはめも、必ずしも誤ってはいなかったが、現在の事態が、まったく予想だにしなかった方向

へ進んでしまったことで教訓に従ったことが有効ではなかった（失敗だった）ケースがある。 

 

 私見では、歴史とは、過去の事実の間に存する原因・結果の関係を明らかにすることによって、そ

こに原因・結果にまつわる法則を発見することである。 

そして、発見した法則を次のように用いるのが、歴史研究の究極の目的であると考える。 

 

① 現在起きている出来事を正しく解釈するため 

② 未来を予測するため 

③ 現在、直面している課題に対する対処法を見出すため 

 

 以上の目的は、要するに、歴史に教訓を読み取って、これを現在もしくは未来を豊かにすることに

役立てようとすることを意味する。 

 

 この世の出来事は、原因と結果の連鎖が無数に絡まり合って、発生している。Ａという出来事が原

因となってＢという出来事が発生したという命題が正しいというための条件は、易しくはない。 

 

１．トインビーの挙げる教訓（成功例） 

 ポピュラーな歴史家Ａ．トインビーによると、幾世代にもわたって行動の基礎とされる歴史の教訓

というものがあるという。その例として挙げているのは、象徴的王位と政治責任を負う内閣という英

国の体制のもとにあって物事に節度を重んじるという穏健な態度(a considerable sense of 
moderation )という教訓をを挙げている。 

 １７世紀、国民がチャールズ一世を処刑*4したことによって、その圧政を遙かに凌駕する専制統治

を経験することとなったことを経験して、王と国民は極端に走るべきではないという教訓を得た。（チ

                                                   
*4清教徒革命ー１６４９ 



 

 

ャールズ二世） 

 ところがジェームズ二世がその教訓を学ばず、国民の指向する方向と正反対の統治を行ったので、

国民は彼を追放した。*5しかし、その一方で彼が無事国外に脱出できるよう手配したのである。 

 「 海外に逃れたジェームズ二世とその息子、孫は４分の３世紀にわたってイギリス政府にとって大

変にやっかいな存在であった。けれども、政府は、国王の首をはねて、彼を二人目の殉難者に仕立て

上げることに比べれば、亡命王朝が食うに困らぬ程度で外国で暮らしていてくれた方が、よほどまし

だということを知っていた。だから、大きい方のうるさい存在よりも、小さい方のうるさい存在を選

んだのであった。  」*6 

 もし、この言が当たっているのであれば、歴史には後世が学び従うべき教訓があり、 これに従うこ

とは有益なことであるということになる。 

 しかしながら、人々は歴史の教訓に従ったつもりなのに、結果は有益ではなく、むしろ大失敗であ

ったという例の方が多いようである。 

  

    

２． カーおよびドイッチャーの挙げる例（失敗例） 

 「レーニン死後の指導者選び 」の失敗 

  ロシア革命が成し遂げられた当時、有力なボルシェビキは、フランス革命がナポレオンという戦

争の天才、軍事的なリーダーシップを持ったカリスマの登場によって変質し、その結果ヨーロッパが

長い間、戦争状態になったと考えていた。そこで、人気という点では劣ったが、内戦の軍事的指導、

外交交渉、演説の巧みさなどで天才的な才能を示したトロツキーではなく、無骨な田舎者で、無害と

思われていたスターリンを後継者として選んでしまった。その結果は現在の我々のよく知るところで

ある。 

 「 ボリシェヴィキはフランス革命がナポレオンのような人物で終わってしまったことを知ってい

ましたため、自分たちの革命が同じような結末を告げるのではないかと恐れておりました。」*7 

 「 党ははじめからこの偉大なフランスの前例を参照する癖があった。 

 歴史は繰り返す。だからフランス革命のときと同じように、革命の波にのってまた執政府からただ

一人の簒奪者が権力の座によじのぼるかもしれない。こうした考えは絶えず人々の頭にあった。 

 ロシアの纂奪者も前例をひらいたフランス人のように、戦場でかちとった伝説的名声と輝かしさを

持つ人物に違いないと思われていた。ボナパルトのマスクはトロツキーの顔に余りにもよくあてはま

るようだった。」*8 

 

