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研究の目的と内容

近代日本教育の成立と進展におけるお雇い教師の意義に着目し,とくにスコッ

トランド人教師ヘンリー･ダイア- (Henry Dyer, 1848-1918)を介した日本･

スコットランド教育交渉における｢~教育連鎖｣をめぐって,比較史的に考察す

る｡お雇い教師を人選する過程で雇い入れ先の大学が固定化し,一種のコネク

ションが成立すると,その大学にはお雇い教師の紹介によって日本人留学生が

集まる,という意味での教育連鎖である｡

具体的には,ダイア-の日本およびスコットランドにおける日英交流推進活

動,ならびに.日本人工学専攻者の留学のメッカであり,日本･スコットラン

ド教育交渉の一大拠点校となったグラスゴウ大学-の日本人留学生ついての調

査･分析が,主たる作業となる｡

研究の特色と意義:

1.英国のなかでもスコットランドを対象とする｡近代日本の発足期には殖

産興業が目ざされ,実学人材の養成が急務とされただけに,英国のなかで



も自然科学の学問中心地であったスコットランド諸大学との間に,緊密な

関係が進展した｡とくにダイア-ーはかのスコットランド人教師の招聴とス

コットランド諸大学-の留学生派遣に注目する｡

2.スコットランドの諸大学のなかでも,とくにグラスゴウ大学に注目して

考察する｡同大学はダイア-をはじめ多くのお雇い教師の母校であり,し

か~もかれらお雇い教師がなかをとりもつ形で相当数の日本人留学生が集ま

り,とくに工学者の留学のメッカとなった｡

3.内外教育交渉史におけるlブーメラン現象Jとも称すべき側面に着目す

る｡お雇い教師は西洋の教育モデルを持参して来日し,日本教育の近代化

に貞献したが,かれらのなかには,日本における教育体験を母国に持ち帰

り,母国であたらしい教育実践をなす者がいた｡とくにダイア-を介した

日本からの逆影響の諸側面を,具休的に考察する｡

4.お雇い教師ダイア-を介した日本･スコットランド間の教育連鎖の諸相

を解明するとともに,近代日本教育の国際環境についての解明が進展され

る｡

ダイア-をはじめとするお雇い教師は,西洋の教育モデルを持参して来

日したが,任務が終われば母国に帰る一時的な伝来者でもあるので,かれ

らを介した教育の日英連鎖関係が生じるという点で注目される｡すなわち,

かれらは日本教育の近代化を推進させる一方,かれらの紹介と推薦によっ

て日本人留学生の留学先が選定され,また使節団の視察先が選択された｡

しかも,帰国後も日本体験をもとにした母国の教育文化改革の推進,日本

の事物の移入と寄贈による日本文化の紹介,日本人留学生の支援と奨励な

どをとおして,両国間の交流を進展させた｡このような日本からの逆影響

という研究視角は,スコットランド以外の他の諸国との交流史研究にも大

きな示唆を与えることができる｡
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主たる研究成果:

1. ｢日英交流の遺産ダイア-･コレクション研究｣

『英学史研究』 38号(日本英学史学会, 2005年9月)

2. ｢辞書･事典のなかのヘンリー･ダイア-｣

『教育史研究室年報』 11号(名古屋大学教育学部教育史研究室, 20

05年11月)

3. ｢工部大学校お雇いスコットランド人教師ヘンリー･ダイア-

-- 『努力立身』の生涯----｣

『名古屋大学大学文書資料室紀要』 13号(2006年3月)

4. ｢お雇い教師ヘンリー･ダイア-の著作_j

『教育史研究室年報』 12弓(名古屋大学教育学部教育史研究室, 20

06年12月)

5. ｢工部大学校お雇い教師ヘンリー･ダイア-･コレクション展｣

『東京大学史紀要』 25号(東京大学史史料童, 2007年3月)

6. ｢H.ダイア-ー『大日本･東洋の英国』 (1904)をめぐる考察｣

『関西教育学会年報』 31号(関西教育学会, 2007年6月)

7. ｢H.ダイア- 『大日本』 (1904)の研究一書評と出版記録を中心に-｣

『英学史研究』 40号(日本英学史学会, 2007年10月)

8. ｢近代日本とイギリスの教育学術交流J

『教育史研究室年報』 13号(名古屋大学大学院教育発達科学研究科

教育史研究室, 2007年12月)
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第1章 日本のダイアー,スコットランドのダイアー

第一節 工部大学校書房掛猪俣昌武とお雇い教師H.ダイアー

1.お雇い教師に見こまれた図書館人

(1)

お雇い教師,なかでも工部大学校のお雇い教師は,おおむねその道の俊才逸

足がそろっていた｡ E.ダイヴアース(E加ard Divers,1837-1912) , ∫.ペ

リー(John Perry, 1850-1920), W. E.エアトン(YilliaD Edward Ayrton,

1847-1908), J.ミルン(John Xilne, 1850-1913), J.コンドル

(Josiah Con°er, 1852-1920)などの諸氏である｡誠実で熱心な奉職ぶりは,

日本人学生に大きな感化をおよぽしたにちがいない｡母国に戻ってからも,慕

われつづけた教師も少なくない(I)0

お雇い教師の方でも,かかわりをもった日本人のなかの,何人かの逸材に目

をとめた｡進んだ学問と技術を教えるために日本に招かれたお雇い教師であっ

たが,かれらを魅了した日本人がいたということば注目される(2)0

工部省に雇われたお雇い教師で,工学寮および工部大学校の都検(教頭)で

あったヘンリー･ダイア- (Henry Dyer, 1848-1918)のばあいも,この人こ

そと目をかけ関心を示した日本人が何人かいる｡

まず,識者のなかでは,福沢諭吉を｢近代日本が生んだ抜群に傑出した人物｣

と高く評した｡自著『大日本』では, ｢ただ教育家としてばかりでなく,西洋

の思想を日本に紹介することに誰よりも積極的に尽力した著述家･思想家とし

て,その名は長く日本人の記憶にとどめられることだろう｡近代日本の昨今の

出来事を理解しようと思う者は,すべからく福沢の生涯とその著作を丹念に研

究すべきである｣と,最大級の賛辞を呈している(3)｡また,グラスゴウのダ

イア-宅を訪問した藤田重道(工部大学校卒業生)にむかって,福沢｢先生は
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或る一部-科の専門学者といふ種類の学者でなく,世界有数の思想家であって,

自分の能力で,あらゆる問題を解決する実に珍らしい人物である｣とか,福沢

｢先生の如き教育によって人の智徳を進め社会人類の平和に責献するが如き人

は,真に人類の恩人として貴ぶべき人である｣とか評した,ということが伝え

られている(4)o

工部大学校の学生のなかでは,とくに田辺朔郎(1861-1944)の将来を嘱望

し, ｢英国に来ることをお母さんに納得してもらいなさい｡できるだけのこと

をして,君のお父さん役をやってあげるつもりだから｡ ｣とまで激励していた

(5)｡田辺は土木学を専攻し.明治16 (1883)年5月に卒業した学生である｡

『琵琶湖疎水工事計画』という卒業論文をまとめ,ただちに京都府御用掛となっ

て,琵琶湖疎水工事を担当して日本で最初の水力電気事業を創設した｡のちに

は,京都帝国大学工科大学の教授になっている(6'｡ダイア-を慕いつづけて,

グラスゴウのダイア-宅を二度まで訪ねている(7)し,ダイア一死去のさい,

『大阪毎日新聞』に追悼文を寄せた(8)0

(2)

工部大学校の学生だけでなく,職員のなかにも,実は,ダイア-を魅了した

人物がいた｡一緒に渡英することを勧めたというのだから,ダイア-の執着ぶ

りがうかがわれる｡

｢ダイア一都検は特に其の才を愛し大に進展せしめんと欲し其の期満ちて

正に帰国せんとするに際しては同行して渡英せんことを勧誘した｣
`9)

というのである｡

工部大学校職員でダイア一に見こまれたその人は猪俣呂武(1854-1919)と

いって,同校書房の職員であった人である｡猪俣は,

｢書房主任として明治七年産上の建物の図書室係より本館成るの後は中萱

の書房係主任となり十九年工部大学校が文部省の所管に映りて東京大学に

併合となるまで終始一貫書房係の勤務に服して居た人であった｡怜側にし

て且撤密の人であって其の所管の図書能く整頓し,而して其の各科の書籍

の種別名称を熟知したるは閲覧者の驚嘆する所であった｡ ｣
(10)
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と伝えられている｡ ｢怜側にして且徹密の人｣であるうえに, ｢其の所管の図

書能く整頓し､而して其の各科の書籍の種別名称を熟知したる｣という記述が

注目される｡ダイア-が見こんだのも,このような人であればこそであろう｡

猪俣呂武の図書館人として力量と執務ぶりに目を留めたのは,ダイア-ー人

ではなかった｡ダイア-のあとをついで第二代の都検(教頭)になったE.ダ

イヴアースもまた,図書館人としての猪俣を賞賛している｡ 『申報』と超した

教育研究報告書のなかで,ダイヴアースは

｢余ノ視察スル所二依レ-書房掛博物場及ヒ生徒館ノ吏員-執レモ有倣ノ

モノニシテ就中当校二於テ久シク其職こ在ル書房掛猪俣氏学生課荒尾氏ノ

如キ-秀俊卓越ノ人こシテ当校拝命ノ日ヨリ現今二至ルマテ終始相漁ラス

孜々患勲能ク其職務ヲ執り尚モ怠ルコトアルコトナシ是レ余ノ最モ賞賛二

堪ヘサル所ナリ｣

と,報告している(ll)｡書房掛として｢秀俊卓越ノ人｣であり, ｢孜々忠恕能

ク其職務ヲ執り尚モ怠ルコトアルコトナシ｣というのである｡二人のお雇い教

師が,それも都検(教頭)というお雇い教師の筆頭俄にあった二人が,同じよ

うに高く評したということに注目したいと思う｡

2.工学寮および工部大学校書房掛

(1)

ダイア-が工部省のお雇い教師として招聴され,工学寮および工部大学校の

都検(教頭)であったのは,明治6 (1873)年6月から15 (1882)年7月まで

である｡その後任ダイヴアースは明治19 (1886)年までその職にあった｡猪俣

昌武は,この間一貫して同校の書房の職員であった｡

工部大学校は,当初,工学寮といって,工部省の一等寮として設置され,

｢工部二奉職スル工業士官ヲ教育スル｣ (12)ことを主務とした｡明治10 (1877)

年1月,官制の改革で寮が廃止され,工学寮は工作局に所属し工部大学校と名

を改めることになる｡明治15 (1882)年8月19日には,その工作局を離れて工

部省直轄となるが, 18 (1885)年12月19日には,工部省が廃止になり文部省に
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移管される｡翌19 (1886)年3月1日,帝国大学令が公布されると,工部大学

校は東京大学工芸学部と合併して帝国大学工科大学となった｡この間,書房が

おかれ,その職員が配置された｡当初は二名ないし三名,帝国大学時代になる

と四名の職員が配置されたが,猪俣昌武だけは変わることなく一貫して書房の

職員であったのであるく13)0

書房の職員として,猪俣は着実に昇進している｡ 『官員録』によって,工学

寮および工部大学校時代の職位をまとめてみると下表のようになる｡明治5

(1872)年に職についたときは十四等出仕であったが,徐々に等級があがり,

明治10 (1877)年からは七等技手補になる｡ダイア-が帰国した15 (1882)年

の5月には四等属に,翌16 (1883)年の12月には三等属に,それぞれ栄進して

いる｡さらに,工部大学校が帝国大学工科大学となった19 (1886)年の7月に

は同大学書記となり,判任三等にまで昇進している(14)0

iiiiij
i

所属I 等級

明治6年 工部省工学寮 十四等出仕

明治7年 工部省工学寮 十三等出仕

明治8年 工部省工学寮 十二等出仕

明治9年 工部省工学寮 十二等出仕

明治10年 工部省工作局 七等技手補

明治11年 工部省工作局 七等技手補

明治12年 工部省⊥作局 七等技手三級

明治13年
l工部省工作局

六等属

明治14年 工部省工作局 四等属

明治15年 工部省工作局
円

四等属

明治16年 工部省大学校 三等属

明治17年 r,-部右京妄表三等属

明治18年
H

工部省大学校 三等属

明治19年1
l文部省帝国大学工科大学 書記判任三等
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工部省に属し書房を担当した期間中,猪俣昌武の経歴において特筆すべき事

項が二つある｡

その1は,工学会(のちの日本工学会)の会員であったことである｡工学会

とは,明治12 (1879)年11月に｢工部大学校出身者によって結成された工学関

係の学会_i(15'であり,ダイア-の｢肝煎(い)りで発足したものである｣(16'

が,猪俣呂武はその｢准員_｣として登録している｡工部大学校の有力者(山尾

庸二など)からなる客員,あるいは工部大学校の卒業生がなる正員でもなく,

工部大学校の職員らからなる准員であった`17'のだけれども,工学会をとおし

て｢工部大学校の学生や卒業生と深く関わっていた｣ (18)であろうことがうか

がわれる点で重要である｡

その2は,書房を担当したほかに,明治14 (1881)年度から18 (1885)年度

まで｢教頭附書記補(Assistant Secretary) ｣を兼務したこと,さらには,

工作局から工部大学校に所属かえになった明治16 (1883)年度から18 (1885)

年度まで,入学試験の｢和文英訳(Japanese into English)の試験官(exam-

iner) ｣つまり出題者であったことである｡この16年度, 17年度, 18年度の

『工部大学校便覧 (The Calendar of the I皿perial College of Engineering

(Kobu-Dai-Gakko), Tokei)』には,出題者の氏名つきで問題が収められている

(19)｡入学試験の試験官であったということは,当時のダイヴアース教頭がい

うように,猪俣昌武がいかに｢秀俊卓越ノ人｣であったかを裏づける点で注目

される｡

猪俣は,その後も図書館とかかわりをもちつづけた｡明治20 (1887)年12月

14日に工科大学書記から｢文科大学舎監二転任｣く20)して以来, 23く1890)年

11月22日に｢非職ヲ命セラル｣ (21)まで同職にあったが,その間, 22 (1889)

年2月から帝国大学図書館管理補を兼任していたのである(22)0

帝国大学図書館管理補をしていたこの時期は,帝国大学図書館の｢建物建築

の時期_lく23'であった｡これまで法科･文科大学の校舎の二階にある教室に間

借りしてきたが,新築工事に着手することになったのである｡この帝国大学図

書館新築にも,猪俣は関与していた｡
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まず第一に,かれは, ｢明治22年9月11日に任命された4人の図書館新築設

計委員のなかに教官以外では唯一加わっている｣ 0 4人の委員とは,法科大学

教授で図書館管理(館長事務を執行する職名)の木下広次,文科大学教授外山

正一,法科大学教授宮崎道三郎(木下広次のつぎの館長)
,それに図書館管理

補を兼任していた猪俣であった(24)o しかも第二に,猪俣の作成した図書館新

築の図面が,同委員会の案の一つとして,同年10月14日,文部省に提出された

ことが特筆される｡その提出文書には, ｢別紙図面-設計委員猪俣呂武之裏二

調製候モノユへ多少製図上ノ御参考ニモ可相成存候間添付候也｣と明記されて

あるという(25)0

明治25 (1892)年8月15日に新築成った図書館は,猪俣の図面どおりではな

く, ｢第2次案と第3次案をもとにして作られているようである｣.(26'けれど

も,猪俣は第一次案を作成し,それが新築案として用いられたのである｡本件

においても,猪俣昌武が図書館人としていかに｢秀俊卓越ノ人｣であったかが

うかがわれる点で重要である｡

(2)

猪俣呂武は帝国大学を辞職し,大学職員を離れると,一転して実業界に進ん

だ｡日本郵船会社に勤務している｡

『日本紳士録』 (交諭祉)によると,同書の第1版(明治22)では,帝国大

学｢文科大学舎監｣であるが,第2版(明治25)になると｢日本郵船会社横浜

支店員｣とあり,以後,第17版(大正元)において｢会社員｣とあるのを最後

に,猪俣の名前は消えている｡この間の表記は,日本郵船会社横浜倉庫員,日

本郵船会社員,日本郵船抹式会社員,日本郵船社員など区区である(27)0

なお,猪俣は明治5 (1872)年からおよそ20年間,一貫して工学寮,工部大

学校ならびに帝国大学の図書館の実務担当者として勤務したのであるが,これ

までのところ,勤務校ないしは図書館一般にかかわる著述については知られて

いない(28).

3.工部大学校写真の所蔵者･猪俣昌戚
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5rlE:

猪俣昌武というと, 『旧上部大学校史料』 (昭和6)の,巻頭を飾る写真を

思い浮かべるむきもあるであろう｡同書は東京帝国大学五十年記念史が編纂さ

れるさい,旧工部大学校出身者の団体である虎乃門会が旧上部大学校史料編纂

会を組織し｢各方面ヨリ鋭意史料ノ蒐集二努メ,其史料こ基キテ｣編纂したも

のである(29)o

工部大学校の基本史料集であるこの『旧工部大学校史料』の巻頭に,同校の

往時を伝える写真30葉が収録されており,そのなかには,ダイア-と妻マリー

(Xarie瓦uphenie Aquart Ferguson, 1848-1921)の肖像写真,工部大学校教

師館の写真,さらには, W. G.ディクソン(1854-1928), ∫. M.ディク

ソン(185611933) , T.グレイという三人の同校お雇い教師の肖像写真,そ

れに工部大学校の長崎県人会会員の集合写真など.希少な写真が含まれている

(30)｡いずれも工部大学校の歴史資料として貴重な写真であるが.なかでも,

ダイア-の妻マリーの面影を伝える写真[別掲参照]は,おそらくこれ以外に

は知られていないだけに重要である｡

｢H.ダイアーと妻M. E.マリー｣

(F旧=部大学校史料l口絵)
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しかしながら,上記の写真はいづれも｢猪俣昌賊氏所蔵｣とあって,同じ猪

俣でも昌武ではないことに注意しなければならない｡ ｢猪俣呂城氏所蔵｣と付

記されている写真は7葉あり,これは所蔵者名の明示されてある写真のうちで

最多である｡

前記のように,工学寮ならびに工部大学校への長期間の奉職,さらにはダイ

ア-から渡英の誘いをうけるほどの間柄からすれば,わが猪俣昌武が提供した

写真であっても何ら不自然ではないように思われる｡しかも,猪俣昌武は工学

会の会員(准員)となり, ｢工部大学校の学生や卒業生と深く関わっていた｣

であろうことが推測される｡けれども,猪俣呂武とは別人であるとすれば,こ

れらの写真の提供者｢猪俣昌痕｣とは,いったいどのような人物なのか｡工部

大学校の基本史料集である『旧工部大学校史料』に希少な写真をもっとも数多

く寄せた人物であるだけに,探究すべき課題である｡

(2)

ダイア一夫妻の肖像写真を含む工部大学校関連写真の提供者である｢猪俣昌

痕｣は,実は,昌武の養子･猪俣呂痕(まさよし, 1887-1971)であろうと考

えられる｡

その理由の第一は,昌城は,後述のように,大正7 (1918)年に猪俣家の家

督を相続していることである｡第二に,かれは工部大学校を前身校とする東京

帝国大学工科大学機械工学科の出身であった｡したがって,呂武が奉職してい

た工部大学校の関連資料の提供者であるのも,当然ありうることであろう｡虎

乃門会に設けられた旧工部大学校史料編纂会の史料提供の呼びかけに,昌痛が

こたえたにちがいない｡

しかも第三に, ｢猪俣呂城氏所蔵｣と付記されている写真7葉のなかに｢長

崎県人会｣というキャプションのある写真が含まれ,その集合写真には猪俣呂

武が後列中央に写っていることである｡呂武は,後述のように, ｢肥前国長崎

高野町｣の出身であったのである｡この｢長崎県人会｣という写真は｢明治十

八年五月二十三日撮影｣と付記されているから,猪俣昌武が工部大学校書房に

勤務し,同校の教頭附書記補を兼務していたころの映像ということになる｡
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猪俣呂痕は,東京帝国大学工科大学を明治44 (1911)年に卒業すると,日本

国有鉄道に職をえた機械技術者である(31)｡ちなみに, 『日本紳士録』には第

22版(大正7)から登載され, ｢東部鉄道管理局技手｣とある｡同書第25版

(大正9)には｢工学士 鉄道省技師｣と出ている(32)0

『帝国大学出身名鑑』にも,工作局工場課に勤務する｢鉄道技師｣として登

載され,つぎのような履歴が掲げられている｡

｢猪 俣 昌 戚 従五勲五,鉄道技師,

工作局工場課勤務

養母 と み 慶応元,七生,兵庫,大

野粛清長女

男 昌 彦 大五,六生

女 美 枝 大元, -一生

君は東京府人浦川篤の三男にして明治二十年三月を以て生れ先代昌武の

養子となり大正′＼年家督を相続す明治四十四年東京帝国大学工科大学機械

工学科を卒業し鉄道院技師を経て大正九年鉄道技師に任じ経三哩局兼工作局

勤務に補せられ同十一年米国に出張し復興局嘱託となり昭和三年欧米出張

を兼ねジュネーブ第十一回国際労働会議政府代表随員を命ぜらる現時工作

局工場課勤務たり家族は尚二女千代(大--,五生)あり(横浜,神奈川,

青木町i撃渡谷-六二-,電本局四二五○) ｣
(33)0

昌城は著作物を残している｡管見のかぎり,二点認められる｡ ｢雑感｣なら

びに｢英語で報告書や論文を起草する場合,注意を要する二,三の点｣と遷す

る論稿であり.いずれも『日本機械学会誌』に掲載された, 0

まず, ｢雑感｣では, ①アメリカの製造者にみられる｢技術的独立｣, ｢製

品に対する責任｣
,製品の改良･改善の努力と,

②アメリカにおける機械器具

の設計( ｢ボタンーーつで自動的操作が出来る｣ような設計)
,家庭電化製品の

発明( rレーダーの原理を応用した厨炉｣ )という新傾向などを紹介し,いず

れも｢わが国工業発達のためにも取って以って範とするに値する｣と位置づけ

ている(34)0

-9-



つぎの諭稿｢英語で報告書や論文を起草する場合,注意を要する二,三の点｣

では, ① ｢その結果････｣の表現, case (場合)を受ける関係代名詞, ｢回転

機の回転速度｣や｢冷却速度｣の英訳などをめぐって具体的に言及したほか,

②なるべく｢一人称の表現を使わない方がよい｣ , ｢日本語を英語にするのに

は終りの方から逆に訳してゆくとよい｣ことなどを指摘し,例解している｡ま

た,鉄道用語での英語と米語のつづり方の違いを例示し, ｢要は一つの文の中

では英米のつづりなり,用語なりをできるだけ混用しないこと｣を指摘してい

る｡ ③豊富な例を盛りこんだ｢役にたつ辞書｣を紹介してもいるく35)0

なお,猪俣呂城もまた熱心なキリスト者であって,前出の『日本基督教団紅

葉坂教会百年史1893年-1993年』には,かれの活動と貞献が記されている`36'｡

『旧工部大学校史料』は,東京帝国大学の五十周年記念史編纂の一一環として,

同校工学部の前身である工部大学校の歴史編纂が企てられたさいに,資料の収

集がはかられた成果であるのであるから,写真の提供者は同校の関係者(教職

員ないし出身者)かその縁者であろうと推測されるが,たしかに猪俣昌賊は猪

俣昌武の養子であり,猪俣家の相続人であったのである｡

4.猪俣昌武の美学修業

(1)

猪俣呂武はダイア一に見こまれ,ダイア-の帰国のさいに一緒に渡英するこ

とをすすめられたほどであった｡これは,図書館人としての有能ぶりがダイア

-を魅了したからであろうが,それともう一つ,猪俣は若いころから英学を学

び,英語をよくしたであろうこととかかわりがあったように思われる｡

猪俣家は平戸以来の和蘭通詞であった｡昌武の父呂叙,祖父源三郎(37',曾

祖父伝次右衛門(昌永)は,代々いずれも阿蘭陀通詞の役にあった｡父の昌鼓

(1826--1871)は父職をついで長崎奉行支配通詞(小過詞)となるが,のちに

幕命により江戸に出て番所調所詰に転じ,通詞御用をつとめた｡しかし,維新

後は仕官を断った(38)0

呂武は早くから国学,漢学,さらには英語とオランダ語などを習得しはじめ,
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10歳のときに阿蘭陀通詞見習いに任官する｡明治維新後は下等通詞役を拝命し

た｡そのご,明治3 (1870)年に上京して横浜の修文館で英学を学び,さらに

大学南校に入学して英語に磨きをかけたく39)｡修文館はもともとは｢横浜在勤

諸役人の子弟に漢学を教授する｣学校として,慶応元(1865)年2月に開設さ

れたが,明治3年ころ, ｢外国との交流が日々盛んになり,英学を学ぶ者が著

しく増加し,英学校となった｣
(40)0

昌武は上京して,横浜の修文館と大学南校で英学ないし英語を学んだのだけ

れども,父昌叙が明治4 (1871)年に病没したことで学業を断念せざるをえな

くなったことから,工部省工学寮十四等出仕となって,図書掛に就任したもの

である｡

『日本基督教団紅葉坂教会百年史1893年-1993年』には,上記のようなか

れの履歴がまとめられている｡再引するとつぎのとおりである｡

｢猪俣昌武は安政元年七月十七日,肥前国長崎高野町に生まれた｡父昌叙

は幕府阿蘭陀通詞の役にあり,安政二年江戸表に出府｡母,里は,留守を

守り三人の子供を育てたが,昌武が三歳にも満たない時,死去｡その後母

方,三輪家の保護のもとに成長する｡立派な師のもとで,国漢書数,更に

英語､~蘭語を習得し,十歳で阿蘭陀通詞見習に任官する｡明治維新となり,

新たに下等通辞役を拝命する｡上京して勉学することを志しており,明治

三年,三カ年の修業許可を得て長崎港より米船コスタリカ号に乗船して上

京｡横浜の修文館で英学を学び,後,父の紹介で大学南校(東大の前身)

に入学する｡父の死後,家族を養う責任を負い,英語を教えながら勉学を

続けたが,遂に学業を断念し,工学寮十四等出仕となり学務局図書掛に就

任｡その後,工科大学書記,文科大学舎監,帝国大学図書館管理補,同新

築設計委員を歴任した｡明治十五年,大野登美子と結婚し一男呂戚(まさ

よし)を授かる｡ ｣
(41)

この記述のうち,呂武と呂痕の親子関係は正確でない｡昌賊は昌武の実子で

はなく養子である(42)0

(2)
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『日本基督教団紅葉坂教会百年史1893年-1993年』に猪俣昌武の生涯と活

動の記述があるのも,実は,かれは図書館人として活躍するかたわら,キリス

ト者としての道を歩みつづけ見事な実績を残したことによる｡

帝国大学を辞職したのち,明治26 (1893)年になると,信徒仲間7名で,塞

督教講義所(いまの伝道所)を横浜に設立している｡翌明治27 (1894)年には,

組合教会員のほか横浜在住の信者も含めて,日本組合横浜基督教会を組織した｡

現在の日本基督教団紅葉坂教会(横浜市西区宮崎町-)の前身にあたる｡以後

も,執事として牧師を助けたし, ｢殊に会堂建築の困難な事業にあたっては,

会計として,誠心誠意力を注いだ｣｡このような実績は『日本キリスト教歴史

大事典』などに明記され,その功労が称えられている(43)0

前出の『日本基督教団紅葉坂教会百年史1893年-1993年』でも,その功篇

がつぎのように称えられ,肖像写真(別掲)も掲載されている｡すなわち,帝

国大学に勤務していた頃(44)より,

｢番町教会に通い, D ･ C
･グリーン及び金森通倫牧師より基督教を学び,

明治二十四年三月/＼日岡教会で金森牧師より受洗｡明治二十四年五月,日

本郵船会社横浜倉庫勤務となり,一家を挙げて横浜に移る｡当地に組合教

会が無いことから教会設立を決し,在横浜の組合数会員と相談し, D ･ C ･

グリーン氏の協力を得て,講義所を設立した｡以後執事として牧師を助け,

教会のために尽くした｡殊に会堂建築の困難な事業にあたっては,会計と

して,誠心誠意力を注いだ｡ ｣
(45ゝ

しかも,同書『日本基督教団紅葉坂教会百年史 -八九三年一一九九三年』

には,猪俣の晩年,とりわけ死去をめぐる詳しい記述が収められている｡

｢大正七年秋,流行性スペイン感冒に躍り,肺炎も併発,熱海,逗子で療

養し一時小康を得たが,夏の気候不順のため病改まり,腎臓萎縮より尿毒

症となり,大正八年十月六日六十六歳で死去｡八日午後二時,平田義道牧

師の司式により日本観合横浜基督教会で葬儀が行われた｡三百人の会葬者

の見守る中,久保山斎場で茶毘に附され,鶴見絵持寺内,猪俣家墓地に埋

葬された｡｣く46)
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猪俣呂武の死去については,地元紙『横浜貿易新報』も報じている. ｢猪俣

呂武氏の計｣という見出しをつけたつぎのような死亡記事(47)であって, ｢帝

国大学の司書兼舎監として令名を博し｣たことが特記されていることが注目さ

れる｡

｢曾て帝国大学の司書兼舎監として令名を博し後横浜に移りて前後廿有余

年間郵船会社支店に勤務して信望厚かりし猪俣呂武氏は去る明治四十五年

の春以来身を閑地に置きて氏が創立せる教会や青年会の為めに壷痔する傍

ら優遊(ママ)自適平和なる晩年を送りつゝありしが当夏病を得て以来療

養の効捗々しからず遂に六日朝市内青木町上台の自邸に於て眠るが如くし

て逝けり享年六十六,葬儀は明八日午後二時途中葬列を廃し伊勢町鮭合教

会堂に於て営む由J.

なお,猪俣呂武は英学を学び英語をよくしたであろうけれども,管見のかぎ

り,かれが海外渡航したという記録は認められない(48)0

5.図書館史上の措俣昌武

猪俣昌武は,明治前半期に,工学寮,工部大学校さらには帝国大学工科大学

の書房すなわち図書館の職員であった｡同校図書館は日本最初の工学専門の大

学図書館である｡かれは,明治6 (1873)年から24 (1891)年まで一貫して同

図書館の実務担当者であった｡しかも,図書館管理補を兼務し,帝国大学図書

館新築にも関与した｡

この間,とくに注目されるのは,工学寮ならびに工部大学校時代に,ダイア

-およびダイヴアースという二人のお雇い教師から,書房掛として｢秀俊卓越

ノ人｣であると高く評価され,賛辞がよせられたことである｡なかでも,ダイ

ア-からはかれが帰国するとき一緒に渡英することを勧められたほど見こまれ

た｡

猪俣昌武といっても,これまで,日本の図書館史ではほとんど注目されるこ

とはなく,図書館人名事典の類いにも登場することはないように思われる(49).
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滝沢正順による先駆的論文｢工部大学校書房の研究(2)｣のなかで,論究され

ているくらいである｡

本稿は,その滝沢論文に導かれながら調査研究をすすめたが,とりわけお雇

い教師から｢秀俊卓越の人｣として高く評された図書館人であったという面に

注目して考察をすすめてみた｡猪俣呂武はおそらくお雇い外国人に認められた

日本最初の図書館人として,没却すべきではないように思われる`50'｡

[注]

(1)冗.ダイア-をはじめとして,工部大学校英語教師W. G.ディクソン

(yilliaJn Gray Dixon, 1854-1928)
,大蔵省紙幣寮顧問A.

A.シャン

ド(Alexander Allan Shan°, 1844?-1930)など｡ ｢実際のところ,明治

初期に奉職していたあいだに多大な影響を受け,日本人の仕事仲間やかつ

ての同僚たちを敬服して,かられとの友人関係を保った人たちは数知れず

いる｣ 0
0. Checkland, `Richard 8enry Brunton and the Japan Lights

1868-1876, a brilliant and abrasive engineer,I The Nevcomen

Society for the Study

Transact ions,

of the History of Engineering and Techno 1ogy,

γol.63, 199ト92, p.223;0.チェックランド(加藤詔士･

宮田学編訳) 『日本の近代化とスコットランド』玉川大学出版部, 2004,

113貞,ほか｡

(2)たとえば,お雇いイタリア人教師で,工部美術学校の彫刻学教師であった

Ⅴ.ラグーザ(Vincenzo Ragusa, 1841-1927)は,明治15 (1882)年に

帰国するとき,画才を認めた清原玉ら3人の日本人を随行した｡バレルモ

に日本の伝統工芸を教える学校を設立して,かれらをその教師にした｡隈

元謙次郎『明治初期来朝伊太利亜美術家の研究』八潮書店, 1978,第4章｡

木村毅編『ラグーザお玉自叙伝』恒文社, 19800

東京外国語学校,東京英語学校および東京大学予備門のお雇い教師M.

フェントン(Hontagu Fenton)の場合は,教え子の石川千代松や田中館愛

橘らと｢帰国後も文通を続けていたようである｣
｡それは｢蝶の同定につ
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いて｣の文通であったと伝えられている｡江崎悌三『江崎悌三著作集』第

二巻,思索社, 1984, 102貞｡

(3)a. Dyer, I)ai Nippon, The Britain of the East, a Study in National

Evolution, London, Blackie 良 Son, 1904, p.102; H.ダイア- (平野

勇夫訳) 『大日本,技術立国日本の恩人が措いた明治日本の実像』実業之

日本杜, 1999, 145貞｡

(4)石河幹明『福揮諭吉侍』第四巻(岩波書店, 1932) 670-671貞より再引｡

(5)1882年7月6日付の,ダイア-から田連朔郎あての書簡｡田辺家資料(戻

都市水道局絵務課管理,琵琶湖疎水記念館蔵)より｡

(6)富田仁編『事典 近代日本の先駆者』日外アソシエーツ, 1995, 376･-377

貞,ほか｡

(7)田連朔郎｢元工部大学校都検ダイヤ-先生を訪ふ｣ 『工業の大日本』第1

巻第5号(明治37年12月) 30--35頁｡同｢ダイヤ-訪問記｣
,旧工部大学

校史料編纂会編『旧工部大学校史料附録』旧工部大学校史料編纂会, 1931

( 『旧工部大学校史料･同附録』青史杜, 1978復刻) 94-99頁.拙稿｢ヘ

ンリー･ダイア-と田連朔郎｣ 『UP』340号(2001年2月) 6-11貞｡

(8)田連朔郎｢逝けるダイヤ一博士 我工業界の恩師を悼む｣ 『大阪毎日新聞』

大正7年10月5日, 3頁, F同』大正7年10月6日, 3貞｡拙稿｢日英交

流の推進者ヘンリー･ダイア-の墓碑銘｣
,日本英学史学会『英学史研究』

36号(2003年10月) 57-72頁所収,参照｡

(9)曽禰遠戚｢工部大学の思ひ出講｣ 『旧工部大学校史料附録』前出, 77頁｡

(10)同上, 76-77貞｡曽禰達蔵は同校造家学の第一回卒業生(明治12年卒)で,

のちに洋風建築家として名をなした｡

(ll) ｢教頭ダイブルス申報｣ 『工帝大学校第弐年報 自明冶十六年四月至明治

十七年三月』 73頁( 『明治初期教育関係基本資料其之三』湖北社, 1981に

再録)
｡滝沢正順｢工部大学校書房の研究(2)｣

『図書館界』 40巻3号

(1988年9月) 125頁｡

(12) ｢工学寮学課並諸規則 明治七年二月改正｣および明治十年三月改正の
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｢工部大学校学課並諸規則｣
,旧工部大学校史料編纂全編『旧工部大学校

史料』前出, 195頁および222貞所収｡

(13)東京大学百年史編集委員会編『東京大学百年史 通史-』東京大学出版会,

昭和59,第2章第1節｡各年度の『工部大学校便覧』にある｢教職員一覧｣

(`officers of the College," in ltnperial College of Engineering,

(Kobu-Dai -Gakko),
Tokei. Calendar, Session lDCCCLXXXIトLXXXIII,

Tokei, 1882, p.15など)その他｡滝沢正順｢工部大学校書房の研究(2)｣

『図書館界』 40巻3号(1988年9月) 125貞｡同論文は猪俣呂武に注目し

た最初の論文と思われる｡

(14)『官員録』 (明治6年1月,明治7年10月,明治8年9月,明治9年4月,

明治10年11月,明治11年5月,明治12年2月,明治13年10月,明治14年7

月,明治15年5月,明治16年12月,明治17年5月,明治18年7月,明治19

年7月)より｡いずれも,寺岡寿一編『明治初期の官員録･職員録』第二

巻く寺岡書洞,昭和52) 234頁, 350貞, 464頁,第三巻(昭和52) 56貞,

218頁, 366頁, 516貞,第四巻(昭和54) 129頁, 303貞, 492頁,第五巻

(昭和55) 121頁, 328頁,第六巻(昭和58) 144貞, 360貞より,それぞれ

再引｡

(15) 『国史大辞典』第13巻(吉川弘文館,平成4) 732貞｡

(16)札 Dyer, Dai Nippon, op. °it., p.185; H.ダイア- (平野勇夫訳)

『大日本』前出, 228貞｡ダイア-は,同書で｢イギリス土木学会とスコッ

トランド造船技術協会の会則に準じ｣て,その会則を｢起草した｣と記し

ている(228頁) 0

(17) ｢工学会員姓名録(明治十六年七月改正) ｣ 『工学叢話』 21巻(明治16年

9月)所収｡ここには,客員5名,正員168名,准員97名,それに山尾庸三会

長以下の役員20名の名前が串がっている｡准員の部に｢麹町区中六番町三

十三番地 工部属猪俣呂武｣とある｡滝沢正順｢工部大学校書房の研究

(2)｣前出,も参照｡

(18)滝沢正順,同上, 125頁｡
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(19)明治16年度および18年度の入試問題には｢-JAPANESE INTO ENGLISH.

Exaniner-暮r. Inomata｣
,明治17年度の入試問題には｢JAPAⅣESE

INTO E

ⅣGLIS臥Ir. Inomata｣とあるだけで,猪俣呂武と明示されていないけれ

ども,当時の教職員のなかに｢Xr. InoⅡlata｣なる人物は,書房掛(Libra-

rian)および教頭附書記補(Assistant Secretary)であった猪俣呂武の

ほかに該当者は考えられない｡ The Calendar of the imperial College

of Engineering, (Kobu-DaトGakko) Tokei. For 188314, Tokei, 1883, pp.

13-15, Cl†; The Calendar of the Imperial College of Engineering,

(Ebbu-DaトG唾阜o) T叫 For 1884-5, Tokio, 1884, pp. 13-15, CXIV;

The Calendar of the Imperial ■College of Engineering, (Eobu-Dai-

Gakko) Tokio. For 1885-6, Tokio, 1885, pp.13-15, CXXIl_ t=t=+L, 18

81年度の『便覧(!旦担些些) 』のみ未見.猪俣昌武が入試試験官であった

であろうことば,すでに滝沢正順｢工部大学校書房の研究(2)｣同上,

126頁において指摘されている｡

(20) 『工科大学明治二十年報』 『文科大学年報起明治二十年一月止明治二十年

十二月』 (東京大学史史料研究会編『東京大学年報』第5'巻,東京大学出

版会, 1994, 301頁, 494貞より再引) 0

(21) 『文科大学明治廿三年報 自明治廿三年一月至明治廿四年十二月』 (東京

大学史史料研究会編F東京大学年報』第6巻,前出, 554貞より再引).

舎監とは｢各大学学生々徒ノ身上ヲ保護シ其品行ヲ監督シ井二巡視ヲ指揮

シテ各大学構内ノ取締ヲ為ス｣ことを職務としたが,明治38年には学生監

と改称された(東京大学百年史編集委員会編F東京大学百年史 資料-』

東京大学,昭和59, 329頁, 340頁より再引) 0

『官員録』についてみると,明治20年12月版では,帝国大学文科大学の

項に

｢書記判任二等 猪俣昌武 長崎｣

とあるが,明治21年1月版になると,帝国大学文科大学の

｢舎監秦任六等 飯田町三丁目二十九番地
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猪俣呂武｣

となっている(彦根正彦編『改正官員録甲 明治廿年十二月』明治21年1

月,博公書院, 146丁｡同『改正官員録甲 明治-け一年一月』明治21年1

月,博公書院, 146丁) 0

(22) 『改正官員録甲 明治廿二年三月』 (明治22年3月, 149丁)の帝国大学

の大学図書館の項に,つぎのようにある｡

｢管理 法科大学教授

従六位 木下虜次熊本

管理補 文科大学舎監 猪俣昌武 長崎｣

ただし,滝沢正噸｢工部大学校書房の研究(2)｣ (前出, 126頁)では,明

治24 (1891)年10月まで,帝国大学図書館管理補を兼任していたとある｡

なお, 『官員録』の明治23年10月版には,帝国大学文科大学の項に,

｢舎監秦任六等上 猪俣昌武 東京

駒込曙町十六番地｣ ,

また,大学図書館の項に

｢管三理法科大学教授 田中稲城

管理補文科大学舎監 猪俣昌武 束京｣

と記されている｡その翌24年1月版になると,帝国大学文科大学の項に猪

俣昌武の名はないが,大学図書館の項には前年と同じ記述がある(彦根正

彦編『改正官員録甲 明治廿三年十二月』明治23年10月,前出, 148-149

丁｡ 『改jE官員録甲 明治廿四年一月』明治24年1月,前出, 148-149丁)0

(23)滝沢正噸,同上, 126貞｡

(24)滝沢正噴,同上｡高野彰｢帝国大学図書館史(2)｣ 『図書館界』 29巻4号

(1977年11月) 159頁｡

(25)高野彰,同上, 159-160頁｡

(26)同上, 162貞｡

(27) 『日本紳士録』第1版,交諭杜,明治22, SA頁O 『同』第2版,明治25,

16頁｡ 『同』第17版,大正元,横浜の部2頁｡
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ちなみに,各版における猪俣昌武の住所はつぎのとおり｡第1版(明治

22)は東京･本郷区駒込曙町16｡第2版(明治25)は神奈川県久良岐郡中

村1543｡第3版(明治29)から神奈川県久良岐郡戸太町戸部970｡第8版

(明治35)から横浜市西戸部970｡第11版(明治39)から青木町96｡滝沢

正順｢工部大学校書房の研究(2)｣前出, 126頁も参照｡

(28)天野敬太郎編『図書館学関係文献日録集成-一明治･大正･昭和前期編』

第1巻(金沢文圃閣, 2000) 0 『同』第2巻(金沢文圃閣, 2001)ほか参

照｡

(29)旧工帝大学校史料編纂会編『旧工部大学校史料』前出,緒言.

(30)同上,巻頭に所収｡

(31) 『東大機械同窓会名簿』第17号(東大機械同窓会,昭和44) 24貞,ほか参

照｡ここには,勤務先は｢日本国有鉄道本社外務部_｣
,住所は｢横浜市神

奈川区桧ケ丘79｣とある｡本文献は,滝沢正噸氏(東京大学工学部機械系

三学科図書室)よりご提示いただいた｡同資料を手掛かりにして,猪俣呂

武と呂痕の関係を判明することができた｡

(32) 『日本紳士録』第22版(交諭社,大正7)東京の部17頁｡ 『同』第25版,

大正9,横浜の部2頁｡住所は,それぞれ｢赤坂区南町四一二九｣, ｢青

木町-ノ＼六｣ 0

(33)勝田一編『帝国大学出身名鑑』校友調査会,昭和7,イー50頁｡本文献も

滝沢正噸氏(前出)よりご提示いただいた｡

(34)猪俣昌城｢雑感｣ 『日本機械学会誌』第52巻第371号(1949年11月) 389-

391頁｡本文献ならびに次の注(35)の文献も,滝沢正順氏よりご提示いた

だいた｡

(35)猪俣昌城｢英語で報告書や論文を起草する場合,注意を要する二,三の点｣

F日本機械学会誌』第63巻第495号(1960年4月) 547-549頁.

(36)日本基督教団紅葉坂教会百年史編集委員会編『日本基督教団紅葉坂教会百

年史
-′＼九三年一一九九三年』日本基督教団紅葉坂教会,

1993, 12-15

貞｡猪俣昌戚『60年の思い出!!』昭和29,私家版(猪俣昌明氏蔵) 0
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貞｡猪俣呂械『60年の思い出!!』昭和29,私家版(猪俣昌明氏蔵) 0

(37)原乎三｢シーボルト事件と和蘭通詞猪俣源三郎(下) ｣ 『日本医史学雑誌』

1334号(1944年12月) 286-287, 291-292頁｡日蘭学会編『洋学史事典』

雄松堂出版, 1984, 646貞｡武内博編『日本洋学人名事典』柏書房, 1994,

49-50貞｡

(38)原乎三,同上｡日蘭学会編『長崎オランダ商館日記』六, /㌔,十(雄松堂

出版, 1995, 1997, 1999)
｡片桐一男『阿蘭陀通詞の研究』吉川弘文館,

1985,参照｡

(39)日本基督教団紅葉坂教会百年史編集委員会編『日本基督教団紅葉坂教会百

年史 -^九三年-一九九三年』前出, 10-11貞.

(40)小玉晃一･敏子『明治の横浜,英語･キリスト教文学』笠間書院, 1979,

66-67頁｡このころの修文館については,小林功芳｢4 修文館について｣

(小林功芳『英学と宣教の諸相』有隣堂,平成12,所収)参照｡

(41)前出の注(39)に同じ｡

(42)猪俣昌明氏(昌武のひ孫)による｡

(43)日本キリスト教歴史大事典編集委員会編『日本キリスト教歴史大事典』教

文館, 1988, 1405貞｡日本基督教団紅葉坂教会百年史編集委員会編『日本

基督教団紅葉坂教会百年史 -/＼九三年一一九九三年』前出,
9

112頁.

ほかに,日本基督教団紅葉坂教会編『日本基督教団紅葉坂教会六十年史』

日本基督教団紅葉坂教会, 1954, 5-7頁｡日本キリスト教団紅葉坂教会

八十年史編集委員会編『紅葉坂教会八十年史』日本キリスト教団紅葉坂教

会, 1973, 12--15貞も参照.

