勝海舟はまさに
今の日本に求められる存在
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今年3月、
「勝海舟 戦わなかった英雄」
（ごま書房新書）を出版された鵜澤義行先生
（日本大学名誉教授・法学博士・昭和 17 年法文学部法律学科卒業）
。
平成 15 年 7月21日に墨田区に完成した勝海舟の銅像建立にも尽力されました。
鵜澤先生の教え子で、学生時代から親交を深めている服部ゆくおさん
（東京都議会議員・昭和 42 年法学部管理行政学科卒業）と共に、
勝海舟にまつわる話や大学時代を振り返っていただきました。

勝海舟

戦わなかった英雄
鵜沢義行 著
ごま書房新社
1300 円＋税
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大正9年東京都出身。昭和17年日本大
学法文学部法律学科卒業。同33年法
学部教授。同48年法学博士。同56年
日本大学副総長。平成２年日本大学名
誉教授。同6年勲三等旭日中綬章受章。
元「勝海舟の銅像を建てる会」会長。
主な著書に『青年と政治』
『政治の生
成と展開』
『政治と政党』
『日本政治の
実力者たち（Ⅰ）坂本龍馬』
『日本の内
閣（Ⅱ）
』
『近代日本政治史（Ⅰ・Ⅱ）
』
『幕
末政治思想の史的展開』などがある。
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昭和18年福岡県出身。同42年日本大
学法学部管理行政学科卒業。ブリヂ
ストンタイヤ東京販売株式会社勤務
後、同44年山田久就（元国務大臣・
駐ソ連大使）代議士秘書を務める。同
50年台東区議会議員に。平成11年よ
り東京都議会議員、現在4期目。学生
時代は日本大学雄辨会法学部弁論部
に所属。２年生からは鵜澤ゼミに所属
し、政治学を学んだ。
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鵜澤 終戦後、帰京して最初に足を運ん

くなります。坂本龍馬と勝海舟の関係に

服部 勝海舟生誕180年を記念して平成

志的な結合をした間柄なんです。海舟と

だのが、東京を見渡せる西郷隆盛の銅像

ついてお聞かせください。

切ったら、買った後に御祝儀として渡す

15年に墨田区役所うるおい広場に建て

日大は関わりがあるんですね。

がある上野公園でした。そこからの眺め

鵜澤 龍馬が海舟を訪ねたとき、海舟が

ものだと、教わりました。今でも毎年12

られた銅像ですが、完成までにどのよう

服部 台東区の上野公園には西郷隆盛の

が全部焼け野原で、
東京湾まで見渡せた。
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でしょう。
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した。
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『江戸無血開城』

『勝海舟銅像』

第二に“大胆で細心”であること。例え

す。私の住まいは台東区で天璋院篤姫の

ば、江戸無血開城の前に海舟は江戸の有

墓所がある寛永寺が近いんですが、篤姫

名な火消し・新門辰五郎に火をつけてく

鵜澤義行先生（現・日本大学名誉教授）と法学部校舎
前で（後列中央、服部ゆくお氏）

———法学部校友会の後輩にメッセー
ジを
服部 学生時代の同期との関係しかない
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個人的には師弟というより“友達”のよう

1868年旧政府を代表する勝海舟

鵜澤先生を中心に「勝海舟の銅像を建

は、江戸の薩摩藩邸に新政府軍

てる会」を作って寄付を募り、墨田区吾

参謀・西郷隆盛を訪ね、
「国内は

妻橋1丁目の区役所うるおい広場に建て

一揆や打ちこわしが起こっている。

られ、平成１５年７月２１日に除幕式が行

と実行するんです。なぜそんな頼み事を

上デートをしていたという話がありま

な感じです。

戦争は国を混乱させ、内戦の拡大

われた。像は身長158cmだった本人の

が国家の独立を危うくする」と説

約1.6倍の255cm。地元で育った彫刻家

したかというと、西郷軍は江戸に進撃し

す。海舟の影響で篤姫たち大奥の人々も

服部 先生にはゼミと雄辨会、両方でお

き、無血で江戸城を明け渡すこと

の木内礼智・東京家政大学名誉教授が

てその後火の海にする作戦を考えてい
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世話になりました。学生時代は度々先生

で両者の話し合いは合意に至っ

制作。江戸城無血開城時の40代の海舟

た。事前に火を付け、西郷の出ばなを挫

茶を飲むのに使っていた銀瓶を鉄瓶に代

のご自宅にお邪魔して盃を傾け談論風

た。こうして新政府軍と旧幕府軍

を描いた。隅田川の下流を指しているの

との全面的な衝突は回避され、江

は、大平洋から世界に続く道筋、日本の

こうとしたんだ。それと同時に、火を消

えたり、風呂上がりに着ていた羽二重を

発、肝胆相照らすこともできました。洒

戸は戦火を免れた。

針路を示している。

す道具や水も用意した。徳川慶喜をイギ

浴衣にしたり。海舟は「茶を飲むなら鉄

脱なお人柄で羽織の裏地にこだわった

リス船に乗せて亡命させ、江戸の女・子

瓶の方が美味いし、湯上がりは浴衣だと

り、お酉様で縁起物の熊手を買う時に値
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