                                                   
*5名誉革命ー１６８８ 

*6「歴史の教訓」１９５７ 岩波書店 Ｐ９ 

*7Ｅ．Ｈ・カー「歴史とは何か」 

*8 Ｉ．ドイッチャー 「スターリン」上原和夫訳 １９６３ みすず書房   



 

 

３．加藤陽子教授の挙げる例（失敗例） 

  「山県有朋による統帥権独立則」 

同じように、歴史の教訓から、カリスマ的な政治的・軍事的リーダーの台頭を恐れた（そして、それ

が思わぬ結果を引き起こした）例として、山県有朋と統帥権独立の例がある。 西郷は、西南戦争で

反乱軍に担がれたあげく鹿児島で死んでしまったが、この時、西郷は市井の名もない人たちに大変な

人気があった。明治政府として西南の役に肝を冷やしたのであるが、西郷のように軍・政両道に長け

国民的人気を持つカリスマ指導者が、これ以降も現れて反乱を起こすことを非常に恐れた。*9 

  西南の役の翌年（１８７８年）、参謀本部長となった山県は、同じ年に起きた竹橋騒動や自由民権運

動をみて、これらの民権運動が軍隊内に波及しないよう、軍令に関することは、もっぱら参謀本部長

の管知するところとする規則を定めた。これは、昭和に入ってマジックワードあるいは魔法の杖とい

われたまったく違った概念までは、含まれていなかったと思われる。*10 

 

４． アーネスト メイ*11の挙げる例 

 ①  第二次大戦の無条件降伏（失敗例） 

 アメリカは、第二次大戦の終結を図るとき、「無条件降伏」を選択した（固執した）。これは、戦い

を早期に終結できなかったという点で誤りであった。条件交渉を許した方が（独、伊、日とも終結に

向けた動きはあった。）、米国民の損害の大きさから見て得策だった。（とメイ教授は考えた。）*12 

 アメリカが無条件降伏にこだわった理由は、ルーズベルトの頭に第一次大戦の終結方法から得た教

訓があったからであった。第一次大戦で、ドイツ側が停戦に同意したのは、アメリカのウィルソン大

統領が示した１４箇条の停戦条件を、同意できる穏健なものと判断したからであった。ところが、パ

リ講和会議では、この理想主義的な講和条件は、イギリスやフランスの反対で葬られ、より厳しい条

件がドイツに押しつけられた。そのため、アメリカはドイツ側から、話が違うと責められる羽目にな

                                                   
*9 大久保利通、岩倉具視、三条実美、伊藤博文などは、政治はともかく、軍事に関しては並外れた力を

持たなかった。 

*10 「明治１１年に「竹橋事件」というのが起きました。近衛兵が反乱を起こしたんです。そのときに、

外の空気というか恩想が軍隊に入り込むとろくなことが起きない、民権思想とか反政府的な思想が軍隊の

中に入ると非常によくない、できるだけ離したほうがいい、政治的な動きとも軍隊は離したほうがいいと

いうのが、統帥権を独立させる要素の中にあったんですね。 

.彼(山縣有朋)は、・・・・・（中略）・・・そこで外の思想などから独立させておいたほうがいいということ

から統帥権独立ということにしたようですね。あながち戦争をやりづらいからということだけではないよ

うです。)《半藤一利講演》 

*11 ハーバード大学政治学教授。「歴史の教訓」１９７３  

*12 メイが、ドイツや日本の降伏条件を緩和すべきであったと考える理由には、日独が敗北した後、東欧

や東アジアにソ連が勢力そ伸ばしてくることは、大戦末期のソ連の態度やスターリンの発言から予期でき

たはずだった、従って、それを牽制するために日独の力を残すべきであった、ということがある。 



 

 