(44) 『日本紳士録』第1版(交諭社,明治22, 34貞)には, ｢文科大学舎監｣ ,

住所は｢本郷区駒込曙町十六｣とある｡なお,番町教会の設立は明治19

(1886)年｡

(45)日本基督教団紅葉坂教会百年史編集委員会編『日本基督教団紅葉坂教会百

年史 -八九三年一一九九三年』前出, 11貞｡

(46)同上, 11頁｡
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なお,横浜市鶴見区の舷持寺にある猪俣家の墓地(墓域は中央ニ8)には,

墓石一基があり,その碑面には｢猪俣家之墓｣
,裏面には｢大正七年拾月

呂武建之｣と彫られている｡

(47) 『横浜貿易新報』大正8年10月7日, 5面｡引用にさいして,ふり仮名は

省略した｡

(48)富田仁編『海を越えた日本人名事典』日外アソシエーツ, 1985｡手塚晃･

国立教育会館編『幕末維新海外渡航者鹿覧』全3巻,柏書房, 1992,ほか

参照｡

(49) ｢図書館人名録｣
,天野敬太郎編『図書館総覧』文教書院,

1951, 219-

228貞所収｡石井敦編『図書館を育てた人々 日本編Ⅰ』日本図書館協会,

1983｡ 『図書館関係専門家事典』日外アソシエーツ, 1984｡石山洋｢源流

から辿る近代図書館｣ 1-28, 『日本古書通信』 858号(2001年1月) -

862号(2004年4月)
,その他｡

(50)本研究を進めるにあたり,猪俣昌明氏(昌武のひ孫)と滝沢正順氏(東京

大学工学部機械系三学科図書室)には,資料の提示など,種々のご指導を

いただいた｡とくに滝沢正順の論文｢工部大学校書房の研究(2)｣ (前出)

は猪俣昌武に関する最初の学術研究と思われ,本稿も同論文に負うところ

が大きい｡記して多謝する｡
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第二節 H.ダイアーの『努力立身』の生涯

I.日本教育の開国と外国人教師

(1)

近代日本の開国のさい,多数の外国人が関与した｡近代教育の成立過程にお

いても,大勢の外国人教師が貞献した｡西洋教育のモデルをもって来日したか

れらは,教育の実践,学校の経営,学事にかかわる献策などという職務をとお

して,日本教育の近代化と自立化を促進したのである｡

外国人教師による近代日本教育の推進は,種々の領域において認められるo

とくに注目されるのは下記の4点である｡

第一一に,専門教育機関の編制ならびに教育を先導した点において大きな寄与

をした｡日本開国のさい, ｢国家富強のためには実学人材が必要であるという

考え方から,まずもって専門教育が組織化された｣ `1'のである｡官立では文

部省の開成学校ならびに東京医学校,工部省の工学寮および工部大学校,開拓

使の札幌農学校,司法省の法学校,内務省の駒場農学校,公立･私立では,舎

密局,商法講習所,慶応義塾,三菱商船学校などにおいて,洋学を身につけた

実学人材の育成という期待にこたえた｡

第二に,国民教育の充実という政策課題にもこたえて,師範教育,体操教育,

唱歌教育,女子教育などの組織化を指導した｡

第三に,あたらしい女子教育観の形成に寄与し女学校を率先して設立するこ

とをとおして,女子教育の近代化に大きな役割を果たしたことも注目されるo

第四に,地方にある公立･私立の学校数師となって赴任し,その地の文教な

らびに勧業の近代化を進めた功績も忘却できない`2'｡

(2)

ヘンリー.ダイア- (Henry Dyer, 1848-1918)は右の4領域のうち,第一

の専門教育の推進にかかわり,日本教育の開国のさいに顕著な実績を残したo

具体的には,工業技術の近代化を先導した工部省のお雇い教師としてスコット
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ランドから来日し,明治6 (1873)年から15 (1882)年まで,工学寮ならびに

工部大学校の都検(教頭)として,また土木･機械工学教授として工学教育に

たずさわり,工学専門教育の組織化に責献した｡実学重視という工学教育理念

を日本に残したし,工学部を草創期から大学のなかに位置づけるという日本工

学教育制度の生みの親であるといってもよい(3)o

工部省お雇い教師としての右のような活動にたいし,政府は勲三等旭日中綬

章を贈与して,その功労をたたえた｡賞勲局編『外国人叙勲録』 (明治25)で

は,英国における民間人のなかでの最高位であった(4)｡明治15(1882)年4月

6日,工部卿佐々木高行が作成した嘗勲局総裁三健実美-の伺い書によれば,

工部大学校の｢創業以来殆卜十年間格別二勉励轟其職功労不少候｣というのが

推薦事由であった｡この叙勲伺いに添えられたダイア-の｢奉職履歴概略｣に

は,つぎのようにある｡

｢工部大学校都検ヘンリー､ダイエル氏-英国ノ工学博士ニシテ我政府ノ

招二応シ明治六年六月三日東京二著シ工部卿ノ命ヲ奉シ工学寮都検ノ職二

任ス抑工学-本朝未曾有ノ事業ニテ当時学舎ノ設学課井諸規則等-こ同氏

ノ責任ニアリ故二同氏非常ノ勉励卜多年ノ学識ヲ以先ツ学課井諸規則ヲ撰

定シ而シテ又校舎ノ構造教場ノ位置等ヲ計画シ及ヒ工学こ関スルー切ノ器

械書籍ヲ装置スルノ準備ヲナシ注意周到耐忍能ク勤ム経営日ヲ追テ稗竣り

生徒年ヲ積ンテ増殖シ其専門科ヲ分二及ンテ身親ラ土木機械ノニ科ヲ教授

シ且ツ各科教師ヲ統率スルヲ以テ各教場ヲ巡視スルロ日こ数次風雨ノロト

難トモ曾テ怠ル[コアラス･ ･

･其生徒ヲ視ル子ノ如シ新旧二論ナク萄モ異

常アレバ則親開示論至ラサルナシ故こ生徒皆思フテ之ヲ敬ス明治六年ヨリ

本年こ至り殆ント十年間終始一日ノ如シ故二教師-勉メザルナク生徒-惰

ル者稀ナリ此皆同氏薫陶ノ致ス所然り而シテ都検ヘンリー･ダイエル氏工

部大学校創業ノ功労曹こ今日ノ観二止ラス将来我 邦国ノ利益少ナカラサ

ルナリ｣
(5)

なお,ダイア-はお雇い教師としての功労にとどまらず,帰国後も日本との

関係を保ちつづけ,日英の交流と親睦の増進に尽力したことも忘れてはならな

123-



い｡その活動もまた顕著な実績を残したことで,明治41 (1908)年2月には勲

二等に叙せられ瑞宝章が贈与された｡その功労調書には,帰国後も｢本邦ヨリ

英国二渡航スル諸学校教授文部省留学生等こシテ同国二滞在中同人ノ為メ種々

孟カヲ受クルモノ砂ナカラス殊二日露戦役中-終始克ク帝国政府二対シ好意ヲ

表シ絶ヘス有益ナル諸報告ヲ為シ大二利益ヲ輿フル等其功労顕著ナリ｣ '6'と

記されている｡

2. ｢鍛冶屋の子J

ダイア-はお雇い教師として招聴され,工学寮ならびに工部大学校という工

学専門教育機関の都検(教頭)ならびに土木･機械工学教授として,同校の経

営を担当し教育を指導したし,工学専門教育の組織化に責献した｡前出の功労

調書にあるように, ｢工学-,本朝未曾有ノ事業Jであっただけに,かれは

｢学課並諸規則ヲ選定_jすることのほか, ｢校舎ノ構造教場ノ位置等ヲ計画シ,

及ヒ工学こ閑スルー切ノ器械書籍ヲ装置スルノ準備｣も期待され,これらを見

事になしとげた｡

教師であるうえに,教師の筆頭である教頭として学校の範織と管理も担当し

たそのダイア-の出自について, ｢鍛冶屋の子より努力立身の人｣く7)であっ

たということが,学生のあいだで広まっていた｡立身できたのも｢蘇蘭土の工

業学校にて学業優秀を以ってウイットウォルス懸賞学生に挙げられた｣
`8'こ

とによる,ということも知られていた｡

ウイットウォルス懸賞学生とは,機械工作技術の発明･改良において指導的

役割を果たしたJ.ホイソトワース(Joseph Yhityorth, 1803-1887)が,そ

の発明･改良でえた財を投じて1868年に創設した基金による奨学生であって,

毎年3000ポンドの寄贈金をもとにして, ｢機械学の理論と実践｣にすぐれた者

30名に一人あたり年間100ポンドの奨学金が与えられた｡これによって貧しい

技術者でも高等教育への道が開かれることになった｡ダイア-はグラスゴウ大

学生であった1870年にスコットランドで最初の奨学生に運ばれ, 3年間,この
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奨学金をもらうことができたのである(9). ｢成績の良き生徒が其の選に当る

のでウィットウォルス･スコラ-と云-ば名誉の人｣ (10)であった｡ダイア-

は,そのほかにも輝かしい学業成篇を残しているoたとえば,後逮のように,

1872年度には初級物理学奨励賞とでもいえるア-ノット賞に輝き, 15ポンドを

支給されている｡工学･造船学でウォーカー賞,天文学でワット賞などを受賞

した記録もある｡

ダイア-がお雇い教師として在任していたころといえば, S.スマイルズ著

『セルフヘルプ』 (1858)が『西国立志編』 (明治4)と題して訳出され,育

年を鼓舞していたころであった｡志を立て倦まずたゆまず努力することが立身

出世につながることを説いた,同書が大ベストセラーとなったころであった(1

1)だけに,ダイア-も立志伝中の人物として崇められていたのであろう｡学生

にはそう映ったにちがいない｡

3. 『国勢調査』のなかのダイアー

(1)

ダイア-ははたして｢鍛冶屋の子｣であったのか｡ 『国勢調査(Census) 』

によれば,後述のように,たしかに父は｢鋳造場の労働者｣であり,祖父は鉄

工所の｢溶鉱炉番｣であった｡しかも,働き口を求めて,何回か住所を変わっ

ている｡ダイア-白身はグラスゴウ大学に在学中,いずれの年も,同大学の

『学生名簿(Glasgow University Album) 』の｢父の職業｣欄に｢エンジニア｣

と届けていた(12)が,実際は高度な技能をもった熟練工であったとは思われな

い｡ ｢ヘンリー･ダイア一家の出は低く,ダイア-自身の家柄は裕福な家でも

名家でもなかった｣と思われる(13)o

家族の素性と住所,ダイア-の教育歴について,もう少し具体的に考察する｡

まず,父ジョン(1823･-1891)についてみると,かれの｢出生地｣はスコッ

トランドではなくてアイルランドであった｡ 『1841年国勢調査』によると,住

所はアイルランド東部のコーク州キャンバスネサンのウイショーというところ

にあった｡職業欄には｢会社勤めの肉体労働者(Co札 Lab.) ｣とある｡家族
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は9名で,ダイア-の祖父ヘンリー(45歳,軍人恩給受給者)
,祖母メアリ

(45歳)
,それに長男である父ジョン(当時18歳)以下7名の子ども(15歳お

よび6歳の弟, 10歳の双子の妹, 3歳および2歳の妹)という構成であるく14'｡

(祖父ヘンリーは軍人であったとあるが,そのごは｢鉄工所の溶鉱炉番(Fur--

mace Eeeper) ｣として働いた(15)っ)

それが, 『1851年国勢調査』の記録になると,住まいはスコットランドのグ

ラスゴウに変わっている｡同市ラナ-クシヤのボスウェル区ミュアマドキン村

(現在はベルシル町に併合)エディンバラ通32番地という住所であり,アイル

ランドから移住してきたのである(16)oおそらく働き口とよい暮らしを求めて

の移住であったにちがいない｡

このとき,父ジョンは29歳｡職業は｢鋳造場の労働者(foundry labourer) ｣

であった｡母マーガレットは28歳｡地元ボスウェルの｢農夫兼配達人｣ロバー

ト･モートンの娘であり, 1848年に結婚したく17'｡二人の長男がヘンリー･ダ

イア-であり,当時2歳であった｡つづいて長女ジャネット( 『1851年国勢調

査』では6か月)が誕生した｡ f宿人一名(21歳)も記録されている(表1参

照)
(18)0

グラスゴウ市郊外にあるこのミュアマドキン(hir皿adkin)こそ,ヘンリー･

ダイア-の出生地である｡グラスゴウから南東へ12キロ｡ベルシル(Bellshill)

とモーセンド(Iossend)のあいだにある,クライド川に面した寒村であり,

手織り職布業が盛んであったが, 1830年代に鉄と石炭が発見されたことで関連

の産業がおこり,にわか景気にわきたった｡とくに1839年にJ. B.ニールソ

ン(JaJneS Beau皿Ont Neilson, 1792-1865)が最初の鉄工所(Xossend Iron

forks)を創業してから,製鉄･製鋼業が主要な産業になり,ここには英国各

地から大勢の労働者が移住してきた`='｡ダイア-の父もそうした-一人であっ

たのであろう｡

そのご,一時,ベルシル近くの,石炭および黒縞模様の鉄鉱石が大量発見さ

れたことで発展した'20'ホリータウン(Eolytoyn)に移る(21'が, 1857年ころ

ショッツ(Shotts)に転居した｡グラスゴウの南東にあるキャンバスネサン区
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表1 『川51年国勢調査』におけるダイア一家
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ステイン村スプリングヒル(現在はショッツ市ステイン町スプリングヒル)135

番地という住所である｡ショッツは近くで石炭と鉄鉱石が採掘され,ショッツ

鉄工所(Shotts Iron Works)が1802年に開業したことで発展した町である(22'｡

｢ダイア-の父はそこの景気のいい大きなショッツ鉄工所で働いた｣ (23)もよ

うである｡同鉄工所はナポレオン戦争による銑鉄への需要の高まりと, ∫. B.

ニールソンが開発した,鉄鉱石を溶解して精錬する熱風法を導入したことで,

生産高は飛躍的に増大をみせた`24'o父ジョンは｢工場長だったと子孫は主張

するのだが,実際にどんな仕事をしていたのかはよくわからない｣
`25)0

この時期,ダイア-は.ショッツ鉄工所に付設されたウイルソン学校

(yilson's Endowed School)に学んだ｡成篇が優秀であったことから,系列

の会社に勤め口が与えられることになる(26)0

『1861年国勢調査』では,住所に変更はなくスプリングヒル135番地とある｡

ダイア-は12歳, ｢学生(Scholar) ｣とあるが,やがて徒弟修業に入ること

になる｡グラスゴウ市内クランストンヒルにある,ジェイムズ･エイトキン杜

(James Aitken & Co.)という鋳物工場であって, ｢巨大船舶用ボイラーの製

造を専門とした｣ (27)｡おそらくダイア-が同社での徒弟修業するのを横に,

ダイア一家はグラスゴウに転居したく2且)0

1871年の『国勢調査』になると,住所はグラスゴウ市セント･ヴィンセント

通449番地に移っている｡セントラル駅西方の,クライド川右岸に広がる造船

所地帯の北側にあたる｡父の職業欄には｢エンジン整備工(Engine fitter at

Works) ｣とある.ダイア-は22歳, ｢教養課程の学生(Arts Student) ｣と

記録されている｡同所よりグラスゴウ大学に通っており,入学した1868年から

毎年この住所を大学に届けている(29).

1873 (明治6)年になると,日本政府に招へいされグラスゴウをあとにする

が,ダイア-不在中の父母の住所はグラスゴウ市ダンパートン通128番地であっ

た.グラスゴウ大学近くの.ケルビングローブ地区の西端にあたる｡ 『柑81年

国勢調査』では,父ジョン(58歳)は退職しており, ｢退職したエンジン整備

工(Retired Engine Fitter) ｣とある.母マーガレット(58歳)と下女(20
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歳)の3名で暮らしているく30)0

(2)

日本でのお雇い教師の任務を終了し帰国すると,ダイア-は,まずレンジィ

(Lenzie)に居を構えた｡グラスゴウ市内から北東へ12キロほどにあり, 1842

年にエディンバラ･グラスゴウ鉄道が開通し駅が開設されたのにともない開け

た町である｡ 1850年代に,鉄道会社がレンジィ駅近くにグラスゴウへの通勤者

用の住宅を建て,住民には無料の定期券を支給した｡しかも, 1870年代に水道

施設が完備されたことで,通勤者用住宅地として一段と発展することになる

(31)｡ダイア-もここに家を求めたのである｡

その家は,レンジィ駅の南側の,林に囲まれた広々とした屋敷のなかに今も

残っている｡半円形の窓を配した,クラシックスタイルの家である｡同型の家

屋が並んでおり,確かにここは郊外住宅として建てられたと思われる｡ここに,

妻X. E. A.ファーガソン(Xarie Euphemia Aquart Ferguson, 1848-1921)

と,日本滞在中に授かった三男一女,それにおそらく両親と,一緒に過ごした

(32)
0

それから今度は, 1885年もしくは86年ころ(33),グラスゴウ市内のハイパラ

テラス8番地に転居した｡グラスゴウ大学のすぐ西北の地,現在のハイパラロ

ード52番地にあたる｡ここがダイア-のついのすみかとなるく34)｡屋根裏部屋

と半地下付きの二階建のタウン･-ウスで,真には古木の茂った庭園があった

(35)0
『1891年国勢調査』によると,窓付きの部屋が12室あった(36).ダイア

一夫妻と4人の子ども,ダイア-の両親,それに下女2名の,総勢10名という

大家族であった｡かれダイア- (42歳)の職業は｢土木技師(Civil Engineer)

｣
,父ジョン(68歳)は｢退職した機械技師(Retired,

Xechanical Engineer)

｣とある｡なお, 4人の子ども(チャールズ14歳,ロバート12歳,ジェイムス

10歳,マリー8歳) `37)の出生地は｢日本の東京(Tokio Japan) ｣と記され

ている(38) (表2参照)0

-イバラテラス8番地にあったこのタウン･-ウスは,日英交流が促進され

た拠点であったという点で注目される｡第一に,田連朔郎(1861-1944)や曾
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表2 『1891年国勢調査』におけるダイア一家
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禰達蔵(1852-1937)ら工部大学校の卒業生,あるいは岩崎久弥(1865-1955)

ら日本産業の指導者らが訪問し,旧交を温め指導を請うたのである(39)｡第二

に,日本での体験を生かしてグラスゴウの教育改革を推進したほか,日本研究,

日本人グラスゴウ留学生の支援,日本政府の帝国財政及工業通信員などにみら

れる,日英交流の推進者としての活動(40)は,ここを拠点に展開されたのであっ

た(41)0

4.徒弟修業

ダイア-はグラスゴウ大学の出身だが,入学前に徒弟修業をした体験の持ち

主でもあった｡大学に学んだだけでなく,徒弟となって実地の修業をしたとい

う経歴は注目される｡工部大学校の都検(教頭)として,理論学習と実習をむ

すびあわせたサンドイッチ･コースという特色ある教育課程を構想し具体化し

たのも,そのような経歴と関係があるように思われる｡

実際の現場とのかかわりは,すでに少年のころにはじまっていた｡まず,前

記のように,ショッツに居住し,父が働くショッツ鉄工所に付設されたウィル

ソン学校に学んだ.当時の教師R.マクナブ(Robert rNab)のいうには,ダ

イア-は

｢たぐいまれな忍耐力と勤勉さをみせました｡しかも,すばらしい記憶力

と最高の天性の才能とが加わって,かれがいるどのクラスでも第一位を占

めることができたし,毎年の試験でもすべて一等賞を獲得しました｡

学校から選ばれてショッツ鉄工所系列の事務所に入り,そこに数年間務

めました｡同事務所では,計算の知識を生かして実際に仕事をしたことで,

学校の演習だけでは習得できないような正確な計算力を身につけることが

できました｡

一家がグラスゴウに転居してからすぐ,同市で最大の会社の一つで応用

工学の知識を習得しました｡ ｣
(42)

応用工学の知識を習得できた,グラスゴウで｢最大の会社の一つ｣というの
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は,ジェイムズ･エイトキン杜という鋳物工場であって,ダイア-は1863年,

15歳のころ,同社の徒弟に入っている｡ダイア-を指導したのは同社工場長A.

C.カーク(Alexander C. Eirk, 1830-1892) (43)であって,かれはダイア-

を高く評価していた｡

｢ダイア-氏にはすぐれた能力と知性がみられましたので,機械組立工む

けに鋳物などで作った製品の図面を措くのにしばしばかれを使いました｡

徒弟修業の終わりころには製図室で働いてもらいましたが,かれは勤勉か

つ集中力がありましたので,急速な上達をみせました｡堅実さ,辛抱強さ,

工学の研究能力,職工としての資質を高く評価するものであります｡ ｣

｢謹厳で,堅実で,注意深い｣人柄であるうえに, ｢職工として腕が立ち,

学究的であったので,前途はおおいに有望である｣とも称えている(44)0

同社の職工長のT.ケネディ(Thomas Eennedy)も,同じようにダイア-杏

称賛し, ｢徒弟修業の最後の年は,わたしの助手として働かせ,設計をさせた

り,組立工と機械工に進む仕事をさせていました｡優れた知性と能力がありま

したので,ほかの徒弟よりも高い給料を支給されました｡ ｣と述べている｡

｢おこないは実に模範的でありました｡腕がよくて,まじめで,堅実で,勤勉

な職工でありました｣という評価も残している(45)0

5.夜間学級

ジェイムズ･エイトキン杜での徒弟修業中に夜学に通っていた,ということ

も特筆される｡アンダソン･カレッジの夜間学級であって,グラスゴウ市庁舎

のすぐ北側にあった｡ 1796年の開校以来,働らきながら学ぶ意欲をもった人た

ちの学習拠点として,伝統と実績のある学校であり,現在はストラスクライド

大学になっている(4¢)0

このアンダソン･カレッジに対し,ダイア-は少年のころから強い関心をもっ

ていた｡そもそもはミュアマドキン村にいたころに,地元の牧師から同カレッ

ジ出身者の出世話を聞く機会があって,強い感銘をうけたのだった｡化学者T.
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グレーアム(Thomas Graham, 1805-1869)
,探検家D.リヴィングストン

(David Livingstone, 1813-1873)
,石油製造技術の開発者J.ヤング

(James Young,1811-1883)の三名についての話である｡はじめてグラスゴり

に出かけたときなど,ダイア-は真っ先にジョージ通りにあった同校にむかい,

その博物館を見学してきた(47)0 ｢それから数年後,徒弟修業を完成するため

にグラスゴウに転居したとき,はじめてその夜間学級に出席する機会をえた｣

とダイア-は回顧している(48)｡将来を見すえて,堅い決意で通ったにちがい

ない｡

もっとも,そのころ同校は,初等数学のほかに化学,自然哲学,天文学,坐

理学,植物学についての｢大衆むけ講義｣が開かれていたが, ｢工業や産業全

般に対する応用については,この夜間学級ではまったくとりあげられなかった｣

と,ダイア-は伝えている(49)0

徒弟期間が満了すると,今度はいよいよグラスゴウ大学に進んだ｡ 1451年創

立という歴史の古い大学だが,教養主義重視から実学重視の大学に変容し, 18

40年にはどこよりも早く土木･機械学講座を開設していた｡ 1870年の秋には,

-イストリートの旧キャンパスから現在地のギルモアヒルに移転したく50)｡こ

のグラスゴウ大学に1868年から5年間学んだが,その間にも｢夏期には作業場

や設計事務所で働いたし,時々アンダソン･カレッジの夜間学級に出て補足の

学習もした｣という(51)｡理論学習だけでなく,ひきつづき実習体験を重視し

ていたのである｡

アンダソン･カレッジは,その夜間学級に通ったということのほかに,もう

一つ,ダイア一にとって重要なかかわりがある｡幕末に英国へ密航した日本人

留学生の一人で,のちに工部省の要職をしめる山尾庸三(1837-1917)と同窓

であったという点である｡ダイア-は自著『大日本』 (1904)で,つぎのよう

に回想している｡

｢私にとってうれしい驚きだったのは,伊藤博文氏の後任として工部大輔

を務めていた山尾庸三氏は,実はかつてグラスゴーのアンダーソン･カレッ

ジ(のちのグラスゴー･西部スコットランド技循カレッジ)の夜間クラス
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で見かけたことのある人物だったということである｡当時の山尾氏は,グ

ラスゴウのネイビア造船所で造船技術を実地に学んでいた｡山尾氏がグラ

スゴーに滞在中,私はとくに個人的なつきあいがあったわけではないが,

同じ時期にともにグラスゴーで暮らしていたということだけで,私たちは

おおいに意気投合したものである｡ ････私の提案した技術者養成計画に山

尾氏は心から賛意を表してくれ,何事につけみずから進んで可能な限りの

親切な配慮を惜しまなかった｡のちに『工部大学校』と呼ばれるようにな

る工学寮カレッジ(工学校)が成功を収めたのは,ほかならぬ山尾氏の努

力に負うところがまことに大きい｡｣
(52)

アンダソン･カレッジの同窓生である山尾の支援をうるこができたことで,

工部大学校における経営と教育が｢成功を収めた｣というのである｡

6.グラスゴウ大学ホイットワース奨学生

3i]E:

ダイア-は, ｢徒弟修業を勤めあげたあとすぐ｣
`53),

1868年にグラスゴウ

大学へ全日制学生として入学した｡このとき,かれは『グラスゴウ大学学生名

簿』に,ヘンリー･ダイア-20歳,出生地ラナ-クシヤ,父の名前はジョン,

職業はエンジニアと自筆で書き入れている｡以後,卒業する1872年度まで,同

名簿における記述内容はほぼ変わりがなく,父の職業欄には,前述のように,

いずれも｢エンジニア｣と届けている(54)0

1868年度から1872年度までの在学中,ダイア-が受講した科目･コースは,

『グラスゴウ大学受講記録一覧』から抜き出すと,つぎのとおりである(55)0

5年間の在学中の前半には自然科学系の,後半になると人文教養系の科目を重

点的に受講していることが注目される｡

1868年度 物理学(Physica)

数学上級コース(Xathe皿atica-Seniore)

1869年度 物理学(Physica)

機械学(Scientiae暮acbinalis)
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1870年度 ラテン語初級コース(Latina-Juniores)

ギリシャ語初心者コース(Graeca-Tyrones)

機械学上級コース(Scientiae Xacbinalis-Seniore)

1871年度 ラテン語上級コース(Latina-Seniores)

ギリシャ語上級者コース(Graeca-Provectiores)

物理学(Physica)

博物学動物学コース(Natural history-Zoology)

1872年度 倫理学(Etbica)

論理学(Logica)

国語･国文学(English Language and Literature)

ダイア-が受講した科目･コースだけでなく,受講成績についても興味がも

たれる｡この受講成績については,二つの資料がある｡

第一は毎年刊行される『グラスゴウ大学要覧』であって,開講科目ごとの沿

革･教授陣･授業概要のほかに,奨学金ならびに成績優秀者とそれぞれの受賞

者の氏名が記載されている｡同資料から,ダイア-の受賞記録を摘出してみる

と次表のとおりである(56)o成績は優秀であり,ワット賞を受けたたほか,一

年次からかずかずの褒賞に輝いている｡

1868年度

数学 上級コース･クラス投票部門二番[クラス優等賞]

数学 上級コース･筆記試験部門三番

自然哲学 実習･筆記試験部門二番

1869年度

土木工学･機械学 製図部門[クラス優等賞]

1870年度

土木工学･機械学 筆記試験部門一番[ウォーカー賞]

土木工学･機械学 製図部門[クラス優等賞]

工学技能証明書(Certificate of Proficiency in Engineering Science)

1871年度
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実験物理学[ア-ノット賓]

自然哲学 高等数学部門一番

1872年度

最優秀論文賞[ワット賞] :

題目『18世紀における科学の進歩に対するニュートン原理の彩響』

最終学年の1872年に,グラスゴウ大学では工学を専攻する学生に学位取得の

通がはじめて開かれることになった｡このとき,ダイア-は同大学で最初の理

学士号取得者の一人となったく57)0

1868年度 物理学(Physica)

数学上級コース(Mathematica-Seniore)

1869年度 物理学(Physica)

機械学(Scientiae Machinalis)

1870年度 ラテン語初級コース(Latina-Juniores)

ギリシャ語1J)･じ.Y.･コース(Graeca-TyrolleS)

機械学__L.級コース(Scientiae Machinalis-Seniore)

1871年度 ラテン語.[･_級コース(Latina-Seniores)

ギリシャ語,J･.級･Y.･コース(Graeca-Provectiores)

物理学(Physica)

博物学軌物学コース(Natural History-Zoology)

1872年度 倫理学(Ethica)

論理学(Logica)

国語･国文学(English Language and Literature)

受講成績にかかわる第二の資料として,ダイア-自身がまとめた記録がある｡

F推薦書･成績証明書一覧』とでも称するわずか16真の小冊子であって,下記

のような題名から,工部大学校の都検(教頭)職に応募するさいに作成したと

考えられる｡

On theSelections from Testimonials presented by丑enry I)yer, C.E. ,

occasion of御

EngipeeringP･

本冊子には,在学中に取得した｢学位ならびに褒賞一覧｣ , ｢グラスゴウ大

学工学資格証明書｣
,恩師のW.

J. M.ラン牛ン(Yillian John Xacquorn
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Rankine, 1820-1872)教授の作成による｢1869年度グラスゴウ大学土木学･

機械学クラス成績証明書｣および｢1870年度グラスゴウ大学土木学･機械学ク

ラス成篇証明書｣
,それにランキン教授や,先に紹介した徒弟修業時代の指導

者T.ケネディ,あるいはA. C.カークなどから寄せられた10件の推薦書が

収められている｡

これによると,ダイア-は,工学資格証明書取得要件である,数学,自然哲

学,無機化学,地質学･鉱物学,土木･機械学を受講し試験に合格したし,製

図技術についても認定を受けた｡また,グラスゴウ大学文学修士号および理学

士号,工学資格証明書,さらにはホイットワース給費生,ホイットワース奨学

坐,ア-ノット賞(自然哲学),ウォーカー賞(工学･造船学),ワット賞

(天文学),トムソン奨学生(実験科学),ウィリアム･トムソン卿上級数学

クラスー等質といった学位取得ならびに褒賞の記録も掲げられている(58)0 18

69年度グラスゴウ大学土木学･機械学クラス成績証明書には,受講状況は｢す

べてきちんと出席｣,口頭試験｢優｣,筆記試験｢最優秀, 100点｣,所見

｢どの点でも能力･成績抜群の学生｣とあり,また, 1870年度の同成績証明書

でも,受講状況｢すべてきちんと出席｣
,口頭試験｢優｣ ,筆記試験｢最優秀,

100点｣
,所見｢とびきり成績抜群の学生｡筆記試験の部で最初のウォーカー

賞受賞者. 95.5点｣とある(59).

1868年度 数学｣∴級コース･クラス投票部門二芥[クラス優1-4:[;･･:賃]

数学 上級コース■･筆記試験部門三番

自然哲学 j-i:胃･筆記試よ検部門二芥

1869年度

1870年度

1871年度

1872年度

土木工学･機械学 製図部門[クラス優等賞]

土木工学･機械学 筆記試験部門一番[ウォーカー賃]

土木工学･機械学 製図部門[クラス優等賞]

工学技能証明書

(Certificate of Prof卜cie11Cy il一EIlgilleel-illg SciellCe)

実験物理学[ア-ノット賞]

自然哲学 高等数学部門一番

最優秀論文賞[ワット賞] :

題目『18世紀における科学の進歩に対するニュートン原理の

影響』
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以上のように,ダイア-は徒弟に入って実地に修業したうえに,グラスゴウ

大学で自然科学ならびに人文諸学を学んで学士号を取得したという経歴の持ち

主であった｡しかも,徒弟修業においても学業においても成績は優秀であり,

性格･才能･学識についてもまた高い評価をうけており,ランキン教授は工部

大学校の都検職としてダイア-を推薦したのであった｡理論的学習と実務の両

方に秀でていたというのだから,まさに当時の日本が求めていた人材であった

といっていいであろう｡

(2)

グラスゴウ大学時代の受賞記録のなかでも,ホイットワース奨学生に選ばれ

たことは,ダイア一にとって大きな誇りであった｡同奨学金を管理する英国政

府の科学技芸局書記官あてに,同大学3年生であった1870年の10月1日付で作

成した計画書を,同年9月26日付の決定通知書とともに,前出の『推薦書･成

績証明書一覧』に収録している｡それは,ランキン教授と相談してまとめた

｢ホイットワース奨学金を受給する3年間の履修計画｣であって,下記のよう

に,幅の広い学習を志向していたことがうかがわれる｡

｢技師および製図工として7年間ほどの実習体験がありますので,今後3

年間は,そのほとんどを一般教育を修了し,もっぱら理論的学習にあてる

つもりであります｡

工学資格証明書の取得に必修であるグラスゴウ大学工学課程を修了する

とともに,文学修士号を取得できる授業を受けるつもりであります｡

教養課程では,古典および哲学には学位取得に必要な時間をあてるだけ

にして,工学,数学,自然哲学の履修にできるだけ時間を充てたいと思い

ます｡

このようにして,十分な一般教育を受けるつもりです｡それから,ラテ

ン語を履修したあと,重要な手段となる現代語を急いで履修することがで

きると思います｡

教養課程を修めたあとは,資格試験で古典および哲学の知識を必要とす

る学位の取得へむけて進むつもりでありますし,また英国学士院の造船学
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修了証書の取得をめざして挑戦するつもりであります｡ ｣
(60)

ここには,エンジニアという専門職は専門分野の学力と実務能力だけでは十

分でなく,広い教養教育もさらに必要であるというダイア-の教育観(61)が,

すでにあらわれている点が注目される｡

工部大学校という工学専門教育機関では,士族出身の学生が多く,ともすれ

ば実務を軽視する傾向がみられたし,専門職はとかく思想や行動の偏狭さに陥

りがちになるであろうから,この教養教育を重視するという観点は重要な意味

をもつ｡工部大学校の都検職にあったときも,また帰国してからも,ダイア-

は機会をとらえて｢エンジニアに教養教育が必要である｣ことを主張し, ｢専

門職の教養化｣を説いたことは,三好信浩『ダイア-の日本』 (62)などに詳し

い｡

7. ｢努力立身｣の生涯

本稿では,ダイア-は｢鍛冶屋の子より努力立身の人｣という,同校出身者

の回想記にみられる言辞に注目して,お雇い教師として招へいされるまでの,

いわば前半生を主たる対象とし,かれの家族の素姓･住所･教育歴をめぐって

考察した｡

『国勢調査』
,ダイア一編『推薦書･成績証明書一覧』に収められた学生時

代の生活と学習にかかわる文書,グラスゴウ大学生時代までの関係文書( 『受

講記録一覧』あるいは『学生名簿』など)をおもな資料として具体的に分析を

すすめ,以下の諸点を明らかにした｡

第一に,ダイア-の父はアイルランドの出身であり,働き口とよい暮らし向

きを求めてグラスゴウに移住してきた｡ 『国勢調査』の職業欄には｢製造場の

労働者｣あるいは｢機械整備工｣などとあるが,比較的低給の不熟練労働者で

あったと思われる｡ショッツ鉄工所をはじめ勤め先を求めて,グラスゴウ近郊

のミュアマドキン,ホリータウン,ショッツ,それからグラスゴウ市内へと何

度か転居しているく;
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第二に,このような生活環境のなか,ダイア-は実務-の関心を強めたもよ

うで,ジェイムズ･エイトキン社の鋳造所で徒弟修業を体験した｡また,早く

から学習機会を享受することができた｡まずショッツ鉄工所に付設された小学

校に学び,すばらしい学業成績を残した｡さらに徒弟修業の期間中は,勤労者

の学習の拠点であったアンダソン･カレッジの夜間学級に学んだ｡日本の工業

化を導く知識と経験を求めて留学していた山尾庸三がこの夜間学級に学んでい

たという縁から,日本に招聴され工部大学校の経営と教育をまかされたとき,

山尾の全面的な支援をうることができた｡

第三に,徒弟となって実地修業を終えたあとは, 1868年にグラスゴウ大学に

全日制学生として入学し,実に称賛に値する修学成績を残した｡ 5年間の在学

中の前半はおもに自然科学を,後半は幅広い人文教養系を中心に履修したが,

輝かしい成績を修めたことで数多くの受賞に輝き,奨学金をえて勉学に励むこ

とができた｡なかでも貧しい技術者の高等教育への道を拓いたホイットワース

奨学生に選ばれたことは,ダイア-の誇りであった｡徒弟修業においても大学

での学業においても成績は優等であったことから,恩師ランキン教授の推薦に

より工部大学校の都検職へ送り出されたし,推薦者に名をつらねた人たちから

は性格･才能･学識について高い評価をうけた｡

要するに, ｢ヘンリー･ダイア一家の出は低く,ダイア-自身の家柄は裕福

な家でも名家でもなかった｣
｡それでも,成績優秀によって奨学資金を活用す

ることができたことで,アンダソン･カレッジの夜間学級に加えて,グラスゴ

ウ大学の全日制学生として修学したo徒弟として実地修業をした休験者でもあっ

た.ダイア-は｢努力立身の人｣であったのである(63).

注

(1)三好信浩『日本教育の開国,外国教師と近代日本』福村出版, 1986, 115

頁｡

(2)同上, ｢ⅠⅠ外国教師と近代学校-一学校組織の近代化｣参照｡それぞれ

の領域で活躍した主たるお雇い教師について,略述されている｡

(3 )三好信浩『日本工業教育成立史の研究-一近代日本の工業化と教育』風間
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書房, 1979,第五章｢工部大学校の工業教育｣その他,参照｡

(4)賞勲局編『外国人叙勲録』賞勲局, 1892, 267頁｡ここには,明治25(1892)

年1.月1日現在で, 32か国のベ147名におよぶ外国人の氏名があがってい

る｡拙稿｢日英交流の推進者ヘンリー･ダイア-の叙勲｣ 『日本古書通信』

879号(2002年10月15日) 20-22貞参照｡

(5) ｢英国人ヘンリー,ダイエル江勲章ヲ賜り度儀二付伺｣および｢ヘンリー･

ダイエル氏奉職履歴概略｣
,梅渓昇編『明治期外国人叙勲史料集成』第一

巻,思文閣出版, 1991, 281-282貞より再引｡

(6)｢北米合衆国人オノラブル､チャールス,エス､フエヤチアイルド外九十

八名叙勲ノ件｣
,同上,第四巻,

426頁より再引｡

(7)岩田武夫｢旧工部大学校史料参考記事｣
,旧工部大学校史料編纂会編『旧

工部大学校史料附録』虎之門会,昭和6, 21頁所収｡

(8)石橋絢彦｢回顧録(其の二)｣同上, 232頁所収｡

(9 )oxford Dictionary of National Biography, γol.58 (2004) pp. 786-789.

Dyer, A., `John Elder" chair of Naval Architecture and Xarine

Engineering
L旦軸ヱ堅垂ty,

l醍阜, [1886], p.13.三好信浩『ダイ

ア-の日本』福村出版, 1989, 60貞｡創設の経緯と規程,受賞者の氏名と

略歴などについては, Low, D. A.ed., The Yhityorth Book, Prepared by

the Yhityorth Society, Long皿an, London 也 N.Y., 1926,などに詳しい.

同書によれば,ダイア-は, 1868年に｢ホイットワース育英資金(exhibi

tions) ｣ (25ポンド)受給者に, 1870年には｢~ホイットワース奨学金

(scholarships) ｣受給者に学生部門ではなくて労働者部門で選ばれた

(pp.32, 34, 151) 0

(10)石橋絢彦｢回顧録(其の二) ｣前出, 215頁｡

(ll)Smiles, S. , Self-Help, With Illustrations of Character and Conduct,

John Xarry, London, 1859.斯題爾斯(中村正直訳) 『西国立志編 原名･

自助諭』須原屋茂兵衛,東京,明治3｡ S.スマイルズ(竹内均訳) 『自

助諭』三笠書房, 】988, 244頁o
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(12) 『グラスゴウ大学登録簿』の1868年度版(91嬰gJ2Wniversity上世些

Session 1868-69)には,登録簿番号｢356｣
,氏名｢Henry

Dyer｣
,年齢

｢20｣
,出生地｢Lanarkshire｣ ,父のクリスチャンネーム｢John｣ ,父

の職業｢Engineer_I
,学習分野｢Arts｣ ,学年は｢~1｣年とある｡ちなみ

に,在学中の『登録簿』 (グラスゴウ大学アーカイブズ蔵)における記載

内容は,次表のとおり｡

学年
登録簿

番号
氏名 年齢 出生地 父の名前 父の職業 専攻領域

1 356 HenryDyer 20 LanarlくShire John Englneer Arts

2 372 HelーryDyer 21 Laーーar1くShire Jo1ーn Eng11ーeer Arts

3 312 HellryDyer 22 Lanarkshire John Elーg1Ⅰーeer Aー-tS

4 381 HenryDyer 23 Bothwell John Engineer Arts

5 1120 HenryDyer 24 BothwellI_anarkshire John Elーgilーeer A1-tS

(13)Hart, L. &臥1nter, R., "Henry Dyer-A Lan With a Xission", The

Eenry Dyer Symposium (Tokyo),larch 18-19, 1997, The University of

Tokyo, School of Engineering, p.43.拙稿｢ヘンリー･ダイア-･シン

ポジウム｣
,名古屋大学教育学部教育社会史研究室『教育社会史研究室年

報J]第3号(1997年11月) 58頁o

(14)1841 Census, Parish of Cambusnethan. Yishay, Scotland.

(15) 『1841年国勢調査』では｢Ar皿y P._｣つまり｢軍人恩給受給者Ar皿y

Pensioner｣とある(埴生しieBiS_壁, ibid.)が,長男ジョンの『死亡証明

書』ではr鉄工所の溶鉱炉番Furnace Keeper in Iron Yorks｣とある

(1891 Deaths in the district of Partick in the County of Lanark,

_ _____. ___ ･---
-一■- -■-----

-

･ ~~~~~ ~
-

~

Ⅳo. 589) 0

(16)1851 Census, Parish of Bothyell, Village of hir皿adkin, No. of

Eouse-holder's schedule 32, Scotland.

(17)マーガレット･ダイア-の｢死亡証明書｣には,父R.モートン(Robert

Horton)の職業は｢農夫兼配達人(Farmer and Carrier) ｣とある(圭旦旦ち

Deaths in the D istrict of Partick i
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ほかに, Hunter, R.
,

"Henry I)yer (1848-1918)ー, http://vvv.moTlklands.

co.uk/shotts/ (2004年8月26日)より｡

(18)1851 Census, op. °it.ちなみに, 『1851年国勢調査』におけるダイア-

家の記載内容は,別掲の表1のとおり<,

(19)Wilson, R. , RyB9_些垂吐享ii, Richard Stenlake Publishing,

Ocbiltree, 1995, p.3.

(20)Cor皿aCk, Ⅰ. L., Old Bellshill: y ith Xossend, Holytoyn and New

Steventon, Ian L. Cormack. Glasgow, 1981, p.4.

(21) 『1861年国勢調査』に,ダイア-の次兄(Robert Dyer,当時5歳)の出

生地がラナ-クシヤのホリータウン( ｢Lanarksh. Holyton,｣ )とあるこ

とによる｡ 1861 Census, Parish of Cambusnethan, Ⅳo. of Schedule 135.

(22)‡uir, A., The Story of Shotts: a Short Hi

Company Li皿ite

story of the Shotts lron

The Shotts Iron Company Limited, Edinburgh, [19

52], pp.1-2.はかに,
`shotts, A Village Built on Coal and lrin",

http://yyy.皿Onklands. co. uk/shotts/ (2004年8月26日)

(23)Hart, L. &hnter, 良., 9ui1., p.43.拙稿｢ヘンリー･ダイア-･

シンポジウム｣前出, 58貞｡

(24)Iuir, A.,些｣.llti., pp. 1ト12.

(25)Hart, L. &Hunter, R.,璽｣旦吐., p.43.拙稿｢ヘンリー･ダイア-･

シンポジウム｣前出, 58頁｡

(26)ibis., pp.43-44.拙稿｢ヘンリー･ダイア-･シンポジウム｣ ,同上,

58-59頁｡

(27.)Cooper, J. N., Simply Anderston; the Story of a Glasgow Burgh,

Vista of Glasgow, Glasgow, 1979, p.27.

(28)1861 Census, Parish of CaJnbusnethan, No. of Schedule 135, op. cit.

(29)1871 Census, Civil Parish of Barony, Parliamentary Burgh of

Glasgov, No. of Schedule 101.

(30)1881 Census, Ref. No. 609880, Barony, Lanark, Scotland (General
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Register Office for Scotland,

9EnumDist 27, p.1より再引) 0

FHL Film 0203661 GRO Ref Volu皿e 644-

(31)`Lenzie (Local History)", `com皿uting to Glasgow (Local Eistory)",

-
http://vyy. eastdunbarton. gov. uk/より｡

(32)マリーとは,来日した翌1874年の5月23日に横浜で結婚した｡彼女は,グ

ラスゴウ市ぺズリー通-ンブロック･テラス8番地のD.ファーグソン

(Duncan Ferguson)

1arriage

の長女(The Glasgov 括erald, 9 June 1874, p.1.

solemnized at Her Britannic一ajesty's Legation at Yoko-

haJna, 23rd Kay 1874.拙稿rヘンリー･ダイア-の結婚｣ 『UP』 304号,

1998年2月, 16-20頁,参照)
｡彼女は英領植民地セントルシア生まれ

(1891 Census, Civil Parish of Govan, Parliamentary I)ivision of

partick, Lanarkshire, No. of Schedule 168, Scotland)
｡父D.ファ

ーグソンは金細工人もしくは自営の宝石細工人であった(ダイア-との

『結婚証明書』には父の職業は

Her Britannic Xajesty's

｢Golds皿ith｣ ( Xarriage Solemnized at

Legation at Yokohama, 23rd 士ay 1874, op.

cit.).一方,父の『死亡証明書』には｢Jeveller ( taster)｣とある

(1875 Deaths im the District of Govancehuncb in the County of

Lanark, No. 71).

(33)ダイア一家の住所は, F郵便局台帳1884年度版,レンジィ篇』では,

｢Dunroyan, Lenzie｣
,それが『郵便局台帳1886年度版,グラスゴウ篇』

から｢8 Eigbburgb Terrace, Partick｣に移っている(Post Office

Lenzie Directory for for 1884-1885, William Xackenzie, Glasgow, 18

84, p.1198: Post Office Glasgow Directory for 188611887, YilliaJn

廿ackenzie, Glasgow, 1886, p.749) 0

(34)拙稿｢日英交流の推進者ヘンリー･ダイア-の墓碑銘｣
,日本英学史学会

『英学史研究』第36号(2003年10月) 57-72真参照｡

(35)田連朔郎｢元工部大学校都検ダイヤ-先生を訪ふ｣ 『工業の大日本』第1

巻第5号(明治37年12月) So東o
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(36)1891 Census, Civil Parish of Govan, Parliamentary Division of

Partick, Lanarksllire, Ⅳo. of Schedule 168, Scotland. 『1901年国勢

調査』でも,窓付き部屋数は12室(1901 Census, Par.tick, Civil Parish

of Govan, Parliamentary Division of Lanarkshire, No. of Schedule

57, Scotl.and)｡ちなみに, 『1891年国勢調査』におけるダイア一家の記

載内容は,別掲の表2のとおり｡

(37)Charle Henry (1876-1950),Robert Xorton(1878-1936), James Ferguson

(1880-1940), Xarie Dyer (1882-1958)｡ダイア一夫妻には,日本滞在中

の1875年7月12日に第一子(John Ferguson)を授かったが,同年11月26

日に死去した｡ The Daily Advertiser (14 July 1875) p.2,および(27

Novenber 1875) p. 2.

く38)1891 Census, op. °it.

(39)拙稿｢ヘンリー･ダイア-と田連朔郎｣ 『UP』 340号(2001年2月) 6

-11頁｡中西洋『日本近代化の基礎過程』下,東京大学出版会,
2003,

454-455頁｡そのほか,藤田重道(工部大学校の卒業生｡当時は日本鉄道

の汽車課長)は明治29 (1896)年に訪問した｡石河幹明『福沢諭吉伝』第

4巻,岩波書店, 1932, 670-671貞より｡

(40)拙稿｢明治期におけるグラスゴウ大学日本語資格試験｣
,篠田弘･鈴木正

幸編『教育近代化の諸相』名古屋大学出版会, 1992, 201-221頁所収｡拙

稿｢日英交流の推進者ヘンリー･ダイア-の叙勲｣前出, 20-22頁o三好

信浩『ダイア-の日本』前出, ⅤおよびⅤⅠ,その他参照｡

(41) 『国勢調査』におけるダイア一家の住所(一部)をまとめてみると,つぎ

のとおりである｡

1841年 Yishay, Parish of Ca皿busnethan, Ireland.

1851年 32 Edinburg丑oad, Village of止uirmadkin, Parish of

Bothyell, Glasgow, Scotland.

1861年135 Springhill, Village of Staれe, Parish of Ca皿busnethan,

Glasgoy, Scotland.
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1871年 449 St. Vincent St., Civil Parish of Barony, Parliament-

ary Burgho-f Glasgow, Scotland.

1881年128 I)uJnbarton Rd. ,
Barony, Lanarkshire, Scotland.

1891年 8 HighburghTerrace, Glasgow, Scotland.

1901年 8 Eighburgh Terrace, Glasgow, Scotland.

1911* 8 HighburghTerrace, Partick, Glasgow, Scotland.

(42)`Fro皿Xr.Robert X'Nab, F. E. Ⅰ. S., Yilson's school, Shotts lron

Works", in Dyer,

Henry Dyer, C.

a. , Selections from Testitnonials Presented by

E., On the Occasion of His Appointment aS Principal

of ･tbe I叩erial College of Engineering, Tokio, Japan, February, 18
1____..

____._._____
__.｢___

_ ･--_-_ .
-･･･-
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-.-･･････一
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73, p.16.

(43)当時｢カークは,ネイビア造船所で徒弟修業を終えた新進気鋭の技師であっ

た｣ (北政巳『国際日本を拓いた人々-一日本とスコットランドの幹』同

文舘, 1984, 39頁),ほかに, `Eirk, Alexander Carnegie", in Boase, F.,

暮odernEnglish Biography, Vol. ⅠⅠ(1965) p. 243.

(44)"Fro皿A. C.監irk, Esq., Xe皿b. Inst. C. a., &c.", in Dyer, a.,

Selections fro皿Testimonials Presented by月enry Dyer, C. E., On

the Occasion of王Iis AppointJnent aS Principal of the I叩erial

College of Engineering, Tokio, Japan, op. °it., pp. 14-15.

__¶･ _
._i.

~~ _
= = -

_
-. ■~一丁 ~~■P
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(45)"From Thomas Eennedy, Foreman to James Aitken 良 Co.", in車中_i4., p.

14. Dyer,臥, `John Elder" chair of Naval Architecture and ‡arine

Engineering, Glasgow Univeraity, 1886, op. °it.においても,ジュイ

ムス･エイトキン杜で徒弟修業をつとめたことを記している(pp.5, 15)0

(46)Butt. J. , JohnAmderson's Legacy, The University of Strathclyde
_-__.
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and its Antecedents 1796-1996, Tuckyell Press, East Linton, 1996;

拙著『英国メカニックス･インスティチュートの研究一生成と発展-』神

戸商科大学経済研究所, 1987,第1章,参照

(47) Dyer, a., `The Training and York of Engineers in Their Yl'der
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Aspects: Introductory Address; by IIenry Dyer, Glasgov Technical

College Scientific Society, October 21st 1905", Transactions of

Glasgow Technical Scientific Society, Vol.2 (1905106) p.5: do.,

Introductory Address on the Training and York of Engineers in

Their野ider Aspects, Technical College, Glasgow, 1905, p.5.本件は,

三好信浩『ダイア-の日本』前出, 63頁に既出｡

(48)Ibid.

(49)Ibid.

(50)Brown, A. L. & Xoss, I., The University of Glasgow: 145111996,

John Smith 良 Son, Glasgow, 1996,その他参照o

(51)I)yer,臥, "The Training and York of Engineers in Their Wider

Aspects: Introductory Address; by IIenry I)yer, Glasgow Technical

College Scientific Society, October 21st 1905', op. °it., p.6.

(52)I)yer, H.,担皇 Nippon, the Britain of the East, a Study in National

Evolution, Blackie 良 Son, London, 1904, pp.2-3:平野勇夫訳『大日本,

技術立国日本の恩人が描いた明治日本の実像』実業之日本社, 1999, 33-

34貞｡

(53)Dyer,臥, `John Elder'chair of Naval Architecture and Xarine

Engineering, Glasgow Univeraity, 1886. op. cit., p.5.

(54)Glasgow University Album, Session 1868-69, 1868: Glasgow Universi-

ty Album, Session 1869-70, 1869: Glasgow Universi

1870-71, 1970: Glasgow University

ty Album, Session

Album, Session 187卜72, 1871:

Glasgow University Album, Session 1872-73, 1872.いずれもグラスゴ

ウ大学アーカイブズ所蔵｡

(55)University of Glasgow, Class Catalogue Session 1868-69, Glasgow,

Robert laclehose & Co., 1868, pp.17, 19 ; University of Glasgow,

Class Catalogue Session 1869-70, ibid., 1869, pp.17, 22 ; Universi-

ty of Glasgov, Class Catalogue Session 1870-71, ibid., 1870, pp.6,
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13, 23 ; University of Glasgow, Class Catalogue Session 187lL-72,

ibid., 1871, pp.8, ll, 18, 41 ; University of Glasgow, Class

catalogue Session 1872-73, ibid., 1872, pp.14, 16, 23.いずれもグラ

スゴウ大学アーカイブズ所蔵｡
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Calendar for the Year 1870-71, 1871, p. 142 ; The Glasgow University
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progress of Science during the Eighteenth Century".いずれもグラス

ゴウ大学アーカイブズ所蔵｡表中, ｢クラス優等賞｣とは受講生の投票に

よる受賞｡

(57)The Glasgow University Calendar For the Year 1872-73, Ja凪es

Xaclehose, Glasgow, 1872, Appendix 1. Dyer, H., "John Elder" chair

of Naval Architecture and larine Engineering, Glasgow Univeraity,

1886. op. °it., p.6.

(58)Dyer,臥, Selections from Testimonials Presented by Henry Dyer, C.

E～

如些_ Op･ Cit･収録されて

いる資料は,順に次のとおり｡本冊子は,三好信浩『ダイア-の日本』前

出,などですでに紹介されている｡

･List of Degrees and Special Prizes,

･University of Glasgow, Certificate of Proficiency in Engineering

Science,

･university of Glasgow, Class of Civil Engineering and Xechanics,

Certificate of Attendance., Session 1869-70.
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･University of Glasgow, Class of Civil Engineering and Xechanics,

Certificate of Attendance, Session 1870-71.

･Testi皿Onials.

なお, 『グラスゴウ･ヘラルド』紙上の追悼記事では, ｢かれは教養課程

の履修を優等で合格し,褒賞名簿に名前が12回でている_j とある｡ `Death

of Dr Dyer-Notable Engineer and Educationist', The Glasgoy月erald

(26 Sept. 1918) p.4. Dyer, a., "John Elder" chair of Naval Archi-

tecture and Xarine Engineering, Glasgow Univeraity, 1886. ibid.に

おいても,ダイア-みずから受賞記録を記している(pp.5-6)
｡ただし,

前出の『グラスゴウ大学要覧』の記録とは表記が異なるところがある｡

(59)Dyer, E., ihi4., pp.4-5.

(60)Ibid., pp. 12-13.

(61)三好信浩『ダイア-の日本』前出, 91-93頁など｡

(62)三好信浩,同上, 91-93, 184頁｡同『日本工業教育成立史の研究--近

代日本の工業化と教育』前出, 289-290貞｡

(63)本稿は,拙稿｢ 『努力立身の人』ヘンリー･ダイア-｣ 『東京大学史史料

室ニュース』第33号(2004年11月30日) 1--4貞所収,と重複するところ

がある｡
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且enry I)yer, Scottish Teacher at the Imperial College of Engineering,

Tokyo (Kobu-Dai-gakko) --nis Life toyard Self-actualization--

Henry Dyer (1848-1918) Was invited to Japan from Scotland to be the

principal at the I叩erial College of Engineering, Tokyo, during 1873

and 1882, and Was the founder of engineering education in Japan.Among

students, he had been said to be a "selトmade man, the son of a

foundry laborerサ. I shall focus on this remark in this paper･

After closely analyzing such materials as the Census, Selections

from Testimonials edited by I)yer, Which cover his childhood and

studies, and Glasgov University Class Catalogues and Glasgow Universi-

ty Album, I have ascertained the folloving points regarding the first

half of his life1-his family line, places There he lived, and educa-

tional history.

First, Dyer's father Was fro皿Ireland, but emigrated to Glasgow in

search of better york and a better life. His occupation listed in the

census yas -foundry laborer'or 〟engine fitter". Ie Was an unskilled

laborer Who Worked for relatively low Wages. He Worked for Shotts Iron

forks and changed residences many tines While looking for new jobs.

second, While growing up in such a living environment, I)yer showed

an interest in furthering himself, and he did an apprenticeship at the

James Aitken 良 Co. foundry. Thanks to Scotland's progressive and

democratic educational system, he Was able to take advantage early of

the opportunity to study. First, he studied at -the primary SChool

attached to the Shotts lron forks and achieved highgrades. Then,

during his apprenticeship, he took evening courses for Workers at

Amderson's college (today the University of Strathclyde). Also study-

ing in the same course Was Yozo Ya皿aO fro皿Japan, a man seeking
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knowledge and experience to lead Japan's industrailization. It is this

connection that later benefitted Dyer's successful management and

curriculu皿develop皿ent Of the I皿perial College of Engineering. Tokyo.

He achieved this full support fro皿Yamao, Who happened to be a high

official of the Public forks Xinistry.

Third, after completing his hands-on training as an apprentice,

I)yer entered the University of Glasgow as a full-time student in 1868,

leading an exemplary academic life. The first half of his five years

of study during 1868-1873 he devoted to the natural sciences, and the

latter half to a Tide range of studies in the huDaLnities.月e yon many

avards for his stellar academic performance, and after receiving a

scholarship, fas able to continue to devote himself to studies.Among

his achievements Was Tinning the prestigious Yhityorth Scholarship,

given to financially needy prospective engineering students to alloy

the皿tO COntinue on to higher education. Both in big apprenticeship

and at university, Dyer's record Was nothing short of top honors

material. In recognition of this scbolarsbip, and upon the recommenda-

tion of his mentor, Professor Y. J. i. Rankine, he Was dispatched as

the Principal of the I皿perial College of Engineering in Tokyo, receiv-

ing highpraise from his reco皿mender for his character, talent and

academic record.

In a Word, "Henry I)yer's fad)ily origins Were humble and his

background Was not one of Wealth or privilege." But his superior

scholastic achievements and dispositions landed hi皿a SCholarship, and

coupled vitb evening courses at Anderson's college, he vas able to

matriculate as a full-tine Student a-t the University of Glasgow. Ie

had also gained practical training and experience through an

apprenticeship. Henry Dyer Was truly a self-made than.
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第三節 H.ダイア-の墓碑銘

1.日英交流の推進者

近代日本が開国するとき,大勢の外国人教師が関与した｡かれらは教育の実

疏,学校の経営,学事にかかわる献策などという職務を遂行して,日本の近代

化と自立化を促進した(1)0

ヘンリー･ダイア- Henry Dyer (1848-1918)こそそうした一人であった｡

明治6(1873)年から15 (1882)年まで工部省に招かれた,お雇いスコットラ

ンド人教師である｡この間,工学寮および工部大学校といって,東京大学大学

院工学研究科の前身校の都検(教頭)ならびに土木･機械工学教授として学校

経営にあたったほか,工学専門教育の組織化に貞献した｡実学重視という工学

教育理念を日本に残したし,工学部を草創期から大学のなかに位置づけるとい

う日本工学教育制度の生みの親であるといってもよい(2)0

ダイア-の活躍は,日本だけにとどまらなかった｡契約解除となり母国に帰っ

てからも,日本と緊密な関係を保ちつづけて,日英の交流を促進した｡今いう

国際交流の先駆者といってよいであろう｡具体的にいうと,故郷のグラスゴウ

に戻ってから,日本研究を推しすすめ,その成果を『大日本,東洋の英国』や

『世界政治のなかの日本』などという大著(3)にまとめて世に問うた｡明治35

(1902)年には日本政府の帝国財政及工業通信員に任ぜられ, ｢本邦財政経済

二開スル事項ヲ新聞雑誌こ掲載シ又-其他ノ方法ヲ以テー般外国市場こ知ラシ

メ及ヒ外国こ於ケル情況ヲ時々報道スル｣ (4)という任務をはたした｡さらに

は,グラスゴウに留学してきた日本人学生の生活と教育を支援したし,外遊の

機会に立ち寄った教え子には,指導と激励をなすこともしばしばであった(5)0

のちに東京帝国大学名誉教師の称号を受けたり,勲三等旭日中綬章ならびに

勲二等瑞宝章が授与されたのも,そうした功労による｡叙勲調書には, ｢本邦

ヨリ英国二渡航スル諸学校教授文部省留学生等｣に対する支援はもちろん,

｢殊二日露戦役中-終始克ク帝国政府二対シ好意ヲ表シ絶ヘス有益ナル諸報告
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ヲ為シ大二利益ヲ与フル等其功労顕著ナリ｣と記されている(6)0

2.ダイア一死去の報道

(1)

ダイア-は工部省お雇い外国人であり,日英交流の推進者であっただけに,

かれが死去したとき,その報は国際通信杜ロンドン発電で日本へもたらされた｡

『東京日日新聞』は,大正7 (1918)年10月1日の紙面で, ｢倫敦電報 廿七

日発国際通信｣伝として,つぎのように報じている(7)｡原敬内閣の誕生が話

題になっていたころのことである｡

｢ ダイヤ一博士逝く

日本帝国大学名誉教授ヘンリー･ダイヤ一博士は自宅に於て逝去せり享年

七十なり

▲備考 ダイヤ一博士は千八百七十三年初めて聴せられて工科大学に来り

同時に一大工場を主催し千八百九十三年帰国し郷里グラスゴー市に於て社

会及教育事業に従事し日本及科学問題に関する著書多し ｣

『大阪朝日新聞』や『大阪毎日新聞』でも,同じ10月1日の紙面で報道され

ている(8)が,いずれの記事もほぼ同文であることが注目される｡国際通信社

が9月27日発で配信した内容を,そのまま活用したからにちがいない｡外電頼

りであったことは,死亡日時および死因という肝心な事項が,いずれの紙面に

も記されていないことから推定される｡

国内で刊行された英字新聞,たとえば『ジャパン･タイムズ･アンド･メイ

ル』紙や『ジャパン･クロニクル』紙などにおいても,事情は同じである(9)0

そのうち, 『ジャパン･タイムズ･アンド･メイル』紙の記事は,原文のまま

転載すると,次のとおりである｡

｢Kokusai-Reuter Direct

London, Sept. 27. --Dr.月enry Dyer, Professor emeritus of the

University of Japan, died at his hone in Scotland to-day in his

seventieth year.
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恥nry Dyer C.E., I.A., and Eon. LL.D. of Glasgow, came to Japan

in 1873 as professor of Civil and lechanical Engineeringin the

lmperial University here. At the saJne ti血e he Was director of a

very large engineering vorks in this country. He retired in 1883,

and since his return to his native country has been prominent in

educational and social york, especially in Glasgow. Dr. I)yer Wrote

a number of books on Japan and scientific subjects. ｣

(2)

それでは,ダイア-はいつ,どのような死因で亡くなったのか｡ 『死亡証明

書』 (10'を調べてみると,死去したのは大正7く1918)年9月25日の午後5時

30分,死因は肺炎であった｡享年70歳｡ 1日病んだだけの死であったというが,

自宅で,妻のマリーXarie Euphemie Aquart Ferguson (1848-1921)と4人の

子ども全員にみとられるなかを旅立った｡ 5年ほど前に重篤におちいったとき

は回復して公務に復帰できたく11'のだが,今度は再起できなかった｡ちなみに,

前出のダイア-の『死亡証明書』の構成と内容は,大略,下記のとおりであるo

氏名

地位または職業

既婚または未婚

死亡日時

死亡場所

性

年齢

父の氏名と地位または職業

母の氏名と地位または職業

死因

病気の期間

ヘンリー･ダイア-

土木技師

マリー･ユーフェミ-･アクア-ト･ファー

グソンと結婚

1918年9月25日午後5時30分

グラスゴウ市パーティツク区-イバラテラス

8番地

男性

70歳

ジョン･ダイア-,機械技師(死亡)

マーガレット･ダイア-,ミズ･モートン

(死亡)

肺炎

1日
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死亡を証明する担当医師 J.ギブソン･グラ-ム医学博士

死亡通知者(続柄･職業) C. H.ダイア- (息子･司祭)

届出日 1918年9月27日

届出場所 グラスゴウ

記録係官 ヒュ-･ウエルシュ

ダイア-の死去後,まず,お別れ会が自宅で開かれた｡長男で英国国教会牧

師のC. H.ダイア- Charles Henry Dyer (1876-1950)がこれを主宰した｡

つづいて, 27日には,ネクロポリス墓地で葬儀がとりおこなわれた｡葬儀では,

ダイア-が生前に関与していたグラスゴウ教育委員会,スコットランド協同組

令,セント･ジョージ協会などの関係者から,弔辞が寄せられている(12)0

3.ダイア一迫悼の記事

(1)

ダイア一死去の報は,日本の場合,大正7 (1918)年10月1日の紙面でいっ

せいに伝えられたが,つづいて追悼記事もあらわれている｡ 『大阪毎日新聞』

では,同年10月5日および6日の紙面で,田辺朔郎(1861-1944)が｢逝ける

ダイヤ一博士,我工業界の恩師を悼む｣という追悼記事を寄せている｡田辺は

工部大学校の卒業生(明治16年土木学科卒)･であり,ダイア-と親交が深く,

ダイア-の帰国後,二度までグラスゴウのダイア-宅を訪れているく=)0

同記事(14)では,まず, ｢博士は実に日本工学界の基礎を建設せし偉人であ

って博士なかりせば我斯界今日の盛況は到底斯く急速には実現し得なかったで

あらうと思ふ｣と,たたえている｡ついで, ｢博士が如何に我が工業界の為め

に貞献するところ多かりしかを知らんと欲せば人は先づ如何にして維新以後に

於いて我が工業教育の端緒が開かれたかを知らねばならぬ｣という趣意から,

岩倉使節団の欧米視察の途次,英国を訪問したさいに,副使の伊藤博文が日本

の｢工業開発上の相談｣をジャーディン･マセソン商会(15)の代表マセソン

(E. I. Xatheson, 1821-1898と思われる)に仕掛けたこと,そして,マセソ

ン｢氏は同国工業の大家ゴルドン氏にその事を告げゴルドン氏は更に伊藤副使

-55-



をグラスゴー大学教授ランキン氏に紹介し,こゝで副使とラ教授は種々懇談の

結果初めて同大学出身のダイヤ一博士の渡日となった｣という経緯を,披露し

ている｡

(2)

英国でも,死亡記事ならびに追悼記事が新聞や雑誌に何度か掲載され,ダイ

ア-の生産が紹介され業績がたたえられた｡そのさい,地元グラスゴウの教育･

社会事業を推進したという功労にとどまらず,日本での活躍ぶりに論及されて

いることが注目される｡若いころ,お雇い教師として来日し近代日本の工学教

育の基礎づくりに責献した,という側面である｡

まず,地元紙のうち, 『グラスゴウ･ヘラルド』紙は,死去した翌日に長文

の追悼記事をかかげたo ｢著名なエンジニアにして教育者 ヘンリー･ダイア

一死去｣と題する記事であって, ｢東京の工科大学を組織したダイア一博士は,

日本と日本の産業･政治を発展させた権威者の一人と認められる｣と位置づけ

ている｡かれは工部大学校の校長に任ぜられると,内外でおこなわれている工

学の教育方法を調査研究した成果を取りいれて,特色ある6年間の教育課程を

構想したし,教授陣の人選もまかされた｡当時としてはお雇い外国人の最高位

である勲三等に叙せられたということなどについても紹介し,功労が顕著であっ

たことを説明している｡帰国後は郷里グラスゴウにおける教育事業の推進に寄

与したということも記し,とくにグラスゴウ･西部スコットランド工科大学の

創設と経営,グラスゴウ教育委員会における指導,などといった諸活動に論及

している(16)0

しかも,同紙は, 9月30日号の紙面において,パトリック教区教会の礼拝の

さいの追悼,お別れ会および葬儀の模様についても紹介した｡追悼の辞のなか

で,ダイア-は｢教育に情熱をそそぎ･･････教育に生産をささげ｣たことが荏

目されている(17)0

『スコティツシュ･コーポレイク-』という協同組合新聞は,ダイア-が同

紙の編集長でもあっただけに,死亡記事,葬儀および弔辞の紹介,さらには著

名人りの｢ダイア-評伝｣なども配して,詳しく報じた｡まず,死亡記事では,
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おおきな肖像画を掲載してダイア-の死を悼み,日本での活動,グラスゴウで

の社会事業･教育活動,協同組合活動という三つの見出しを設けて,生涯を顕

彰した｡とくにダイア-を｢独力で立身した最高の例｣と評して,ショッツ鉄

工所事務員からはじまる経歴を紹介したこと,日本では｢工部大学校をすべて

細部にわたるまで組織化し,また教授を任命する｣ということまで果たしたこ

と,それらの功労に対して, ｢そのころまでに外国人に授与された最高位であ

る, (勲三等)旭日中綬章が贈られた｣ことなどを紹介している｡しかも,伊

藤博文から発せられた, ｢今日,日本が万事日本人の手で,鉄道･電信･電話･

船舶の建設,鉱LLlの事業その他の産業を興すことができると自慢できるのも,

立派に創設され貴兄の力で始動された工部大学校に帰するところが大きい｣と

いう書簡の一部を紹介して,その功労をたたえた(18)0 ｢ダイア-評伝｣とい

う記事においては,グラスゴウ大学当局の配慮で,日本への出発前に試験日を

早めてもらったので,ダイア-は学位を取得することができたという記述が注

目される｡ ｢教育･････はかれにとって余技どころではなかった｡教育こそ,

その晩年のほとんどすべてをかけた大きな目標であった｣
,ということなども

指摘している(19).

スコットランド教育協会の機関誌Fスコットランド教育雑誌』の場合も,長

年ダイア-が同協会の会長職にあっただけに,かれの責献を紹介して賛辞をお

くった｡ダイア-は教育事業のなかでも, ｢おもに教育の技術的側面に関心が

あったが,技術教育が個人と社会にこのうえない有益なものなら,幅広い基盤

にもとずくべきであるとの考えから,いわば教養教育の熱烈な唱道者であった｣

と論じた｡ダイア-は工学専門教育を推進しただけでなく,その基盤となる

｢教養教育の熱烈な唱道者｣でもあったという,見落とされがちな側面を指摘

した注目すべき追悼記事であるく20)0

一方, 『ネイチャー』という英国の伝統ある週刊科学雑誌では, ｢ダイア-

の名前をきけば,工業立国である日本の興隆をいつまでも連想するであろう｣

と記されている｡工部大学校の創設と進展におけるかれの貞献だけでなく,

｢まわりに優秀な若い教授陣を集めた｣功凄も忘れてはいけない｡かれらは帰
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国後,英国内外で傑出した活動をしているし, ｢かれらの感化は日本の命運を

形成するうえで相当大きな働きをしてきたにちがいない｣
｡ダイア-自身もグ

ラスゴウで, ｢数々の進歩的な教育改革｣に関与した｡グラスゴウ王立工科大

学の創立に加えて,グラスゴウ教育委員会委員として,とりわけ継続学習クラ

ス活動の振興,産業再建と教育関与のあり方という,むつかしい諸問題に関心

をむけたということなどを紹介した(21)0

『エンジニア』あるいは『エンジニアリング』という工学技術雑誌でも,早

くから日本におけるダイア-の活動と工部大学校の世界的先進性とに注目して,

大きな驚きと賛辞をもって繰り返し言及していた(22)のだから,とうぜんダイ

ア-の死去を報じその業績をたたえた｡まず, 『エンジニア』誌はダイア-杏

｢高名なエンジニアにして教育者｣として位置づけ,主たる経歴と業績を紹介

した｡そのなかで,かれは｢グラスゴウ大学を卒業するころ,光栄なことに,

同大学のマクオーン･ランキン工学教授および日本政府のロンドン代理人Ⅲ.

M.マセソンから勧められた,東京の工部大学校教授に就任した｣こと,さら

には工部大学校の任務を終え帰国するさい｢日本政府から後任を推薦するよう

依頼された｣ということ,などを特記した(23)0

『エンジニアリング』誌でも,記事の内容ならびに論調はほぼ同じであって,

ダイア-を｢グラスゴウ教育委員会委員長にして著名なエンジニア｣として紹

介し,日本の工科大学の校長ポストの申し出を受託するにさいし,かれは｢内

外の主要なところでおこなわれている工学教育のいろいろな方法をおおいに研

究した｣こと,および日本教育の推進活動が認められて叙勲や名誉校長等の称

号が贈られたことを記した｡帰国後は｢とくに技術の面から教育に深い関心を

もち｣
,貴重な貞献をしたことなどについても論究している(24)0

要するに,スコットランド人ダイア-の生涯にとって,開国まもない日本へ

の赴任と工部大学校におけるお雇い教師としての活動は異彩を放ち,しかもそ

の成果が顕著であっただけに,数多くの紙面で注目され論及されたのである｡

4.ネクロポリス墓地の墓碑
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ダイア-はネクロポリス墓地に埋葬された｡同墓地は,グラスゴウ市街の東

のはずれ,グラスゴウ大聖堂の東隣の小さな通りを越えたところにある｡小高

い丘になっていて,その頂きにいけば｢市全体が足元に位置する｣と,往時の

案内書にはある｡ ｢町のこんなに近くにあって,全景のすばらしいところはほ

かにない｣とも記されている(25)｡高台にあるだけに,町並みや教会の尖塔,

工場の高い煙突が数多くながめられたようだが,今は全景が閉れているわけで

はない｡グラスウ大聖堂の威容とそこに建っているスコットランド宗教改革の

指導者J.ノックスJohn Kno又 (c1510-1572)の巨大な立像はながめられる

けれども,墓地の西側で大きく育った木々にさえぎられたり,そのむこうのス

トラスクライド大学の校舎にさえぎられたりで,市街の全貌はながめられはし

ない｡

墓地は,グラスゴウ大聖堂の前を東南に走るジョン･ノックス通りから入る

ことができる｡墓地管理は開放的になっていて,管理人から署名を求められる

こともなく,自由に近づくことができる｡少しばかり爪先あがりの道をすすむ

と,ほどなくしてダイア-の墓の前に至る｡墓は,墓道のすぐ右手に北向きに

立っている｡ここにダイア-は深い眠りを与えられているのである｡

(2)

ダイア-の墓は,飛び抜けて大きい｡ 5メートル余もあって,まわりの墓を

圧するほどの規模である｡花尚岩でできた二層の台座のうえに碑銘が彫られた

石が据えられ,それからさらに四角錐の墓石が天高くそびえている｡

碑銘は風化しておらず,今もなおはっきり読める｡下記のように,妻および

一人娘と一緒に葬られていることが分かる｡ ｢日本国･東京の工部大学校校長｣

という碑文も,はっきり読める｡

HENRY DYER

I)OCTOR OF SCIENCE, LAYS AND ENGINEERING

CⅡAIRXAN OF THE SC打00L-BOARD OF GLASGOY
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FOR‡ERLY PRINCIPAL

OF TIIE IVPERIAL COLLEGE OF ENGINEERING

TOKYO, JAPAN_

BORN 16. AUGUST, 1848-DIEI) 25. SEPT, 1918

AND HIS YIFE

暮ARIE EUPHEXIE AQUART FERGUSON,

BORN 27. FEBY, 1848-DIED ll. JANY, 1921

ALSO TIIEIR DAUGfITER

班AR工E FERGUSON DYER

BORN 15. JUNE 1882-DIED 21. OCT., 1958o｣

この碑銘を試訳してみると,つぎのとおりである｡

｢ 故ヘンリー･ダイア-の墓

理学･法学･工学博士

グラスゴウ教育委員会委員長

日本国･東京

工部大学校

元校長

1848年8月16日生-1918年9月25日没

妻

マリー･ユーフェミ-･アクア-ト･ファーグソン

1848年2月27日生-1921年1月11日没,

娘

マリー･ファーグソン･ダイア-

1882年6月15日生-1958年10月21日没. ｣

英国の墓碑銘は異色であって,他に例をみないほど多彩であることが知られ

ている｡墓石に刻まれる碑文の様式はもちろん 内容も実にさまざまなのであ

る｡姓名,年齢,功績,位階,身分はもちろんのこと, ｢心身両面の美質に対
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する賞讃,生涯における運不運,臨終の様子とその時期を述べる簡潔な碑文｣

ばかりか,紋章や警句が含まれるものもあれば,文学的性格を強くおびる表記

もある(26)0

それに比べると,ダイア-の碑銘は意外なほど簡潔である｡歴々たる功績や

位階を並べたてるでもない｡グラスゴウ教育委員会委員長と工部大学校校長と

いう二つの経歴が記されているだけである｡そうであるだけに, ｢日本国･東

京の工部大学校元校長｣という一文は,短いけれども,実に大きくみえる｡日

本での10年間はかれの生涯においてどれだけ甚大な意味をもっていたかを,よ

く物語っているように思われる｡

日本体験は,それも10年という長い日本滞在は,確かに,ダイア-の生涯を

大きく左右した｡工学教育における理論と実践を結合したサンドイッチ･コー

スという,世界教育史上はじめてと思われる教育実験を日本で試み,その成果

を持ち帰って母国の教育改革に生かそうとした(27),という意味だけでない｡

帰国後の経歴と深いかかわりをもっているように思われるからである0

日本から帰国したダイア-は,実は,母校グラスゴウ大学の教壇に立つこと

を願っていた｡造船学の教授人事に応募したが,願いはかなえられることがな

かった｡それも,二度まで苦杯をなめたく28'｡明治16 (1883)年に造船学講座

が新設されたとき,および明治19 (1886)年に初代教授F.エルガーFrancis

Elgar (1845-1909)の後任人事が公募されたときの二回である｡各界から寄

せられた推薦状を添え,輝かしい学業成績と日本での顕著な活動実績を表明す

ることはできたく29)けれども,どうしても念願はかなわなかった.日本では,

請われるまま学校経営および教育指導に腐心し顕著な実績を残したのだけれど

も,研究業績の面でアピールに欠けるところがあったと思われる｡しかも, 10

年余をへて帰国したときには,かつて自分を引き立ててくれた,大きな影響力

をもった恩師で同大学教授であったW. J. M.ランキンYillia皿John

甘acquorn Rankine (1820-1872)は,残念ながらもう故人となっていたのであ

る｡

同僚であったW. E.エアトンYillia皿Edyard Ayrton (1847-1908) , J.
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ペリーJohn Perry (1850-1920)らは,帰国後,工部大学校での実績をもとに

念願の教授職につき,年来の研究をさらに進展させることができたく30)という

のに,都検(教頭)だったダイア-の願いはついにかなえられることはなかっ

た｡墓碑銘にある｢工部大学校校長｣の在職期間は, 70歳という長い生涯のな

かの10年間であったけれども,ダイア一にとっては実に重要な意味をもった時

期であったのである｡

5.物故者名士鐘『フー･ウオズ･フー』における記事

このところ,お雇い外国人への研究関心が高まるなか,ダイア-への関心の

高まりも認められる｡ボアソナード Gustave Emile Boissonade de

Fontarabie (1825-1910)
,ベルツ

Ervin Yon Baelz (1849-1913)
,フェノ

ロサErnest Francisco Fenollosa (1853-1908)
,コンドルJosepb

Josiah

con°er (1852-1920)
,モースE加ard

Sylvester lorse(1838-1925)らのよ

うに, 『広辞苑』の見出し語に登載されることはない(31)けれども,ダイア一

関心は確かな広まりをみせている｡

まず第一に,日本とスコットランドの両方で｢ダイア-･シンポジウム｣が

開かれたり,胸像が製作されたりと,かれの偉業がたたえられていることが注

目される(32).第二に,主著Dai Nippon, The Britain of the East (1904)

の邦訳書,あるいは『ダイア-の日本』と題する単著が刊行された`33'ことが

特筆される｡いずれもにおいても,日英交流の推進者として,あるいは｢日本

教育の国際環境を明確に把握した先鷺者｣ `34'として,ダイア-は大きく位置

づけられている｡

しかし,これまで長い間,かれは｢イギリスにおいても日本においても忘れ

去られた人物となってい｣.た.死亡記事や追悼記事を除いて, ｢伝記らしいも

のは著されていない｣
｡生前の紳士録『フーズ･フ-』にその名があらわれは

した`35'が, 『英国人名事典DiQtionaryQ』に登場す

ることはついになかった(36)o死後,物故者名士録である『フ-･ウォズ･フ
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-』に登載されはしたけれども,その記述は末尾に｢1918年9月4日死去(Di

9d4Sept. 1918)｣が加わっただけで,生前の『フーズ･フ-』の記述と変わ

るところはない｡

この『フ-･ウォズ･フ-』では,ダイア-の経歴と業績がつぎのように簡

便にまとめられている｡

｢ヘンリー･ダイア-,土木技師,グラスゴウ大学の文学修士･理学博士･

名誉法学博士｡日本の工学博士｡日本の瑞宝章(勲二等)
｡旭日中綬章

(勲三等)
｡日本の東京大学名誉教授｡州およびグラスゴウ市の治安判事｡

1848年出生｡ジョン･ダイア-の息子｡グラスゴウ在住のD.ファーグソ

ンの娘マリー･アクア-トと1874年に結婚｡息子3人,娘1人｡

学歴;グラスゴウのアンダソン･カレッジおよびグラスゴウ大学卒｡法

学博士アレクサンダー C.カークのもとで技師として見習い修業｡ 1870

年ホイットワース奨学生｡グラスゴウ大学に5年間修学｡ 1878年日本の東

京にある工部大学校の初代校長および土木学･機械工学教授を拝命｡加え

て,大きな工学実験場長になる｡ 10年間日本に在住,退職時に工部大学校

の名誉校長に｡また,日本の土木工学会,機械工学会,造船学会の名誉会

員｡英国に帰国以来,工学･教育･社会事業に積極的に参画してきた｡グ

ラスゴウ西部スコットランド工科大学終身理事長,西部スコットランド農

科大学･西部スコットランド家政学大学･グラスゴウ美術学校の各理事長｡

グラスゴウ教育委員会委員長,継続学級委員会委員長｡ 1894年から1916年

まで西部スコットランド製鉄業仲裁委員会委員長等｡

出版物; 『大日本,東洋の英国』 『世界政治のなかの日本』 『工業進化

論』 『学校における科学の授業』 『教育と国民生活』 『教育と産業訓練』

『教育と市民よ そのほか,工学,教育,文芸,社会問題関連の報告書お

よび論文多数｡

住所;グラスゴウ市ド-ワンヒル, -イバラテラス8番地｡

倶楽部;グラスゴウのリベラル派｡

(1918年9月4日死去) ｣
(37)
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この物故者名士録『フ-･ウォズ･フ-』でも,日本とのかかわりはダイア

-の生涯における重要な事項として特記されていることが注目される｡日本政

府からの叙勲,お雇い教師としての経歴,それに日本研究という諸事項であるo

6.むすぴ

ダイア-は工部省のお雇い教師として招かれ,明治6 (1873)年から約10年

間,わが国の工学専門教育の組織化に寄与した｡しかも,帰国してからも日本

と緊密な関係を保ちつづけ,日英交流を推進した｡日本研究,日本人留学生の

支援,日本政府の帝国財政及工業通信員などをとおして,顕著な実績を残して

いる｡

大正7 (1918)年9月25日に死去したとき,日英両国における死亡記事なら

びに追悼記事では,そうした日英交流の推進者としての業績が称賛された｡墓

碑の碑文でも,生涯の主たる経歴として,グラスゴウ教育委員会委員長ととも

に, ｢日本国･東京の工部大学校元校良｣という経歴が特筆されている｡物故

者名士録『フ-･ウォズ･フ-』においても同様であって,この工部大学校元

校長としての日本体験とそれからはじまる日英交流の推進者としての諸業績が,

かれの生涯の重要事項として大書されているのである｡

近年,ダイア一研究は進展をみせており,ダイア-は内外教育文化交渉史上

の一大人物として注目されている(38'けれども,考察は生前の生涯と実篇に集

中しているように思われる｡そうした研究状況にかんがみ,本稿では,死去し

て以後の事績および記録をめぐって具体的に考察した｡とりわけ死亡記事,追

悼記事,墓碑銘を発掘したが,ここでもやはりダイア-は日英交流の推進者と

しての実績が高く位置づけられているのである｡

[注】
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_aJ_4
9irh. Blackie & Son, London, 1913. ⑦ `Education in CitizeIIShip,'
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(38)三好信浩『日本工業教育成立史の研究』風間書房, 1979,第5章｡同『ダ

イア-の日本』前出｡北政巳『国際日本を拓いた人々-一日本とスコット

ランドの幹』前出,第2章および第4章｡同『スコットランドと近代日本

一-グラスゴウ大学の｢東洋のイギリス｣創出-の責献』丸善プラネット,

2001,第3章,その他｡
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Epitaph of Henry Dyer: Pioneer of International Interchange between

Britain and Japan

Ienry Dyer (1848-1918) contributed to laying the foundations of

sound engineering education in Japan as Principal, and also Professor

of Civiland Xechanical Engineering at the I皿perial College of

Engineering in Tokyo (knoyn locally as the Kobu-Daigakko), the

forerunner of the Faculty of Engineering of the University of Tokyo,

during 1873-1882.

After returning to his country, Dyer continued to study Japanese

affairs, resulting in the publication of

Japan in Yorld Pol

Works such as Dai Nippon, and

itics. Ee Was appointed financial and industrial

correspondent to the Japanese government in 1902, and provided

Japanese students in Scotland With support for their dailylife, and

educational matters. He also gave guidance and encouragement to his

former students, Who visited him during their travels abroad.

Yhen Dyer died on 25 September 1918, the news Was sent to Japan

throughReuters' in London, and皿any Obituaries and memorial Writings

appeared in the major neyspapersand magazines in Britain, as yell as

in Japan. However, strangely enough, the tine and cause of his death

Were not mentioned in either country. Xy investigation of his Register

of I)eath showed that he died of pneumonia at his hone at 5:30 pD On

25 September after falling ill just one day before.

It merits attention that, in obituaries and nenorial Writings and

also inscription on his tombstone in the Nekropolis Cemetery, Glasgoy,

Dyer Was praised for his activities as a pioneer of International

Interchange between Britain and Japan. On his epitaph there is

specific mention of his two main careers in life: 'Fomerly Principal

of the I皿perial College of Engineering, Tokyo, Japan,I as vell as

'chairnan of the Schoolboard of Glasgoy'. Yho fas Who also lays

special stress on his career as a promoter of interchanges between the

two countries.
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第2章:日英文化交洗の促進

第一蔀 日英交流の遺産ダイアー･コレクション

I.お雇い教師の日本関係コレクション

(1)

近代日本が開国するさい,大勢の外国人が関与し指導した｡近代教育の基礎

づくりにおいても,多数の外国人教師が雇いいれられた｡

お雇い教師と呼ばれるかれらの主たる職務は,おもに三つあった｡西洋の科

学･技術の教授,学校の編制･学科課程の作成･学校の経営など教育組織化の

先導,教育の政策決定のための献策である｡これら三大職務を遂行する過程で

注目すべき活動が派生し,顕著な実績を残したものがいた(1)ことを忘れては

ならない｡

教育という主務を効果的に遂行するためにその基礎となる研究で実績をあげ

たもの,さらには教授･経営･献策という本務の余暇を活用して日本研究を進

めた人たちである｡わざわざ日本にやってきただけに,日本の伝統文化をはじ

め,日本の風土･歴史･慣習などに関心を抱いて研究したものが少なくなかっ

た｡美術工芸品をはじめとする日本事物を収集し,母国に持ち帰ったものもい

た(2)｡それら日本研究の成果ならびに異国に渡った日本事物は,西洋-の日

本紹介に貞献したという点で注目される｡

異文化と出あうなかで日本-の関心が高まり,日本研究を進めたり伝統美術

品の収集につとめて,それを母国に持ち帰り紹介したのである｡お雇い教師は

｢西洋文化をもち来るとともに,日本文化をもち帰る文化の運搬者｣ (3)でも

あったのである｡そうした持ち帰り品がきっかけで日本文化-の関心が高まり,

日本理解が深まったことはよく知られているところである｡

お雇い教師の日本関係コレクションは,いくつかの事例がある｡たとえば,
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①『皇国』 『ミカド』などの日本研究で知られるW. E.グリフィスYilliam

Elliot Griffis(1843-1928)のグリフィス･コレクション(アメリカのラト

ガ-ズ大学アレクサンダー図書館蔵)
(4',

②海洋生物および民具･写真のE.

s.モースEdyard Sylvester Xorse (1838-1925)のモース･コレクション

(アメリカのセイラム･ピーボディー博物館蔵),動物標本にかかわるA.ロ

ーレツ(Albrecht
von Roretz, 1848-1884)のローレツ･コレクション(オ

ーストリアのウィーン自然史博物館蔵)
`5),③日本美術工芸については,前出

のE. S.モースのはかに, E. F.フェノロサErnest Francisco Fenollosa

(1853-1908) , E.キヨソネEdoardo Chiossone (1832-1898), ∫.コン

ドルJosiah Conder (1852-1920) , E.ベルツEryin Yon Baelz (1849-19

13)らが研究をすすめ収集に励んでいた｡イタリアのジェノバ市にはキヨソネ

東洋美術館があるし,フェノロサの古美術およびモースの集めた陶器はボスト

ン美術館に,ベルツ･コレクションの日本画はドイツのリンデン美術館などに

収められている(6)0

｢ダイア-･コレクション｣と呼ばれる在英日本関係資料も,お雇い教師の

日本関係コレクションの一つである｡

(2)

ダイア-･コレクションとは,工部省のお雇いスコットランド人教師H.ダ

イア-Henry Dyer (1848-1918)の収集になる資料群である｡かれは1873 (明

治6)年から1882 (明治15)年までお雇い教師として在日したし,郷里のスコッ

トランドに帰ってからも日本への関心は衰えず,日英交流の推進に関与しつづ

けていた(7)ので,そんななかで形成された資料群である｡

ただし,ダイア-･コレクションといってもすべてが一括して保管されてい

るわけではないし, ｢ヘンリー･ダイア一道贈品(Bequest) ｣と称している

ところもある(8'｡英国アーカイブズについてもっとも網羅的な『英国アーカ

イブズ総覧』の最新版(2002)には,エディンバラ市中央図書館に｢日本の水

彩画,刷物,写真,書冊からなるダイア-･コレクション｣があるという記述

がみられる(9)だけだが,筆者の調査では,それを含めて,グラスゴウおよび
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エディンバラの図書館,博物館,アーカイブズに収蔵されている五つの資料群

がある｡ダイア-のコレクションはいくつかに分割され,継承されているので

ある｡

ダイア-･コレクションに注目し考察を深めた先行研究は,管見のかぎりほ

とんどみられない(10)けれども,同コレクションはダイア-の強力な日本関心

を裏づける証左であり日英交流活動の所産であるという点で注目したいと思う｡

2.グラスゴウのミッチェル図書館

(1)

ダイア-･コレクションというと,まず思い浮かぶのは図書類であろう｡グ

ラスゴウのミッチェル図書館(Iitchell Library) (ll)には,ダイア-の死後

に寄贈された大量の図書ならびに冊子等が収蔵されている｡

同館では,まず1922 (大正11)年から1924 (大正13)年にかけて｢日本,檀

東,スコットランド,グラスゴウなどに関する広範かつ貴重な印刷物を含んだ｣

図書3,700冊ならびに冊子2,000冊が, 1927 (昭和2)年10月10日にはさらに

｢極東に関する図書800冊,日本の家庭生活や産業活動を示す楽曲集および水

彩画｣が,それぞれ寄贈された(12)｡しかし,現在,ダイア-･コレクション

というひとまとまりのコーナーがあるわけではない｡全部を一括して別置して

あるのでなく,一冊一冊が架蔵番号にもとづいて並び変えられ,館内の書架な

らびに郷土資料室(グラスゴウ･ルーム)などにそれぞれ配されている｡

それでも, ｢ヘンリー･ダイア一道贈品｣もしくは｢ダイア一道贈品｣と称

して,手書きの受贈目録(13)が作成されているから,その内容と特色をうかが

うことはできる｡同目録の着録法は,基本的には登録番号もしくは架蔵番号,

受贈年月日,著者名,書名･冊子名,刊年からなる(ただし,登録番号も架蔵

番号も記されていない例が少なくない)
｡門をたてて分類することはなされて

いないが,おおよそグループごとにまとめて配列されてはいる｡

同目録によると,注目すべき第一は,集書の範囲が網羅的であることである｡

質のよい善本に満ちているわけではないけれども,収集された幅は広く,種類
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も多岐にわたっている｡ダイア-の専攻領域である科学･技術の関係書にとど

まらず,政治･教育･宗教･美術･地理などについても相当数含まれる｡また,

スコットランド,グラスゴウのほかに,日本ならびに極東にかかわる図書が少

なからず含まれていることが注目される｡

日本関係書のなかには,数々の貴重な和装本がある｡たとえば,田中菊雄編

『以呂波引紋帳』 (求古堂, 1881)
,幸野楳嶺画『楳嶺宙鳥画譜』

(錦栄登, 18

81-1887),滝沢清編『唐草模様雛形』 (求古堂, 1881および1887)
,渡辺者

亭画『省亭花鳥画譜』 (大倉孫兵衛, 1890-91)
,菊池武保『前賢故実』

(郁

文堂, 1903)などである(14)0

第二に,大半は英書であるが,そのなかには日本関係の英書が少なからず含

まれている｡日本研究書は文部省学監D.マレーI)avid Ⅰurray(1830-1905) ,

初代駐日英国公使R.オールコック卿Sir Rutherford AIcock (1809-1897) ,

駐日英国公使館ならびに同大使館の書記官であったF. 0.アダムズFrancis

ottisyell Adams (1826-1889)およびJ. H.ガビンスJohn narrington

Gubbins (1852-1929)
,お雇い教師W.

E.グリフィス,女性旅行家Ⅰ. L.

バードIsabella Lucy Bird (1831-1904)ほかの来日外国人による著作(15',

あるいは森有礼,新渡戸稲造,菊地大麓,野口米,益田孝,岡倉覚三,松方正

義ら国際的に活動した日本人による英書`1¢'など,あわせて215点が含まれる｡

日本の案内書や地図帳の類い(東海道箱根関の地図2帖,江戸の地図1帖など

(17))も85点ある｡これらの日本関係の英書は, 『大日本,東洋の英国』な

らびに『世界政治のなかの日本,国際力学の研究』というダイ-の大著く18'の

執筆に生かされたであろうと考えられる｡ちなみに, 『大日本･東洋の英国』

の巻末に掲げられた参考書目一覧,ならびに本文中に指摘･引用された書目は

絵数92点にのぽる'19'が,筆者の確認したところでは,そのう`ち少なくとも51

点がこの受贈目録に収録されている｡

第三に,帰国後の活動にかかわる図書･冊子も含まれている｡ 『グラスゴウ

教育委員会年次統計』
,グラスゴウ･西部スコットランド技術カレッジの学校

史ならびに『議事録』, F協同組合会議報告』, 『グラスゴウ･ヘラルド』紙
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などである(20)0

そのほか,ダイア-著The Evolution of lndustry (1895)の邦訳書(坪谷

善四郎訳『工業進化論』博文館, 1896)
,ならびにわが国の造船協会の検閲誌

『造船協会年報』の創刊号(1897年12月)があり,これらはダイア-帰国後に

日本から贈呈されたものであろう｡後者では,佐隻左仲による英語論文が収録

され,アームストロング･ミッチェル社において建造された日本帝国海軍の戟

艦｢八島｣の試験運航のことがとりあげられている(21)0

第四に,図書および冊子のなかには,ダイア-の献辞が記入されている自著

が含まれているし,見達しに寄贈票の姑られてある例もある｡たとえば,自著

Educationand打ational Life (1912)には｢Presented by The Author｣とい

うダイア-自筆の献辞,ならびに1912年12月10日にダイア-自身から寄贈され

たことを記すラベルが貼付されている｡自著Education and Industrial

Training of Boys and Girls (1913)のばあいには, ｢Yith the Compliments

of the Autbor｣という自筆の献辞,および死後の1935年5月31日受け入れと

いうラベルが鈷付されている. Educationand York (1906) , Co-operator

and Education (1899)ならびにCo-operator 良 Citizenship (1899)という

自著では,寄贈者(E. A. Dyer)および寄贈日(1923年5月7日)を記すラ

ベルがそれぞれ貼付されている｡コレクションは解体されてしまったが,ダイ

ア-の情熱はここに確かに息づいている｡

第五に,ミッチェル図書館には図書とは別の貴重な文書資料がある｡ダイア

-のグラスゴウ大学生時代の受講ノートニ冊である｡郷土資料室(グラスゴウ･

ルーム)に長男および次男の受講ノート類とともに保管されておりく22),表紙

にはそれぞれつぎのように記されている｡

rBigher Xathematical Natural Philosophy Class,

Glasgoy University Session 1871-72

Ⅲenry Dyer

449 St. †incent Street

Glasgow
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｢Yaves and Vibrations extra-york for Iligher Natural Philosophy Class,

Glasgoy University Session 1871-72

8enry I)yer

449 St. †incent Street

Glasgoy

両ノートは1871年度にW.トムソンYilliam Tho皿SOn (1824-1907)教授が

担当し,毎週月･水･金曜日に開かれた｢自然哲学｣ (23)の受講ノーートである｡

波動ならびに振動に関する公式が随所にみられ,欄外には受講日(1871年11月

18日, 1872年1月17日,同年2月2日)などが書きこまれている｡ 『グラスゴ

ウ大学受講記録一覧』 1871年度版には受講者125名のなかにダイア-の名前が

たしかに認められる`24'し,しかも,ダイア-はこの｢自然哲学｣クラスの高

等数学部門で一等賞に輝いている(25)0

(2)

ミッチェル図書館には,図書･ノート類のほかに,巻物ならびに軸物も遺賠

されている｡筆者は,巻軸3巻と掛軸7幅を調査した｡

まず,巻物としては, ｢義経記｣にもとずく長大な巻軸3巻がある｡制作年

は1710 (宝永7)年ころと推定されている｡日本人の手とは思われない筆跡で,

｢義経記絵巻Picture Scrolls, based on the history of `Gikei-ki"

(Eistory of Prince Yoshitsune)｣ , ｢つちみかどなかなお｣作という添え書

きがあり, ｢貴重品(Host Valuable) ｣と記されている(26)o

掛軸のなかには, ｢雪に難儀する常盤御前(Picture of Tokiyagozen in the

snot)｣と名づけられた掛絵がある.追っ手から逃れる途次であろうか,一面

の雪のなか,わら葺き屋根の軒下で牛若らをあやす常盤御前が措かれている｡

白い雪のなか,長い裾に措かれたあかるい朱と線の模様がよく映え,落ち着い

た色合いになっている｡本表装に仕立てられている(27'｡

そのはか掛軸が6幅あり,その内容はおおよそつぎのとおりである｡ ①藤原

安学による｢杜日祭悪神除高氏守護之尊像｣ 0 28体の神を墨で措いた淡彩画で,

19世紀後半の作と思われる｡ ②五月節句の械の大和絵｡械のまねきについた鯉,
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鍾旭,五月械を措いた掛絵であるo ｢文久元年辛酉盛夏端午日磨鹿瀬節子雅君

需 六十翁主岳_Iという筆書きがある｡ ③竜の墨絵｡養川法眼という印記が具

わっている｡ ④19世紀後半の作で,刀工･政宗の石碑文の掛字｡石碑は東京の

芝に建つとある｡ ⑤管弦に興じる京都の貴族たちを措いた色鮮やかな掛絵｡こ

れには鶴仙という筆名が入っている｡ ⑥永真法眼(つまり狩野安信)による日

本風景を措いた墨絵｡これは軸装されていないく28)0

これらの寄贈品,なかでも巻物は箱入りでないこともあって,細かい筋目の

縮みが目立つなど状態は良好ではない｡手厚い扱いを受けてきていないように

思われる｡

巻物･軸物のほかにも,興味ある絵画類がある.その一つ, ｢1600年前主要

戦乱上の大将たち(Japanese generals in notable civil Wars before 1600)｣

と題する画帖は100点の絵からなり,蛇腹のように折り畳まれている｡それぞ

れ縦長であるが,画面上部の余白に経歴などについての詞書きが,下部には人

物画が配されている｡武士だけでなく貴族,僧侶も措かれており,それぞれの

装束が色あざやかである｡これらの人物画像のうち, ｢足利頼之｣ならびに

｢北条泰時｣を措いた人物画二点は,それぞれ絵葉書に仕立てられ市販されて

いる(29)0

ミtyチェル図書館では本年5月11日から6月30日までrヘンリー･ダイア-

展｣が開催され,上記の和本,巻物,軸物などの遺贈品の何点かが展覧に供さ

れた(30)0

3.グラスゴウのケルヴィングローブ美術館･博物館

(1)

同じグラスゴウでも,ケルヴィングローブ美術館･博物館(Kelvingrove

Art Gallery and hseum) (31)には,別の特色あるダイア-･コレクションが

ある｡

第一は,楽器類のコレクションである.五弦琴,二弦琴,月琴,小鼓,太鼓

(大胴)
,小太鼓,尺/＼,能管,草笛(七孔ある横笛) ,竜笛,鍾,平家琵琶,

ー77-



琴2張り,それに名称不明の弦楽器の, 13種14点を数える｡このうち,たとえ

ば平家琵琶は長さ78.8センチ,幅31.7センチで,黒い漆の箱に入っている｡琴

は長さ186センチ,幅26センチ｡縞の飾り房がつき,綿布で包装され木製の漆

箱に収められているけれども,金糸の刺繍など見あたらない｡

また,五弦琴,小鼓,太鼓,小太鼓,尺八,能管の6点は,和服を着た等身

大の男女の日本人像とともに,ガラスケースに入って展覧に供されており,こ

れには虚無僧の写真も添えられている｡ 1927 (昭和2)年にダイア-の遺産管

財人により同館へ貸与され, 1938 (昭和13)年6月30日になって遺族から寄贈

された,という記録があるく32).

第二に,江戸中期の浮世絵師･西川祐信(1671-1750)の作品が注目される｡

作品は全部で104点ある｡犀風のように横につながる連作の絵がおおい｡風俗

や美人を措いた典雅な絵である(33).

(2)

ケルヴィングローブ美術館･博物館には,ダイア-･コレクションよりも前

に,大量の日本美術工芸品がすでに収蔵されていた｡第一は,明治政府から倍

量された家具,漆器,楽器,陶磁器,金工品,織物･衣装,紙工品などからな

る, 1150点にのぽる日本関係コレクションであって, ｢日本政府交換品(Japan-

ese Government Exchange Collection) ｣と名づけられている｡開成学校なら

びに東京帝国大学のお雇いスコットランド人教師R. H.スミスRobert

henry Smithく1852-1916)が発案し,駐日英国公使H. S.パークス卿Sir

Harry Smith Parkes (1828-1885)の仲介でもって, 1878 (明治11)年11月25

日に寄贈をうけたものである(34).この｢日本政府の贈呈品は,本グラスゴウ

博物館が所蔵する日本コレクションのなかで,規模最大であり分類整理がもっ

ともゆき届いていた｣く35)｡これにダイア-･コレクションが加わったことで,

同館の日本コレクションは一段と充実したものになった｡グラスゴウ市側から

は返礼として西洋絵画や工業標本などが寄贈され,東京の帝国博物館(現在の

東京国立博物館)に収蔵された'36).

第二は,オークションでの購入,あるいは個人からの購入ないし寄贈などに
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よって形成されたコレクションである｡ 1870 (明治3)年3月に一個人から寄

贈された刀二振りからはじまり,ダイア-の遺族から寄贈される1938 (昭和13)

年の前年(昭和12年)までにすでに259点が収蔵されていた`37)｡銅鏡,屋根

瓦,鍾,櫛,鎧兜,有線七宝,刺繍細工品,象牙製の根付,煙管,カイロ,花

瓶,薬味壷,火縄銃,拷,香炉,義,瓢箪製瓶,錬,硬貨,尺八,漆盆,角盆,

青磁の花瓶,ひび焼きあげの陶器,などの諸品である｡寄贈者のなかにほ,日

本郵船会社ゼネラル･マネージャーでありグラスゴウ名誉総領事であったA.

R.ブラウンAlbert Richard Brown (1839-1913)の名前がみえる(38).マ

クペイン･コレクションといって,明治日本の灯台建設を担当したステイ-ヴ

ンソン杜の土木作業員として来日し働いたことのある, C.マクペインColin

xcveanの収集品が売立てられたさいに購入した45点も含まれている(39)0

4.グラスゴウ大学とストラスクライド大学

(1)

グラスゴウ大学ならびにストラスクライド大学は,ダイア-の地元グラスゴ

ウにある二大大学である｡しかも,グラスゴウ大学は母校である｡ストラスク

ライド大学についてもその前身校であるアンダソン･カレッジ(Anderson's

College)の夜間学級に学んだことがあるし,日本から帰国後にグラスゴウ･

西部スコットランド技術力レッジ(Glasgow and Vest of Scotland Technical

college)の理事でもあったく40'という点で関係浅からぬ大学であるのだけれ

ども,両大学にはダイア-の大型コレクションは収蔵されていない｡かれの持

ち帰り品ないし寄贈品ははとんどみられない｡コレクションというより,ダイ

ア一関係資料といった方がふさわしい｡

グラスゴウ大学のばあい,アーカイブズに｢ダイア-･コレクション｣と称

する賓料群があるけれども,それほど大型ではないo グラスゴウ大学在学記録

(41),工部大学校の都検職に選ばれるさいにダイア-みずからが編集した『推

薦書･成績証明書一一覧』 (42),後述のグラスゴウ大学造船学教授人事にかかわ

る刊行資料(応募用に作成された『ダイア-推薦書集成』 (43',大学評議会に
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あてた3通の書簡と添付資料『工部大学校1882年学課並諸規程』 (44)など)の

ほかには,ダイア-の著作の一部が含まれている程度である｡同大学付属図書

館になると,ダイア-自筆の献辞のある冊子が1点`45'含まれているが,その

他は自著(46)であって日本関係資料は少ない｡

ストラスクライド大学は,アーカイブズ所蔵目録の｢教員･学生関連資料｣

部門のなかに｢ヘンリー･ダイア-｣という項目を,また｢寄託資料｣部門の

なかに｢ヘンリー･ダイア一雄資料｣項目をそれぞれ設けている(47)｡自著の

ほかに,工部大学校の教師館ならびにダイア一夫婦の写真などが含まれるけれ

ども,大半がグラスゴウ大学アーカイブズおよびミッチェル図書館所蔵物の複

写版である｡

(2)

両大学に大型のダイア-･コレクションがみられないのは,以下の事由が考

えられる｡

グラスゴウ大学は1451年に創立された伝統ある大学であるけれども,ダイア

-は造船学講座人事をめぐって同大学と決別したことかある｡それも一度なら

ず二度までも苦杯をなめた｡ 1回目は,日本滞在中の1883 (明治16)年に造船

学講座が新設されたとき, 2回目は帰国後の1886 (明治19)年に前任教授が転

出し,その後任補充の公募がなされたときである｡業績一覧,日本および英国

におけるダイア-評価,著名人の推薦状などをそろえた応募書類(48)を提出し

たが,願望はかなえられなかった｡これを機に,かれは大学に抗議の書簡をお

くり,大学改革の論陣を張ることになったのである(49).

ストラスクライド大学の方は,今でこそ縫合大学であるが, 1964 (昭和39)

年に大学に昇格するまでは王立技術力レッジ(Royal Technical College, 19

12年設立)
,ならびにその後身の王立科学技術カレッジ(Royal

College of

science and Technology, 1956年設立)といって,理工系偏重の単科大学であっ

た(50),ということが考えられる.

5.エディンバラ市中央図書館
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3i!E:

エディンバラ市中央図書館(51)のばあいは,美術図書室に数々のダイア-･

コレクションがある｡

第一に和装本が含まれている｡ 『番目朗心』と題する一冊のほかに,奈良絵

本10巻から構成される『保元物語』六帖および『平治物語』六帖, 『富放百景』

初編･二編･三編, 『北斎画譜上編』 (尾州永楽屋東四郎)
,それに『花鳥画

侍』二編である｡いずれも状態は良好で,綴じ糸の損傷もみられない｡そのほ

か,胡正言編『十竹斎篭譜』 (国際書店, 1952) , 『北斎画富獄三十六景』全

四巻とその解説書(歴史画報社, 1936)など,ダイア一死後に加わった諸品も

含まれている｡

第二に,絵葉書ならびに写真のコレクションが注目される｡数々の絵葉書や

写真を集めて厚紙にはりつけ,書冊の形式に仕立てられている｡いずれも外国

人むけの土産用に作られたのを手にいれたものであろうし,したがって,内容

は分類整理されることなく随意に並べられている｡格別の特色なぞない｡同館

の記録には｢素描画･水彩画帖8点(8 albums Of sketches and Water-

colours) ｣とある(52)が,これは記録ちがいであるように思われる｡

写真帖はA3サイズという大判で,蒔絵の箱に収められている｡蓋には竹林

に鶏二羽と雀-羽が遊ぶ図柄が措かれている｡ ｢ヰ国と日本の風景･風俗

(Views 良 Costumes Of China 良 Japan)｣という箱書きがあり, 1880 (明治13)

年ころ横浜で制作された｡人物写真(青年貴族,スイカ売り,琴をつまびく芸

者,若き庶民の娘,僧侶と入れ墨をした若者,旅芸人の子ども,軽業と太鼓た

たきなど)
,ならびに観光名所写真(箱根,鎌倉大仏,上野の森,愛宕山の社,

富士吉田,京都の清水寺など)から成っている｡

絵葉書帖は約200枚から成る｡風俗･祭り絵葉書とか浮世絵･木版絵葉書と

かでなく,風景絵葉書が中心である｡これも日本,中国,香港の名所や風景の

絵葉書から成っている｡日光東照宮,東京逓信省,江戸川の桜,東京堀切菖蒲,

上野不忍池蓮花,箱根底倉の仙石崖旅館,鎌倉大仏,富士川の富士,京都の保

津川下り,神戸のオリエンタルホテル正面や波止場,神戸海岸通りの夕景,須
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磨の海浜,明石人丸神社,岡山後楽園など,多彩な絵柄がみられる｡モノクロ

だけでなく,手彩色を施されたカラフルな絵葉書もおおい｡

第三には,巻物が3幅ある｡木箱に収められ, ｢大江山酒呑童子之図三巻｣

という上書きがある｡丹波国大江山に住む盗賊を退治した源頼光伝説を題材に

した巻物である｡

掛物も9点ある｡掛軸のミニチュア版を教本のようにつないで,蛇腹形式に

なったものが6幅ある｡豊国作『清書七伊呂波』ならびに『八津波源氏五拾四

帖』が含まれているほか, 1898 (明治31)年制作の作品や戦後の北京で制作さ

れた作品も含まれている｡

第四に,木版画が49枚あり圧巻である｡サイズは縦36.5センチ,横25･5セン

ナ｡おもに江戸後期浮世絵の一派である歌川派の作であるが,すべてがオリジ

ナルとは思われない｡国貞(豊国と署名)が一番おおくて, ｢をそめ･久松｣

｢男達本町綱五郎｣ ｢景清岩窟立去図｣ ｢菅相承道賓｣ ｢幡随意長兵衛｣など

19枚を数える｡広重は｢東海道五拾三次之内藤枝｣と｢五拾三次名所図会草津｣

の2枚｡国芳は｢菅原伝授寺子屋｣ ｢富樫蛮勇,武蔵坊弁慶,療義経｣ ｢艶姿

女十六女仙｣ ｢賢女烈婦伝｣など11枚ある｡貞秀は｢菅原伝授道明寺の段｣

｢菅原伝授寺子畠の段_lなど9枚｡芝泉は｢仮名手本忠臣蔵九段目｣など3枚o

ほかに芳員,芳艶,英山,国周,国輝がそれぞれ1枚含まれているo

上記のうち,国貞作｢景清岩窟立去図｣および｢菅相承道賓｣はグリーティ

ングカードに仕立てられて,市販されている｡

第五に,勲章が所蔵されている｡ダイア-が日本政府から贈られた勲三等旭

日中授賞と勲二等瑞宝章である｡お雇い教師として滞日中の工部大学校の経営

ならびに教育指導における功篇だけでなく,帰国してからも,教育文化および

経済面での日英交流を促進した功績にたいして贈られたもので,黒い漆塗りの

桐紋入りの箱におさめられている｡ 1882 (明治15)年10月24日と1908 (明治41)

年2月21日付で,それぞれ叙勲されている`53'｡

(2)

エディンバラ市中央図書館に,以上のようなダイア-･コレクションがダイ
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ア一家から寄贈されたのは1944 (昭和19)年のことであった`54'｡寄贈者はM.

F.ダイア-土arie Fe.rguson I)yer (1882-1958)女史o ダイア-の第4子で

あり,ダイア-が1882 (明治15)年7月14日に横浜を離れる直前(6月15日)

に誕生した｡生産独身をとおし,晩年にはエディンバラに住んでいた`55)｡そ

の彼女が地元エディンバラ市に寄贈したのである｡

ダイア-の遺品が郷里のグラスゴウでなく,ここエディンバラにも渡ってい

るのは,グラスゴウでの寄贈品の扱われ方とも関係があるように思われる｡と

くにミッチェル図書館でそうであったように,寄贈したコレクションが分散し

て収蔵されてしまったことは,身内には確かに堪えられなかったはずである｡

先般,英国ではロンドンの日本協会(The Japan Society)の設立百周年を

祝ってジャパン･フェスティバルが企画され, 1991 (平成3)年には英国全土

で記念事業が展開されたが,そのさい,スコットランドでも,ダイア-が持ち

帰ったこれら日本美祷工芸品の何点かは,日英交流の足跡をしのぶ格好の品と

して,他の諸品とともに展覧に供されたのだった(56)0

6.日英交淀の遺産

ダイア-は,お雇い教師として工部大学校に関与して以来,日本への関心を

もちつづけ,日本との関係と交流を重ねるなかでコレクションを形成した｡日

本から帰国したときに大量の日本事物を持ち帰ったが,それだけでなく帰国後

に加わった諸品も含まれている｡

日英交涜の推進者としてのダイア一に注目する筆者は,このダイア-･コレ

クションの意義に着目し,できるだけ具体的に実態を調査しその全容を明かに

することにつとめてきた｡英国のなかのスコットランドにおける調査が中心で

あり,しかも収蔵庫に立ち入って鹿点検したわけでなく,館員が運びだしてく

れた品々を調査研究したかぎりでの考察であるけれども,調査の結果を所蔵機

関,所蔵内容,歴史的意義の3点についてまとめてみると,以下の諸点が重要

であろう｡
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第一に,ダイア-･コレクションといっても一括してあるのではなく,いく

つかに分割されて保管されている｡ 『英国アーカイブズ総覧』にはエディンバ

ラ市中央図書館の所蔵資料についてのみ言及されているが,実際はそれだけに

とどまらない｡同館のほかにも,グラスゴウのミッチェル図書館ならびにケル

ヴィングローブ美術館･博物館にも,大型のコレクションが所蔵されているの

である｡グラスゴウ大学ならびにストラスクライド大学はダイア-が学んだ学

校であるけれども,おもに研究文献などを含む関連資料が所蔵されているにす

ぎない(,

第二に,コレクションの主要な内容は図書･冊子,美術工芸品,楽器類,写

真･絵葉書類から構成されている｡これらの資料的価値を正確に諭ずるまでの

考察は深められていないが,大量かつ多彩なこれらのコレクションはダイア-

の長年にわたる日本関心ならびに日英交流を裏づける点で注目される｡

ダイア-は日本研究者だから,これら日本関係の諸品を計画的に収集し研究

に用いたと考えたくなるが,どうもそうとは思われない｡ダイア-の本格的な

日本研究が始まるのは,帰国後,とりわけ母校グラスゴウ大学の教授就任の希

望が叶えられなかった以後のことである`57'｡しかも,おそらく贈られるまま

受領したり,機縁があるごとに買い求めたようで,あれもこれもというのが本

当の収集姿勢であったと思われる｡日本関係事物が多いということのほかに,

特色ある大きな傾向を引きだすことはむつかしい｡

しかし,第三に,こうした大量かつ多彩なコレクションには,ダイア-の日

本に対する強い関心が確かにうかがわれる点で重要である｡その関心が本格的

な日本研究につながり結実していったであろうということは,とうぜん予想さ

れる｡ 『大日本,東洋の英国』や『世界政治のなかの日本,国際力学の研究』

といった大著(58'にどのような影響力をもっていたかということは興味ある検

討課題となるし,これほどの大著は,そうした日本事物への親近感なしに打ち

こめるものではなかったのであろうと思われる｡

ダイア-･コレクションは,ダイア-の強烈な日本関心の所産であり,また

日英交流の遺産なのである(59'.
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[注]

(1)三好信浩『日本教育の開国,外国教師と近代日本』福村出版, 1986, 242

-244頁｡

(2)同上, 265-268貞｡

(3)同上, 246頁｡

(4)日下部グリフィス学術文化交流基金編『グ])フィス･コレクションの概要』

日~F部グリフィス学術文化交流基金, 1988;平泉庶祥i~グリフィス･コレ

クションについて｣,嶋田正ほか編『ザ･ヤトイ,お雇い外国人の総合的

研究』思文閣出版, 1987, 341-349頁所収｡

(5)｢モース･コレクション｣,守屋毅編『共同研究モースと日本』小学館,

1988, 35トー436頁所収;モース･コレクション写真編『百年前の日本』小

学館, 1983;大橋悦子訳『モース･コレクション民具編 モースの見た日

本』小学館, 1988; Nishikaya, T. 良 Sattmann, E., `List of Dr.

Albrecht Yon Roretz's collection of Japanese aniTnals皿ade about

120 years ago, compiled fro皿tbe catalogues of Ⅳaturhistorisbes

hseun Yien,I 『名古屋大学博物館報告』第17号(2001) 33-44貞.

(6)① 『日本の陶磁展:ボストン美希館所蔵モースコレクション』東京新聞,

1980, ②井関正明ほか編Fキヨッソ-ネと近世日本画里帰り展』毎日新聞

社, 1990;大蔵省印刷局記念館(お札と切手の博物館)編『お雇い外国人･

キヨッソ-ネ没後-00年展:その業績と明治の印刷文化』大蔵省印刷局

記念館, 1997;神戸新聞社ほか編Fキヨッソ-ネ東洋美術館所蔵浮世絵展』

神戸新聞社, 2001, ⑧村形明子編訳『アーネスト･F･フェノロサ資料:

--ヴァ-ド大学ホ-トン･ライブラリー蔵』全3巻,ミュージアム出版,

1982-1987 ;奈良県立美術館編『犀風絵名品展:ボストン美術館秘蔵フェ

ノロサ･コレクション』 NHKプロモーション, 1991, ④河鍋楠美ほか編

『鹿鳴館の建築家ジョサイア･コンドル展』東日本鉄道文化財団, 1997,

⑤ドイツ･日本研究所編Fベルツ･コレクション 帰ってきた幕末･明治

の絵画,ドイツ･リンデン博物館所蔵』朝日新聞社, 19930
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(7)北政巳『国際日本を拓いた人々一日本とスコットランドの幹-』同文舘,

1984, 123-134頁｡三好信浩『ダイア-の日本』福村出版, 1989, ⅠⅤおよ

びⅤ (Sarada, T. 良 A., Trams. , Henry Dyer, Pioneer of Enginerring

Education in Japan, Global Oriental, Kent, 2004, Chaps. 3 良 4) 0

拙稿l~日英交流の推進者ヘンリー･ダイア-の墓碑銘｣
,日本英学史学会

『英学史研究』第36号(2003年10月) 57-58頁参照｡

(8)グラスゴウのミッチェル図書館(後出の注(ll)参照) 0

(9)Foster, ∫. 良 Sheppard, ∫. eds., British Archives, A Guide to

Archive Resources in the United Eingdom, Palgrave, Basingstoke 良 N.

__... ___.__ ･･-
--

･ - ~ ~~■~

y., 2002, 4th ed., p.174.英国内にある1231館のアーカイブズ情報を収

録している.ただし,同書の第3版(_ii圭_d_., 1995, 3rd ed･, p.140)で

は, ｢日本の刷り物と書冊からなるダイア-･コレクション｣を所蔵,と

ある｡なお,近刊のIrvine, G., A Guide to Japanese Art Collections

in the l服, The Japan Society, 2004には,ダイア-･コレクションに

ついての記載はみられない｡

木村正俊･中尾正史編『スコットランド文化事典』 (原書房, 2006, 546

負)では,ミッチェル図書館に｢1924年にヘンリー･ダイア一博士(Dr.

Eenry Dyer)の遺贈によるジャバニーズ･コレクションがあり,日本の書

籍やパンフレット,海図,巻物,その他ダイア-が設立に協力した工部大

学校(現在の東京大学工学部)からの寄贈品も含まれている｡ ｣とある｡

(10)Lovelace, A., Art for Industry, the Glasgow JapanExchange of 1878

(Glasgow hseu皿, 1991, p.12)には,ダイア-が持ち帰った楽器類はケ

ルゲイングローブ美術館･博物館に,図書ならびに巻物3軸と掛け物6軸

はミッチェル図書館に,それぞれ保管されていることが紹介されている｡

Pearse, a., Companion to Japanese, Britain and Ireland, In Print

publishing Ltd, Brighton, 1991, pp.206, 210, 214, 216も同様｡

(ll)グラスゴウのタバコ王の息子S.ミッチェルStephen Xitchell (1820--

1874)からの遺贈金的6方7000ポンドをもとに設立され, 1877年4月に開
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館(Boase, F. ,

_XjAein_塾蔓呈上垂_型9g_r3里_h_y_,
Frank Cass, London, 1965,

p.906) o グラスゴウ最大の公立参考図書館である.所在は201 North

Street, Glasgow G3 7DN, Scotland.

(12)Corporation暮inute, No.6 (7 January 1924) p.503, No.28 (31 October

1927) p. 2567.

(13)`Dyer Collection, The Xitchell Library Location Book 429251-42995

0", in 43 DonatioII Book 420001-430000,および`Dyer Collection,

The Xitchell Library Location Book 47000ト474432", in 48 Donation

Book 4700011480000. "Dyer Bequest, The Xitchell Library Location

Book O卜95", in 43 Donation Book 890101-890151.寄贈図書および冊子

は1960年から69年までに,および1973年ころ,目録を作成しなおし配され

た｡多数の複本は廃棄された｡

(14)わが国の国立国会図書館所蔵分については,国立国会図書館図書部編『国

立国会図書館蔵書目録 明治期 第2編 歴史･地理』紀伊国崖書店,辛

成6, 352百o 同『国立国会図書館蔵書目録 明治期 第5編 芸術･言

語』紀伊国良書店,平成6, 34, 42, 54頁｡東京堂出版編集部編『新編帝

国図書館和古書目録』中巻,東京堂出版,昭和60, 765頁参照｡

(15)Iurray, D.,旦些些, 1904; Gubbins, J.臥,些軸Japan, 18

53-1871, Clarendon Press, oxford, 1911; AIcock, Sir R., ArtLand

Art Industries in Japan, Virtue 良 Co., London, 1906; Ada皿S, F. 0.,

The History of Japan from the Earliest Period to the Present Time,

札 S. King 良 Co‥ London, 1875; Griffis, Y. E., The Religions of

Japan: from the dawn of history to the era of Xeiji, Dodder a

Stoughton, London, 1895;臥)rse, E. S., Japanese Homes and Their

Surroundings, Trubner & Co., London, 1886; Bird, I. , Unbeaten

Tracks in Japan, John hrray, London, 1888.

(16)Xori, A., Education in Japan: a series of letters addressed by

inent Americans to A. 甘ori, D. Appleton 且co., N. Y., 1873;
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Nitobe, I., Bushido, the Soul of Japan:anexpos ition of Japanese

thought, Leeds 良 Biddel, Philadelphia, 1901; Kikuchi, D_, Japanese

Education; lectures delivered in the University of London, John

廿urray, London, 1909; Noguchi, Y.
,

The Story of Tone Ⅳoguchi

by丑inself, Chatto & Yindus, London, 1914; Xasuda, T.,

Told

Japan, its

Connercial Development and Prospects, Sisley's, London, n. d. ;

Okakura, K., The Awakening of Japan, John暮urray, London, 1905;

士atsukata, I., Report on the Adoption of the Gold Standard in

Japan, The Government Press, Tokyo, 1899.

(17)Scenes of Japanand Japanese Yay of Life, Vols. 20, n.a_ :lap of

Edo, a.a.,その他｡

(18)Dyer, E., Dai Nippon, the Britain of the East, a Study in National

Evolution, Blackie 良 Son, London, 1904.平野勇夫訳『大日本』実業之

日本社, 1999; Do.,迦_i_n__.LoIB Politics, a Study in lnter--

na-tional Dynamics, Blackie & Son, London, 1909.

(19)Dyer,臥 く平野勇夫訳) 『大日本』同上, 543-545貞｡

(20)Glasgoy School Board, Annual Statistics, 1889-90-1904-05; Glasgoy

and Vest of Scot).and Technical College, yinutes, 1887-1913; Co-

operative Congress at Paisley, 1905,珪andbook, 1905; Glasgow

Eerald, 1783-1911.

(21)佐隻左仲の論文とは, Sasow, S., `Results of Trials and Experiments

Xade on H. I. I. First Class Battleship 1'ashima…, 『造船協会年報』

第1号(明治30年12月) 25-28負および付図4枚｡

(22)"special Collection`, Box IおよびBox IIには,長男C. H.ダイア-

Charles Henry Dyerく1876-1950)の受講ノート`Ney Testament (general)

C.臥 Dyer, lecturer, Rev. A. S. Cork, m. a.',次男R. I.ダイア-

Robert ⊥orton Dyer (1878-1936)の受講ノート`practical Course in

Strength of払terials and且ydraulics &c. (Session 1899-1900)"など
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がある｡

(23)The Glasgow thiversity Calendar For the Year 187ト72, James

Xaclehose, Glasgow, 1871, pp. 36137.

(24) University of Glasgow, Class Catalogues Session 1871-172,Robert

Xaclehose 良 Co., Glasgow, 1871, p.i8.

(25)The Glasgow University Calendar for the Year 1872-73, James

‡aclehose, Glasgov, 1872, p. 168.

(26)ミッチェル図書館の記録(Henry Dyer Bequest Japanese lte皿S [2] )に

は,つぎのようにある｡ Three picture scrolls based on the history

of "Gikeトki' (the history of Prince Yoshitsune) Who lived about

the 12Lh. century.

(27)ミッチェル図書館の記録(Benry I)yer Bequest Japanese lte皿S [2] )に

は,つぎのようにあるo Tall hanging. Draying based on a famous

story about Prince Yoshitsune, a baby in his mother's cloth vas

escaping fro皿their enemies.

(28)ミッチェル図書館の記録(Henry Dyer Bequest Japanese ltems,および

Benry Dyer Bequest Japanese lte皿S EBj_)には,それぞれつぎのように

ある. ① Tall hanging showing a sketch of the Gods (Shintois皿). ②

Hanging scroll Which shows the War flags of a general of a

particular clan. ⑨ Tall hanging. ㊨ Tall hanging Which shoys a

copy of a stone nonu皿ent Of Xasa皿une, a famous syord-maker. This

used to stand in Shika, Tokyo. @ Indian ink drawings of daily

life of the aristocrats in Eyoto in the 12th and 15th centuries.

It also includes some fa血OuS fairy tales. ⑥ Indian ink draying

yhich shows a typical setting in Japanese paintings.

(29)画帖(ミッチェル図書館蔵,登録番号890104)は擬34.5センチ,横21.5セ

ンチ｡おもて面は53点,裏面は47点の絵からなる｡ただし,作者および刊

年は不詳｡
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(30)ポスターの見出しには｢ヘンリー･ダイア-･コレクション, henry dyer

exhibition｣とあり,三世歌川豊国の芝居役者絵(香蝶楼豊国画｢六玉川

風串｣ )が配されている｡図録は刊行されていない｡

(31)1901年に設立されたスコットランドを代表する美術館･博物館｡グラスゴ

ウ大学前のケルヴィングローブ公園にある｡住所はArgyle St., Glasgow

G3 各AG, Scotland｡

(32)Lovelace, A., Art for lndustry, the Glasgov Japan Exchange of 1878,

op. cit., pp.12, 14.貸与番号は｢Loan number 6-'27｣
,寄贈番号は

｢Accession numbers '38-57a一皿｣

(33) ｢化粧美人図｣ ｢柱時計と美人図｣など｡それぞれ,西川右京祐信筆,西

川右京祐信画之という落款がみえる｡

(34) `Important Additions to Kelvingrove hseum', The Glasgow Herald (9

Dece皿ber 1878) p. 3.
E∃

(35)Lovelace, A.,些二｣Cj1., pp.12, 14.同書には,日本政府からの贈答品

が, 7部門(建物と家具,木工と漆,楽器,陶磁器,金工品,織物と衣装,

紙工品)に分けて紹介されている(Lovelace, A.,主軸., pp.16-37).

(36)旦旦担.,p. 14.小林頼子｢東京国立博物館所蔵の西洋絵画----グラスゴー

博物館寄贈に係る23点--｣ 『東京純心女子短期大学紀要』第2号(1988)

61-76頁所収｡

(37)Glasgow Art Gallery and Xuseu皿,

Glasgow Art Gallery &暮useum

且andlist of Japanese ltems at

in Order of Date of Accession 1870-18

99, Hay 1993, Do., Band-list of Japanese Items at Glasgow Art

Gallery & ‡useu山 in Order of I)ate of Accession 1900-1929, Kay 1993,

Do.,ぬndlist of Japanese Items at Glasgoy Art Gallery &甘useu皿in

order of Date of Accession 1930-1949, 暮ay 1993には,収蔵順にそれ

ぞれ92点, 148点, 276点の列品が着鋒されている.最初の記録は｢'70-2a

SYORD. Presented by Xr Young, larch 1870｣.

(38)A. 良.ブラウンの寄贈品は絵入りのケープ2点c寄贈Flは1903年4月22
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日.記録には｢TYO PICTURES PAINTED ON CAPE. Souvenirs of the

Japanese National Exhibition. Presented by A R Brown, Japanese

Consul, 22. 4. 1903｣とある｡所蔵番号は｢'03-64a-b｣ 0

(39)記録には,たとえば二｢xEI)ICINE BOX (INRO), in gold lacquer. From

the ‡c†ean Collection, previously on loan to the City Industrial

luseum, fro血1877. Purchased at sale at Dorrells, Edinburgh, 2.5.

1902, for £1 18/-｣とある｡所蔵番号は｢'02-58ac｣ 0 Lovelace, A.,

op+t_., p. 12も参照｡

(40)拙稿f~工部大学校お雇いスコットランド人教師ヘンリー･ダイア-ーー

『努力立身』の生涯｣ 『名古屋大学大学文書資料室紀要』第13号(2005年

3月) 1-31頁参照.

(41)入学登録簿(Iatriculation Album) , 1868年度から1872年度までの受講

記録(Class Catalogue)
,ワット賞受賞論文(Dyer,臥,

The lnfluence

of the Neytonian Principles on the Progress of Science during the

Eighteenth Cen･tury, 1872)など｡

(42)Dyer, a. ed. , Selections fro皿Testi皿Onials Presented by Eenry I)yer,

C.E., On the Occasion of His Appointment as Principal of the

Ⅰ皿perial College of Engineering, Tokio, Japan, February, 1873.

(43)Dyer,臥 ed., Ⅰ皿perial College of Engineering, Tokei, Japan. n.也.,

および do., Testimonials in Favor of丑enry Dyer on the Occasion of

his Candidacy for the John Elder Chair of Naval Architecture and

Xarine Engineering, Glasgow University, 1886, [1886] .

(44)Regulations of the I ial College of Engineering, (Eobu-Dai-

Gakko), Tokei, Extracted fro皿tbe Calendar of the College, Tokei,

1$82.

(45)Dyer,臥, Christianity and Social Prob le也s, David Bryce and Son,

Glasgow, 1890.自筆の献辞は｢Yith the Yriter's 監ind regardsJ o

(46)Dyer, E., Dai Nippon, the Britain of theぬst, a Study
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Ejqi9_!i_壁(Blackie 良 Son, London, 1905, 2nd ed･ )など25点の図書お

よび小冊子がある｡

(47)~papers of staff and students, 51 I)yer,鮎nry (1848-1918)",

University of Strathclyde, University Archives and Record Centre,

catalogue IV所収. "1iscellaneous Xaterial良elating to且enry I)yer',

主旦担.,V所収.

(48)前出の注(43)に同じ｡

(49)三好信浩『ダイア-の日本』前出, 170-184貞｡

(50)Butt, ∫., John Anderson's Legacy, The University of Strathclyde

and ItsAmtecedents 1796-1996, Tuckyeil Press, East Linton, 1996,

参照｡

(51)1890年に開館した参考図書館.住所はGeorge IV Bridge, EdinburghEBl

lEG, Scotland｡

(52)A private letter fro皿Norma Ar皿StrOng, Head of Information

services at Edinburgh Central Library, on 7 January 1992.

(53) ｢英国人ヘンリー,ダイエル江勲章ヲ賜り度儀二付伺｣ , ｢北米合衆国人

オノラプル,チャールス,エス,フエヤチアイルド外九十/＼名叙勲ノ件｣,

梅渓昇編『明治期外国人叙勲史料集成』第一巻(思文閣出版, 1991) 281

-282頁, 『同』第四巻,前出, 426頁より再引｡拙稿｢日英交流の推進者

ヘンリー･ダイア-の叙勲｣ 『日本古書通信』 879号(2002年10月15日)

20-22頁も参照｡

(54)前出の注(52)に同じ｡

(55)呈B9LC3_n3LS., Civil Parish of Govan, ParliazBentary I)ivision of

partick, Lanarkshire, No. of Schedule 168, Scotland ;グラスゴウの

ネクロポリス墓地にある墓碑(拙稿｢日英交流の推進者ヘンリー･ダイア

-の墓碑銘｣前出, 64-65頁)その他｡

Britainand Ireland, op. cit.,(56)Pearse, B.
,

Co叩anion to I_?_?_a_Q_ejら

pp.21.6-217ほか参照｡同書は,内表紙に｢Published
in the centenary
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year of the Japan Society｣とあるように,日本協会の創立100年記念出

版物である｡

(57)三好信浩『ダイア-ーの日本』前出, 199頁参照｡

(58)前出の注(18)に同じo

(59)ダイア-･コレクションの全貌は以上につきる訳ではない｡記録にとどめ

られていながら未確認のものも,少なからずある｡

たとえば, 1909 (明治42)年のはじめに,日本の工学会からダイア一に

贈呈されたアルバムニ冊(工部大学校の卒業生の写真,とりわけ日本産業

界の指導者たちの写真を含む)が,豪華な漆の特に収められてあるはずで

ある(`Japanese Engineers and Dr且enry Dyer", The Glasgoy Herald,

24 February 1909, p.5)が,いまなお所在はわからない｡帰国直前の18

82(明治15)年6月15日にダイア-ーの長女(前出のM. F.ダイア-)が

生まれたとき,田連朔郎(1861-1944)の母から誕生祝いに贈られた日本

人形(ダイア-から田蓮朔郎-の書簡[6 July 1882,およびCbristmas

Day 1891]
,田達家資料[京都市水道局絵務課管理,轄琶湖疎水記念館蔵]

より)についても,日英交流を物語る興味ある事物であるけれども,行方

知れずになっている｡

受け入れ記録や収蔵記録と照らしあわせてみると,一致しないところも

あるから,ほかに混入して見逃されてしまった諸品もあるにちがいない｡

ダイア-持ち帰り品をふくめ,手堅く割りだせばまだまだ出てくることが

期待される｡
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study of the Dyer Collection, a Heritage of Japanese-UK Exchange

The Dyer Collection is a collection of artifacts collected by

Henry Dyer(1848-1918), an oyatoi (employed teacher) from Scotland･ Ⅲe

stayed in Japan from 1873 to 1882 (Xeiji 6 to 15) as the Principal as

veil as a professor of Civil Engineeringand Xechanics of the Imperial

college of Engineering in Tokyo. Even after he Tent back to his home-

land, his interest in Japan did not fade, and he formed the collection

during his continued exchange With the people of Japan･ The collection

includes not only a large amount of Japanese articles that he brought

back With him, but also various goods he obtained after his return.

In this study, the author attempted to uncover as much detail as

possible about the Dyer Collection, and to examine it from three

different aspects-institutions in possesion of articles, main

articles possessed and historical significance･ The following

important findings Were attained.

First, the Dyer Collection is not stored at one single location,

but is divided up into several parts at different locations･ The

British Archives (2002) refers only to the皿aterials stored at the

Edinburgh Central Library, but in reality a large part of the collect-

ion is also stored at the Xitchell Library, as yell as the Kelvingrove

Art Gallery and Xuseu皿in Glasgow. AlthoughDyer graduated from

Glasgow University and Strathclyde University, these universities

mainly store related materials such as research literature･

secondly, the main articles of the collection consist of books,

brochures, Works of art and craftsmanship, musical instruments,

pictures, picture postcards and others･ With its large volume and Wide

array of articles, this collection attracts attention as it shows

-94-



I)yer's interest in Japan and the exchange between the Japanese and

English cultures Which lasted for many years.

Since I)yer Was a researcher of Japanese culture, ye may tend to

think tha the collected the articles carefully according to plan for

use in his research,but this皿ay not be the case. Dyer did not start

full-scale research on Japanese culture until after he Tent back to

Scotland, in fact not until it became apparent that his Wish of

becoming a professor at the University of Glasgow, his al皿a皿ater,

Would not be fulfilled. Xoreover, it seems like he receivedand kept

all the articles sent to bin, and bought goods at every opportunity,

indicating that his true ambition Was to collect anything possible.

Other than the fact that the majority of the collection is related to

Japan, there are no particular themes in his collection.

Thirdly, this collection consists of a large quantity and vide

variety of articles, and is significant because it e皿pbasizes Dyer's

strong interest in Japan. It is natural to conclude that this interest

Was the motivation for his earnest study of Japan, Which Was very

fruitful. How the collection influenced his皿ain literary Works, I)ai

Nippon (1904) and Japan in World Politics (1919), isaninteresting

issue to investigate, and it is considered highly unlikely that be

Would have been able to devote himself to literal Works of this

magnitude Without a strong sense of affinity toward Japan.

The Dyer Collection is a product of Dyer's intense interest in

Japan as yell as the heritage of exchange between Japan and UK.
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第二節 グラスゴウの｢ヘンリー･ダイアー･コレクション展｣

I.お雇い教師H.ダイアーのコレクション

Ⅰ.日本関係費料の展覧会

(-)

ヘンリー･ダイア-･コレクションと呼ばれる日本関係資料が,スコットラ

ンドにあるoお雇い教師ヘンリー･ダイア- (恥nry I)yer, 1848--1918)の収

集になる資料であって,おもに書冊,美術工芸品,写真,絵葉書,楽器類から

成っている｡ダイア-は明治6 (1873)年から15 (1882)年まで,工部省のお

雇い教師として滞日し,工帝大学校(東京大学大学院工学研究科の前身)の都

検として日本における工学･専門教育の組織化を進展させたことがあるし,郷里

のグラスゴウ(スコットランド)に帰ってからも日本-の関心は衰えず,日本

研究あるいは帝国財務及工業通信員などを通して,日英交流の推進に関与しつ

づけていた(1'ので,そのようななかで形成された資料群である｡

もっとも,ダイア-･コレクションといっても,一括して保管されているわ

けではない｡ 『英国アーキイブズ総覧』の最新版(2002)では,エディンバラ

市中央図書館の美術図書室に｢日本の水彩画,摺軌写真,書冊からなるダイ

ア-･コレクション｣があるとだけ紹介されている(2'けれども,実際は同館

だけにとどまらない｡筆者は,これまでに,エディンバラ市中央図書館を含め

て,スコットランドのグラスゴウおよびエディンバラにある五つの資料群を調

査したことがある(3'oダイア-の収集品はいくつかに分割され,継承されて

いるのである｡

(二)

そのダイア-が収集した日本関係資料の展覧会が, 2005 (平成17)年5月11

日から6月30日まで開かれた.ただし,里帰り展ではないoダイア-の郷里グ

ラスゴウの市立ミッチェル図書館(yitchell Library)で,同館の蔵品から逸
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品を選んで展覧に供されたのである｡ダイア-の死後,遺族から同館に寄贈さ

れた和本,巻物,軸物などといった諸品である｡

同展覧会のポスターの見出しには,日本語と英語で, ｢ヘンリー･ダイア-･

コレクション, henry dyer exhibition｣とある｡薄着色と朱色を基調にした

品格の保たれたポスターであって,これに三世歌川豊国の芝居役者絵(香蝶楼

豊国画｢六玉川景事｣ )が大きく配されているから,観覧者の関心を引きつけ

たにちがいない｡

もっとも,展覧会といっても,それほど大掛りではない｡ミッチェル図書館

5階のフロアの一角に,展示パネル7枚(ポスター1枚を含む)および陳列ケ

ース9台を配置しただけの,こじんまりした展覧会であった｡図録は刊行され

ていない｡

l暮. ｢2005年日･ EU市民交涜年Jにおける展覧会

ヘンリー･ダイア-･コレクション展は, ｢2005年日･EU市民交流年(20

05 EU-Japan Year of People-to-People Exchanges)
_lの一環として企画され

開かれた｡日本とEU (ヨーロッパ連合)加盟25カ国との相互理解ならびに長

期的な交流の促進を期して企画されたもので,この1年間に教育,科学技術,

美祐,演劇.舞踏,映画,写真,政治,スポーツ,地域責献など幅広い分野に

おいて,のべ1900件を越える多彩なイベントが開催された｡日本では約450件,

EU諸国では約1450件という内訳である｡

EU諸国で開かれた約1450件のイベントのうち,英国では約220件が開催さ

れた｡そのうち,本ヘンリー･ダイア-･コレクション展は,グラスゴウ市の

主催で開催された｡

グラスゴウでは,同展のほかに,さまざまな交流イベントが開かれた｡ ｢ひ

な祭｣ ｢欧日対話｣ ｢無限菅和太鼓バンド｣ ｢日本の祭｣ ｢太鼓物語｣ ｢寿司

サンデー｣ ｢映画上演会｣などという名称のイベントであって,計15件(4)杏

数える｡

スコットランド全体では,グラスゴウのほかに,エディンバラ,ア-ーガイル,
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表1.グラスゴウにおける日本との交流イベント

期間 催物 会場 開催地 主催者

2月18日 開会式 グラスゴウ大学 グラスゴウ エディンバラ日本国総領

OpeningCeremonyinGla5gOW 事館,グラスゴウ市

2月18日 ジャパニーズ.キス:第6回現 グラスゴウ大学 グラスゴウ グラスゴウ大学欧日社会

-3月11日 代日本映画祭

JapaneseKiss:The6thSeasonof

ContemporaryJapaneseFilms

科学研究センター

2月26日 ひな祭

HinaMatsuri

ウェリントン教会 グラスゴウ グラスゴウ日本祭

3月2日 欧日対話 グラスゴウ大学ビジネ グラスゴウ グラスゴウ大学欧日社会

Europe-JapanDialogue ス.スクール 科学研究センター

4月8日 無限響和太鼓バンド クイーンズホール エディンバラ

グラスゴウ

無限響和太鼓バンド

-9日 MugenkyoTaikoDrummers (エディインパラ)

トラムウェイ

(グラスゴウ)

J77

4月11日

-6月30日

ヘンリー.ダイア-展

HenryDyerExhibition

ミッチェル図書館 グラスゴウ グラスゴウ市

6月8日 欧日対話 グラスゴウ大学ビジネ グラスゴウ グラスゴウ大学欧日社会

Europe-JapanDialogue ス.スクール 科学研究センター

6月11日 日本の祭

JapaneseMatsuri

ウェリントン教会 グラスゴウ グラスゴウ日本祭

7月6日 太鼓物語 パーティツク市公会堂 グラスゴウ

チェスタ-

太鼓セラピー

-8日
TaikoTales (グラスゴウ)

カルデイ.バリー.セン

夕-(チェスクー)

8月30日 ダイア-と明治日本:日本近代 ミッチェル図書館 グラスゴウ グラスゴウ市

化における技師.教師としての エディンバラ日本国総領

ダイア-

DyerandMe臼iJapan,anEngineer

andTeacherintheMakingor

ModemJapan

事館

9月9日 アビーフイールド国際会議 ホリデ-イン,ホテル グラスゴウ アビーフイールド.イン

-13日 TheAbbeyfieldlnternational

Tri-annualConVention

ターナショナル

10月30日 寿司サンデー

SushiSunday

グラスゴウ大学 グラスゴウ ハセガワキヨヒコ

11月5日 欧日対話 グラスゴウ大学 グラスゴウ グラスゴウ大学政日社会

Europe-JapanDialogue``Fearand

Trembling?Di皿cultiesinCross-

CulturalCommunicationinthe

Workplace:JapaneseCompanies

inBritain

科学研究センター

11月9日 欧日対話 グラスゴウ大学ビジネ グラスゴウ グラスゴウ大学欧日社会

Europe-JapanDialogue ス.スクール 科学研究センター

12月5[1 日本の第二次世界大戦経験:60 グラスゴウ.フイルム. グラスゴウ グラスゴウ大学日本協会

周年記念映画上演会

.ⅠapaneseEXperiencesofWWⅠⅠ:

60thAnniversaryFilmShow

シアター
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表2.スコットランドにおける明治日本との交流イベント

期間 催物 会場 開催地 主催者

8月30日 ダイア-と明治日本一日本近代 ミッチェル図書館 グラスゴウ グラスゴウ市

化における技師.教師としての スコットランド実行委員会

ダイア- エディンバラ日本国総領

DyerandMeijiJapan,anEngineer

andTeacherintheMakingof

ModernJapan

事館

9月1日 明治日本とアバディーン-アバ ロバート.ゴ-ドン大学 アバディーン ロバート.ゴードン大学

デイ-ンの群像,グラヴア-そ

の他の人びと

MeijiJapanandAberdeen,Clover

andtheOtherAberdonians

ビジネス.スクール

9月6日 日本とスコットランド-歴史か UHIミレニアム,イン インバネス uHⅠミレニアム.イン

らの教訓

JapanandScotland,aLesson

fromliistory

ステイチユート ステイチユート

9月7日 アイヌ民族と英国(スコットラ

ンド)人

TheAinuandBritish(Scottish)

People

パース美術.博物館 パース パース市

9月8日 エディンバラと明治日本 パルモラル.ホテル エディンバラ エディンバラ.ロータリ

EdinburghandMeijiJapan -.クラブ

10月28日 イサベラ.バードの足跡をたど スコットランド国立回書 エディンバラ スコットランド国立図書

-11月27日 る-タイムトラベルによる冒険

ⅠnthefootstepsorⅠsabe11aBird:

AdVenturesinTimeTravel

鰭 鰭

アバディーン,ダンディ,インバネス,セント･アンドリューズ,パース,ファ

イフにおいてのベ61件にのぽるイベントが開かれ,日本･スコットランド間の

鮮と交流の広がりが実感された｡あわせて,今後も一段と緊密な協力と友好関

係が進展していくことが期待された｡

スコットランドにおける交流イベント61件のなかには,ヘンリー･ダイア-･

コレクション展と同じように,明治日本との交流に関連する下記のような催し

く5)も含まれている｡

① ｢ダイア-と明治日本一日本近代化における技師･教師としてのダイア-｣

② ｢明治日本とアバディーンーアバディーンの群像,グラヴァーその他の人

びと｣

⑨｢日本とスコットランド-歴史からの教訓｣
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④｢アイヌ民族と英国(スコットランド)人｣

⑤ ｢エディンバラと明治日本_｣

⑥｢イサベラ･バードの足跡をたどる一夕イムトラベルによる冒険｣

①②③④⑤は講演会, ⑥は写真展である｡それぞれの主催者は,順に,グラ

スゴウ市および在エディンバラ日本国絵領事館,アバディーンのロバート･ゴ

ードン大学,インバネスのUHIミレチアム･インスティチュート,パース市,

エディンバラ･ロータリー･クラブ,スコットランド国立図書館であった｡

各地で多彩な主催団体が参加して,日本･スコットランド間の交流が促進さ

れ交流の裾野が広げられたのである`6-0

2.ミッチェル図書館の｢ダイア一遍贈品｣(7)

I_ 図書･冊子類

ミッチェル図書館はグラスゴウ最大の公立参考図書館である｡グラスゴウの

タバコ王の息子S.ミッチェル(Stephen Yitchell, 1820--1874)からの遺贈

金約6万7000ポンドをもとに設立され, 1877年4月に開館した`8'｡

同館には,ダイア一家より,まず1922 (大衣ll)年から1924 (大正13)年に

かけて, ｢日本,極東,スコットランド,グラスゴウなどに関する広範かつ貴

重な摺物を含む.｣図書3,700冊ならびに冊子2,000冊が寄贈された｡ 1927 (昭和

2)年1.0月10日には,さらに｢極東に関する図書800冊,日本の生活や産業活

動を示す楽曲集および水彩画_】が,追加して寄贈された(○'｡しかし,現在は,

館内に特設のコーナーがあるわけではない｡寄贈品全部を一括して別置してあ

るのでなく,一点一点が架蔵番号にもとづいて並び変えられ,館内の書庫なら

びに美術図書室(Art Room)などに配架ないし収蔵されているo

それでも, ｢ヘンリー･ダイア一遇階品｣もしくは｢ダイア一道贈品_jと称

し,手書きの受贈目録(10'が作成されているから,その全貌と特色をうかがう

ことはできる｡

同受贈日録ならびに筆者の現地調査などによると,ダイア一道贈品には注目
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すべき点が認められる｡第一は,大量の図書および冊子を含む点である｡しか

も,ダイア-の専攻領域である科学･技術の関係書にとどまらず,政治･教育･

宗教･美術･地理など幅広い分野についても相当数含まれている｡スコットラ

ンド,グラスゴウのはかに,日本ならびに極東にかかわる図書や冊子もまた,

含まれている｡

日本関係書のなかには,和本がある｡たとえば,田中菊雄編『以呂波引蚊帳』

(求古堂, 1881)
,草野楳嶺画『楳嶺百鳥画譜』

(錦栄登, 1881-1887),滝

沢清編『唐草模様雛形』 (求古堂, 1881および1884)
,渡辺省亭画『省亭花鳥

画譜』 (大倉孫兵衛, 1890-1891)
,菊地武保編『前賢故実』

(郁文舎, 1903)

などである｡これらの和本はすべてがダイア-持ち帰り品というわけではなく,

その刊年からわかるように,ダイア-が1882 (明治15)年7月に離日した以降

にコレクションに加わったものも含まれている｡

そのほか,坪谷善四郎訳『工業進化論』 (博文館, 1896)
,ならびにわが国

の造船協会の機関誌『造船協会年報』の創刊号(1897年12月)も,経路は明ら

かでないが,ダイア-の帰国後に加えられた.前者はダイア-の自著些里

Evolution of Industry (1895)の邦訳書である｡また後者の『造船協会年報』

創刊号には,佐隻左仲(1852-1905)による英語論文(ll)が収録され,グラス

ゴウのアームストロング･ミッチェル社において建造された日本帝国海軍の戦

艦八島の試験運航のことがとりあげられている｡

ダイア-遺贈品の第二の注目点は,寄贈された図書類の大半は英書であるが,

そのなかに日本関係の英書が少なからず著録されていることである｡それら

日本関係の英書は,大別して,来日外国人による著作および国際的に活動した

日本人による著作から成る｡前者としては,文部省学監D.マレー(David

Xurray)
,初代駐日英国公使R.オールコック卿(Sir

Rutherford AIcock) ,

駐日英国公使館ならびに同大使館の書記官であったF. 0.アダムズ(Francis

Ottisyell Ada皿S)およびJ. H.ガビンス(John打arrington Gubbins)
,お

雇い教師W. E.グリフィス(Yilliam Elliot Griffis)
,女性旅行家I. .L.

バード(Isabella Lucy Bird)などによる日本研究書がある(,後者としては,
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森有礼,新渡戸稲造,菊池大麓,野口米,益田孝,岡倉覚三,松方正義らの著

作があり,両者あわせて215点を数える｡

第三に,図書および冊子のなかには,ダイア-の献辞が記された自著が含ま

れているし,寄贈票が見返しに貼られた例もある｡たとえば, 自著些ucati叩

and National Life(1912)には｢Presentedby The Author｣というダイア-白

筆の献辞,ならびに1912年12月10日にダイア-白身から寄贈されたことを記す

ラベルが貼付されている｡ 自著Education and lndustrial Training of Boys

and Girls (1913)のばあいには, ｢Yith the Compliments of the Author｣

という自筆の献辞,およびダイア一死去後の1935 (昭和10)年5月31日受け入

れというラベルが貼付されている｡

ダイア-自筆といえば,かれがグラスゴウ大学の学生時代に受講したときの

ノートニ冊も残されている｡具体的には, 1871年度にW.トムソン(Yillia皿

Thomson)教授が担当し,毎週月･水･金曜日に開かれた｢自然哲学｣の受講

ノートであるo紙面には波動ならびに振動に関する公式が随所にみられるし,

欄外には受講日(1871年11月18日, 1872年1月17日,同年2月2日)などが書

きこまれている(12'｡この｢自然哲学｣講義の概要は『1871年度グラスゴウ大

学要覧』に掲載されている(13'が,本ノートは受講した学生による記録史料で

あるだけに貴重である｡なお,ダイア-はこの｢自然哲学｣クラスの高等数学

部門で,一等賞に輝いている`14)0

ll.日本美術品

ダイア一道贈品のもう一つの特色は,日本美術品が含まれていることである｡

なかでも巻物と軸物が特筆される｡

第一に,巻物としては｢義経記_lに依拠した大幅な巻軸3巻が注目される.

絵師不明,制作者は｢つちみかどなかなお｣
,制作は1710

(宝永7)年ころ,

｢貴重品(lost Valuable)｣
,などと記録されている(15'｡

第二に,軸物は7幅ある｡ ① ｢雪のなかの常盤御前｣と名づけられた掛軸｡

真冬の逃避行を余儀なくされた常盤が,一面の雪のなか,わら葺き屋根の軒下
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で牛若らをあやす様が措かれているo 白い雪のなか,長い裾に描かれたあかる

い朱と緑の模様があざやかに映え,落ち着いた色合いの一幅である(16)0

②藤原安学画『社日祭悪神除高氏守護之尊像』
｡神道の28体の神を筆と墨で

措いた淡彩画で, 19世紀後半の作と推定されている｡ ③五月節句の械の大和絵｡

械のまねきについた鯉,鍾埴,五月械を措いた掛絵である｡ ｢文久元年辛酉盛

夏端午日磨鹿瀬節子雅君需 六十翁主岳｣という,詳細な年紀および絵師の款

記が認められる｡ ④竜の墨絵｡菱川法眼という落款はそなわっているが,制作

年は不詳｡ ⑤刀工･政宗の碑銘を措いた掛軸｡ 19世紀後半の作で,石碑は東京

の芝に建つとある｡絵師不詳｡ ⑥中世の京都で管弦に興じる貴族たちを措いた

色鮮やかな掛絵｡鶴仙という落款がみられる｡制作年代不詳｡ ⑦永真法眼(つ

まり狩野安信)の筆になる日本風景の墨絵｡これは軸装されていない(17)0

第三に,巻物および軸物のほかに,興味ある画帖類がある｡その一つ, ｢紀

元1600年前主要戦乱上の日本人像_jとでも題する画帖は100点の絵から構成さ

れ,蛇腹のように折り畳まれている｡それぞれの絵は縦長で,画面の上部には

経歴などについての詞書が,下部には人物画が配されている｡武士だけでなく

貴族,僧侶も描かれており,それぞれの装束は艶やかな彩色である(18)｡これ

らの人物画のうち, ｢細川頼之Jならびに｢北条泰時Jを措いた二点は,それ

ぞれ絵葉書(19)に仕立てられ市販されている.

3_ ヘンリー･ダイアー.コレクション展の構成と内容

l.展示パネル

(-)

ミッチェル図書館にある｢ダイア一道贈品｣の概要と特色は,おおよそ以上

のとおりである｡ヘンリー･ダイア-･コレクション展には同遺贈品のなかの

何点かが運ばれて出品され,前記のように,展示パネル7枚(ポスター1枚を

含む)および陳列ケース9台を使って展示された｡注釈なしで鑑賞しにくいも

のには,キャプションのほかに長めの解説文も付された｡
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このヘンリー･ダイア-･コレクション展の構成と内容について,まず展示

パネルから紹介すると,つぎのとおりである｡

第一のパネルでは,ダイア-･コレクション展の趣旨が説明された｡絵およ

び写真をカットに用いて,ダイア-の肖像,ダイア-の日本近代化-の貢献,

ダイア一道賠品について紹介している｡

まず,カットには, ①ダイア-像(鉛筆画)
(20),

②ダイア-著(坪谷善四

郎訳) 『工業進化論』 (1896)の標題紙,それに③ ｢長崎｣および｢富士山麓

の須柱｣の写真(21)が用いられ,同パネルの左隅に配されている｡いずれのカッ

トも茶色がかった色調であり,しかも解説文の下地に五重の塔と梅の花が薄茶

色でデザインされているので,古びた歴史資料としてのイメージを増幅させて

いる｡

解説文では,ダイア-の略歴,そのなかでも日本とのかかわりが大きくとり

あげられている｡まだグラスゴウ大学生のときに日本政府からの要請を受け,

日本最初の工科大学である工部大学校の設立と運営を支援し,日本の近代化に

寄与したということである｡ダイア-著『大日本』から抜いた引用文を活用し

て,以下のように説明されている｡

｢ダイア-は工部大学校の学生たちに献じた自著『大日本』のなかで,日

本にむかう航海中は『計画された工科大学のカレンダー｢学課並諸規則｣

の草案作りにあてられた』と記した｡東京に到着するとすぐに,この草案

は日本政府に採用された｡それから教師が集められたが,ダイア-はつぎ

のように書いている｡

『こうした有能な教師が,いずれも自分の仕事に熱心に取り;阻んでくれ

たおかげで,ほかのすべての条件がふさわしいかぎり,工部大学校は間

違いなく成功を収めることになった｡日本政府当局も,同校の成功を目

指して全力を尽くしてくれた｡開学から5年のうちに,堂々として立派

な校舎が竣工し,教育を進めるうえでもっとも進んだ設備がすべて用意

された｡』 ｣(22)

その工部大学校の履修課程の特色と成果はどうかというと,
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｢工部大学校の履修課程は六年にわたった｡ダイア一によれば, 『単なる

教科書中心の授業は二義的なものとみなされ,学生たちは製図室,実験室,

実地の工学実習を通じて,理論と実践の関係について教わり,観察と独創

的な思考の習慣とを身につける訓練を受けた』 ｡そのような環境におかれ

て,学生たちは優秀であった｡ダイア-が述べているように, 『工部大学

校で受けた教育の真価を示す何よりの証拠は,学生たちが卒業以降これま

でにあげた輝かしい実篇である｡日本の工学関係の施設や産業現場で,か

れらがその運営管理に積極的な役割を果たさなかった例は少ない.j｣
`23'

｢ダイア-は日本に10年間とどまり,工帝大学校がしっかり軌道に乗っ

たのを見て,グラスゴウに帰るのに先立ち,自分の後任を指名した｡感謝

の印として,かれは明治天皇から当時お雇い外国人に授与される最高位の

旭日章(勲三等)をさずけられたし,工部大学校の名誉校長にも任ぜられ

た｡何年か後には,勲二等瑞宝章を授与された｡ ｣

日本からグラスゴウに帰ってからについては,

｢ダイア-は継続教育を担当するいろいろな大学,とくに工科大学に深く

関与した｡ 1914年にグラスゴウ教育委員会委員長に選出されたが,当時こ

れは30年におよんだ公共奉仕活動にふさわしい報償だとみなされた｡グラ

スゴウ大学からもかれの活動が評価され,名誉法学博士号が授与された｡｣

最後に,ヘンリー･ダイア一道贈品について説明し,つぎのように位置づけ

ている｡

｢このヘンリー･ダイア一道贈品は, 1920年代にダイア一家から当ミッチェ

ル図書館に贈呈されたもので,約6,000点からなるo数々の物品を含むが,

とくにグラスゴウとスコットランド関係の品々,さらには日本のあらゆる

生活場面に関する物品が多い｡これまで何年もかけて本コレクションの大

部分は目録化され,また当館の蔵品に加えられた｡しかし,日本の巻物な

らびに画帖の内容と形態はユニークであるから,それらだけを集めて特別

コレクションが形成されてきている｡ ｣

(二)
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第ニパネルのばあいは, ① ｢雪のなかの常盤御前｣
,ならびに②

｢日本伝来

の和楽器に興じる奏者たち｣とでも題する掛軸が二幅`24',示されている｡両

者は好対照であって,前者が雪の自さと常盤御前の衣服の線色を基調にした,

静寂で陰々たる詩情がただようのに対し,後者では琴,横笛,縦笛,鼓,蛋,

銅盤を奏でる,紫,赤,黒,茶など色とりどりの衣服を着た六人六様のにぎや

かな情景が,明るくユーモラスに措かれている｡

解説文では,日本の絵画芸術の紹介がなされ,とくに浮世絵が注目されてい

る｡浮世絵の特徴と意義にふれたなかでは,日本美術品の題材ならびに様式の

多様さに言及している｡花鳥,歌舞伎役者,武将,美人,風景,民俗などを題

材にした画帖,巻物,掛物といった形態のことである｡すなわち,

｢文字どおり浮世絵は『一般大衆むけの絵』のことをいう｡この浮世絵の

流派に関係のあった絵師たち,すなわち豊国.国貞,国芳は,はとんど例

外なく,まさに庶民であった｡かれらが措く絵の主題は広く知られた関心

事であって,日常生活のなかのいろいろな場面や出来事であった｡歴史上

や伝説上の事件にとどまらず,歌舞伎役者の舞台場面や肖像画もお気にい

りであった｡この流派の晩年になると,風景,とりわけ山,川,その他田

舎の地理上の名所に対する関心が進んだ｡本来の芸術的価値とは別に,描

かれた場面は後世の人びとに昔の風俗習慣-の生き生きした洞察力を提供

してきた｡ ｣

｢ダイア-･コレクションのなかの摺物はさまざまな形態であらわれ,花,

鳥,歌舞枝役者,武将といった伝統的な画題を措いた絵を提供している｡

また,その摺物は,日本がなぜ色摺り芸術の世界におけるリーダーだと広

く認められたかを示している｡画帖だけでなく,巻物や掛物つまり掛軸も

ある｡掛物という言葉は,物を掛けるという『かけ』と物品という意味の

『もの』に由来しているo ｣

第三パネルでは, 『義経記』 (12世紀制作)の故事にちなんだ絵巻のなかの,

絵図4面が採用されており,きらびやかで美しい｡順に, ①播磨と丹波の境･

/小野原に布陣する義経軍, ②自葦毛の老馬を先頭に,鶴越の丘陵に急ぐ義経主
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従の軍勢, ③屋島をめざして,阿波と讃岐の国境の大坂越にさしかかる義経軍,

④平家との海戦に先立って軍議をこらす源氏の将兵,の絵図と推定される`25'｡

キャプションには｢絵師:不詳｡制作者:つちみかどなかなお｡制作年:1710

年ころ｡制作地:京都もしくは江戸｣とある(26'｡

第P可パネルになると, ①日本人の生活模様を措いた和本(20巻本)のなかの

墨絵2点(江戸駿河町にある三井呉服店の全景,および錦袋園の店頭風景) ,

②渡辺省亭画『省亭花鳥画譜』全3巻(大倉孫兵衛, 1890-1891)から抜いた,

鷲,梶,雄鶏の｢色摺り花鳥画｣ 3点, ⑧ ｢淡虹彩色の重ね摺り絵｣という見

出しで,幸野楳嶺画『楳嶺宙鳥画譜』 (錦栄登, 1881)から選んだ,木々にあ

そぶ啄木鳥(きつつき)と巧蹄鳥を措いた紅摺絵2点が,それぞれ配されてい

る(27)0

第五パネルでは, ① ｢武者絵:日本史上の名将群像｣とでも題して, 『紀元

1600年前主要戦乱上の日本人像』 (前出)から運んだ｢平教経;平家の猛将｣

｢源為義;源義家の子｣ ｢平清盛;平家の英雄｣の武者絵3一点と, ② ｢京都貴

族の日常生活(12-15世紀)と有名なお伽話の墨絵画帖(絵師,刊年,刊行地

不詳) ｣より運んだ墨絵3点が,配されている(28'｡武者絵の艶やかな彩色は,

観覧者を魅了したにちがいない｡

最後の第六パネルは,おもに歌舞伎の摺物11枚がずらりと並んで,壮観であ

る｡ ｢画帖のなかの歌舞伎舞台と歌舞伎役者の肖像画｡歌舞伎は人気の高い古

典演劇で, 18世紀に中産階級の成長により最盛期をむかえた｡ ｣という説明文

があり,つぎのような作品が収められている｡ ①香蝶楼豊国および-勇者豊国

こと三代豊国作｢~六玉川景事(けいごと) ｣ ｢調布玉川｣ ｢井出玉川｣, ②同

じく三代豊国作｢王子(旧都心近郊)の初午祭｣ , ③-勇斎国芳作の歌舞伎役

者絵, ④舟上の一場面(絵師不詳)
｡このうち,

①②は続き物, ⑨は大首絵で

あり,既述の同展ポスターには①の続き物のうちの一人立の全身像｢六玉川景

事｣が用いられている｡

本パネルには,歌舞伎絵ではないが, ⑤-勇斎豊国作｢伊勢大神宮(名古屋

近郊)遷御の図｣も含まれている(29)｡優艶な画趣に魅了される｡
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ll.陳列ケース

陳列ケースの方は,おおよそつぎのような構成と内容である｡

まず,第一の陳列ケースには画帖類が収められ,日本を紹介する紙面がひろ

げられて展覧に供された｡ ①日本の種々の生活模様と風俗を主題とする画帖

(20巻本) , ②地主の邸宅の室内調度を措いた画帖(制作者,刊年,刊行地不

詳) , ③唐草模様の着物の図案集である滝沢清編『唐草模様雛形』 (求古堂,

1884)
,の三種類である(30).

第二の陳列ケースでは,藤原安学による掛軸『社日祭悪神除高氏守護之尊像』

が展示され,キャプションには｢神道の28体の神を措く掛軸｡水墨画｣ , 19世

紀後半の作と推定,とある(31)o

第三ケースには, ㊨ 『紀元1600年前主要戦乱上の日本人像』 (絵師,刊年,

刊行地不詳)とでも超する画帖から選ばれた二人の武者絵, ② ｢京都貴族の日

常生活(12-15世紀)と有名なお伽話の墨絵画帖_｣
｡落款を持たず,絵師.刊

年,刊行地は不詳, ③ ｢名家の兜と家門を措く小画帖_Jというキャプションの

ある田中菊雄編『伊呂波引絞帳』 (求古堂, 1881)が,展示されたく32)｡画帖

は小画面であるけれども数多くの場面をくりだして見せるので,日本を伝える

格好の品として選ばれたのであろう｡

第四ケースには, ｢名将の戦旗を措く掛軸｣ (絵師,刊年,刊行地不詳)`33)

一幅が収められた｡

第五ケースのばあいは,既出の和本3点が展示された｡ ①草野楳嶺作･画

『楳嶺百鳥画譜』 (錦栄登, 1881) , ②渡辺省亭作･画『省亭花鳥画譜』全3

巻(大倉孫兵衛, 1890-1891) , ③ 500名以上もの歴史上の人物の姿態を措き

わけた菊池武保偏による画譜『前貿故実』全18巻(刊年不詳)の3点である(34)0

画譜とは絵画を類集した画法書であって,色づかい,画面構成,モチーフの様

式,制作の技法などが図解されている｡絵手本としての利用だけでなく,鑑賞

用としても広く求められていた｡

第六ケースになると, -勇斎国芳作の浮世絵が出展され,キャプションには
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表3.展示品の説明文と 匠受贈目録』記鐘

陳列ケ-スの説明文 …T1一eMitche11Library,LocationBook'●における記録

1 ○Sccnesfroma20volumeprinteds'etdepictingJapam OScenesofJapanandJapanesewayoflire,Vols.I-2O.

andJapaneselife ∩.d.(890169-890188)

○Albumshowingtypicalinteriorfurnishingsofa

Japaneselandowner'shouse.Author,dateandplace:

unknown.

OArabesquepatternsforkin10nOS.

Editor:KiyoshiTakizawa_Date:l884.Place:Tokyor

oFurnitureofahouse.n.d.(890156)

○

2 OKakimonohangingscrollof28Shintogods.Brushand

inkwash.Artist:AgamaFtLiiwara.Date:probablylate

19thcentury.

oFujiwara(Agama),SketchofGods.n.d.(890112)

3 ○Twoplatesofgeneralsfrom``JapaneseGeneralsin

NotableCivilWarsbefore1600".Artist,dateandplace:

unknownー

○Alt)umofⅠndiarlinkdrawingsondailylifeof

ari5tOCratSinKyoto(12'h-15u.century)andsome

famousfairytales.Artist,dateandplace:unknown.

OSmanalbumshowingcrestsandsymbolsofclansand

families.Editor:KikuoTanaka.Date:1881.Place:

Tokyl).

○Japanesegeneralsbefore1600.n.d.(890104)

○DailylifeofaristocratsinEyoto.n.d.(890105)

○

4 OKakimonohangingscrolldepictingtheflagsofa OHangingscrollofwarnagsofacLangenera1.n.d-

famousgeneral.Ar也sts,dateandplace:unknown.
(890116)

5 0"I)rawingsofaHundredBirds".Author/Artist:I-Iaurei

-/I/

oKono(Hanrei),Drawingsofonehundredbirds.Vols.3.

_Kono(usuallyreadasBaireiKono).Date:188l.Place:
Tokyo.

OColourbirdandflowerscenesfroma3volumeset

1881.(890144-890146)

○watanabe(Shotei),Drawingsofnowerswithbirds,

"Drawi1一gSOfFlowerswithBirds".Author/Artist:

ShoteiWatanabe(usuallyreadasSeif.eiWatanabe)一

Date:1890/91.Place:Tokyo.

OFromanl8volumesetentitled"StoryofWisePeople

Vols.3.[1890](890147-890149)

CKikuchi(Takeyasu),Storyofwisepeople.

ofAncientTimes".Editor:TakeyasuKikuchi.Date:

unknown.Place..Tokyo.

vo1.I,Part.1-Vo1.10,Part.2,n.d.(8'JOl24-890143)

6 ONightinAsakusa,theoldcitycenterofTokyo,from;ut oBookof(1rawingsbyvariousartists.n.d.(890123)

albumofscenesandportraitsofKabukiactors.ArtiLqt.:

IchiyusaiKuniyoshi.

7,Nit!htinAsakusa(oldcitycentreoftokyo)辛

7 ○Handscro11depictingpartof肘nceYoHltiI.llme'ShiL<tOry, OTsuchimikado(Nakanao),Historyof"Gikei-ki".

Artist:unknown.Writer:Nal(an;lOTstlChi‖ikado.Dit(e:

c.l710.PI;LCe:KyotoorEdo.

scrou1-Scrolls,【c1710ー(890108-890110)

8 Or1andscrolldepictinganotherstoryrelatingtoPrince

Yoshitsune.Artist:notknown.Writer:Nakanao

Tsuchimikado.Date:c.l710.PtiLCe:KyotoorEdo.

9 OHandscrollshowingadifferentstoryrelatingtoPrince

Yoshitsune.Artist:notknown.Writer:Nakanao

Tsuchimikado.Date:c.1710.Place:KyotoorEdo.
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｢歌舞伎舞台および歌舞伎役者の画帖のなかの東京の旧都心浅草の夜｣とある｡

｢歌舞伎は1600年代初頭に起源をもつ日本伝統の演劇である｡歌舞伎は歴史上

の事件か日常生活を演じるが,おおいに様式化されている｡演技,舞踏,音楽

を阻み合わせ,空想的で豪華壮大な舞台を演出するのである｡ ｣という解説文

も添えられた(35)o

最後に,第七･第八･第九の陳列ケースを使って, ｢義経物語の名場面を措

いた絵巻｣が出展された(36)0 ｢義経は12世紀以来の民間伝承上の人物で,敬

々の偉業は絵画のみならず物語や演劇の主題にもなっている｡ ｣と説明されて

いる｡

lll.ダイア一遇贈晶との関連

ヘンリー･ダイア-･コレクション展は,上述のように,展示パネル7枚お

よび陳列ケース9台から構成された｡展示パネルには34点の絵図が収載され,

陳列ケースには計13点(3台の陳列ケースで展示された義経物語は1点と数え

る)の品々が展示されている｡

これらの品々は,確かにヘンリー･ダイア一道賠品なのか｡異国での展覧で

あるだけに,検討すべき課題となるであろう｡

ちなみに,陳列ケースの13点の品々について, 『受贈目録jのなかに対応す

る記録を探ってみると,別掲の表3のようになる｡受贈時の記録と本展覧会に

おけるキャプションあるいは説明文とを比べてみると,展覧にさいして詳しい

解説が用意されていることが分かる｡絵師･制作者の名前,題材,図様,款記,

巻数の表示,画面構成などについても描き出しており,調査研究の蓄積が確か

に認められる｡ (展示パネルにおける図絵についての検討は省略｡ )

4.パンフレット『日本の巻物と酉帖,ミッチェル図書館の名品』

ヘンリー･ダイア-･コレクション展では『図録』は用意されなかった｡け

れども,同展の開催を機に,パンフレットがあらたに制作されたことが特筆さ
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れる｡ 『日本の巻物と画帖,ミッチェル図書館の名品』く37'と題する,二折

(全4貞)のパンフレットである｡

表掛こは,黄色地に鎌倉幕府の執権北条泰時(1183-1242)を措いた武者絵

が採用された｡前出の画帖『紀元1600年前主要戦乱上の日本人像』のなかの一

点であって,絵葉書に仕立てられて市販されてもおりく38',なじみの絵柄であ

る｡赤紫色の鎧兜に身をつつみ,弓矢を右手に携えた北条泰時のダイナミック

なフォルムとあざやかな色彩があいまって,迫力がある｡

本文には歌舞伎役者絵が3点配されている｡そのうちの二点は,香蝶楼豊国

および-勇斎豊国こと三代豊国作の役者絵｢六玉川景事｣および｢井出玉川｣

であって,これはヘンリー･ダイア-･コレクション展の第六展示パネルの図

版と同じである｡他の一点は,武家の屋敷の女中を措いた風俗画である(画題,

絵師不詳) 0

本文の説明は. ｢ヘンリー･ダイア一道贈品｣と｢日本の摺物｣の二部から

構成されている｡前半の｢ヘンリー･ダイア一道贈品｣では,まず日英両国の

教育におけるダイア-の活躍に言及し,そのあとダイア一道贈品についての説

明がつづく｡その内容は,前出の第一展示パネルの説明文とほぼ同文であるo

後半の｢日本の摺物_lでは,摺物の画題ならびに形態の多彩さについて触れ,

｢日本はカラー印刷技術における世界のリーダーであると広く認められている｣

と紹介しているが,これも前出の第二展示パネルの説明文とほぼ同文であるo

したがって,このパンフレットはヘンリー･ダイア-･コレクション展と連動

して作成されたと考えられる｡

5.まとめ

ヘンリー･ダイア-･コレクション展は, 2005年5月11日から6月30日まで,

ダイア-の郷里であるグラスゴウ(スコットランド)のミッチェル図書館で開

かれた｡工部大学校のお雇い教師であったヘンリー･ダイア-の死後,ダイア

一家から同館に贈呈された日本関係費料の一部が展覧に供されたものであるo
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それほど大掛かりではなく,同館5階のフロアの一角に展示パネル7枚と陳

列ケース9台を配置しただけの,こじんまりした展覧会であったけれども,日

英交流史上,下記のような特色と意義が認められる｡

第一に,同展覧会では,ダイア一道贈品のなかから選ばれた日本関係の和本,

画帖,巻物,軸物が展示された｡襖絵や岸風絵という大画面は一双も調進され

なかったし,額絵(油彩画)が壁面を飾ることもなく,したがって日本美祷の

様式の多彩さを示すまでには至らなかった｡また, 『図録』は制作されず,し

かもパネルによる図絵の展示という形も含まれていたのだけれども,日本の故

事や物語に取材したり,歴史人物の賓態,庶民の姿,四季折々の花鳥･風景･

庶民風俗という多岐にわたる題材の作品が展示されたので,観覧者には日本文

化への関心を一段と穣成したことであろう｡ささやかながら意義ある展覧会で

あったと思われる｡

第二に,ダイア-遺贈品にもとづくこの展覧会は,日英交涜の歴史的所産,

とりわけ日本･グラスゴウ間の歴史的関係を示す展覧会として注目される｡

同じグラスゴウにあるケルヴィングローブ美術館･博物館(Kelvingrove

Art Gallery and hseum)には,明治政府から1878 (明治11)年11月25日に贈

呈された1150点にのぽる日本美術工芸品が収蔵され,公開展示されている(39)

のに対して,本展覧会の展示品は一人のお雇い教師を介して遠い異国の地に伝

来した日本関係資料である｡それらの蔵品が, ｢2005年日･ EU市民交流年｣

におけるイベントの一環として展覧された,それもグラスゴウ市の主催のもと

で展覧に供されたということは特筆される｡

第三に,ダイア-自身の日本への強烈な関心が明白にうかがわれる点で重要

である｡このような日本関心がダイア-の本格的な日本研究につながり, 『大

日本,東洋の英国』 (1904)や『国際政治のなかの日本』 (1909) (40)といっ

た大著に結実していったのであろうと考えられる｡

なお,ヘンリー･ダイア-･コレクション展の開催を機に,パンフレットが

あらたに制作され, 『日本の巻物と画帖,ミッチェル図書館の名品』と名づけ

られたが,その副題に｢ミッチェル図書館の名品｣と位置づけられていること
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がとりわけ注目されるo

｢ヘンリー･ダイア一道贈品｣と｢日本の摺物｣の二部から構成されたその

案内文は,本展覧会における展示パネルの説明文とほぼ同じであり,また表紙

ならびに本文のカットに使用された武者絵ならびに歌舞伎役者絵は,これも本

展覧会における展示品が用いられている｡

[注】

(1)三好信浩『ダイア-の日本』福村出版, 1989,その他｡

(2)Foster, ∫. 良 Sheppard, ∫. eds., British Archives, A Guide to

Archive Resources in the United Kingdom, Palgrave, Basingstoke 良 N.

y., 2002, 4th ed., p.174.同書は英国アーカイブズについてもっとも網

羅的で, 1231館のアーカイブズ情報を収録している｡

なお, Lovelace, A. , Art for lndustry, the Glasgow Japan Exchange

of 1878 (Glasgow Xuseu皿, 1991, p.12)には,ミッチェル図書館にダイ

ア-寄贈品として図書ならびに巻物3軸と掛物6軸が収蔵されているとあ

る｡ Pearse, B‥ Companion to Japanese, Britain and lreland, In

_
-=~_

._____
_____-

- ~. ･--
~-

･■-I■~~~~
~.二~

print Publishing Ltd, Brighton, 1991, pp.206, 210, 214, 216も同様｡

(3)具体的には,グラスゴウの①ミッチェル図書館, ②ケルヴィングローブ美

術館･博物館, ⑧グラスゴウ大学, ④ストラスクライド大学,およびエディ

ンバラの⑤エディンバラ市中央図書館｡拙稿｢日英交流の遺産ダイア-
･

コレクション研究｣ ,日本英学史学会F英学史研究』第38号(2005年10月)

39-57頁参照｡

(4)具体的には,別掲の表1のとおり｡

(5)具体的には,別掲の表2のとおり｡

(6)本交流年事業については,実務を担当された在エディンバラ総領事館の堀

巨=中之領事より多数の資料の提供を受けた｡記して多謝する｡ほかに,外

務省のホームページ｢XOFA: Report on the `2005 EU-Japan Year of

people to People Exchanges"_j
,および｢外務省:

2005年日･ EU市民

交流年報告書.｣参照｡ http://globalyar血ing. mo fa. go. jp/region/europe
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/eu/report.より｡

(7)本節は,拙稿｢日英交流の遺産ダイア-･コレクション研究｣前出, 40-

44頁,と重複するところがある｡

(8 )Boase, F., IodernEnglish Biography, Frank Cass, London, 1965, p.

906. Foreman, C., I)id You Know?, Glasgow City Libraries and

Archives, Glasgow, 1996, pp.32-33.所在地は 201 North Street,

Glasgoy G3 7DN, Scotland.

(9 )Corporation Xinute, No.6 (7 January 1924) p.503, No.28 (31 October

1927) p. 2567.

(10)`Dyer Collection, The Xitchell Library Location Book 42925ト･429950

'
,

in 43 Donation Book 42000ト430000,および`Dyer Collection, The

Xitchell Library Location Book 470001-474432', in 48 Donation Book

47000卜480000. `Dyer Bequest, The ⊥itcbell Library Location Book

0ト95", in 43 Donation Book 8901Ol-890151.寄贈図書および冊子は19

60年から69年までの間,および1973年ころ,目録作成が試みられた｡また,

多数の複本は廃棄された｡

(ll)Sasoy, S., `Results of Trialsand Experiments lade on A. I. 1.

First Class Battleship `Yasbi皿a',~ 『造船協会年報』第1号(明治30

年12月) 25-28頁および付図4枚｡

(12)受講ノートの表紙には,それぞれつぎのように記されている｡

｢ⅠIigher Xathe皿atical Natural Philosophy Class,

Glasgoy University Session 1871-72

月enry Dyer

449 St. †incent Street

Gl asgoy

｢Yaves and Vibrations extra-york for 月igher Natural

Fbi losophy Class,

Glasgow University Session 1871-72
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Henry Dyer

449 St. Vincent Street

Glasgoy J

(13)The Glasgow University Calendar for the Year 1871172, JaⅡleS

Ⅹaclehose, Glasgov, 1871, pp. 36-37.

(14)The Glasgow University Calendar for the Year 1872-73, James
_.-...___

.
__二:=_

_:

--- ･ -
-

~~
-･･････

~
~~-I.~ :~~~~~=~一~-I

Xaclehose, Glasgow, 1872, p. 168.

(15)本絵巻に添られた説明文には,つぎのように記されている｡

｢picture Scrolls, based on the history of `Gikeトki" (Eistory of

prince Yoshitsune) (12c). artist: not known. Triter: Nakanao

Tsuchi瓜ikado. date: c1710. place: Eyoto or Edo. lost valuable.｣

Bequest Japanese Items [2] )また,ダイア一道贈品記録(妙

には,つぎのようにある｡

｢Three picture scrolls based on the history of Tlikeiki" (the

history of Prince Yoshitsune) Who lived about the 12th century･

place of publication: Ⅹyoto or Edo. c.1710. Considered to be the

most valuable york in the collection. J

(16)ダイア一道贈品記録(hnry Dyer Bequest Japanese Items [2])には,
ニー

_._ー
_

ニ ーーーー･･-

~~--~
1---

~ ~~~~~~~~~~

つぎのようにある｡

r-fall hanging. Draying based on a famous story about Prince

yoshitsune, a baby in his皿Other's cloth Was escaping from their

enenies. No place of publication given. n.d. J

また,本軸の裏面には

｢picture of Tokiyagozen in the snow. Painted by Kaki at the age

of 45｣との書き込みがみられる｡

(17)ダイア一連噌品記録くHen_rl_ー_9iy_eL_B_e/9r+it_1些ie__ユ堕堅,およびhr_y

Dyer Bequest Japanese Ⅰ-te山S [2])には, ⑧③④⑤⑥⑦についてそれぞ

れつぎのように記されているo
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@ rYall hanging shoying a sketch of the Gods (Shintoistb)J

③ ｢ⅠIanging scroll Which shows the Tar flags of a general of a

particlユ1ar clan｣

@ rYall hangingJ

⑤ ｢甘all hanging vhicb sbovs a copy of a stone皿Onu皿en-ヒof

Xasa皿une, a famous syord一皿aker. This used to stand in Shika,

Tokyo｣

⑥ ｢Indian ink drawings of daily life of the aristocrats in Kyoto

in the 12th and 15tb centuries. It also includes so血e famous

fairy tales｣

⑦ ｢Indian ink draying Which shows a typical setting in Japanese

paintings｣

(18)ダイア一道贈品記録(_a_e_空地些至LiaRg_e_S_.9J_t_9_n至)には,つぎ

のようにある｡

rJapanese generals in notable civil Wars before 1600. No place of

publication given. n.d. ｣

この画帖(ミッチェル図書館蔵,登録番号890104)は縦34.5センチ,横21.

5センチ｡おもで面は53点,裏面は47点の絵からなる｡ただし,制作者およ

び刊年は不詳｡

(19)絵葉書の真の記述には, ｢Ⅲosokaya Yoriyuki (d. 1392), Deputy of

Yoshinitsu (1358-1408), Ashikaga Shogun. (Dyer Collection) ◎1984

Glasgoy I)istrict Libraries, North Street, Glasgow G3. Printed in

Scotland by George Yaterston 良 Sons Ltd. ｣,および｢Boj6 Yasutoki,

Regent 1224-42, Kanakura government. (Dyer Collection) ㊨ 1984

Glasgoy District Libraries, North Street, Glasgow G3. Printed in

Scotland by George Yaterston 良 Sons Ltd.
_｣とある.

(20)len You Knoy, No.2166",些e Bailie, Vol.LXX‡IV, No.2166 (22 April

1914) p.3,より｡
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(21)Rein, J. J. , Japan: Travels and Researches,___ p_I_g_e_f_tj4B_哩_旦!the Cost

of the Prussian Government. tr. from the German,札 Y., A. C.

Armstrong 良 Son, 1884, p.61 (原著はRein, J.

und Studien, Leipzig, Y. Engel皿ann, 1881).

J., Japan, mach Reisen

(22)文中のダイア- 『大日本』からの引用文は, Dyer, H., Dai Nippon,The

Britain of the East, London, Blakie and Son, 1904, p.2, pp.4-5.訳

書なら,平野勇夫訳『大日本』実業之日本社, 1999, 33頁, 36頁｡ただし,

本稿での訳文は同書どおりではない｡翻訳にさいして,松村好浩先生(姫

路猫協大学名誉教授)よりご指導をいただいた｡

(23)文中のダイア- 『大日本』からの引用文は, I)yer, H.,ihi_d=) p.5, p.6.

平野勇夫訳,同上, S伝頁, 37頁｡ただし,本稿での訳文は同書どおりでは

ない｡翻訳にさいして,松村好浩先生(姫路猫協大学名誉教授)よりご指

導をいただいた｡

(24)① ｢Eake皿OnO Or hanging scroll picture of Tokiya-gozen in the snoy｣

② ｢Kakemono or hanging scroll picture of musicians yith

traditional Japanese instruments. ｣

(25)小松茂美編『平家物語絵巻』巻9 (中央公論杜, 1991)
,巻11

(中央公論

杜, 1992)ほか参照｡

(26) ｢Eand scrolls based on the history of `Gikeiki'(History of Prince

Yoshitsune) 12th century. Artist: unknown. Triter: Nakanao

TsuchiJnikado. Date: c. 1710, Place: Kyoto or Edo_ J

(27)①｢Black and White scenes fro皿a 20 volume Set depicting Japan and

the Japanese yay of life.J

② ｢Colour bird and flower Scenes, or Eacho-ga, fro皿a 3 volume

set 'Drayings of Flowers With Birds'. Author/Artist: Shotei

Yatanabe, usually read as Seitei Yatanabe. The book itself is

coD皿Only referred to by its Japanese name `seitei Kacho Gofu'･

Date:1890/9l. Place: Tokyo.
_j
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@ rPaintings, known as benizui-e, printed in bi or tri-chrome

vith a pale pink, frod) `Drayings of a IIundred Birds'. Author/

Artist: Baurei Eono (usually read as Bairei Eono). Date:1881.

Place: Tokyo. ｣

(28)① ｢Paintings, called musha-e, of historically important Warriors

frotn 'Japanese Generals in Notable Civil Tars before 1600'.

Artist, date and place:unknown_

-Taira no Noritsune, brave Warrior of Eeike family.

--Xinamoto
no Tameyoshi, a son of Yoshiiye.

-Taira no Eiyomori, a faJnOuS hero of且eike family. ｣

@ rlndian ink drawings fromanalbun depicting the daily life of

Kyoto aristocrats during the 12th to 15th centuries and some

fa血OuS fairy tales. Artist, date and place: unknoyn. ｣

(29)① ｢The river Tamagaya. Artist: Kaohoro Toyokuni and lchiyusai

Toyokuni. ｣

② ｢Festival in Oji, near old city centre. Artist: Icbiyusai

Toyokuni. ｣

③ ｢Portraits,known as yakusha-e, of Kabuki actors. Artist:

Ichiyusai Euniyoshi. ｣

④ ｢Scene on ship. Artist: unknovn. ｣

@ rCeremony at Ise Shrine (near Nagoya). Artist: Ichiyusai

Toyokuni. ｣

(30)① ｢Scenes fro皿a 20 volume printed set depic-ting Japan and

Japanese life. ｣

② ｢Albu皿Shoying typical interior furnishings of a Japanese

landovner's house. Author, date and place: unknown. J

③ ｢Arabesque patterns for kimonos. Editor: Kiyoshi Takizaya. I)ate

: 1884. Place: Tokyo.｣
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(31) ｢Kakimono hanging scroll of 28 Shinto gods. Brush and ink Wash.

Artist: Agama Fujiyara. Date.･ probably late 19th century. J

(32)① ｢Tyo plates of generals from "Japanese Generals in Notable

civil Tars before 1600". Artist, date and place: unknown.J

@ rAlbun of Indian ink drawings on daily life of aristocrats in

Eyoto (12th-15th cent-ury) and so血e famous fairy tales. Artist,

date and place: unknown. J

⑧ ｢s皿all albu皿Shoying crests and symbols of clans and families.

Editor: Kikuo Tanaka. Date: 1881. Place: Tokyo.｣

(33)｢Eaki皿OnO hanging scroll depicting the flags of a famous general.

Artists, date and place: unknown. J

(34)① ｢-I)rayings of a Hundred Birds". Author/'Artist: Haurei Eono

(usually read as Bairei Kono). Date: 1881. Place: Tokyo.｣

② ｢colour bird and flower scenes fro皿a 3 volume set叫I)rayings of

Floyers With Birds". Author/Artist: Shotei甘atanabe (usually

read as Seitei Yatanabe). Date: 1890/9l. Place: Tokyo..J

@ rFrom an 18 volume set entitled "story of Vise People of

Amcient Ti血es". Editor: Takeyasu Kikuchi. Date: unknown. Place:

Tokyo.
_j

(35) ｢Ⅳight in Asakusa, the old city center of Tokyo, fro皿an albu皿Of

scenes and portraits of Kabuki actors･ Artist: Ichiyusai

Kuniyoshi. ｣

(36) ｢Hand scroll depict111b )art Of Prince Yoshitsune's history.

Artist: unknoyn. Triter: Nakanao Tsuchinikado. Date: c. 1710. Place

: Kyoto or Edo.｣

｢Hand scroll depicting another story relating to Prince

yoshitsune. Artist: notknoyn. Triter: Nakanao Tsuchimikado. Date:

c.1710. Place: Kyoto or Edo.｣
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｢Eand scroll showing a different story relating to Prince

Yoshitsune_ Artist: not known. Triter: Nakanao Tsuchinikado. Date:

c.1710. Place: Eyoto or Edo.｣

(37) Japanese Scrolls and Illustrated Albums, Treasures from the

‡itchell.

(38)絵葉書の裏の記述には, ｢Bosokaya Yoriyuki (d. 1392), Deputy of

Yoshimitsu (1358-1408), Ashikaga Shogun. (Dyer Collection) ㊤ 1984｣

とある｡前出の注(19)に同じ｡

(39)拙稿｢日英交流の遺産ダイア-･コレクション研究｣前出, 45貞｡グラス

ゴウ市からは返礼として西洋絵画ならびに工業標本が寄贈され,帝室博物

館(現在の東京国立博物館)に収蔵された｡ /ト林頼子｢東京国立博物館所

蔵の西洋絵画･--グラスゴー博物館寄贈に係る23点一一-｣ 『東京純心女子

短期大学紀要』第2号(1988) 61-76頁,参照｡

(40)Dyer, a.
,担し塑piP9Pllh3__Bl_i_tNairuf_ih9_旦担,

op. cit‥ Do.
,

Japan in Yorld Politics, a Study in International Dynamics,

Blackie 良 Son, London, 1909.
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"Henry Dyer Collection Exhibition" in Glasgow

--Fro皿Bequest of Henry I)yer, Principal of the Imperial College

of Engineering, Tokyo--

(1)

An exhibition entitledわnenry
I)yer Co11ection升yas held at

xitchell Library in Glasgow (Scotland), I)yer's honetoyn, from lay ll

to June 30, 2005. It fas one of皿any events under `The 2005 EU-Japan

year of People-to-People Exchanges" Which Was celebrated in Japan and

25 EU Xe皿ber States throughout the year 2005 to develop exchanges,

contact and understanding
betveen people in Japan and the European

Union.

After the death of Henry Dyer (1848-1918), Who Was a hired teacher

at the I叩erial College of Engilleering, Tokyo (predecessor of the

Engineering DepartJnent Of University of Tokyo), the Dyer family

donated his artifacts relating mainly to Japan to the Library. This

exhibition placed soqle Of these materials on display･

The exhibition Was not a large-scale one, however; it Was a rather

small exbibi･tion, vhere nine glass cabinets and six large boards vere

arranged in a section on the fifth floor of the Library･

(2)

In this exhibition, various books printed in Japan, albums,

banging scrolls, hand scrolls and other皿aterials related to Japan

Were selected fro皿Dyer's bequest, and displayed･ There Were no pairs

of large folding screens set up, and no framed oil paintings decorated

the Walls. Nonetheless, even thoughit fas a small-scale exhibition

for Which no pictorial catalogue Was produced･ it JnuSt have quenched

the thirst of visitors interested in Japanese culture･ It presen`ted a
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collection of 皿aterials related to Japanese historical facts and

folklore, displaying Works on a variety of subjects, such as figures

of historically important people, pictures and images of common people,

flowers, birds, sceneries and images Of the lives of co皿皿On people in

each season (e.g., a band scroll telling the ★prince Yoshitsune

月istory', or Bairei Kono's I)rayings of a王Iundred Birds. ) It also must

have fostered interest in Japan. In spite of its humble outlook, it is

considered to have been a significant exhibition.

This exhibition is also important because it is a historical

art.if act of exchange between UKand Japan, and because it clearly

shows an ardent interest of Dyer himself in Japan.

(3)

Furthermore, it is noteyorthy that a net pamphlet fas created as a

consequence of the Henry I)yer Collection exhibition. It is a twofold

paJnphlet entitled "Japanese Scrolls and lllustrated Albums: Treasures

fro皿the暮itchell" (four pages in total).

On the cover, a picture of Warriors, Which depicts Yasutoki Eojo,

a regent during the Ka皿akura Shogunate, is arranged beautifully. It

consists of two sections, "Eenry Dyer Bequest"and "Japanese Prints/

and the descriptive text is virtually identical to the text printed on

the boards used in the exhibition.
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第三節 近代日本とイギリスの教育学衝交藷

I.世界と出会う近代日本教育

l.西洋教育摂取のさいの基本姿勢

Bii!E:

日本は,古くから海外との交流を重ねてきた｡近代日本においても,その成

長と発展は海外との交流,ならびに幅広い外国情報の収集と活用によるところ

が大きかった(,

鎖国を解いた日本は限を海外に向け,欧米先進諸国にならって文明の開化を

はかった｡近代化と工業化がおおいに進展したが,その近代化･工業化は実は

｢教育｣に推進されるところが大であった,ということはよく知られている｡

明治政府は,国の富強と開明の基礎は教育にあるとの基本方針をたて,教育

の施策にたいへん力を入れた｡そして,封建的なものをなくして,日本国とい

う統一的なネイションを作り,欧米に対抗しようとした｡そのために,欧米か

ら学ぽうとした｡開国を迫った欧米,その欧米諸国をモデルにして,そこから

学ぽうとしたのである｡

このような近代日本の成立のさい西洋世界と出会うが,そのさいとくに注目

すべき点が三つある｡

まず第一は,西洋の複数のモデルのなかから,主体的に選択して摂取しよう

としたことである｡いくつかの国から.専門領域に応じていいところを選び,

その長所を積極的に取り入れようとした,ということである｡しかも,主体的

な選択ができたのは,事前にランキングができていて,どこの国のどれをモデ

ルにしたらいいかという｢国選び｣ができたからであるということが注目され

る｡

これを物語る資料の一つに,留学生の海外派遣をめぐる文書がある｡ 『海外

留学生規則案』 (明治3年12月15日)のなかにある｢留学国々修学ノ科目ノ事｣
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と題する文書である｡ここには,興味あることが二つ含まれている｡その-は,

留学させる国は5カ国とする｡イギリス,フランス,プロシア,オランダ,ア

メリカの5カ国である｡ただし,同じ比率で留学させるのではない｡ ｢百人ノ

学徒ヲ十分シテニ分半ズツヲイギリス･フランス･プロシアへ派遣し残り二分

半をオランダ･アメリカへ遣スベシ｣というから,イギリス,フランス,プロ

シアへば全体の四分の-づつを,残りのオランダとアメリカにはそれぞれ全体

の八分の-づつの比率で送り出すべきである,ということになる｡

もう一つは,何を学ばせるかは｢各国ノ所長｣に従って選ぶべしといって,

一覧表が示されているく,たとえば,イギリスは器械学や商法が優れている｡つ

ぎのフランスは法律,それから交際学つまり国際法が抜きん出ている｡ドイツ

は政治学や経済学,オランダは堤防をきずく水利学が優れているといっている｡

また,アメリカは郵便学や農学がいい,などという特長づけがなされていたの

である｡

つまり,学ぶべき学問領域について国ごとの比較検討がすでにおこなわれて

いた,ということである｡そのうえに,各国の専門学の特長に応じて学問の国

籍を組み合わせていこうという姿勢がうかがわれる｡しかも,これは明治3

(1870)年12月という早い時期の世界認識であっただけに,注目される｡

さらに,大事なことは,このような｢国選び｣は当時の世界の学問地図から

いうと｢かなり的確｣であった, ｢あまり的はずれでない海外認識｣であった,

といわれている｡開国して間もないこんなに早いころに,すでにこのような世

界認識をもっていたのである｡

このような世界認識は,その後,実際に専門教育機関を造るさいに一つの根

拠にされている｡たとえば,工学についてはイギリスがモデルにされ,工学寮

ならびに工部大学校(東京大学工学部の前身)が誕生した｡法律学はフランス

にならって司法省法学校(東京大学法学部の前身)が,農学ではアメリカをモ

デルにした札幌農学校(北海道大学農学部の前身)が,それぞれ創置されるこ

とになる｡これが,複数モデルのなかから主体的選択をしたという第一の注目

点である｡
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(2)

注目したい第二点は,そのような｢国選び｣がなぜできたのか｡開国した当

初からそれができたのはどうしてか,ということをめぐってである｡

19世紀の後半というと,どんな時代であったのか｡欧米先進諸国が世界を征

服し,分割し,植民地化しようとした頃であった｡そのなか,日本は植民地化

されることを免れた｡そればかりか,そのときまでに,事前に世界の情報をもっ

ていたからこそ｢国選び｣ができたであろう,ということが考えられる｡

近年の鎖国の研究によると,徳川幕府が鎖国政策をとっていたといっても海

外関係は完全なクローズドであったという訳ではない,と考えられている｡鎖

国をめぐってはあたらしい見方があらわれていて,情報の｢発信｣と情報の

｢受信｣の二つに分けてみる,という考え方がある｡それによると,鎖国の時

代,発信はたしかに停止していた｡しかし,受信については,海外からの情報

杏,それもヨーロッパ情報を中心に,丹念に受信していたというのである｡そ

のようなことがいわれている｡

しかも,受信したヨーロッパ情報の質は良質だった,と思われる｡これはオ

ランダが適切に選別して,整理して伝えてくれていたように思われる｡長崎の

出島という,当時の日本でただ一つ海外に通じた窓口で,いろいろ制約のある

なかを日本と通商していたオランダが,ヨーロッパの情報をもたらしてくれた｡

中国も出島での通商をしていたので,有益な情報を伝えてくれたはずであるが,

早い時期にそれができなくなってしまったので,中国よりもオランダの方が,

長期間,ヨーロッパのあたらしい情報を運んでくれたと考えられる｡

この出島を通じて海外の情報を,それも質の良い情報を摂取していたからこ

そ,日本は鎖国を解いて世界に登場したとき,すみやかに外国モデルの｢国選

び｣ができた｡あまり右往左往することなく,モデルを求めることができたで

あろうと考えられる｡工学なら世界の最先端をいくイギリス-,法律学なら一

番進んでいたフランスヘというように,的をはずさずに,あまり迷うことなく,

すぐに取りに行けたのであろうと考えられる｡

その｢国選び｣のさい,もう一つ注目したいことがある｡複数のなかからい
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いところを主体的に選択して取り入れたということであるo 日本は,特定の国

による植民地支配を受けなかったのだから,宗主国一国の意向に沿わねばなら

ないなどということばなかった｡だから,複数のなかから,いいところを主体

的に選んで取り入れることができた,というわけである｡これはたいへん重要

な点と思う｡

このような,外国の一番いいモデルを主体的に選択して取り入れ.自分の短

所を補おうという姿勢は｢主体的選択｣および｢採長補短｣と称していいであ

ろう｡ ｢主休的選択｣と｢採長補短｣という基本賓勢｡当時は変革期･転換期

であっただけに,これはたいへん賢い姿勢であった｡

これは,近代日本の成立と発展を考える際のキーワードになると思われる｡

このような姿勢は,中央の政府の施策のなかに確かに見られる｡けれども,地

方ではどうかというと,かならずしもそうでないのが実情であったo地方では,

たとえば外国人教師の招聴のばあい,とんでもない人をつかんでしまうことも

少なくなかった｡地方では,正確な情報はそう簡単に収集できなかったであろ

うから,いたしかたなかったであろう｡

ll.西洋教育の摂取方法

3E!E:

第三に注目したい点は,西洋から学ぶとき,実に多様な方法をとったという

ことである｡大きくわけて,五つの方法が重要であった｡お雇い教師の招聴,

海外留学生の派遣,使節団･調査団の派遣.万国博覧会への参同,学術文献の

輸入･翻訳の五点である｡この五経路で,近代日本における西洋情報の摂取は

ほぼ説明がつくであろう｡

このうち,もっとも確かなのが最初のお雇い外国人,お雇い教師を招くこと

であったo進んだ技術や知識を体現していたかれらを招き入れて,その人から

直接指導を受けるというのであるから,もっとも速やかに,しかも確実に効果

があったはずである｡とても高い給料を支払ってでも,実に大勢を招聴した｡

それも,幕末からすでに招き入れていた｡具体的なデータは後に紹介する｡
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二番目の留学生の派遣｡これも相当な経費をつけて,積極的に展開していたo

国費だけでなく,県費でも,また私費でも多数の若者が留学に出かけているo

筆者の出身である愛知県(当時は名古屋藩)でも,明治4く1871)年7月7日

(西暦8月22日)に,アメリカ-4名,オーストリアに2名を派遣しているo

かれらは帰国してから留学の成果を存分に発揮しているが,そのうち一人だけ

帰国できなかった｡残念ながら,オーストリアで客死している｡肺結核であっ

たと伝えられている｡それでもその人は,留学中,ヨーロッパの諸事情(ウィ

ーン万国博覧会の景況,ドイツの国民性など)を｢海外通信｣という形で日本

の新聞社に何回か寄稿していた｡

三つ目の使節団･調査団の派遣｡これは岩倉具視(1825-1883)を団長にし

た使節団が知られている｡木戸孝允(1833-1877) ,伊藤博文(1841-1909)

らを加えて,明治4年末から1年10カ月という長い期間,先進国を中心に12カ

国をまわり,調査研究や視察,条約交渉等をやって来た｡その成果をいろいろ

な改革に生かすことになる｡視察見聞の内容は『特命全権大便米欧回覧実記』

という公式報告書にまとめられるが,現在は岩波文庫本となっていてこれをた

やすく利用することができる｡

四番目の万国博覧会｡これに出品したり,視察して見学することも積極的に

おこなった｡工業製品が劣っていればその理由を調査し,結局は学校教育の不

備に気づいて立て直しを図ることになる｡

最後の学術文献の輸入翻訳｡これは知の成果を翻訳して,進んだ文化･思想･

技術を学ぽうとするもので,中村正直訳のF西国立志編』 『自由之理』
,内田

正雄訳『和蘭学制』などが知られている｡翻訳せずに,輸入した洋書をそのま

ま教科書に使用して学習する場合もあった｡お雇い教師は自分の国の教科書を

使うのであるから,イギリス人なら英語の教科書を使って英語で教えた｡今で

もその教科書は方々に残されている｡

(2)

西洋教育情報は,このようないろいろな方法をとおして摂取しようとされた｡

これにかかわって,とくに付言したい重要なことが二つある｡お雇い教師の招
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噂ならびに留学生の派遣に関してである

まず,お雇い教師の招特については,かれらを介して日本からの逆影替がみ

られたという点で注目される｡

日本は西洋から一方的に摂取しようとしたと理解されがちであるが,実は日

本から西洋に逆影響を与えた側面があったことを忘れてはならない｡お雇い教

師が日本での体験を母国に持ち帰ったり見聞を伝えたりしたことで,日本から

の影響がおよんだということである｡

お雇い教師の任務としては,主として二つあった｡教師として授業すること

と,学校経営やら学事について提言｣献策をすることである｡ほかに,当初か

ら期待された任務ではなく,予期せぬ成果として,もう一つ注目すべき役割が

あった.かれらは任期が終了し契約解除になったら母国に戻る,
･--･時的な文化

や技術の運搬者であったという側面である｡日本研究や滞在記の執筆をとおし

て,世界-の日本緬介を推進した者がいたことは忘れてはならない｡

この母国に戻るという点は,たい-ん重要な側面と考えられる｡これは,古

代に中国から迎えいれた｢帰化人｣にはみられない重要な点である｡古代(8

世紀9世紀のころ)に,日本は先進国であった中国に対して多数の留学生を遣

階使,遣唐使として派遣するとともに,中国から帰化人を受け入れ,律令国家

の官僚養成を目的とする大学寮の教師になってもらっていた｡この帰化人たち

は母国に戻ることはなく,日本の土となったのでる｡

これに対して,明治時代のお雇い教師は契約が満期をむかえ任務を終了した

ら,母国に戻った｡しかも,母国に帰ってからも,日本と緊密な関係を保ちつ

づけて,母国と日本の両国間の交流を促進した者が少なくなかった｡今いう国

際交流の先駆者である｡

実際,日本での体験を持ち帰り,逆影響を与えた例はいくつかある｡たとえ

ば,工学教育の場合がそうである｡明治政府は殖産興業を目ざしていただけに,

工学の専門教育にたいへん力をいれた｡相当な財源をこれにあてるのだが,

この工学の専門教育の拠点であった工部大学校(東京大学工学部の前身)の都

検ヘンリー･ダイア- (Eenry Dyer, 184811918)は,スコットランドのグラ
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スゴウ大学における修学後の明治6 (1873)年6月に来日し,工学の理論学習

と現場での実務体験とをブレンドしたいわゆる｢サンドイッチ･システム｣と

いう,世界教育史上まったくあたらしい方法を案出し,これを意欲的に実践に

移して相当な成果をあた｡

お雇い教師を送り出したイギ.)スの新聞･雑誌がこの実践に注目して,何度

もとりあげていたほどであるが,ダイア-ほその実施体験を持ち帰り,郷里の

グラスゴウで実践に移している｡たとえば,現在のストラスクライド大学の工

学教育改革を先導した｡同じような教育制度を同大学に移し入れたのである｡

これは教育における,いわばブーメラン現象の一つとして注目されている｡

工学教育のほかには,たとえば,美術の分野でみられる影響｡これはよく知

られているとおりである｡そのほか,養蚕業についても,日本がモデルになっ

て,ヨーロッパに蚕の飼い方,桑の木の育て方が輸出されている｡筆者の地元

愛知県が雇ったフランス人教師のム.)エ(Pierre Joseph lourrier)という人

ほ,滞日中,仏学教師としての任務を果たすかたわら,日本の実情について報

告したり,母国への一時帰国のさいには求められて講演をした｡また,日本の

養蚕のノウ-ウを持ち帰ってフランスやイタリアに伝えているのである｡

このような,お雇い教師を通した日本から海外-の影響の面o この局面はこ

れからさらに深く探究すべき,重要な側面になるであろう｡

日本が一方的に学んだだけではない｡日本からの逆影響の面もあった｡ブー

メランのような現象もあるという,このような見方を育てると,世界のなかで

の近代日本教育という豊かな世界史認識をもつことができるように思われるo

筆者は,近代日本とイギリスの交流の歴史を考察するとき,このような視点を

大事にしていこうと思っている｡

(3)

二つ目の留学生派遣に関して付言したいのは,日本の場合,留学を終えて帰

国したら,日本国内の横構･制度としっかりしたつながりがあったということ

である｡ポストが用意されており,留学の成果を発揮して近代化の推進に大い

に勇敢できたということである｡
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たとえば,帰国して官吏になるとき試験を受けるが,そのさい試験科目には

西洋で学んできた成果を問う試験が用意されていた｡試験というと中国の｢科

挙｣が有名であるが,中国の場合, ｢官位昇進試験である科挙の科目からは,

洋学ははずされていた｣と伝えられているがどうであろうか｡もしそうである

と, ｢西洋の知識と技術を導入するパイプラインは,極端に細くなってしまう｡

官の組殺の面から見ても,社会的評価の面から見ても,海外留学と国内の機構

のつながり｣は,日本の場合,中国よりも強かったと思われる｡

海外留学は,西洋の教育学術を輸入するための有力な手段であったけれども,

その海外留学は,成果を存分に生かすような国内の制度が用意されてはじめて

生きてくるはずである｡この点が大事である｡日本の場合, ｢多くの点で国内

の政治機構とつながっており,多くの近代化を進めるにあたって建設的な役割

を果たしえた｣ということは,日本の海外留学制度の特色ある点であろうと思

う｡

ただし,これは男子留学生の場合についていえることであって,女子留学生

の場合はそうでなかったということを指摘しておかなければならない0

近代日本の最初の女子留学生が派遣されたのは,明治4 (1871)年11月のこ

とであった｡岩倉使節団の一行に加わってアメリカにむかった, 5名の女子留

学生が最初であった｡そのうち, 3名は病気になったりして早めに帰国したの

だが, 2名は10年ほどしっかり学んで帰国した｡彼女たちは国費による留学生

であっただけに,国に奉公して御恩を返したいとしきりに希望するが.
.左､さわ

しい受け皿がなかった.彼女たちの才能を発揮できるにふさわしい制度や職場

が用意されていなかった｡女子学習院の英語教師になるのだが,もの足らない｡

そこで,その--人津田梅子(1864-1929)は,もう一度,アメリカに戻って勉

強し直し,帰国してから女子の大学をつくることになる｡いまの津田塾大学が

それであるo

このように海外留学を考える際は,送り出す制度とともに,迎え入れてその

成果を生かす制度がどうであったかということについても,
･一緒に考えること

が重要だと思う｡
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2.近代日本とイギリスとの交涙

I.交誼の諸相

3ilE:

これまでは大きな全般的な話であったので,今度は,近代日本とイギリスと

の間にみられる交流にしぼって,もう少し具体的にとりあげたいoとくに｢人｣

の交流の面に注目して,お雇いイギリス人の招軌イギリス留学生の派遣･岩

倉使節団のイギリス視察,という三点をとりあげてみたいと思うo

最初は,お雇いイギリス人の招特についてである｡

現在,日本には大勢の外国人が来ているo学校の教員としてもたくさんの外

国人が教壇にたっている｡明治のはじめ,西洋世界と出会ったころも同じであっ

て,国際交流が盛んであった｡中央だけでなく,地方でも,人材の交流がひん

ばんにみられている｡名古屋大学も,明治のはじめに,ドイツ系アメリカ人と

オーストリア人の医学教師を迎え入れて,西洋医学を学ぽうとした歴史をもっ

ている｡

それでは,近代日本の成立期には,全体でどれくらい外国人が雇い入れられ

たかというと,これについてはかつてユネスコ東アジア文化研究センターが試

みた縫合的な調査研究がある｡同調査によると, 1868 (明治元)年から1889

(明治22)年までに,全部で2299名を数えるoこれは･政府雇いも地方雇いも

個人雇いもすべてを含めた数値であるが,その内訳はイギリスが第一位で928

名｡全体の40%強を占めて断然一位であるoついで,アメリカ374名,フラン

ス259名｡それから中国(宿)が253名を数えているoつぎはドイツ175名,オ

ランダ87名の噸である｡オランダは,この頃になると,この程度の関係になっ

ていた｡

もう一つ別の統計データを使って,もう少し詳しく･お雇いイギリス人の特

色と動向についてみてみたいと思う｡

明治元(1868)年から明治33 (1900)年までの政府雇いの外国人についての
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続計をみると,第一に明治政府は工部省から宮内省まであらゆる省庁が外国人

を雇い入れたこと,しかも,二･三の国からだけでなく,イギリスからモンゴ

ルその他まで20数カ国から雇っていることが注目される｡限られた特定の国か

らでなく,多数の国から雇い入れたということである｡そのうち,一番多いの

はイギリス｡ついでフランス,アメリカ,ドイツの順になる()それから,ずい

ぶん離れて中国が95名と続いている｡

第二に,イギリスは1034名と断然多く第一位であって,全体の2400名のうち

の実に43パーセントを占めている｡しかも,第二位のフランスは401名である

から,その 2.5倍以上も多いo いかにイギリスが求められていたかが分かる｡

第三に,そのイギリスはとくに工部省雇いが553名と,お雇いイギリス人全

体の半分以上を占めている｡工部省はいつまでもあったわけでなく, 1885 (明

治18)年までで廃止されたので,いかにイギリスが重視されていたかうかがわ

れる｡また,工部省は明治政府の目標とした殖産興業の推進に直結した省庁で

あっただけに,イギリスがとくに頼りにされた分野はどれだったかがよくわか

る｡

その工部省は鉱山･炭鉱,鉄道,電信,工作,灯台などを所管する省庁であっ

た｡イギリスは工業の先進国として,このような分野のモデルとされたのであっ

た｡中国の場合はすペて灯台局で雇い入れられていた｡

第四に,工部省はイギリス人が一番多い｡司法省はフランス人が一番｡また,

開拓使(北海道の農業･牧畜の開拓を担当)はアメリカ人が多い,などという

土ともわかるcそれも,いずれについても他の国に比べて断然多い.つまり,

分野に応じて特定の国が活躍している,ということである｡

以上のような統計データから,どのようなことがいえるかというと,これは

･一一番最初に指摘したような,日本が西洋文化を摂取するときの基本姿勢を裏づ

けるものであるように思われるo特定の限られた国から学ぶのではなく複数の

国々から,領域に応じて学ぶべき｢国選び｣をしたという, ｢主体的選択｣お

よび｢採長補短｣という基本姿勢が,ここにあらわれていると考えられる｡

(2)
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っぎの留学生もまた,近代日本とイギリスの交流上,大きな役割を果たした｡

イギリスへは多くの留学生が派遣され,イギリス各地に日本人留学生の姿が

あった｡しかし, ｢正確な数字を把握することは不可能｣といわれている｡卒

業生ならその大学に記録があるが,短期のコースを受講したり,ほんの短期間

だけ滞在した者など,留学といっても形態はまちまちであったからである｡

それでも,断片的だが,いくつかの統計データがある｡全休像は正確にはつ

かみにくいけれども,主要な傾向と特色をつかむことが重要であろう｡

まず第一に,たとえば,明治時代(正確には明治元年から41年まで)の文部

省派遣留学生についてのデータをみると,全部で446名を数える｡そのうち,

かれらの専攻部門は自然科学を専攻する者が259名と断然多くを占めているo

その自然科学のなかでも,工学は87名,医学が85名,理学53名とそれぞれを専

攻する者が多くいた｡工学と理学は明治政府が目ざした工業化,殖産興業に直

結する分野であるので,国費留学生がとくに多くいたはずである｡このほか,

私費の留学生も多くいたが,その実態はよく整理されていないo

第二に,かれらの留学先の国別の統計があるが,それによると,明治8 (18

75)年から明治30 (1897)年までについては,ドイツが104名と断然一位oつ

ぎがイギリスで35名,それからフランス30名,アメリカ28名と続いているo
こ

の文部省派遣留学生の統計ではイギリス留学生はそれほど多くはないが,特定

の国だけでなく,イギリスやドイツをはじめ8カ国に派遣しているということ

に,ここでも注目したいと思う｡

第三に,専攻部門ごとの留学先についてみると,自然科学の場合は,イギリ

スのなかでもスコットランドの大学が多かったことを指摘したいと思う｡その

なかでもグラスゴウ大学には, ｢1880年から1914年にかけて約60名の日本人学

生｣が登録していた｡その大半は,政府が授業料を支払う国費留学生であったo

スコットランド,とりわけグラスゴウ大学に日本人学生が集まったのには理

由がある｡自然科学(とくに工学と造船学)を学ぶことができたからであるo

グラスゴウ大学は, 1840年という早い時期に,イギリスで最初に工学講座が誕

生し,工学の学問中心地であったoしかも,このグラスゴウでは,大学に籍を
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おきながら,地元ないし国内の造船所や鉄道会社などに出むき,実地研修を体

験することができた｡のちにニッカ･ウイスキー会社を創業する竹鶴政孝(18

94--1979)が,スコットランド北東部にあるエルギンやスペイサイドにあるウ

イスキー蒸留所で短期の見習い修業を体験したことは,よく知られている｡し

かも,それに加えて,夜間コースを開設しているアンダソン･カレッジ(スト

ラスクライド大学の前身校)があり,さらに同校では実務に直結するような学

習内容を提供していたのであるから,日本人留学生にとっては好都合であった

はずである｡

この｢グラスゴウに学びに釆た日本人は,主として科学者と技術者｣であっ

た｡日本の大学(たとえば,前出の工部大学校)を卒業し,さらに教育をうけ

研究を進めるために大学院入学のような形でやってきた者は, ｢全般的に優秀

な｣学生であったことが知られている｡志田林三郎(1856-1892)
,南清(18

55-1904)
,高山直質(1856-1886)らであって,かれらは格別優秀な成篇を

残している｡当時の『グラスゴウ大学便覧(Glasgow University Calendar )』

には科目ごとの成績優秀者一覧や受賞者一覧などが毎年掲載されているが,そ

のなかにかれら日本人留学生の名前が何度も登場する｡

第四に,このグラスゴウ大学では,卒業するのに必要な外国語の選択科目と

して,日本語が認定されていたことが注目される｡これは明治34 (1901)年1

月の教授会で認められていた｡このような日本語資格試験が認められた背景と

して,優秀な日本人留学生の存在,さらには後で出てくる日英同盟(1902)に

象徴されるような日本とイギリスとの友好関係があったことが考えられる｡も

ともとは福沢諭吉の息子で明治33 (1900)年度から留学中の福沢三^ (1881-

1962)が申し出をし,それをグラスゴウ大学は認可したのだが,この申し出は

かつてお雇い教師であったヘンリー･ダイア- (henry Dyer)が支援し実現さ

せている｡

その日本語試験の最初の委員は誰であったか｡実は夏日金之助,のちの小説

家･夏目淑石であった｡文部省派遣留学生として,当時ロンドンに滞在中であっ

た｡そのかれがロンドンのクラバムコモン近くにある下宿で日本語の試験問題
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を作成し,それを郵便でグラスゴウ大学に送付した｡淑石自身,この日本語試

験委員のことについて, 『日記』のなかに確かに書き残している｡ 1901年の春

季試験と秋季試験の二度,試験委員を務め, 4ポンド4シリングの手当が振り

込まれたということも記している｡

淑石を推薦した在ロンドン日本領事館の荒川巳次一等領事がグラスゴウ大学

あてに発した電報,あるいは淑石が試験問題などを投函した郵便ポストはいま

も残っているが,どんな試験問題であったのか,夏目淑石は有名な小説家になっ

ただけに,たいへん興味深いものがある｡グラスゴウ大学アーカイブズで必死

になって調べたのだが,残念ながら見つかっていない｡淑石の試験問題を受験

した日本人学生の名前は分かっているが,試験問題は判明していない｡

最後に,イギリスへの留学といえば,オックスフォード大学およびケンブリッ

ジ大学への留学生について触れておきたいと思う｡この両大学への留学生は

｢上流階級出身の者が多かった_｣こと,かれらの多くは単身で留学するのでは

なく, ｢若いお供｣を連れてくることがしばしばであったことが知られている｡

また,卒業生のなかには, ｢少数ながら非常に優秀な｣学生がいたという特色

があった｡菊池大麓(1855-1917)
,末松謙澄(1855-1920) ,添田寿-

(18

64-1929)等である｡かれらは｢全員が優秀な成績を修めたわけではないが,

しかし学業成篇の如何にかかわらず, (イギリスと日本の)二つの世界を股に

かけた｣活躍をすることになる｡かれらは,のちに英語で日本研究書を著し,

日本とイギリスとの学術交流の推進者として大きな貢献をすることになるo

(3)

つぎは,岩倉使節団のイギリス視察についてである.明治5 (1872)年の8

月から12月にかけて,使節団の一行約50名がイギ.)スを視察した.

このイギリス視察について,注目点の第一は,使節団の滞在日数と『米欧回

覧実記』という公式報告書の記載頁数との関係についてである｡この報告書は

最近英語に翻訳されロンドンで刊行されたように,両国の交流の歴史上たい-

ん重要な記録である｡ FThe lyakura Embassy 187ト73, A True Accout of

the Ambassador Extraordi 良 Plenipotentiary
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臼9_niAr_oi9虹Lh_e__gAiie_d___Sia1至旦19ILAiKi_c_?__旦空室1T99ie_』という書名である｡

まず,全100巻ある報告書のうち,イギリスには20巻があてられている｡ア

メリカと同じように20巻である｡また,頁数は443頁にのぽる｡これは,アメ

リカの場合200日以上滞在して記載員数は397頁であるのに対して,イギリス

は122日(明治5年の7月から11月まで)しか滞在していないのに, 443貞も

の記述がある｡ ｢ドイツやフランスは滞在も短かったとはいえ,イギリスの半

分以下のページ数しかなく,イタリアやロシア以下の諸国はイギリスの四分の

一足らずのページが使われているにすぎない｣
0

つまり,すでに指摘されていることであるが,ここには訪問した国を｢格付

け｣しようとする姿勢がはたらいていたとみることができる｡使節団を派遣す

る時点で,イギリスは格付けにおけるトップの位置が与えられていたというこ

とに注目したいと思う｡これは,当時の日本の世界認識をあらわしているので

あろう｡

注目したい第二点は,主な訪問先と視察対象についてである｡主要な都市を

ほとんど視察しており,しかも｢イギリスの誇る最先端の産業施設｣を次々見

学している｡ ｢その地方を代表する産業施設に重点が置かれていた｣ことが知

られている｡製鉄や鉄鋼業に関連した数々の工場施設に加えて,造船所,紡績

工場,染色工場,毛織物工場,じゅうたん工場も訪れている｡はとんどは大き

な産業施設を視察しており,かれらのイギリス視察の目的をうかがうことがで

きる｡

使節団一行は案内された産業施設のすばらしい成果を嘆賞したが,この訪問

には確かな成果が二つあった｡この日本代蓑田の訪問をきっかけにして, ｢イ

ギリスの産業が日本市場への支配権を強めたことであり,また, -･･日本国民

が自国を工業化する決意を一段と固めた｣ということである｡

第三に, 『米欧回覧実記』を読むと,工場を視察したとき, ｢さまざまな製

品の製造工程を詳しく調べあげて,丹念に記録し,それに的確なコメントをつ

けている｣ことが目につく｡日本の本州とほぼ同じ面墳のこの小さな島国が,

なぜ世界列強のトップに位置することができたのか, ｢その秘密を探ろうとす
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る｣資勢がここにあらわれているように考えられる｡

第四に,教育交淀という面で重要なことがある｡お雇い教師を推薦してもらっ

たことである｡副使の伊藤博文がスコットランドのグラスゴウ大学を訪れたと

き,工学教授のW. I. M.ランキン(Yilliam John Xacquorn Rankine, 18

20-1872)に｢日本で銃器を造る工場をどうやって設立すればよいか,教えて

くださらないか｣と尋ねると,ランキン教授は日本は若者を技術者に養成する

ためのカレッジを設立するのがよかろうと応えた｡このアドバイスが,工部大

学校という工学専門機閑の創設につながることになる｡

それと同時に,技循者を養成するそのカレッジを担当する教師の推薦を依頼

した.ランキン教授は教え子で優秀な生徒であったH.ダイア-を校長に選ん

でいる｡また,ダイア-以下の教師陣も選定されることになる｡

おそらく,お雇い教師が日本にやってきて教えたなかから優等生を選んで海

外留学に送り出すから,そのときの留学先はどこがいいかについても指導を受

けていたと思われる｡スコットランドの大学に留学生を送ったらよろしく,と

もお願いをしていたはずである｡

lI_ イギリスにおける日本円心の高ま()

(1)

近代日本は,西洋をモデルとして進展してきた｡その近代日本に対して,西

津では, 19世紀末から20世紀初頭にかけて,大きな関心の高まりがみられたo

西洋諸国と出会った日本は,非キリスト教国のなかで唯一工業化が進展したo

しかも,日清戦争と日露戦争を契機にやがてアジアの強国に成長するが,そう

なると,世界における日本への関心は一段と高まりをみせるようになるo

たとえば, 20世紀初期アメリカの有力な一般誌『リテラリー･ダイジェスト

(The Literary 担-i旦堅娃)』では, 1905年8月28日号で･ ｢現代の注目図書,

日本理解に役立つ本｣という欄が特設された｡日清戦争･日露戦争が進展する

なかでの日本関心の高まり,および英語で書かれた日本研究書の増大という傾

向が進むなか, ｢日本理解に役立つ｣注目図書13冊を選びこれを書評ないし紹
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介している｡新渡戸稲造の『武士道(Bushido: The Soul of Japan) 』
,末松

謙澄『旭日(旦he Risen Sun) 』
,岡倉由三郎『日本精神(耳担)apanese

Spirit) 』
,ヘンリーー･ダイア-

『大日本(Dai Nippon) 』などが含まれてい

る｡

イギリスの書評専門紙『タイムズ･リテラリー･サブルメント(The Times

Literary Supplement) 』の場合は, 1904年12月9日号で, ｢日本関係図書｣

と題する特集を組み, H.ダイア-『大日本』,ラフカディオ･--ン『日本

(Japan:AnAtte皿pt at lnterpretation) 』
,農商務省編『20世紀初頭の日

本(Japan in the Beginning of the Twentieth Century) 』など,新刊書6

冊をとりあげて緒介しているo いづれも1904年にイギリス国内で出版された著

書である｡

(2)

今度はとくにイギリスに絞ってみると,イギリスにおける日本に対する関心

はすでに日本開国のころから始まっていた｡最初は,徳川幕府の転覆と明治国

家の建設,それからその後の日本社会の急速な変化に触発されるところが大き

かったが,やがて｢日本の経済的･軍事的発展に刺激されてイギリスの日本解

釈に大きな変化がみられ｣た｡

一方,日本の方でも,政府白身が,良好な日本イメージの形成のために,西

欧の知識人やメディアに影寧を与えるような周到な措置を講じていた｡ゴード

ン･ダニエルズ(Cordon Daniels)が指摘したことであるが,たとえば,日本

海軍の軍艦設計者を日本に招僻しておおいに歓待したし,イギリス人作家(た

とえば女性旅行家イザベラ･バードIsabella L. Bird, 1831--1904)の日本

旅行に格別の便宜をはかったり,さらには｢日本政府が官庁報告や統計を英語

で発表するという野心的な計画｣をすすめたことなどである｡これらが功を奏

したことが日本への関心の高まりに結びついた,ということが知られている｡

そのうえ, 19世紀末ならびに20世紀はじめになると,別の要因がからんでく

る｡ ｢ロシアの膨張政策｣という国際情勢の変化である｡このロシアに対抗す

る点で,イギリスと日本は利害を共にすることになり, 1902年には日英同盟を
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結ぶに至った｡イギリスにおける日本への関心はそのようななか一段と高まる

ことになる｡ 日英同盟の調印ののち, ｢日本の公的機関から出る英語資料の

量が増大｣した｡さらに,既述のように, ｢新渡戸稲造のような日本人著者が,

英国の読者の好意的な反応を期待して日本に関する書物を書いた｣ことなどが

注目されるo

さらに,もう一つの大きな要因が加わった｡このころ,イギリス社会は停滞

し,内政改革を求める世論が高まっていたという事情があった｡ ｢二○世紀の

はじめころ,イギリスの海外政策と国内の諸制度は,広汎な批判と再評価の対

象になって｣いた｡ ｢ドイツ,フランス,アメリカとの貿易競争に対する恐れ

から,教育改革に関する議論がさかんに行われていた｣ ｡そのようななか,

｢日本が改革の物差しになるかもしれないという考え方｣が広まったのである｡

暮1l.日本教育に学ぶイギリスの改革

3i!E:

イギリスが国内改革を進めるさい, ｢日本が改革の物差しになるかもしれな

いという考え方｣が広まっていたことを指摘したが,それを示す一つの事例を

紹介したいと思う｡ 『大日本(Dai Nipponし__t吐旦羊it3in of the East, a

study in National Evolution) 』というたいへん象徴的な題名の著書がある.

出版は1904年10月だから,改革論議が盛んななかロンドンで出版された本であ

る｡発行部数は,初刷は1000部であったが,年内にすべて捌かれたので翌年

250部が増刷された｡

日本は｢束洋のイギリス｣を目ざしてイギリスに指導を仰いできたが,いま

やl~東洋のイギリス｣になりつつある｡その日本の国家発展の事情と経緯を歴

史的に分析した,本文450真におよぶ大著であるが,このなかで,日本こそい

ま停滞しているイギリスを改革するさいの教訓になる,とりわけ日本の成長に

おける教育の役割に注目すべきものがあり,イギリスはその日本の教育制度に

ならうといい,などという指摘がみられる0

日本にならうといいという注目すべき指摘であるので,平野勇夫訳『大日本』
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を活用して.具体的な言辞を紹介したいと思う｡たとえば,まず第一に, ｢イ

ギリスの国民生活の進化は,比較的遅々とした歩みをたどっている｣し, ｢産

業の発展は,その多くがいまや急速に消滅しつつある状況にある｣
｡これに対

して｢ほかの国々,とくにフランスとドイツとアメリカ,そしてどこにもまし

て日本は,それぞれ教育上の措置を充実させてその成果を国家の事業に反映さ

せ,国内の経済と社会の状況および海外における通商の拡大に大きな効果を及

ぼしている｣という指摘がみられる｡

第二に,とりわけ｢日本が教育に講じてきた措置はきわめて完壁なもので,

その教育の成果を充分に活用した者｣は,日本の進展に対しておおいに力を発

揮している,という主張が注目される｡ ｢日本人は,国の進歩を目指して教育

制度にしっかりした基礎を築いた｡この教育制度はあらゆる分野にわたって非

常に行き届いたもので,いくつかの点でイギリスに教訓を提供した｣などとい

う指摘もみられる｡日本の成長に果たした｢教育_jの役割が着目されており,

なかでもとくに教育制度を学ぶべきであるという主張がなされているのである｡

第三に,日本の急速な成長は｢それまでに日本で確立されてきたきわめて完

壁な教育制度｣にもとづいている｡ ｢日本の近年の歴史は,教育に責任を負う

者が高い国家的理想に鼓舞された場合,賢明に方向づけられた教育制度が国事

に対して影響を与えるということを示すもっとも顕著な実例である｣と,国家

的教育制度が有効に働いていると捉えている｡

イギリスは国家の主導ではなくて自生的に工業化が進んだのだが,それに対

して日本では国家的教育制度が日本の進展をもたらしたということに注目し,

日本のこの;経験は｢英国への教訓となる｣と説いている｡同著のなかでは,

｢英国が学ぶべき教訓.｣とか｢日本からの教訓｣とかいう見出し項目が特設さ

れている｡ 第四に,教育のなかでもとくに技術教育が英国の教訓として役立っ

ていることが論述されているo ｢イギリスの技術教育には多くの点で非常に欠

けたところがあった｣｡ところが, ｢今やイギリスのカレッジははとんど例外

なく,あの当時わたしたちが工部大学校で採用した技術教育の改善策をそっく

り取り入れているといってよかろう｣
｡たとえば,

｢私が日本で技術教育に導
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入した理論と実践を結びつけるやり方も,サンドイッチ方式の名のもとに,さ

かんに推奨されている｣という指摘がみられる｡

(2)

このように, 『大日本』では,日本はイギリスの改革のモデルになる,イギ

リスはとくに日本の国家的教育制度にならうといいという主張が認められる｡

これは誰の主張かというと,実はヘンリー･ダイア-であった｡ダイア-は,

明治のはじめ,お雇い教師として日本に招かれて工業教育を指導し,日本の工

業化･近代化に貞献した人物であるが,イギリスはいまや成長した日本に学ぶ

べきである,といっているのであるo

お雇い教師として雇われて来日し,工部大学校において工業化を担う実学人

材を育成することをとおして日本の成長をもたらした｡その一方,今やイギリ

スは停滞している｡そのイギリスを改革するには日本に学ぶとよい｡実際,自

分は日本での経験にもとづてイギリスの技術教育の改革を進めている｡このよ

うに日本に学ぶとよい｡日本はイギリスが学ぶべき教訓を与えてくれる,とい

うのであるからたい-ん興味深いものがある｡

工業教育だけではなく,商業教育についてもイギ.)スの教訓にせよとも説い

ている｡要するに,かつて日本はイギリスに学ぽうとしたが,しかし,いまや

逆にイギリスは日本にこそ学びましょうというのである｡

3.近代日本とイギリスとの交流史研究の成果

｢近代日本とイギリスとの教育学術交流｣の諸相については,これまで数々

の研究成果が生まれている｡主たる成果をあげれば,下記のようなものがある｡

○北政巳『国際日本を拓いた人々,日本とスコットランドの辞』同文舘, 19

84｡

OCheckland, 0. , Britain's Encounter With Xeiji Japan, 1868-1912,
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杉山忠平･玉置紀夫訳『明治日本とイギリス-出会い･技祷移転･ネット

ワワークの形成』法政大学出版会, 19960

OCortazzi, E. 良 I)a皿iels, G. eds., Britain and Japan 1859-1991:

Tbe皿eS and Personalities, Japan Society, London, 1991.

大山瑞代訳『英国と日本一架橋の人びと』思文閣出版, 19980

○Ⅳish, Ⅰ. ed., Britain 良 Japan, Biographical Portraits, γol. Ⅰ.

JapanLibrary. London, 1994.

日英文化交流協会訳『英国と日本一日英交涜人物列伝』博報堂新杜, 20020

ONish, I. ed., Britain A Japan, Biographical Portraits, Vol. II.

Japan Library. London, 1997.

0Ⅲoare, ∫. E. ed., Britain 良 Japan, Biographical Portraits, γol. ⅠⅠⅠ.

Japan Library. London, 1999.

OCortazzi,札 ed., Britain 良 Japan, Biographical Portraits, γol. ⅠⅤ.

Japan Library. London, 2002.

OCortazzi,札 ed., Britain 良 Japan,

Grobal Oriental, 濫ent. 2005.

Biographical Portraits, γol. Ⅴ.

○細谷千博, ∫.ニッシュ監修『日英交流史1600-2000, 1政治･外交Ⅰ』

『日英交流史1600--2000, 2政治･外交Il』 『日英交流史1600-2000,

3軍事』 『日英交流史1600-2000, 4経済』 『日英交流史1600-2000,

5社会･文化』東京大学出版会, 20010

OCheckland, 0. , Japan
a車軸 after 1859, Creating Cultural

Bridges, Routledge, London, 2003.

OCheckland, 0. (加藤詔士･宮田学訳) 『日本の近代化とスコットランド』

玉川大学出版部, 20040

このうち,ジャパン･ソサエティの企画になる『日英交流史上の人物評伝』

とでもいうべきシリーズが注目される｡これまで5巻刊行されている｡ここで

述べたように,人物を介した交流史研究はたいへん興味深いが,交流というな

ら一方向の交流だけでなく文字どおりの双方向の交流についての考察(とりわ
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け逆影響の局面あるいはブーメランのような側面についての考察)が,一段と

深まることを期待したいと思う｡

もう一つは,近年,イギリスのなかでもとくにスコットランドへの関心の強

まりが特色として指摘できる｡とりわけ近代日本は殖産興業を目標とし工業化

の進展にやっきになったこと,そして,スコットランドはイギリスのなかでも

とくに実学が尊重され,自然科学の実用化がイングランドに比べて進んでいた

ので,近代日本とスコットランドとの教育学循交流の研究がさらに深まること

を期待したい｡

4.主たる参照文献

Dyer, H., Dai Nippon, the Britain of the East, A Study in National

Evolution, Blackie & Son, London, 1904 良 1905.

(平野勇夫訳『大日本,技術立国日本の恩人が描いた明治日本の実像』実

業之日本社, 1999)

日本科学史学会編『日本科学技術史体系 7巻･国際』第一法規出版, 19680

天野郁夫｢日本の高等教育発展過程における『モデル』問題｣ 『大学史研究

通信』第8号, 1974年8月,評論社, 8-9貞(大学史研究会編『大学史

研究通信』 ⅠⅠ,日本図書センター, 2004, 262-263真に再録) 0

ユネスコ東アジア研究センター編『資料御雇外国人』小学館, 19750

A. W. Burks編著(梅渓昇監訳) 『近代化の推進者たち-留学生･お雇い

外国人と明治-』思文閣出版, 1990.

市村佑- ･大石慎三郎『鎖国-ゆるやかな情報革命』講談社現代新書,
19950

拙稿｢日英交流史上の人物評伝-ジャパン･ソサエティ刊行の三書｣ 『教育

史研究室年報』第6号(2000年7月) 51-61頁｡

G.ダニエルズ｢エリート,政府,そして市民一英国から見た日本一｣細谷

千博, Ⅰ.ニッシュ監修『日英交流史1600-2000, 5社会･文化』東京大

学出版会, 2001, 2-19頁所収｡
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【補注】

本稿は, 2007年11月23日,中国の漸江大学中外教育現代化研究所の主催のも

と,同大学教育学院でおこなった講演｢近代日本とイギリスとの教育学循交

流｣の内容をまとめたものである｡同研究所の許可をえてここに掲載する｡

掲載にあたり,講演用に用意した資料(①-㊨)等はここに添付せず,本文

中に含み入れる等の処理をしている｡
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第3章:ヘンリー･ダイアーの日本研究

第一節 H.ダイアーの著作

I.著作の傾向と特色

(-)

ヘンリー･ダイア- (Henry Dyer, 1848-1918)にはいくつかの顔がある｡

日本との関連では,主に三つの顔がみられる｡お雇い教師であり,日英交流の

推進者であり,日本研究者であるという三つの顔である｡

まず第一に,かれは明治政府の招きでスコットランドから来日し, 1873 (明

治6)年から1882 (明治15)年まで,工学寮および工部大学校という工学専門

教育機関の都検(教頭)として,また土木･機械工学教師として,日本の工学

専門教育の基礎づくりに責献した｡

第二に,お雇い教師としての任務を終えて帰国してからも,日本との親密な

関係を保ちつづけ,日英交流の進展に貢献した｡日本政府の帝国財政及工業通

信員としての執筆と広報活動,あるいは日本人グラスゴウ留学生の勉学と生活

の支援などである｡

第三に,積極的に日本研究をおし進めて多数の著作を残した｡お雇い教師と

して日本の近代化事業に参画した体験,帰国後の日本との交流と日本事物-の

関心を生かして,本格的な日本研究に着手した｡ ｢親日的な立場｣ (1'からの

日本研究は, 『大日本一束洋の英国』 (1904)および『世界政治のなかの日本

一国際力学の研究』
(1909)などとなって結実した`2'｡

ダイア-の生涯の活動は,これら三局面にとどまらなかった｡実は,地元グ

ラスゴウにおいて教育問題ならびに社会問題-の関心が芽生え,問題の解決を

意図して積極的に発言した｡教育問題についてはアンダソン･カレッジ選出の

理事として,あるいはグラスゴウ市教育委員会委員および委員長として関与し
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たし,社会問題については論説ならびに講演をとおして協会の改革や協同組令

運動を支援した｡講演の記録は冊子になって広められた｡雑誌･新聞に寄稿し

た論文･論説の何点かはやがて集成され,著書となって上梓された｡

(二)

ダイア-は諸種の活動を展開するかたわら,生産にわたり多数の著作を残し

ている｡先頃刊行された『オックスフォード英国伝記事典』でも, ｢多産な著

述家｣であることが特筆されている(3)｡それだけに,ヘンリー･ダイア一研

究を深めるには,かれの著作の全容を明らかにすることが要諦である｡

実際,これまでのダイア一研究では,かれの著作に関心が寄せられ,研究の

基礎作業として著作目録が作成されてきた(4)｡筆者も1975年に内外の所蔵調

査を開始して以来,折々その充実につとめてきた(5)｡今もなお調べを尽くし

てはいないけれども,ダイア-は実に多数の著作を残している｡その数が多い

だけでなく,その幅も広い｡現在のところ,確かにダイア一作であると認めら

れる著作を収集し,これを著書･冊子および論文･論説に区分して,
-一覧にし

てみると付録1 ｢ヘンリー･ダイア-著作一覧｣のとおりである｡管見の限り

でも,図書･冊子は42点,雑誌･新聞における論文･論説は70点を数える｡

同著作一覧は,これまでに筆者が現物にあたって確認することのできた刊行

物である.印刷･刊行されないワット賞受賞論文,受講ノート,書簡(6),あ

るいは『スコットランド技師･造船業者協会会報』 『土木技術者協会会報』に

みられる指定討論者としての発言記録(7;,講演内容の報道(名,などはここに含

まれていない｡

ダイア-の著作のうち雑誌･新聞上の論文･論説は,このほかにも見いだせ

ることが予想される｡ダイア-自身, 1886年のグラスゴウ大学造船学教授人事

のさいに作成した冊子[9]のなかの著作一覧において, ｢はかにも,近年出

版された何冊かの主要図書についての書評も含めて,工学および一般科学に関

する多数の論説を科学雑誌や新聞に匿名で発表してきた｣と付記している(令)0

また,自筆の著作目録においても,諸種の雑誌･新聞に数々の論文･論説を発

表していると記している｡グラスゴウのミッチェル図書館所蔵のダイア-寄贈
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図書のなかから見つけだされたその自筆著作目録(10'には, 1877年から1916年

までの著作物が年代噸に配され, 89点あげられているが,たとえば,同目録の

1896年の欄には｢Engineering や Co-operative NeysやScottish Co10peratOr

やGlasgoy Heraldなどに多数の論説を掲載した｣と手書きで補記されている｡

1912年の欄には｢毎年Engineering やGlasgoy出eraldやScottish

991OP_eLai9fに論説を載せたIjなどと記されている(11'｡これらの雑誌･新聞

をそれぞれ丹念に調査すれば,論文･論説の数は大幅に増加するであろう｡

(三)

ダイア-は著作活動が旺盛で,実に多数の著作を残している｡付録1 ｢ヘン

リー･ダイア-著作一覧｣を一瞥すれば,そこにいくつかの傾向と特色が見い

だされる｡

その-は,著作の主題についてみると,おもに教育問題の改革にかかわる著

作,社会問題の改革にかかわる著作,日本研究ないし日本事情報告に大別され

る｡これに,工部大学校の活動報告や記録類 (学課並諸規則Calendarや報告

書聖些¢)の編集,ならびに工学の学術研究もあり,注目される`12'o

そのこは,著作の主題を仮に教育改革研究,社会改革研究,日本研究,それ

に工部教育の研究,工学研究と称して五大別し,これを出版年ごとに分類して

みると,顕著な傾向が認められる｡

出版点数順にみると,教育改革研究が56点と圧倒的におおく,社会改革研究

19点,工学研究15点と続く｡日本研究は15点と少ない｡ただし,研究の主題に

っいては顕著な動向がみられる｡すなわち,お雇い教師時代は工部大学校の経

営と教育に関与するなかで同校に関連する出版物を著した｡帰郷すると,まず

工学研究の論文を集中的に執筆するが,やがて教育改革ならびに社会改革関連

の著作が活況をみせる｡最晩年, 20世紀にはいると日本研究の成果が続々あら

われ,教育改革研究とともに主流をなす｡付録2 ｢主題別･発行年別一覧.｣に

示すとおりである｡工部大学校のお雇い教師としてスタートしたダイア-は,

いかに関心の幅を拡大させてきたが明白にあらわれている｡

その三に,著作は図書･冊子42点,論文･論説70点という内訳であるが,論
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文･論説のうちの15点が,すばやく図書･冊子となって刊行され世に広められ

た｡内容を補正するとか,題目を一新するとかの工夫はみられない｡ 『グラス

ゴウ哲学協会報』 『スコットランド技師･造船業者協会会報』 『協同組合年報』

『スコッツ･マガジン』という専門分野の雑誌における論文[著作目録44,45,

46,49,52,64,66,67,69,73,75,77,81,84,97]だけに,社会に広めて一段と広く

読まれることを意図した措置と思われる｡論文･論説は,このほか, 『エンジ

ニア』 『インダストリー』 『ネイチャー』 『ガイド』 『キリスト教青年雑誌』

『エンジニアリング･レビュウ』 『大学拡張誌』 『スコッティシュ･レビュ』

『ウエストミンスク-･レビュウ』 『財政評論』,さらには『教育ニュース』

舵, 『グラスゴウ･ヘラルド』紙, 『タイムズ』紙など,諸種の定期刊行物に

掲載されていることも特筆される｡

著作一覧のうち四点が邦訳されている｡ 『技術者の教育』 『へンレイダイヤ

ー氏ノ離辞』 『工業進化論』 『大日本』の四書である[3,5,30,34]
(13)0

2.工学の教育と研究

(-)

ダイア-の著作を五つの主題に大別したが,各主題はさらに内容別に細分化

される｡三好信浩『ダイア-の日本』などの先行研究(14)を参考にして,内容

別にみた著作の傾向を概観すると,以下の諸点が重要である｡

第一に,お雇い教師に応募するさいに用意した冊子がある｡標題に『日本国

東京の工部大学校都検任用時にヘンリー･ダイア-が提出した推薦書抜粋』

[1]とあり, 1873年2月,私家版の印刷物として作成された｡これがダイア

-の最初の刊行物となる｡学位･褒賞一覧,グラスゴウ大学工学資格証明書,

1869年度および1870年度グラスゴウ大学土木学･機械学成績証明書, W. ∫.

M.ラン牛ン(Yillia皿John Xacquorn Rankine, 1820-1872)はじめグラスゴ

ウ大学教授4名の推薦書,ホイットワース奨学生の決定通知書とダイア-の提

出した学修計画書,徒弟修業先のJ.エイトキン杜(James Aitken &Co.)と

同社の指導者ならびにシ去ッッ鉄工所(Shotts lron Works)付設ウイルソン
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学校(Yilson Endowed School)の教師による推薦書,を含んでいる｡

第二に,お雇い教師時代,興味ある著作が三種ある｡その-は, 『工部大学

校一般報告書』 [2]である｡同校の都検(教頭)として1877年10月1日付で

工部卿伊藤博文に提出した,過去4年間の活動報告書である｡学科編成,教育

方法,施設設備の配置等についての現況のほかに,英国･ヨーロッパ(フラン

ス,スイス,ドイツ) ･アメリカにおける工学教育の実状を詳述し,自身が先

導している工部大学校の特色ある位置づけを力説している｡世界の工学教育に

っいての入念な調査研究のうえに,工部大学校の教育と経営を構想したことが

裏付けられる点で注目される｡

そのこは,工部大学校の教育と経営に関与するなか,工学教育ならびに技術

者(engineer)養成をめぐって思索を深め,その成果を公にした｡工部大学校

の生徒には技祷者の使命と技術者教育のあり方を説き[5] ,英国にむけては

技術者教育を組織化することの必要性を提言した[3,4,43] ｡ダイア-は同校

の学課ならびに諸規則の策定にも深く関与したであろうと考えられる｡とりわ

け英文カレンダー(たとえば,

calendar. Session XDCCCLX‡ⅠⅠトL‡‡IV. Tokei, Printed at the College, 18

73)の編集にも関与して,エ学教育ならびに技術者教育の構想を含みいれたと

推定されている(15)c,

その三は,グラスゴウ大学への応募書類[6]である｡ダイア-はグラスゴ

ウ大学の教授職につくことを願い, 1882年にグラスゴウ大学に新設される造船

学(Naval Architecture and Xarine Engineering)教授の人事に応募するた

めの冊子を用意した｡標題が『工部大学校』とあって,工部大学校の教育成果

に関連する15件の記事からなっている｡日本政府から勲三等旭日中綬章が贈与

されたことに対する女王陛下の勅許状,工部少輔吉川顕正からの感謝状, 『ジャ

パン･ウイクリ-･メイル』紙に掲載された記事(工部大学校お雇い教師によ

るダイア-歓送会,同校の卒業生および在校生による感謝状と記念品の贈呈,

同校第1回卒業式),英国の雑誌･新聞(『ロス･シヤー･ジャーナル』 『ネ

イチャー』 『エンジニア』 『ロンドン･アンド･チャイナ･テレグラフ』)上
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にあらわれた工部大学校関係記事(建物･敷地の配置,卒業式,ダイア-歓送

会,記念講演,教育方法の実際と特質などの記事) `ユ6',それにⅠ.バード著

『日本奥地紀行(Unbeaten Tracks in Japan) 』のなかの記述を, 含んでいる｡

白身が指導した工部大学校に関する日英の評価が集められているが,造船学関

連の研究業篇は一点もみられない｡そのためであろうか, 5名の候補者のなか

でダイア-は選にもれた｡

第三の注目点は,お雇い教師の任務を終えて帰国した当初,ダイア-は工学

の学術研究に精力的に取り組んだことである｡グラスゴウ大学教授人事のさい

研究業績の不足を痛感したのか,工学の学術論文ないし冊子が次々あらわれて

いる｡ ｢エネルギーとエントロピー-圧縮空気と蒸気の理論-の応用｣ ｢蒸気

機関論の現況と今日の造船工学界における位置｣ ｢熱力学上の主要な二法則｣

｢ボイラーの発達｣ ｢ボイラーの馬力｣ ｢ワット時代以降のボイラー｣などと

題した諸作品[8,10,ll,14,15,16,17,45,46,48,49,64,65,66,67]である｡

グラスゴウ大学初代造船学教授にはF.エルガー(Francis Elgar, 1845-19

09)が就任したが, 3年後の1886年に辞任したため,ダイア一にふたたび応募

のチャンスがめぐってきた｡このときも申請用の冊子[9]を用意して提出し

ている｡ 1886年8月16日付の志望理由書,研究業績一覧,日本政府のロンドン

駐在代理人H. M.マセソン(丑ughX. 1atheson, 1821-1898)ほか,造船学

および造船業関係者,政府お雇い機械工学教師J. A.ユーイング(James

Alfred Eying, 1855-1935)などからの推薦状15点, 『グラスゴウ･ヘラルド』

紙に掲載された工部大学校ならびに自身についての評価記事から構成され, 32

貞におよぶ｡研究業績一覧のなかには,前回の応募のときはなかった学術論文

[45,46,48,49]や技術者教育論[3,4,44]が含まれている｡二度にわたるこ

れらの応募申請書は, ｢ダイア-の生涯に関する最良の資料源｣ (17)と目され

ている｡

3.教育改革研究と社会改革研究

(-)
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グラスゴウ大学の教授人事にのぞんで,ダイア-は工部大学校における教育

と経営の実績を示し,第三者から高い評価を集めることができた｡二度目の応

募のさいには,工学の学術論文を用意して研究業績面での挽回を期した｡しか

しながら,今度もダイア-は選ばれなかった｡このころを境に,ダイア-の著

作内容には大きな変化があらわれた｡教育改革,社会改革,それから日本関係

の研究が中心になりその方向に進むことになる｡

第一の教育改革研究は大きく四つにわかれる｡その一-は技術者教育の改革で

あり,そのこはとくにグラスゴウの技術教育改革であり,その三はグラスゴウ

大学の改革であり,その四は初等･中等教育の改革である｡

技術者教育改革については,すでにお雇い教師として滞日中に,冊子『技術

者の教育』 [3]において, 1879 (明治12)年にロンドンの土木技術者協会

(Institution of Civil Engineers)にあてた提言の内容を紹介し,そのなか

で自身の教育改革構想を明らかにしていた｡その提言とは英国の技循教育の改

革をめざした提言であり,教育課程,授業科目,工学実験室,作莱場,試験,

修了証書などをめぐる提案を具体的に示し,それらを備えた一事例として工部

大学校の教育実践の概要を紹介した｡そのさい,実務経験重視という英国伝来

の方法に学理の教育を組み合わせること,技術者の専門職としての地位の向上

を期して,試験の実施とそれにともなう会員賢格を付与すること,などを提言

したことが注目される｡

一方,技術者は｢学問ある専門職(learned profession) ｣とならねばなら

ないことを主張しく18',技循者教育においては専門分野の学力,実践的な能力,

幅広い教養の三点を含みいれることの重要性を力説した｡そのうえで,工部大

学校において自身が創出し実施にうつした,教養教育と専門教育と実地を結合

させる6年制の教育課程と教育方法を記述した[3,4,35,96] 0

そのこのグラスゴウの技術教育改革については,日本における工部大学校の

成果と,お雇い教師の満期解約後に視察したヨーロッパ大陸の実状を参考にし

て,時代の要請に応えるためにグラスゴウと西部スコットランドにある教育機

関を再編成することを構想し,具体的な提言をした｡グラスゴウにあった五つ
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の技術教育機関がすべて統合されて,グラスゴウ･西部スコットランド工科大

学(Glasgoy aTld the Vest of Scotland Technical College)が1887年に成立

すると,さらに一歩踏みこんで,同工科大学の基本性格を論じ,学科編成につ

いての見解を述べ具体案を提示した[44,51,52,63,84｣ 0 ｢日本の工部大学校,

アメリカのマサチューセッツ工科大学.パリのエコール･セントラルなどの事

例を幅広く紹介しつつ,スコットランドの技術教育改革の全般的な問題を論ず

る｣く19)なかで,論じられたことが注目される.

グラスゴウ･西部スコットランド工科大学が編成されるさい,ダイア-はア

ンダソン･カレッジ選出の理事として参画したが,そのさい工部大学校の諸種

の成果を導入したことを述べている｡学科課程の編成のほかに,整備された工

学実験室の開設,実験ならびにグラフを活用した教育方法,学理と実地を結合

したサンドイッチ方式の導入などがそれである[34,35]
｡日本は工学専門教

育の組織化を意図して英国からお雇い教師を招き入れたが,そのお雇い教師を

介して日本から英国への影響が認められるというのであるから,注目に値する

できごとである｡

その三のグラスゴウ大学改革については, ｢技術教育の立場から古い大学の

体質を変革することを目ざして｣いた(20)｡具体的には,グラスゴウ大学は社

会の要請に応えて建築学講座を新設すること,グラスゴウ･西部スコットラン

ド工科大学と連携し同大学に学位授与の道を開くこと,従来の学問分野を深化

発展させながらもあたらしい学問分野に格段の関心を払うこと,自然科学の成

果を継承していくとともに自然科学の発展がもたらす社会的･政治的諸問題の

解決に墳極的に対応すべきこと,などを提言している[18,19,21,67,69,70] 0

著作一覧を見ると,題目に大学(University)を含む著作は,グラスゴウ大

学造船学教授人事の選考に漏れた1886年からあらわれはじめ[47] , 1890年ま

でに13点を数える｡そのなかには, ｢大学拡張と技術教育｣ [61] , ｢スコッ

トランドにおける大学拡張の将来｣ [76]という論文もある｡当時,社会に開

かれた大学への改革を志向した大学拡張(University Extension)運動が展開

されているなか,ダイア-は技術教育の立場から閉鎖的な大学の改革を目ざし
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たのである｡

その四の初等･中等教育改革は, 1891年にグラスゴウ市教育委員会委員に選

出されたのが契機で,深い関心を持つようになった｡グラスゴウ市の教育改革

を構想するなか,初等･中等学校における補習教育と科学教育,さらに広く青

少年教育のあり方についても論じている[28,36,39,41,42,86,104] 0

くこう

第二の社会改革研究には二種ある｡その-はキリスト教会の改革,そのこは

協同組合運動の推進にかかわる論説であるo

ダイア-は｢一技術者(Engineer)の教育｣による社会の発展と技術者の力に

ょる産業の進展を構想していたけれども,その反面,産業の進展にともない解

決を迫られる社会問題は深刻の度を増していた｡そのなか,文明の恩恵を労働

者にまで広める方途として,まず教会のあり方に目を向けた｡ 【一日由教会

(Free Church)を支持する彼は,伝道や伝道者のあり方を批判し始め,教会

が社会問題の解決に取り組むべきことを主張した｣く21' [22,24,73,79,80] 0

『社会政策基礎諭』 [20]あるいは『キリスト教と社会問題』 [22]では,

｢社会政策の基礎はキリスト教の上に据えなければな｣らないことを力説し,

キリスト教が社会と時代から遊離している現状の批判と,対処すべき課題とそ

の解決方法について論じている(22)0

もう一つ,協同組合の精神にも,国民と社会の福祉を増進し社会改革を進展

させる推進力になることを期待した｡ ｢現状社会･経済におよぽす現代産業の

影響｣ ｢機械と産業の将来性および現代の社会･経済におよぽす結果｣などと

越する論説を『生活協同組合協会年報』などに発表したり[81,83,85] ,同協

会から冊子を刊行した[23,27,31,32,33]
｡産業の発達が諸問題を引き起こす

なか, ｢エネルギーと生活の浪費に結果する競争という残酷な力に代えて,兄

弟のような信頼と連帯を置き換えること｣を理想としたく23'｡ ｢協同組合運動

との関係からみた教育｣という論稿[90]では, ｢連携ないし協同の形こそが,

個人と国家の安寧をもたらす必須条件である｣とか,協同組合運動には｢最高

にして最良の産業･社会組織を生みだす根源が含まれる｣とかいう言辞がみら
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れる(24)｡

1895年に上梓した『産業進化論』 [30]になると,具体的に産業社会における

競争を規制して国民の福祉と生産の協同にむかう方策をめぐって考察した｡労

働組合主義の成長,女子の教育機会の拡大と労働-の参加,生活協同組合運動

の拡大,自治体鼠織の形成と国家や都市の関与こそが,産業社会を進化させる

推進力になると指摘しているく25)0

4.日本研究

(-)

ダイア-の日本研究は,お雇い教師としての体験と深く結びついている｡明

治初年にお雇い教師として招き入れられ日本の近代化と自立化に寄与するとい

う体験は,ダイア-の著作に顕著な特色を生み出した｡ 19世紀末から世界にお

ける日本への関心が高まり(26),しかも日英間の協力が一段と進むなか日本研

究をおしすすめ,日本事情通として世界-の日本紹介を進めた｡

お雇い教師として滞日中に日本を観察し日本通になることができたが,帰国

後も日本と親密な関係を保ち,日本に関心をもち続けた｡本格的な日本研究に

着手したとき,それまでの日本観察と日本体験が存分に生かされた｡ 『大日本』

[34]および『世界政治のなかの日本』 [40]という代表作のほかに, ｢日本

の教育と国家的効率｣ [94] , ｢日本からの教訓｣ [102]などという諭稿もあ

る.これらを含めて,著作の題名に｢日本(Japan, Japanese, Dai Nippon) ｣

を冠したものだけでも,少なくとも17点を数える[1,6,34,37,40,43,78,94,95,

97,98,99,100, 102,103,107,112] 0

一連の日本研究では特筆すべき点が二つある｡その-は,母国の英国と比較

して日本を考察の対象とした点である｡しかも,かれは早くから日本が｢東洋

の英国｣になるよう期待したし,やがてそうなるであろうと確信した｡ 『大日

本』には,日本の将来についてつぎのよう一節がある｡ ｢日本は(東洋のイギ

リス)と称される存在でありたいと願っているが,私の見るところ,物質的な

意味でも知的な面でも,また道徳的な観点からも強い影響力を備えているとい
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う点で,日本はそうした願望に充分な根拠があることをかならずや立証してみ

せるに違いない｣
(27)0

そのこに,日本の近代化に果たした教育の役割を一貫して着目した｡日本の

急速な成長は｢それまでに日本で確立されてきたきわめて完壁な教育制度｣の

基盤の上で展開されたといい, ｢日本の近年の歴史は,教育に責任を負う者が

高い国家的理想に鼓舞された場合,貿明に方向づけられた教育制度が国事に対

して影響を与えるということを示すもっとも顕著な実例である｣と述べている｡

そのさい,自生的に工業化が進んだ母国英国との比較をとおして,日本の国家

的教育制度に注目し,日本の経験は｢英国-の教訓となる｣と説いたことが注

目される(28'｡ 『大日本』では｢英国が学ぶべき教訓｣という項目が, 『教育

と国民生活』でも｢日本からの教訓｣という項目が特設されているく29'し,前

記のように｢日本の教育と国家的効率｣ [94]あるいは｢日本からの教訓｣

[102]と題する諭稿もある｡その論稿｢日本からの教訓｣の冒頭には ｢礼

節ある国日本の台頭が19世紀後半の政治的驚異であることは広く認められてい

るが,それをもたらした原因を考究しその教訓をできるだけ生かして成果がえ

られるよう学ぶことは,世界のすべての国の義務であり同時に関心事でもある｣

(30)とまで記されている｡

教育のなかでもとくに技祷教育が英国の教訓として役立つことが論述されて

いるが,技術教育だけではない｡日本の商業教育ならびに修身教育についても

英国の教訓にせよとダイア-は説いている｡ 『世界政治のなかの日本』 [40]

『教育と国民生活』 [41] ｢日本の商業教育｣ [107]ではそれらの主張が認

められる(31)0

(二)

ダイア-の日本研究には,もう一つ注目すべき著作がある｡ 『財政評論』と

でも称する月刊誌に, 1906年の1年間に4本の論説を寄せた｡このころ｢日本

は,日露戦争に伴う臨時費を支弁したり,各種産業に外資を導入したりするた

め,さかんに英貨公債を募集していた｣ `32'.そのようななか,日本の財政事

情を論じ,それをとおして日本の進展および日本人の特性に言及しているo
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まず①論説｢日本産業と外資｣ [97]では,日本の教育制度ならびに憲法制

度などの整備を指摘し｢日本への投資の安全性を保証した｣ 0 ② ｢日本の商業

道徳｣ [98]では,日本における商人の地位の改善と商業道徳の水準の向上を

紹介した｡ ③ ｢日本における外資の法的諸側面｣ [99]では,日本への投資は

政府の権威にもとづいているがゆえにおおいに安全であることに言及している｡

④ ｢日本の借款更改一政府全権公使高橋是清とのインタビュー｣ [100]は,

日本が英貨公債を募集する正当性と安全性を指摘している(33)0

ダイア-は日本の財政事情,日本の商業道徳の向上,外国と対等になること

を熱望する日本の国民牲,日露戦争における日本の立場などを細介ないし擁護

したのだが,このような著作と広報活動をとおして日英協力の促進に寄与した｡

1902 (明治35)年には明治政府から政府財政及工業通信員に任ぜられ,英国へ

日本を紹介することを主務とする業務を委嘱されているから,そのなかで多く

の日本情報を活用して寄稿した諭稿と思われる｡

5.多産で幅広い著述家

本稿では,お雇い教師H.ダイア-の著作に注目し,その著作の全容を明ら

かにするとともに,主要な内容と傾向をめぐって考察した｡

ダイア-の著作物は,これまで収集しただけでも,印届(J･刊行された図書･

冊子は42点,雑誌･新聞における論文･論説は70点を数える｡その数が多いだ

けでなくその幅も広い｡著作の主題は,工学教育,工学研究,教育改革,社会

改革,そして日本研究に大別することができる｡

当初,お雇い教師のころは工学の教育と技術者の教育をめぐって考察をめぐ

らした｡帰国後は,まず工学の学祷研究が緒についたけれども,長くは続かな

かった｡工学研究はグラスゴウ大学の教授職につくことを念願するなかで進め

られたと思われるが,選考に漏れたころを境に,別の方向に転換した｡教育改

革の研究にむかい.さらに幅を広げて社会改革についても考察を深めることに

なる｡教育改革研究としては,技祷者教育の改革,グラスゴウの技術教育改革,

グラスゴウ大学の改革,グラスゴウ市初等･中等教育改革をめぐる考察の四種
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ある｡社会改革研究としては,キリスト教会の改革ならびに協同組合運動の推

進にかかわる考察があった｡

19世紀末から,世界における日本関心の高まりと日英協力の進展がみられる

ようになると,日本研究を意欲的におしすすめ特色ある成果を残した｡日本研

究の著作は15点とさほど多くはないが, 『大日本』 『世界政治のなかの日本』

という大著が含まれている｡お雇い教師としての日本休験ならびに深い日本理

解をもとに,日本研究を深め西洋-の日本紹介に寄与した｡近年,その業績が

見直され,西洋ジャパノロジスト著作集シリーズの一つとして『ヘンリー･ダ

イア-著作集成』全5巻が編集･刊行されるに至っている(34)0

ダイア-の著作は多岐にわたるが,分析の方法と視角において特色ある傾向

がみられる｡日本あるいはヨーロッパとの比較という方法を随所で駆使して,

主題を考察するという特色である｡とりわけ日本についてはモデル国として位

置づけ,日本から学んだ教訓を停滞している英国の改革に役立てようとしてい

たことが注目される｡

このような比較の視座は,ダイア-の著作に早くからあらわれていた｡工部

大学校の教育と経営の編成を託されたとき,ヨーロッパ諸国における工業人材

養成制度と英国涜の実地重視の教育とを組み合わせた方式を採りいれようとし

た｡帰国後,英国の技術教育の改革を推し進めるときも,この工部大学校で試

みた実践ならびに日本を含めた世界の状況についての視察と考察の成果が,視

野に入れられていた｡

ダイア-は,若いころ近代日本の工業化の推進役として英国から招き入れら

れたのだが,日本が世界が驚くほどの成長をつづけると,晩年には日本研究を

精力的におしすすめ,日本が国際社会の一員として台頭してきた原動力の分析

をとおして,停滞する英国産業社会-の教訓を指し示した｡これができたのも,

お雇い教師としての日本体験と日本観察が存分に生かされたからであろう｡し

かも,日本政府から日英関係の推進を主務とする政府財政及工業通信員に任ぜ

られたことで,多くの日本情報を自在に活用することができるようになり,つ

ねに両国の動向を観察しつつ分析を深めたからであると考えられる｡
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93) pp. 30卜338.

84 Technical EducaLtion in Glasgow and the Vest of Scotland: a Retro-

spect and a Prospect.

pr叫Philosophical Society, Vol･ 25 (1893-94)

pp.23-51.

85 Education in Citizenship.

The Co-operative Yholesale Societies Limited, England

land, Annual for 1894, (1894) pp.286-313.

and Scot-

86 Evening Continuation Schools, Part I.

The Educational News, No. 19 (3 Feb. 1894) pp.76-78.

Evening Continuation Schools, Part II.

The Educational News, No. 19 (10 Feb. 1894) pp.92-94.

87 The Recent Progress and Present Condition of Engineering Compet卜

tion.

The Engineering Review, New Series, Vol.ⅠⅠⅠ, No.4 (21 0ct. 1895)

pp.108-log.
No.5 (20 Nov. 1895) p.156.

88 The Future of Politics.

The Yestminster Reviey, Vol.145, No.1 (Jam. 1896) pp.1-13.

89 The Centenary of a Glasgow College.

The Glasgow Herald (21 0ct. 1896) p.4, c.6-8.

90 Education in Relation to the Co-operative Xove皿ent.

The Progressive Reviey, Vol. 1, No.4 (Jam. 1897) pp.299-308.
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91 Some Urgent Educational Problems in Glasgow.

The Glasgow Herald (13 Kay 1898) p.10, c.7.

92 ‡ecbanical Engineering.

Industries of Glasgow (1901) pp. 36-9l.

93 Glasgow and Vest of Scotland Technical College.

The Scott ish Co-operator, a Journal of Progress and Economy, γol.

9, Ⅳo.143 (ll Jam. 1901) p.8.

94 Education and National Efficiency in Japan.

Ⅳature, γol.71, Ⅳo.1833 (15 Dec. 1904) pp.150-151.

95 Rein's `Japan`.

Nature, Vol.71, No.852 (27 Apr. 1905) pp.603-604.

96 The Training and York of Engineers in Their Yider Aspects: Intro-

ductory Address; by IIenry Dyer, Glasgov Technical College Scien-

tific Society, October 21st 1905.

Transactions of Glasgow Technical Scientif

ー06) pp.ト23.

97 Japanese lndustries and Foreign Investments.

The Financial Review of Reviews,

98 The Commercial ‡orality of Japan.

The Financial Reviey of Revieys,

p_S*tl,
Vol.2 (1905

Vol.I, No.4 (Feb. 1906) pp.88-96_

Vol.1, No.7 (士ay 1906) pp.399-

408.

99 Legal Aspects of Foreign Investments in Japan.

The Financial Review of Reviews, Vol.2, No.10 (Åug. 1906) pp.109-

117.

100 The Japanese Loan Conversion: Interviey With ‡r. E. Takahashi, the

Govern皿ent Commissioner.

The Financial Reviey of Reviews, Vol.2, No.13 (Nov. 1906) pp.329

-336.
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101 Scientific and Technical Studies.

The Glasgow Eerald (12 April 1907) p.9, c.卜2.

102 Some Lessons from Japan.

The Co-operative †holesale Societies Limited, Annual for 1908

(Iarcb 1908) pp. 146-166.

103 Engineering in Japan.

The Times (18 larch 1908) Engineering Supplement, p. 3_

104 Compulsory Continuation Classes.

The Educational News, New Series, Vol. II, No.89 (ll Sept. 1908)

pp. 999-1000.

105 Yestern Teaching for China.

Nature, Vol.80, No.2056 (25 larch 1909) pp.99-100･

106 Education and National Life.

･The
Glasgow Herald (15 0ct. 1909) p.14, c.8.

107 Commercial Education in Japan.

The Glasgow Herald (26 Nov. 1910) p.4.

108 PresenトDay Problems in Education.

The Glasgow Herald (30 Sept. 1911) p.10, c.5-6.

109 Educational Co-ordination.

The Educational News. No. 36 (8 Dec. 1911) pp. 1223-1224.

110 The Far East, Engineering and Co皿皿erCe.

The Glasgow Herald (29 Dec. 1911) p.37, c.2-3.

111 Education and Industrial Legislation.

The Glasgow Herald (16 上ar. 1912) p.12, c･2･

112 Eastern Trade, Engineering in Japan and China.

The Glasgow Herald (31 Dec. 1912) p.37, c･1-2･
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[注]

1) Xatthey, E. C. G. &丑arrison, B. eds., Oxford Dictionary of

National Biography. Vol.17, Oxford U. P., 2004, p.483.

2) Dyer, H., Dai Nippon, the Britain of the East, a Study in National

Evolution. Blackie a Son, London, 1904 a 1905; Do., Japan in World

Politics, a Study in International Dynamicj. Blackie 良 Son, London,

190g.

3) Xatthey,札 C. G. 良 Earrison, 良. eds., op. cH., p.482.

4) ①北政巳『国際日本を拓いた人々一日本とスコットランドの辞』 (同文舘,

1984, 146-147頁)には39点, ②三好信浩｢ヘンリー･ダイア-の日本研

究｣ 『広島大学教育学部紀要』第1部第36号(1987年12月, 12-16頁)に

は89点, ③三好信浩『ダイア-の日本』 (福村出版, 1989,巻末1-7亘)

およびXiyoshi, N. (Sarada, T. & A., trams.), Henry Dyer, Pioneer

of Engineering Education in Japan (Global Oriental, Kent, 2004, pp_

179-183)には89点が,それぞれ掲げられている｡ ④グラスゴウのストラ

スクライド大学アーカイブズでは, 『所蔵目録(University of Strath-

clyde, University Archives and Record Centre, Catalogue IV. I-51)』

に18件24点が掲出されている｡ ⑤グラスゴウ大学図書館の図書カードでは,

41点数えられる.なお, ⑥Xiyoshi, N. ed., The Collected Yritings of

些些ry Dy甲, a Collect血I in Five †olu皿eS (Folkstone, Kent, 2006)

には, 28点の著書･冊子および論文･論説が復刻され収録されている｡

5) `List of･ articles, books etc, by Dyer. Compiled by Shoji Eatoh,

Nagoya, Japan. Dec 1975', University of Strathclyde University

Archives and Record Centre, Catalogue. IV, `Records of staff and

student, societies, etc., 51. Dyer, Henry (1848-1918) 'の項に所載.

筆者は,関西教育学会第58回大会(2006年11月5日)の研究発表｢H.

ダイア- 『大日本･東洋の英国』 (1904)をめぐる考察｣において, ｢資

料①ヘンリー･ダイア一書作目録｣を発表した｡
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6) ①グラスゴウ大学在学中(1872年度)のワット賞受賞論文, The lnflu-

ence

ofヰ叫

the Eighteenth Century. 1872, pp.74. XS. ②グラスゴウ大学における

｢自然哲学｣受講ノート2冊｡ 1871年度に開講,担当者はⅤ.トムソン

(yilliam Thomson, 1824-1907)教授.表紙の標記は,それぞれ堅垂些

xathe皿atical Natural Philosophy Class, Glasg()y University Session

187l-72, Henry Dyer, 449 St. Vincent Street, Glasgow,およびYaves

and Vibrations Extra-york for Eigher Natural Philosophy Class,

Glasgow University Session 187卜72, Henry I)yer, 449 St. Vincent

street, Glasgoy. ⑧ I)yer's Correspondence to Dr. Andrew Kirkyood

(16 Åug. 1886), (17 Åug. 1886). XS. Dyer's Correspondence to

patrick Geddes (29暮arch 1892) (1 Dec. 1898) (20 Sept. 1902), XS,

など｡

7) ① [Dyer's I)iscussion on Yillian Denny's paper] `On Xr. Xansel's

and the Late Xr. Froude's Xethods ofAmalysing the Results of

Progressive Speed Trials',

Engineers and Shipbuilders

Transactions of the Institution of

in Scotland, γol.28 (1885) pp.卜8. ②

[I)yer's correspondence to John lilne's paper] `On Construction in

Earthquake Countries', Iinutes of Proceedings of the Institution

of Civil Engineers, γol.83, Part 1 (1886) pp.309-313. ⑧ [Dyer's

Discussion on Tbo皿aS Davison's paper] `On a Peculiar Form of

ナ

corrosion in Steel and Iron Propeller Shafts of Steamships ,

Transact i ons of the Institution of Engineers and Shipbuilders in

scotland, γol.28 (1886) pp. 189-190, 193. ㊨ [Dyer's co皿皿unication

on y. J. Xillar's Paper] `On So血e Properties of Cast-Iron and

Other姓etals',

Shipbui lders

Transactions of the Institution of Engineers and

in Scotland, γol.29 (1886) pp.133-137,その他｡

8 ) 'Education and National Life, Address by Dr Dyer',
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Herald (27 Jam. 1911) p.10,など.

9) Dyer, A. ed., "John Elder" chair of Naval Architecture and Xarine

Engineering, Glasgow University, 1886. Henry Dyer, 1886. p. ll.

10) `papers
and Articles by Henry Dyer Which have been printed and

published also Public Lectures'.

ll)三好信浩『ダイア-の日本』前出, 186-187貞より再引｡

12) 『ヘンリー･ダイア-著作集成』では, ①お雇い教師時代に作成した工部

大学校の記録類(学課並諸規則Calendarや年報Report) , ②工学専門諭

文, ③工学教育改革論文. ④社会改革研究, ⑤日本研究および日本事情報

普, ⑥教育論(国民教育,市民教育,工学教育)という, 6部門に分類さ

れている. 1iyoshi, N. ed., The Collected Writings of Henry Dyer,

a Collection in Five Volu皿eS. Op. °it..

13) ①梅渓昇･山中泰訳｢ヘンリー･ダイエル『技術者の教育』 ｣ (1)-(8),

『生産と技術』 28巻4号(1976年4月) 5-8頁, 5号(1976年5月) 2

-4頁, 6号(1976年6月) 2-4頁, 7号(1976年7月) 2-4貞, 8

号(1976年8月) 2-4頁, 9号(1976年9月) 2-5頁, 10号(1976年

10月) 9-12頁, 11号(1976年11月)7-11頁｡ ②仙石亮訳｢ヘンレイダイ

ヤー氏ノ離辞｣ 『工学叢誌』第25巻(明治16年11月) 535-547頁,第26巻

(明治16年12月) 602-607頁｡ ③坪谷善四郎訳『工業進化論』博文館,明

治29｡ ④平野勇夫訳『大日本一技術立国日本の恩人が措いた明治日本の実

像』実業之日本社, 19990

14)北政巳『国際日本を拓いた人々一日本とスコットランドの辞』前出,第4

章･第5章.三好信浩『ダイア-の日本』前出. Xiyoshi, N. (Sarada T.

& A. trams. ), Henry Dyer, Pioneer of Engineering Education in

Japan. op. cit. ; Xiyoshi, N. ed., The Collected Yritings of Henry

Dyer, a Collection in Five †olu皿eS. Op. Cit‥ このうち,とくに三好

信浩『ダイア-の日本』には,著作の分類,内容と傾向などについておお

いに依拠した｡
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15)三好信浩『ダイア-の日本』同上, 85-88頁｡

16)拙稿｢英国からみた工部大学校｣
,江藤恭二編『比較教育史の絵合的研究』

No. 1, 1980年3月,名古屋大学教育学部江藤研究室, 37-49頁参照｡

17) Checkland, 0., `scotland and Japan 1860-1914: A Study of Technical

Transfer and Cultural Exchange ,
in Ⅳish, Ⅰ.

■

Xeiji: Studies in Japan's

ed. , Baku皿atSu and

Economic and Social Eistory. Interna-

tional Centre for Economics and Related Disciplines, London School

of Economics, 1981/2, p.75.

18) I)yer, H., The Education of申gineer!. Imperial College of

Engineering. Tokei, 1879, pp. 8, 32; Do., The Education of Civil●

and lechanical Engineers. E. & F.札 Spon, London, 1880, pp.7, g,

33.三好信浩『ダイア-の日本』前出, 91頁より再引｡

19)三好信浩『ダイア-の日本』同上, 144頁｡

20)同上, 182頁｡

21)同上, 188云｡

22)同上, 190-191頁.

23) Dyer, H., `The Influence of XodernIndustry on Social and Economic

Conditions'. The Co-operative Yholesale Societies' Liznited, Annual

for 1892. 1892, p.175; Do.
,The

lnfluence of Xodern Industry on So-

cial and Economic Conditions. Co-operative Printing Society Ltd.,

xanchester, 1892, p.33.三好信浩『ダイア-の日本』同上, 192頁より

再引｡

24) Dyer, H_ ,
`Education in Relation to the Co-operative Xovetnent'. !垣

progressive Review, Vol.1, No.4 (Jam. 1897) p.300.

25)北政巳『国際日本を拓いた人々一日本とスコットランドの鮮』前出, 150

-156頁｡三好信浩『ダイア-の日本』前出,
192-194頁｡

26)たとえば, 1905年8月28日付のFリテラリー･ダイジェスト』紙上には,

日露戦争後の日本関心の高まり,英語で書かれた日本研究書の増大という
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動向のなか, ｢現代の注目図書,日本理解に役立つ本(Notable Books of

the Day, Useful Books on Japan) ｣という欄が特設されている｡類書13

冊を選んで書評･紹介をしているが,ダイア-著『大日本』も含まれてい

る｡ The Literary I)igest, Vol.X‡‡Ⅰ, No.18 (28 Åug. 1905) p.625.

27) Dyer,臥, Dai Nippon. op. °it., p.ix (平野勇夫訳『大日本一技術立国

日本の恩人が措いた明治日本の実像』前出, 28頁) 0

28) Dyer,臥, `Education and National Efficiency in Japan', Nature, γol.

71, No.1833 (15 I)ec. 1901) p.151,･ I)o., Dai Nippon, ibid., pp.342-

343 (平野勇夫訳『大日本一技術立国日本の恩人が措いた明治日本の実像』

同上, 413頁)
｡三好信浩『ダイア-の日本』前出,

208-212頁参照｡

29) 'Lessons for Great Britain', Dyer, A., I)ai Nippon, ibid., p.425

(平野勇夫訳『大日本一技術立国日本の恩人が措いた明治日本の実像』同

上, 507頁) ; `Lesson from Japan', Dyer, A., Education and National

Life. Blackie and Son, London, 1912, p.36.

30) Dyer,臥, `so山e Lessons froth Japan', The Co-operative Yholesale

Societies Limited,Annual for 1908. 1908, p.146.

31) Dyer,臥, Ja叫-

ics. op. cit., pp.log-110, 117; Do., Educationand National Life,

op. cit., pp.39, 86: Do., 'comercial Education in Japan', The

Glasgoy Herald (30 Nov_ 1909) p. 4.三好信浩『ダイア-の日本』前出,

21ト212頁｡

32)三好信浩『ダイア-の日本』同上, 203頁｡

33)同上, 203-205頁参照｡

34)前出の注4)の⑥および注12)参照｡

一177-



第二節 H.ダイアー『大日本』 (1904)の研究-一書評と出版記鐘を中心に

I.ダイアーの日本研究

(-)

お雇い教師の功績の一つに,日本研究がある｡本務の余暇を利用した日本研

究だけでなく,帰国後も研究を継続しその成果を出版した｡これらの日本研究

は,世界にむけて日本紹介を促進した点で注目されるく1'｡

H.ダイア- Henry I)yer (1848-1918) (2'もその一人である｡明治初年に

工部省の招きでスコットランドから来日したお雇い教師である｡東京大学工学

部の前身にあたる工学寮および工部大学校の都検(教頭)として,また土木･

機械工学教師として活躍し,日本の工学教育の基礎づくりに責献した｡ 1873

(明治6)年から1882 (明治15)年までの滞在中,そのような職務を通して日

本の近代化事業に参画したし,日本を観察し日本通になることができた｡帰国

後も,日本と親密な関係を保ち,日本に対して関心をもち続けた｡やがて本格

的な日本研究に着手すると,日本での体験と観察が存分に生かされた｡

その成果は, 『大日本』 (1904)という大著になってあらわれた｡同書には

｢東洋の英国一国家発展の一研究｣という副題が添えられている｡ついで,別

著『世界政治のなかの日本』 (1909)もあらわれたし, ｢日本の教育と国家的

効率｣ (1904) , ｢日本からの教訓｣ (1908)などという諭稿もある(3'o これら

を含めて,著作の題名に｢日本｣を冠したものだけでも,少なくとも14点(著

書3点,論文11点)を数える`4)0

ダイア-の著作活動は旺盛で,管見の限り,印刷･刊行された図書･冊子42

点,雑誌･新聞における論文･論説70点を数える｡これらの著作の内容は,大

別すると,工学教育の研究,工学の学術研究,教育改革研究,社会改革研究,

日本研究に分類される(5)0

そのうちの日本研究の代表作が『大日本』である｡同書は, ｢積年の日本研

究の成果を集大成｣した著作である`6'とか, 『世界政治のなかの日本』とと
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もに, ｢当時の日本研究の分野で最高の研究の一つである｣とか,位置づけら

れている(7)0

(二)

一連の日本研究では,とくに下記の二点が特筆される｡第一は,母国の英国

と比較して日本を対象化した点である｡しかも,早くから日本が｢東洋の英国｣

になるよう期待したし,やがてそうなるであろうと確信した｡ 『大日本』には,

日本の将来について, ｢日本は(東洋のイギリス)と称される存在でありたい

と願っているが,私の見るところ,物質的な意味でも知的な面でも,また道徳

的な観点からも強い影響力を備えているという点で,日本はそうした願望に充

分な根拠があることをかならずや立証してみせるに違いないo｣ (8),という一

節がある｡

第二に,日本の近代化にはたした教育の役割を一貫して着目した｡日本の急

速な成長は｢すべて国民教育の強固な基盤の上で展開されてきた｣
,というこ

とである｡そのさい,自生的に工業化がすすんだ母国･英国との比較考察をと

おして,日本の国家的教育制度に注目し,日本の経験は｢英国-の教訓となる｣

と説いた(9)0 『大日本』では｢英国が学ぶべき教訓｣という項目が特設され

ているし,前記のように, ｢日本の教育と国家的効率｣あるいは｢日本からの

教訓｣と超する論稿もある(10)｡これらの著作では,教育のなかでもとくに技

術教育が英国の教訓として役立つことが論述されている｡

ダイア-は,技術教育のみならず,日本の商業教育ならびに修身教育につい

ても英国の教訓になると説いている｡ 『世界政治のなかの日本』のほか, ｢日

本の商業教育｣ (1910)や『教育と国民生活』 (1912)ではそれらの主張が認

められる(ll)0

2. 『大日本』の内容と特色

(-)

『大日本』は20葺から構成され,本文450貞,前書き16貞から成る大著であ

る(訳書は 546真におよぶ)
｡順に,

①工部大学校と私, ②封建制の崩壊,
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⑨日本人の心情, ④移行期---一明治維新から日英同盟まで, ⑤教育の普及, ⑥

陸軍と海軍, ⑦交通と通信手段, ⑧産業の発達, ⑨伝統工芸と美術界の動向,

⑩商業と貿易, ⑪食糧の供給と農水産業, ⑫植民政策と移民, ⑬立憲政体の確

立, ⑭行政組織の整備, ⑬財政と金融の改革, ⑱悲願の条約改正と対外関係,

⑳外交の展開, ⑩社会と生活の変貌, ⑩将来の展望, ⑳補遺---一日蕗戦争の勃

発,という広大な内容から成っている(12)0

(二)

本書は,日本近代化の成功要因をめぐる考察を主眼としている｡まえがきに,

｢世界が一九世紀後半の奇跡とみなしたもの,つまり日本が国際社会の一員と

して台頭してきた過程で,その原動力となったものは何であったのか｣に注目

する(13)とあるように,日本近代化の歴史と現状ならびに成功要因についての

分析が目ざされた｡

日本近代化の成功要因が考察されるさい,本書には,教育史上いくつかの特

色と意義が認められる｡第一に,近代化の成功要因として教育の役割,とくに

政府主導の教育政策と教育制度の確立が特筆されているく14'｡ ｢近年この国で

起こった事態の進展は,すべて国民教育の強固な基盤の上で展開されてきたと

いうことである｡政府は国民の先頭に立ってあらゆる種類の教育機関の設立を

奨励し,支援を与えてきた｡国民もまた,政府と民間団体から提供された教育

施設を熱心に利用してきた｣ (15),とある.

なかでも,政府が政策を決定し, ｢科学技術教育に重点的に財源を配分した

こと｣が特筆された｡政府が主導するとき, ｢よくよく熟慮したうえで国とし

て目指すべき計画を立て,巧みにそれを実践するとともに,西洋式のやり方を

自国の制度や慣習に適合させて,新しい国家を創り上げた｣という点にも着目

しているく16).