った。ドイツでは、休戦に応じなければよかったとの強い不満が長く残った。そこで、ルーズベルト

の意識には、降伏条件で妥協してはいけないということが強く印象づけられた。 

  
② ベトナム戦争においてアメリカを縛った過去の経験（失敗例） 

   第二次大戦において、戦後の巨大な中国市場に対する期待をもってアメリカは中国に莫大な援助を

行い中国を支持してきた。ところが、戦後の内戦が起こった時、自分の望む体制を作り上げることを

怠ったが故に、むざむざ、中国共産党が勝つのを許してしまった。この中国喪失のトラウマが、米国

が北ベトナム排除にこだわり徹退の時機を逸する原因となった。*13 

                                                   
*13メイは、ベトナム戦争でのアメリカの行動から、次のような考察をしている。 

「外交政策の決定者は、歴史が教えていると考えるものの影響を受けやすい。そして、通常、歴史を誤っ

て適用する。 

これを避けるためには、歴史を広く学んで、もっとも適した例を適用するしかない。」 



 

 

 歴史小説の功罪 

 

 歴史小説は、広い人気がある。長幼をを問わず、人々に歴史に関する興味を持たせるという点にお

いてこれに並ぶものはない。また、基本的内容で真実の歴史と乖離がなければ、歴史を学ぶこともで

きる。その意味で有用なものであることは確かであるが、短所もある。 

 小説である以上、歴史小説はフィクションである。しかし、読者はしばしば、それがフィクション

であることを忘れる。その結果、実際の歴史と違った内容を信じてしまう例は多い。 

 これはかなりの部分、歴史小説の作者にも責任がある。まず、作者は、通常それがフィクションで

あることをわざわざ断ることはしない。*14 

 読者は、たとえば、小説中のに描かれた登場人物の詳細な心理や、交わされた会話がそのまま真実

であるとは思わないであろう。しかし、そこに記された出来事については、史実に沿って描かれてい

ると思うのが普通である。しかし、歴史小説家が正確に史実に沿って作品を書いているという保証は

全くないのである。（別紙参照） 

 

  書かれた対象が数百年前の歴史であれば、たとえ、小説に書かれた内容が、真の史的事実と多少異

なっていても、少なくとも実害はない。しかし、これがせいぜい５０年足らず前の出来事だとしたら､

作者は、安易にそれにフィクションを加えるべきではないと考える。特に内容が、確認された事実と

異なるような歴史小説は、書くべきではない。 

それによって 感情を害されたり、名誉を毀損されたりする人があり得るからである。 

 悪い例が、「八甲田死の彷徨」である。 まず、登場人物の名前が、１字入れ替えただけで、完全に

実在の人物と同定ができる。基本的な事実が、変えられている。その上、人物に評価が加えられてい

る。真実と異なる事実を前提になされている評価であるから､二重に誠実でない書き方である。 

                                                   
*14それどころか、自分の小説に、それが歴史的資料から抜き書きしたものであると、ぬけぬけと注記した

例もある。（芥川龍之介の「奉教人の死」その他） 



 

 

歴史的事実の変遷 
 歴史的事実の変遷といっても、歴史そのものが変わってしまうわけではない。 
 我々の認識する歴史が変わるという意味である。」新たな文献・考古資料の発見によっ

てこれまで歴史的事実とされてきたものが、変わってしまうというのが一つ。その中には、

今まで認識されていなかった新事実が発見されて、これまでの歴史的事実に加わるという

ことも当然ある。 
 また、新たな文献・資料が発見されたわけではないが、それらの評価が変わることがあ

る。歴史は単なる事実の列挙ではなくて事実の評価であるから（これについては後述）、

事実の評価が変わるということは、歴史という学問にとって、事実が変わることと同じく

らいの大きな出来事である。新たな文献・資料が発見されて、その結果、歴史の評価も変

わるということが多いが、これまで事実として認識されてはきたが重要性を認められてこ

なかったものを採り上げて、新しい歴史の評価を作り出し、認められるということもよく

ある。  
 
  《新らたな資料・文献が発見された例》 
  ２０１４年の日本歴史に関する１０大新発見（ＮＨＫ調査）》 
 
  《新発見の資料としてもてはやされたが、その後、成立時期が疑わしいとされた例》

       武功夜話                             
   
《これまで知られてきた事実から、新たな解釈を引き出した例。》 
             皇統における直系の概念 
 
 《すでにある資料を、新たな技術、知見によりこれまでとは違う性質のものとした例》  
              頼朝の肖像、聖徳太子の肖像 
 
 