政府主導による｢よく練り上げた教育の仕組みが国家の将来に直接に及ぼす

絶大な影響｣ (17'ぶりについて,種々の領域ごとに分析し,日本の事例は｢世

界の歴史にも類例のない目覚ましい実例｣であると位置づけた｡ ｢日本が一九

世紀末の二五年間に実践した教育の進展は,世界の歴史にも類例のない目覚ま
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しい実例であるに違いなく,一国の経済と産業と社会の状況を改革するうえで

教育がどれほど大きな役割を果たすものかを具体的に示している｣と記してい

る(18)0

第二に,日本近代化という｢大変革を生み出すのに大きく寄与した諸要因の

なかでも,とくに教育と工学技術の仕事,具体的には日本人の技術者を育成す

る高等教育機関｣ (19)である,工部大学校の責献をくりかえし特筆している｡

ダイア-はその工部大学校の都検(教頭)として開設と運営に携わってきた

だけに,同校の開設の経緯,教育の内容,教育の成果について詳述している｡

開設経緯については,同校の教育課程はダイア-自身の創案であったことを記

した(20)｡教育内容については,サンドイッチ方式という特色ある教育課程を

用意したことで,学生は｢理論と実学の両面にわたってバランスのとれた適切

な教育指導を受けることができた｣し, ｢客観的な観察と独創的な思考の習慣

を身につける訓練を受けた｣
,と記している(21)｡教育成果については,

｢学

生たちが卒業後に社会で示した輝かしい業績｣から,同校の｢教育がきわめて

すぐれていたことを何よりもはっきりと立証している｣と述べ(22), ｢昨今の

雑誌の記事やその後の第三者の観察｣を具体的に引用して,確かな教育成果と

日本近代化における同校の大きな貢献を示そうとした(23)o

第三に,英国への逆影響という視点が注目される｡とくに工部大学校を介し

た日英間の教育文化交流が進展するなか,日本から英国への影響がみられたと

いう視点である｡日英関係をめぐる数ある研究文献のなかで,本書は日本から

英国-の逆影響の面を指摘したきわめて初期の事例(24)であろうと思われる｡

ダイア-のいうには, 1882 (明治15)年6月1日付で工部大学校を辞し帰国

してから,郷里にあるグラスゴウ･西部スコットランド工科大学(現在のスト

ラスクライド大学)の開設と運営に参加したとき,自分は｢日本の工部大学校

の教科課程をこの新しい大学に取り入れることができた｣ (25)｡同工科大学の

『学課および諸規則』をみればわかるように,それは｢私の日本での教育体験

の成果を導入したことを示している｣ (26)という.これは,ダイア-がいうよ

うに, ｢教育史上の一つの興味ある事実｣ (27)であるにちがいない｡
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ダイア-は,自身を介した逆影響だけでなく, ｢工部大学校の当初の教師陣｣

(J.ミルンJohn Xilne, E.ダイヴァ-ズEdyardI)ivers, W. E.エア

トンYillia血Edyard Ayrton, J.ペリーJohn Perryなど)もまた,帰国後

の活動のなかで,英国の科学技術教育に｢強い影響｣を及ぼしてきたというこ

とにも言及している｡ ｢これらの人たちは,現在ほぼ全員が科学と教育の分野

でよく知られた存在で,在職中の者はみずからの研究活動で名を上げているば

かりでなく,日本で働いたときの経験を生かして,母国イギリスの科学技術教

育の環境作りに強い影響を及ぼしてもきた｡ ｣
(28'

工部大学校からの影響はグラスゴウの工科大学にみられただけではない｡白

分は,これまで,自著『技術者の教育 The Education of Engineers 』 (1879)

をはじめ,機会あるごとに,英国の科学技術教育の欠陥を指摘しその改善策を

提示してきたが, ｢今日,イギリスのカレッジはほとんど例外なく,あの当時

私たちが工部大学校で採用した技術教育の改善策をそっくり取り入れていると

言ってよかろう｣く29)とも述べている｡

たとえば, W.トムソンYilliam Tho皿SOn (1824-1907)教授がグラスゴウ

大学でジェームズ･ワット工学研究所を設けたとき,かれは｢この種の研究所

を最初に設置したのは日本の工部大学校であることを披露した｣
｡その｢工部

大学校が教科課程のすべての分野に導入した実験と図表を駆使する方法は,い

まではイギリスのどこのカレッジでも,ごく普通のことになっている｣｡その

ほか, ｢私が日本で技術者教育に導入した理論と実践を結びつけるやり方も,

実習の<サンドウィッチ方式>の名のもとに,さかんに推奨されている｣ので

ある(30)0

第四の注目点は,国家主導の日本教育が英国再生のモデルの一つになると指

摘している点である｡ ｢英国が学ぶべき教訓｣という項目が特設され,英国は

｢日本からいくつかのことを学ぶのを恥ずかしいなどと思ってはならない｣と

いう言辞がみられる`31'｡ダイア-のみるところ,英国のばあい｢国民生活の

進化は,比較的遅々とした歩みをたどっている｣し, ｢産業の発展は,その多

くがいまや急速に消滅しつつある状況｣にある(32'｡そのなか,英国再生にむ
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けて学ぶべきことの一つは,国家の主導のもと近代化をめざして整備されてき

た日本教育のあり方であると指摘し,つぎのように述べている｡

｢ほかの国々,とくにフランスとドイツとアメリカ,そしてとどこにもま

して日本は,それぞれ教育上の措置を充実させてその成果を国家の事業に

反映させ,国内の経済と社会の状況および海外における通商の拡大に大き

な効果を及ぼしている｡すでに見てきたように,日本が教育に講じてきた

措置はきわめて完壁なもので,その教育の成果を充分に活用した者は,日

本に起こった大きな事態の進展のなかの知的で活動的な分野で,おおいに

力量を発揮している｡ ｣
(33)

｢私たちにいちばん必要なことは,国の目的というものをはっきりと意識

し,常にその目的の達成に全力を傾け,そのために科学の発達の最新の成

果を効果的に利用するということである｡ ｣
(34)

(三)

｢英国が学ぶべき教訓｣とか,日本教育の英国への逆影響とかいう視点は,

『大日本』にみられる特徴ある分析視点である｡しかしながら,これはダイア

-特有の視点とは思われない｡ダイア-が帰国し『大日本』を執筆するころ,

それまで繁栄していた大英帝国は諸外国との競争に直面し相対的に衰退期をむ

かえていただけに,台頭する近代日本への関心は一段と高まったはずである｡

実は,わが国が指導を求めていた明治初期の英国は,すでに自国の技術教育

体制の不備ゆえに工部大学校に強い関心を示し,同校を理想祝していたところ

があった｡当時の英国の雑誌･新聞( 『エンジニア』 『エンジニアリング』

『ネイチャー』など)は,かなり頻繁に工部大学校を取りあげている｡管見の

かぎり, 『ネイチャー』誌の1873 (明治6)年4月3日号の一般記事｢日本の

工科大学｣にはじまり, 『エンジニア』誌の1898 (明治31)年5月20日号にお

ける論説｢日本におけるエンジニアの養成｣ (筆者は東京大学お雇い教師R.

H.スミス Robert Henry Smith)に至るまで, 30点を数えるく35)o

それらの内容は,工部大学校の建物と敷地の配置,卒業式,ダイア-の歓送

会,記念講演,入学試験･定期試験など多岐に及んでおり,同校に対する関心
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の強さがうかがわれる｡総じていうと,工部大学校は極東の後進国に突如誕生

した世界的に清新な絵合的工科大学として,驚きと賛辞をもって繰り返し取り

あげられている｡そのさい,とりわけ教科課程の内容編成ならびに理論と実習

を結合した教育システムに強い関心を示していることが注目される｡ 『大学要

覧』をもとにした詳細な解説記事をのせ,そこから自国の技術教育に対する反

省を引きだし,同時に工部大学校における教育の特質とその世界的な先進性に

言及しているのである(36).

(四)

『大日本』には,多数の日本関係資料が含みこまれていることも注目されるo

各章の末尾には重要な参照文献が一括して掲げられ,そのなかに相当数の日本

語文献がみられる｡巻末には｢参考となる書物をはじめ各種刊行物のリスト｣

が付録された(37'｡同じような日本体験をもった外国人はほかにも少なくなかっ

たのに,ダイア-がこれほどまでの日本情報に恵まれた理由は何か｡

まず第一に,日本の外務省をつうじて資料を入手できるようになっていたこ

とが注目される｡ 1902 (明治35)年に日本政府の｢帝国財政及工業通信員｣に

任命され,日本の財政事情および経済社会の現況を英国に紹介するという任務

杏,秘密裏に委嘱されていたのである｡外務省外交史料館には,それを裏づけ

る機密扱いであった文書(38)が残されている.

第二に,工部大学校関係者からの協力が考えられる｡たとえば,同校第五期

卒業生の田連朔郎(1861-1944)が, 1904 (明治37)年12月15日にダイア-か

ら『大日本』を贈呈されたが,同書には, ｢成績優秀な工部大学校卒業生.田

連朔郎教授に贈呈｡ 『大日本』執筆-のご協力に感謝｡友情と尊敬のしるしと

して.ヘンリー･ダイア-｣と書き添えられている(39'｡各章の末尾に掲げら

れた参照文献のなかにかなりの日本語文献がみられるのも,かれら教え子たち

の協力があればこそであろう｡本書の｢まえがき｣には, ｢日本各地のさまざ

まな分野で活躍している私の教え子たち｣に対する謝辞が含まれている(40'｡

そのほか,第三に,まえがきには｢日本にいる大勢の友人たちに大変世話に

なった｣とある｡そのなかでも,とくに｢日本政府の重要刊行物を余さず私の
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もとに送り届けてくれたJ阪谷芳郎(1863-1941)大蔵次官と,英字紙『ジャ

パン･デイリー･メイル』の社主兼主筆であったF.ブリンクリー Francis

Brinkley (1841-1912)の二人の名前をあげて,謝辞を記している(41)0

3.同時代の書評･紹介

Ⅰ.内外における関心

『大日本』は,刊行当時,大きな関心をもって迎えられた｡同時代における

受容ぶりは,書評･紹介ならびに刊行記録から具休的に知ることができる｡

まず,書評･紹介についてみると,第一に,アメリカの『累加式書評要覧』

にとりあげられ,その1905年版で雑誌5誌にあらわれた書評の要録が掲載され

た`42'ことが注目される｡具体的には, The Ath堅些堅些!中世, The Lite-

rary Digest, The Nation, Outlookの5誌である. 『大日本』の発行日は1904

年の10月4日(後出)であるから,早くもその翌年に収録されたことになる｡

また,ダイア-の別著『世界政治のなかの日本』 (1909)の見返しの遊びに

は, 新聞9紙における書評の要録が掲載された｡ !垂迦_主

血ent, The

iterary Supple-

World, Daily Telegraph, Daily News, Guardian, I)aily Chron-

icle, The Glasgow Herald, The Xanchester Guardian, The Scotsmanの各紙

である(43)0

第二に,英国で最初の書評は『ネイチャー』誌における書評と思われるが.

その書評は同誌の1904年12月1日号に掲載されているから, 『大日本』の発行

後まもなくのことになる｡日本では,それよりも前の同年11月13日, 『読売新

聞』紙上に刊行予告記事が掲載された(44)ことが注目される｡

第三に,それらを含めて,筆者はこれまでに計20件の書評ないし紹介を確認

している(45)｡日･英およびアメリカの雑誌･新聞であり, I)aily Telegraph,

The Xanchester Guadianなどの有力紙もあれば, Nature, TheAmnals of the

American Academy of Political and Social Scienceなどの専門誌, The

Athenaeu皿 という総合雑誌も含まれている｡
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ⅠⅠ.書評要覧における紹介

(-)

『累加式書評要覧』では,英米の雑誌5誌における書評がとりあげられ,鹿

評ならびに個々の書評の要録が収録されている(46)0

総評の部では, 『大日本』は｢百科事典的な文献の部類に入る｡したがって,

潤色されない事実や数々の統計と図表を好む人や, 『美文』
,流暢な文章ある

いは『美辞麗句』の類はどれも嫌う人たちの関心を,とくに引きつけるであろ

う｣ということが,指摘されている｡

個々の書評の要録のなかでは, (1) ｢きわめて包括的でよくまとまった啓発

的な著述｣であり,日本の進化と発展の現段階についての｢信頼できる説明を

簡潔な形で示そうとした第一級の著述である｣ (The Outlook)こと,とりわ

け,見落とされがちな｢日本の国が現在直面している諸問題,すなわち社会,

宗教,経済,政治上の諸問題を正確に認識するのに欠かせない,数多くの事実

を整理し記述している｣ (The Literary Digest)点が注目され,紹介されて

いる｡

(2)類書にみられない特色として,お雇い外国人の貞献に着眼しそれを論究

したことが特筆されている｡たとえば, ｢日本に関するほかのどの著者よりも

優れている点がひとつある｡多数の『お雇い外国人』が日本の理想を高め,将

来の成功の道を示して日本人のために行った責献について,明快に,説得的に,

しかも内容豊かに説明している点である｡ ｣ (The Dial)とか, ｢ダイア-氏

は日本の進展において外国人の果たした役割について,大多数の著者よりも断

然すぐれた見解を示している｡ ｣ (The Outlook)
,などという評言である｡

長所だけでなく,批判的な指摘もみられる｡ (3) ｢著者による日本批判がみ

られない｡日本人による自己評価と熱烈な日本賞賛者の評価を,何ら検討せず

に受け入れている｣ (The Athenaeum) , (4) ｢所見のみならず語句についても

繰り返しが多い｡それに,言葉遣いは妙にぎこちなく,しかも時には『青書』

のような無味乾燥なところがみられる｡記述の不正確なところも時おりみうけ
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られる｣ (The Outlook)などという批判である｡

(二)

『世界政治のなかの日本』 (1909)の見返しの遊びには,新聞9紙における

書評の要録が掲載されている(47)｡同書はダイア-の自著であり,出版社も

『大日本』と同じプラッキー杜であるだけに,新聞9紙のいずれの書評要録に

も高い評価がみられ,長所が指摘されている｡ そのさい,とくに,資料に裏

づけられた詳細かつ確かな記述という面が特筆されることが多い｡たとえば,

(1) ｢日本社会の構造,資産,発展の可能性に関する詳報を希求する熱心な読

者に対して,これ以上有益となる本はほとんどないであろう｣ (The Scotsman)

とか, (2) ｢現在の日本について種々の資料を活用し綿密にまとめた記述と････

日本帝国の現在の政治･経済状況についてもっとも顕著な特徴点に関するわか

りやすい記述を,提供してくれる｣ (世叫nt)とか,

(3) ｢正確で知識が詰まった本であり,現代世界史におけるアジア最初の大国

日本を知るための基本的な参考書｣ (Daily Chronicle)である,とかいった評

価である｡

(4) ｢構想は冷静で,方法は科学的,情報は詳細かつ正確であって,めった

にみられない数多くの長所をあわせ持っている｣ (The Xanchester Guardian)

という書評,あるいは(5) ｢日本の国についての好意的な知識,日本国民に対

する温かい理解と高い評価をもって記述されている｣という特徴点を指摘し,

｢同書は,日本帝国が近い将来世界史に与える影響について,読者の関心を引

くことであろう｣ (Daily Telegra如)という書評もある. (6) ｢日本の大変革

の真の性格をいっそうはっきりと解明する著作である｡どの章もまったく興味

津々の内容であり,日本研究者は誰しも手元に置くべき本である｣ (些生垣

News)と推奨する書評まである.

ⅠⅠⅠ. 『ネイチャー』誌における書評

『ネイチャー』という週刊科学雑誌は,早くも1904年12月1日号で,長文か

つ詳細な書評を掲載した(48)｡国家発展の要因として教育の役割に注目し,五
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箇条御誓文(1868)の｢智識を世界に求め,大に皇基を振起すべし｣という基

本方針を基底にした日本の近代化と,そのなかで展開する幼稚園から大学に至

る学校教育の歴史および現状を詳しく紹介している｡

本書評の主たる内容を具体的に示すと,まず第一に,日本の｢躍進｣すなわ

ち近代化に注目し,その躍進は西洋教育を移植した成果であることを示す｢注

目すべき実例｣であることを指摘した｡ ｢日本の過去から現在に至る躍進につ

いての物語は,常に物質文明の歴史上もっとも注目すべき出来事の一つになる

であろう｡したがって,間物語はこれだけでなく,東洋の倫理体系によって育

成され,その上に移植された西洋教育が達成した成果に関する注目すべき実例

でもある｡ ｣

第二に,西洋教育を活用した日本の｢躍進｣は日本人が知的に｢相当高い能

力を持っていた｣成果である,という見解を示している｡

｢馬に水をやることはできるが,馬に水を飲ませることとは別問題である｡

同様に,国中に学校を配置することはできるかもしれないが,学習の能力

も願望も持たない者に学校を活用するよう仕向けることなど至難の業であ

る｡ところが,日本人は相当高い能力を持っていた｡日本人の並々ならぬ

記憶力に少数のヨーロッパ人は気づいたのだが,単に常軌を逸した好奇心

と見なしただけであった｡その記憶力は,東洋の賢人の格言とおびただし

い漢字を記憶した結果であったかもしれない｡多くのヨーロッパ人が他と

接触ないまま大いに楽しんでいる間に,日本人の心の中に深く根づいた哲

学が,西洋の進歩に歩調を合わせる方が得策であるとの示唆を与えるのに

関係があったにちがいない｡ ｣

第三に,日本の躍進のもう一つの要因として,国民のなかに培われ浸透して

きた｢西洋の束縛から逃れ｣ようとする名誉心と愛国心に着目した｡ ｢国家と

個人の名誉が侮辱されてきたという思い｣から,西洋から逃れ自立する手段と

して｢西洋の実用的知識｣の習得をめざしたと説いている｡

｢日本が島国的ユートピアから国際社会でのはてしない争いに巻きこまれ

ざるをえなくなった主因となったのは,国家と個人の名誉が侮辱されてき
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たという思いであった｡内戦が終わり,徳川幕府は敗北し,甜建大名は現

在君臨する天皇の下に統合された｡それで国内不和は収まったけれども,

西洋側の要求は雲のように日本を包んだ｡ 13か国と条約が締結されたが,

それぞれの国には裁判所があった｡日本は関税制度を決定しようとしても

無力だった｡横浜は英国連隊によって警護され,公使館にはそれぞれ自国

の護衛がいた｡こうした外交その他の面で,日本国民がまだひどく無知で

あるような文化があったにもかかわらず,自尊心を傷つけられ劣等国民と

見下されたと感じていた｡仏教と神道は異常なほどの愛国主義と愛国的言

動を生んでいたが,その一方で, 『サムライ』の『武士道』が道徳基準の

体系をもたらし,その武士道精神が『西洋人の信奉するキリスト教が西洋

文明に入り込んだよりも深く,日本の国民生活に入りこんだのである』 0

これらの倫理面での教訓のうちで,知恵,慈善,勇気に関係するものが

重要であった｡知恵は単なる知識というよりむしろ聡明さを意味した｡慈

善は社会的なかかわりに帰着したので,物乞いはほとんど存在しないし,

国の貧者救済も求められることはめったにない｡勇気は,降服するくらい

なら自国のために死んだ方がよいという考えになってあらわれた｡商業は

常に卑しい職業と見下されてきたのである｡このような倫理の教訓が浸透

した日本国は当然その自立に誇りを感じ,西洋の束縛から逃れようとした｡

日本が選んだ西洋から逃れる手投は,陸軍と海軍にしっかり援護されて,

西洋の実用的知識を習得しようとするものであった｡ ｣

第四に, ｢開国で得たものは多かったが,そこで得た恩恵は完全でなかった｣

と指摘することも忘れていない｡しかし, ｢全体的にみたら,日本は失った以

上のものを手に入れた｣ことで, ｢日本はもはや生徒ではなく教師なのである｣

とつぎのように評価している｡

｢日本は開国で得たものは多かったが,そこで得た恩恵は完全でなかった

ことを示す徴候がたくさんある｡商業,競争,富の蓄墳には貧困の増加が

伴い,開港地で働く者は接触したヨーロッパ人のマナーを身につけてしまっ

た｡こうした傾向は非常に目立つのであるが,ヨーロッパ人の家庭で召使
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であった日本人が,日本人のなかで召使いになるのは不利になるかもしれ

ない｡控えめにいっても,こうした人はあまりにも無愛想になってしまっ

ている｡この種の副次的な諸問題のために,国家がかつての状況が消え失

せたことを後悔の念で見るようになるかもしれない｡しかし,全体的にみ

たら,日本は失った以上のものを手に入れたのである｡日本はもはや生徒

ではなく教師なのである｡ ｣

ⅠⅤ.日本研究のなかでの位置づけ

『大日本』を当時の日本研究のなかに位置づけ,類書と比較するという視点

からみた書評もあらわれている｡ 『リテラリー･ダイジェスト』紙(1905年8

月28日)の場合は,日清･日露戦争が進展するなかでの日本関心の高まり,お

よび英語で書かれた日本研究書の増大という傾向のなか, ｢現代の注目図書,

日本理解に役立つ本｣という欄を特設･L/,類書13冊を取りあげて書評ないし紹

介した`49'.そのなか, 『大日本』は｢まったく類書と異なる｡日本人の生活

の精神的側面よりもむしろ物質的な面を扱い,主に過渡期の人物や事件を扱っ

ている｣,ということを指摘した｡

ただし, (1) ｢ダイア-が精神的な面をまったく無視した｣とか,現代日本

の状況にまで論究していないとか判断するのは｢間違い｣であって, ｢反対に,

20世紀日本を扱う著者がしばしば見落とし,しかも現在日本が直面している

諸問題(すなわち社会,宗教,経済,政治上の諸問題)を正確に認識するのに

欠かせない,数多くの事実を整理し記述している｣
｡また,

(2) ｢見解のみな

らず語句にも繰り返しが多い｡言葉遣いは妙にぎこちなく,しかも『青書』の

ような無味乾燥なところも時おりみうけられる｣と批評するむきもあるが,

『大日本』は｢E.サトウ卿, G. W.アストン, B. 班.チェンバレンおよ

びフランク･ブリンクリーといった大家の,より詳細な研究にむけた入門書で

あるとする点では,今までみてきたほかのすべての批評と一致している｣ 0

Ⅴ.日本における書評･紹介
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3l-i:

わが国では,記述のように, 『読売新聞』が早くも明治37 (1904)年11月13

日号で, 『大日本』の刊行を下記のように予告し, ｢欧人をして我が人文の情

勢を解通せしむべき述作たらんか｣といい添えている｡

｢明治の初年工部大学校の教頭として東京にあること十余年,今-故郷英

国に在りてグラスゴーに工業に従事するヘンリー,ダイエル博士-,年来

日本に関する述作に志し,昨今稿成りてブラッキー書房より刊行すべしと

いふ,題名ハ`Dai Nippon: the Britain of the East"題目から人の注

意を惹くに足るが如し｡ ｣
(50)

その翌年の明治38 (1905)年2月になると,ダイア-と親交の厚い田連朔郎

が『工学会誌』に紹介文を寄せた｡ ｢ダイヤ-先生ノ著書(大日本即-チ東洋

ノ英国)｣と起筆し, 『大日本』の前付けの一部(書名,著者ダイア-とその

肩書,工部大学校生への謝辞)を英語のまま転載したあと,同書の内容と意義

について, ｢内容ヲ区別スレバ小引,幕末,日本魂,変遷,教育,海陸軍,交

過,工業,美祷,商業,食料,拓植,憲政,行政,財政,外交,政略,社交,

未来,近事ノニ十章二別チ先生ガ我国在留ノ経験ヲ基トシ最近ノ諸材料ヲ以チ

著述セラレタルモノニテ全篇同情ノ横溢セル我大日本既住現在ヲ写シ出シテ遺

憾ナク以テ未来ヲ示スニ足ル｣,と記した｡

最後に,工部大学校生の教え子にむけた謝辞にとくに注目して, ｢師弟情愛

ノ濃ナル此著ヲ生等こ向ツテでじけ-とセラレタリ顧ミテ僅々為トコロヲ知ラ

ズ玄こ謹ミテ該著ヲ紹介ス｣と述べているく51)0

(二)

Fジャパン･ウイクリ-･メイル』紙(1904年12月31日)では,長編の書評

がみられる｡ 『大日本』からひんばんに引用しながら内容を紹介し,同書で描

き出された日本像および日本人理解をめぐって詳しく言及している｡その主要

な論点は次のとおりである(52)0

第一に,豊富な資料の活用,整理･工夫された記述,それに各章末の参考文

献の充実ぶりが注目されている｡
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｢各章はどれもそれ自体完結した論文になっており,かつ最新情報の豊富

な宝庫である｡著者はそうした情報を読者が納得いくように,また読者が

使いやすいように配置し,整理して記述し,論じている｡｣

｢本書を慎重に読んでみると,日本関係の出版物で有益かつ信頼に足るも

のははとんど,著者が調査ずみであると判断できる｡参照文献を頻繁に加

えれば紙面は読みにくくなるから,ダイア-は各章末に参考文献に関する

注記を加え,そのなかでその事で扱った主題に関する権威ある最良の典拠

を示している｡また,日本の発展に関する詳細な情報を求めている学徒に

有益な図書および出版物のリストを含んだ付録もつけているが,実をいう

と,本書の方がそのリストの多くの参考文献より優れている｡ ｣

第二に, ｢豊富な証拠｣でもって論述されているうえに, ｢分析的かつ絵合

的論述手法｣が全編にみられることで,統一のとれた全体像に仕上げられてい

る｡ ｢本書を日本事物のほとんどの知識を確実に伝えるダイジェスト版と呼ぶ

ことは,本書の分析的かつ絵合的論述手法を無視することになるであろう｡こ

の方法が本書全編にみられるし,これによって各部分がつながれていくのみな

らず,実に多くの細かいデータが全体に統一のとれた一編に仕あげられている

からである｡ ｣

第三に,日本の文明化理解におけるダイア-の姿勢,ならびに日本人にみら

れる｢慎重な保守主義｣と西洋文明とを｢有機的に調和させる最善の方法｣を

見いだすことこそ,日本の将来の課題になるという主張を,高く評価し紹介し

ている｡

｢本書のもっとも顕著な特色は,日本の文明化,すなわち輸入された文明

ではなく日本で育まれたものに対する,著者の率直かつ公平な婆勢がみら

れることである｡著者の眼は今日みられる西洋文化をゆがめる非常に重大

な欠陥に開かれており,外国文明の輸入は日本を外からの攻撃から救うた

めに必要だったけれども,日本にとって本当に恩恵であったかどうか,悼

士は疑っているのである｡ 『将来の問題は』と博士は書く, 『日本の特性

を保持する一方で,西洋文明のよいところをすべて最大限に利用して,他
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国の特性と日本の特性を有機的に調和させる最善の方法はなにかというこ

とである』
｡｣

第四に,日本人にみられる資質(日本国に対する｢強烈な忠誠心｣, ｢まぎ

れもない独創性｣など)
,ならびに日本は工業,商業,政治,思想の面で東西

融和という｢非常に重要な役目を担っている｣点をめぐって論じられたことで,

『大日本』は｢世界の日本理解に対して大きな寄与をなす｣と位置づけられて

いる｡

｢本書は世界の日本理解に対して大きな寄与をなすものとして,きわめて

重要な位置を与えられるべきであるように思われる｡というのも,本書は

科学的精神の正確さを特徴とし,われわれが判断できる限りでは誤謬とか

誇張はまったくないし,同時にまた著者が日本に対して好意的な思いを抱

いていることから,日本人を例外的な誠実さで解釈することが可能になっ

ている｡日本への感激がきっかけで生まれた多くの本のなかでも,本書ほ

ど熱心な研究者の書斎で重要な位置を占めるにふさわしいものはない｡ ｣

4. 『大日本』の刊行状況

『大日本』はロンドンのプラッキー杜Blackie& Son Ltd.から刊行された｡

ロンドンの伝統ある出版社である(53).同社の出版記録によると,発行日は19

04 (明治37)年の10月4日,定価は12シリング6ペンスであった｡発行部数は

公称1000冊,これが年内にすべて捌かれた｡実際には1008冊販売という記録が

ある.翌年にはあらたに250冊が増刷され,この年は98冊売りさばかれた(54).

したがって, 2年間に1106冊が販売されたことになる｡

しかし,その後の売れ行きは芳しくない｡ 1906年は18冊, 1907年8冊, 1908

年5冊, 1909年2冊, 1910年14冊, 1911年10冊, 1912年3冊, 1913年1冊, 19

14年0冊, 1915年1冊, 1916年0冊, 1917年67冊という状況であり,これ以後

は(販売記録のある1924年度まで)一冊も売れていない(55)｡したがって,

『大日本』は全部で1250冊(実際には1258冊)発行され, 1917年までに1235冊
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が販売されたことになる｡

同書の正価は1冊12シリング6ペンスであり,印税は15パーセントとする契

約が1904年7月12日に結ばれている｡ダイア-の死去(1918年9月25日)後は,

グラスゴウ市内のD.プリーズDavid Breese氏が遺言執行者となった(56'｡

なお,同書は2002年になってペーパーバック版として復刻されたし`57', 20

o6年には『ヘンリー･ダイア-著作集成』のなかに再録された(58'｡

5.まとめ

工部省お雇い教師H.ダイア-は,帰国後に日本研究を深めその成果を西洋

に紹介した｡ 『大日本』は,その日本研究のなかの代表作と目される｡

同書では,日本近代化の歴史と現状ならびに成功要因についての分析が目ざ

され,教育政策および教育制度の役割が成功要因の一つとしてとくに重視され

た｡なかでも,政府が政策を決定し, ｢科学技術教育に重点的に財源を配分し

たこと｣が特筆されている｡そのさい,自生的に工業化がすすんだ母国･英国

との比較考察をとおして,日本の国家的教育制度に注目し,日本の経験は｢英

国への教訓となる｣と説いたことが注目される｡

同書は,刊行当時,大きな関心をもって迎えられた｡出版記録ならびに書評･

紹介のなかに,同時代の受容ぶりが顕著にあらわれている｡まず第一に, 1904

年10月4日に1000冊(実際には1008冊)発行されたが,すべて捌かれた｡翌19

o5年あらたに250冊が増刷されると,同年中に98冊売り捌かれた｡ 2年間に10

98冊(実際には1106冊)さばかれたことになる｡ (ただし,その後の売れ行き

は芳しくなく, 1917年までに計1235冊が売りさばかれた｡ )

第二に,英米および日本の新聞･雑誌上で多数の書評ないし紹介があらわれ

た｡管見のかぎり, 20点を数える｡ 『タイムズ･リテラリー･サブルメント』

『デイリー･テレグラフ』などの有力紙,あるいは『ネイチャー』 『アセニー

アム』などの専門誌や絵合雑誌が含まれている｡わが国のばあい, 『ジャパン.

ウイクリ- ･メイル』で長編の書評が, 『読売新聞』では近刊予告記事が,
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『工学会誌』では紹介記事がそれぞれ掲載された｡アメリカでは, 『累加式書

評要覧』の1905年版に早くも5件の書評要録が収録され紹介されている｡

第三に,最初の書評は週刊科学雑誌『ネイチャー』の1904年12月1日号にあ

らわれた｡長文の書評であって,日本の躍進は西洋から移植した近代教育が日

本人の高い知的能力に結び付いた成果であるということに注目し,英国にとっ

て｢日本はもはや生徒ではなく教師である｣と結んでいる｡わが国では, 『ジャ

パン･ウイクリ-･メイル』の同年12月31日号における書評が最初であるが,

それよりも前, 『読売新聞』の同年11月13日号に,書評ではないが,刊行予告

記事がすでに掲載されていた｡

『大日本』の発行日は1904年10月4日であるから,発行後まもなく書評ない

し紹介がなされたということは,書評･紹介の事例が少なくなかったというこ

ととともに,本書が早くから強い関心を集めたことのあらわれとして特筆され

る｡

第四に,それらの書評ないし紹介記事をまとめてみると, (1) 『大日本』は

｢たいへん包括的でよくまとまった著述｣であり,日本の発展についての｢信

頼できる説明｣がみられる,と評された｡記述は資料に裏づけられて詳細かつ

正確である,という評価が少なくない｡ ｢構想は冷静で,方法は科学的,情報

は詳細かつ確かであって,めったにみられない数多くの長所をあわせ持ってい

る｣という指摘もみられた｡

(2)日清･日露戦争が進展するなかでの日本関心の高まりと,英語で書かれ

た日本研究書の増大という傾向のなか, ｢現代の注目図書,日本理解に役立つ

本｣の一書に選ばれた｡類書と異なり, ｢日本人の生活の精神的側面よりもむ

しろ物質的な面を扱い,主に過渡期の人物や事件を扱っている｣こと,および

お雇い外国人の責献に着日し,多くの事例を示して説得的に論じていることが

特筆されている｡

(3)日本研究のなかでは, E.サトウやB. H.チェンバレンら大家の詳細

な研究に至る｢入門書として最適｣であるという評価,あるいは本書は｢百科

事典的｣な日本研究であって, ｢現代世界史におけるアジア最初の大国日本を
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知るための基本的な参考書｣になるという位置づけがみられる｡

(4)長所だけでなく,批判的な指摘もみられる｡ ｢著者による日本批判がみ

られない｣, ｢繰り返しが多い｣, ｢無味乾燥なところが時おりみうけられる｣

などという指摘である｡

『大日本』の内容と特色,ならびに刊行当時の受容ぶりには,以上のような

諸点が認められる｡このような『大日本』は,海外における日本研究史のなか

でどのように位置づくのか｡また,日本イメージの形成,とりわけ英国におけ

る日本像の転換にどのような役割を果たしたかなどということば,検討される

べき重要な課題であろう｡本稿では十分に論究することができなかったので,

残された課題とする｡

【注]

1)三好信浩『日本教育の開国,外国教師と近代日本』福村出版, 1986, 265

-268頁｡梅渓昇『お雇い外国人①概説』鹿島出版社,
1968, 205頁,その

他｡

2)Dyerの表記は, ① ｢ダイアr｣ ( 『新教育学大事典』第5巻,第一法規

出版, 1990, 3頁｡ 『岩波西洋人名辞典 増補版』岩波書店, 1981, 791

貞,ほか), ②｢ダイエル｣ (武内博編『来日西洋人名事典 増補改訂普

及版』日外アソシエーツ, 1995, 233貞｡日蘭学会編『洋学史事典』雄松

堂出版, 1984, 413頁,ほか) , ③ ｢ダイヤ-｣ (財団法人土木学会編

『土木用語辞典』技報堂出版, 1999, 760頁｡ 『新版 世界人名辞典 西

洋編』東京堂出版, 1971, 417頁,ほか)があるが,本稿では,主たるダ

イア一研究(三好信浩『ダイア-の日本』高村出版, 1989｡北政巳『国際

日本を拓いた人々一日本とスコットランドの辞-』同文館出版, 1984,ほ

か)の用法にならって, ｢ダイア-｣を用いる｡

3)Dyer,臥, Dai Nippon, the Britain of the East, a Study in National

Evolution, London, Blackie a Son,

Politics, a Study in International

1904 a 1905: I)o., Japan in World

Dynamics. London, Blackie 良 Son,

1909: Do., 'Education and National Efficiency in Japan',
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坦望ユーVol.71, No.1833 (15 Dec. 1904) pp.150-151: Do., `some

Lessons fro皿Japan', The Co-operative Wholesale Societies Limited,

Annual for 1908. 1908, pp. 146-166.

4)拙稿｢お雇い教師ヘンリー･ダイア-の著作｣
,名古屋大学教育学部教育

史研究室『教育史研究室年報』第12号, 2006年12月, 1
-32貞参照｡

5)同上,および三好信浩『ダイア-の日本』前出,第11章,第12章,参照｡

なお, 『ヘンリー･ダイア-著作集成』 (Xiyoshi, N. ed., The

Collected Yritings of Henry Dyer, a Collection in Five Volumes,

Vol.Ⅰ, Global Oriental Ltd., Kent, 2006, pp.2-15,その他)では, (1)

お雇い教師時代に作成した工部大学校の記録類(学課並諸規則Calendar

や年報壁匹些) , (2)工学専門研究, (3)工学教育改革研究. (4)社会

改革研究, (5)日本研究および日本事情報告, (6)教育論(国民教育,市

民教育,工学教育)という, 6部門に分類されている｡

6)平野勇夫｢訳者あとがき｣ , I)yer, H., 9?iNippon, op. cit.の訳菩(辛

野勇夫訳『大日本,技術立国日本の恩人が措いた明治日本の実像』実業之

日本社, 1999) 520頁｡

7) Xiyoshi, N. ed., The Collected Yritings of Henry Dyer, Vol. Ⅰ, op.

cit., p.2.

8)Dyer,臥, Dai Nippon, op. cit., p.ix.平野勇夫訳『大日本』前出, 28

頁｡

9 ) Dyer, A.
,

`some Lessons fro皿Japan', The Co-operative Yholesale

Societies Limited, Annual for 1908. op. °it., p.151.三好信浩『ダ

イア-の日本』前出, 208-212貞参照｡

10) ｢Lessons for Great Britain｣ , I)yer, E., I)ai Nippon, op. cit., pp.

4251429: Do., 'Education and National Efficiency in Japan',op. cit..

Do., `some Lessons from Japan , ibid.
■

ll) I)yer, H., Japan in Yorld Politics, op. cit., p.110, p.117: I)o.,

`Com皿erCial Education in Japan', The Glasgow Eerald (26 Nov. 1910)
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p.4: Do., *a4oAAd_Ni4i9RaLLii:i, Blackie 良 Son･ London, 1912･

p.39.いずれも三好信浩『ダイア-の日本』前出, 211-212頁,で指摘さ

れている｡

12)訳書(平野勇夫訳『大日本』前出)における見出しによる｡そのうちの第

5章｢教育｣については,皿田琢司｢ヘンリー･ダイア-の日本教育観-

『大日本』第5章の典拠賀料にみる実証性の検討-｣ ( 『岡山理科大学紀

要』第38号, 2002, 27-40頁)がある.

13) Dyer, H., Dai Nippon, op. cit., p.vii.平野勇夫訳『大日本』同上,

26頁｡

14)成功要因として,日本国民の資質についても注目し,つぎのように指摘し

ている(Dyer,

上, 88頁)0

E., Dai Nippon, ibid., p.48.平野勇夫訳『大日本』同

｢日本人の熱烈な愛国心,個人と国家の名誉を重んじる強い意識,身に

備わる研ぎ澄まされた知性といったものは,日本人が一九世紀後半の政

治的奇跡と世界から広く認められた偉業を達成するのを可能にした｡ ｣

15) Dyer, a., ibi4., p.106.平野勇夫訳『大日本』同上, 1481149頁o

16) Dyer, H., i9i4., pp.48-49.平野勇夫訳『大日本』同上, 88頁o

17) Dyer, H.,旦坦., p.107.平野勇夫訳『大日本』同上, 150頁o

18) Dyer, H.,._ibi4., p.78.平野勇夫訳『大日本』同上, 124頁o

19) Dyer, a.,主軸., p.vii.平野勇夫訳『大日本』同上, 26頁o

20) ｢私たちの一行は, -八七三(明治六)年の四月初め,サウサンプトンを

出港して日本へと向かった｡船上の私は,東京に設立される技術力レッジ

の講義内容や授業時間割りなどをまとめたカリキュラム『講義題目一覧表』

(学課並びに諸規則)の草案作りに没頭する毎日だった｡その甲斐あって,

私は日本に到着するとすぐ,工部省の工部大輔宛に書き上がったばかりの

『講義題目一覧表』を提出することができた｡それは何の修正も加えられ

ることなく日本政府に採用され, 『工学寮入学式並学課略則』として工部

省から発表された.｣ Dyer, A., ibi4., p.2.平野勇夫訳『大日本』同上,
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21) Dyer, a., ihi4., p.5.平野勇夫訳『大日本』同上, 36頁.

22) Dyer,臥, ibi4., p.6.平野勇夫訳『大日本』同上, 37頁o

23) Dyer, I., ih@., pp.711l.平野勇夫訳『大日本』同上, 38-42頁.

24)英国-の逆影響については,拙稿｢英国からみた工部大学校｣
,江藤恭二

編『比較教育史の絵合的研究一近代日本教育の確立過程における欧米教育

の受容に関する比較史的研究-』 No. 1 (1980年3月, 37-49頁)におい
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とおして｢工部大学校の実験成果がグラスゴーへブーメラン現象を起こし

ている｣ことが,指摘されている｡

25) Dyer, a., I)ai Nippon, op. cit., p.ll.平野勇夫訳『大日本』前出, 43

貞｡

26) Dyer,臥,

27) Dyer,臥,

28) Dyer,且.,

29) Dyer,臥,

30)同上｡

ibi4., p.13.平野勇夫訳『大日本』同上, 45頁.

i9i9., p.ll.平野勇夫訳『大日本』同上, 42頁.

ibi4., pp.3-4.平野勇夫訳『大日本』同上, 34-35頁o

ibid., pp.426-427.平野勇夫訳『大日本』同上, 508頁.

31) Dyer, a., ibi9., p.425.平野勇夫訳『大日本』同上, 507頁.

32) I)yer, E., i9iid., p.426.平野勇夫訳『大日本』同上.

33) Dyer, a.,主軸.平野勇夫訳『大日本』同上, 508頁.

34) I)yer, H., ibLd., p.428.平野勇夫訳F大日本』同上, 509-510頁.

35)拙稿｢英国からみた工部大学校｣前出, 45-46頁参照｡

36)この項は,拙稿｢英国からみた工部大学校｣同上, 37-49頁参照｡

37) Dyer, I., Dai Nippon, op. cit., p.ix, pp.443-445.平野勇夫訳『大日

本』前出, 28頁, 543-545頁｡
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37, 25頁｡拙稿｢ヘンリー･ダイア-と田連朔郎｣ 『UP』 356号(2002
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40) I)yer, E., I)ai Nippon, op. cit., p.x.平野勇夫訳『大日本』前出, 29

頁｡

41) Dyer, A., ibid., pp.ix-Ⅹ.平野勇夫訳『大日本』同上, 28-29貞.
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44) 『読売新聞』明治37年11月13日, 4頁｡
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(7 Jam. 1905) pp.8-9. @ The Dial, Vol.38, No.447 (I Feb. 1905) p.

92. ⑤The Outloo峯, Vol.79 (25 Feb･ 1905) pp･497-499･
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51)田連朔郎｢DAI NIPPON｣ 『工学会誌』 271巻(明治38年2月24日) 106-
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General Stock File (Authors C-D).グラスゴウ大学(hnan Resources

DepartJnent, University of Glasgow)蔵.請求番号HF61/4/3/1,および

UGD61/4/I/6.
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Research on H. Dyer, Dai Nippon (1904)

-Yith particular focus on reviews and publication records-

Henry I)yer, Who Worked as a teacher in Japan under the e皿ployJnent

of the暮inistry of Public forks in the Xeiji era, Was a prolific

riter. To the extent of thy knowledge he published 42 books and book-

lets, and 70 articles and editori-als in magazines and neyspapers･ The

subjects he dealt With can be categorized into the following: educa-

tional reform, social reform, research on Japan, engineering education･

and academic research on engineering. Dai Nippon (1904) is seen as his

most prominent example of research on Japan.

Dai Nippon is a massive vork, consisting of 20 chapters and over

450 pages, and covers a truly broad range of topics. It attempts to

analyze the history, current stage, and factors behind the success of

the modernization of Japan, andputs special emphasis on the role

played by educational policies and the educational system as factors

behind Japan's successful modernization･ Dyer makes particular note of

the fact that the government decided on policies and distributed

financial resources With emphasis on scientific and technological

education. It is Worthy of note -that, in this regard, he tnakes

comparisons With his mother-land Great Britain, Where industrial-

izatior progressed along a more natural course, and takes notice of

Japan's national education system, asserting that Japan's experience

could `afford lessons to Britain.'

Then it Was first published, I)ai Nippon Was yelconed With great

interest. One thousand copies of initial print Were published on

october 4th, 1904, but since they Were soon sold out, an additional

250 copies vere put out in 1905, the follo†ing year･ Ninety-eight
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copies vere sold that year, but sales subsequently declined. This

血eans that a total of 1250 copies vere printed (1258 copies, to be

precise), 1235 of Which Were sold by 1917.

Second, there Were a number of reviews and introductory reviews of

the book Which appeared in British,American and Japanese newspapers

and JnagaZines, yhichto ny hunbleknoyledge nuJnber about 20. These

included血ajor papers, such as lanchester Guardian and Daily Telegraph,

and specialized or general-interest皿agaZines like Nature and The

Athenaeum. In Japan, a long review appeared in The Japan Yeekly Xail,

an announcement of the book's publishing yasrun in the YoJniuri

Shinbun, and an introductory review Was featured in the Journal of

∫nstitution of Engineers.

Third, the 1905 edition of The Cumulative Book Review Digest,

released soon after I)ai Nippon, Was quick to run five reviews. The

first review to appear in Britain Was in the pages of the I)ecenber lst,

1904 edition of Nature, soon after I)ai Nippon Was put out in Britain.

It is Worth noting that the announcement Of its publication appeared

before that in Japan in the November lath, 1904 editionof the Yo山iuri

Sb inbun.

These revieys and introductory revieys of Dai Nippon are

characterized as follows. (1) One review says that Dai Nippon is 'a

treatise of so comprehensive and illuminating a character' as to be

`an
authoritative account of the evolution and present state of

development Of Japan.' (2) lore than a fey praise the descriptions in

the book for being detailed, accurate, and backed up by source

materials. (3) One reviewer remarks on `the皿erits of Principal且enry

Dyer's nevbook on Japan,' saying it is 'philosophic in conception,

scientific in皿ethod, minute and reliable in its i.nformation, [Dai
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Nippon] combines many excellence seldom united/

(4) As interest in Japan rose in the Wake of the First Sino-

Japanese Tar and Russo-Japanese Tar, and as more academic
books on

Japan Were published in English, Dai Nippon Was selected among the

･Notable Books of the I)ay, Use･ful Books on Japan.' Unlike other books

in the same genre, it Was stated that, `It treats the material rather

than the spiritual side of Japanese life, and is largely concerned

With the personagesand events of the transition period,' and particu-

lar mention vas given to the contributions of oyatoi-gaikokujin,
or

foreigners-in-enploytBent, With convincing arguments backed up by

numerous SPeCific examples.

(5) Fro皿the perspective of research on Japan, the book is ranked

as
`a

capable introduction to tbe皿Ore detailed studies of such

authorities as Sir A. Satoy, B. 刀. Chamberlain････' and `[belonging]

to the literature of knowledge.I It Was also remarked that 'Dr･ Dyer's

book is a thoughtful and accurate additionto our sources of knovledge

of the first great Asiatic power in the modern history of the yorld･'

(6) Yet not all reviewers failed to make critical remarks rather

than皿erelypraising the better aspects of the book･ For example･

co皿皿entS Such as 一it is, of necessity, uncritical--accepts the

Japanese estimate of themselves and the estimate Of their per fervid

admirers almost Without examination,' and that `it is heavy With

repetitions not only of idea but of pllraSe: its diction is at times

strangely aykyard and at ti血es imbued yith the flavor of the ~blue

book"' can also be seen.
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第三節 H.ダイアー『大日本』の製本と装訂

1.日本近代化の考察

『大日本一束洋の英国』 (1904)といって,書名からして興味をそそる本が

ある.日本の工学教育の基礎を築いた,あのH.ダイア- (月enry Dyer, 1848

-1918)の代表作である｡

同書では, 1873 (明治6)年から1882 (明治15)年まで,工部省お雇い教師

として日本に滞在したときの休験と観察を生かして,日本近代化の成功要因と

成果をめぐって考察されている｡まえがきには, ｢世界が一九世紀後半の奇跡

とみなしたもの,つまり日本が国際社会の一員として台東してきた過程で,そ

の原動力となったものは何であったのかを示し,またそれがもたらしたいくつ

かの目覚ましい成果にも注目｣ (平野勇夫訳『大日本』実業之日本社, 1999)

するとある｡

全20葺から構成され,実に広大な内容から成っている｡教育だけでなく,政

袷,経済,工業,農水産業,財政と金融,陸軍と海軍,交通と通信手段,商業

と質易,対外関係,伝統工芸と美術などにもおよぶ｡

このうち教育と工業が,日本近代化の成功要因としてとくに重視されている｡

そのさい,自生的に工業化がすすんだ母国英国との比較検討をとおして,日本

近代化の諸相を考察していること,とりわけ日本の国家的教育制度に着目し,

日本の経験は｢英国への教訓になる｣と説いていることが注目される0 ｢英国

が学ぶべき教訓｣とか｢世界の国々が学ぶべき教訓｣とかいう項目が,特設さ

れてもいる｡

2. 『大日本』の発行記鞍

『大日本』が刊行されたころといえば,日清･日露の両戦争を契機として日

本への関心が高まり,英語で書かれた日本研究書が増大する傾向がみられたこ

ろである｡そのようななか,たとえば,アメリカの有力誌『ザ･リテラリー･
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ダイジェスト』 (1905年8月28日)では, ｢現代の注目図書,日本理解に役立

っ本｣という欄が特設され,類書13点のなかの一冊に『大日本』が選ばれて紹

介されている｡

西洋諸国と出会った日本は,非キリスト教国で唯一工業化が大いに進展し,

やがてアジアの一大強国に成長した｡それだけに,本書『大日本』は大きな関

心をもって迎えられた｡出版されるとたちまち売りさばかれたので,すぐに増

刷されている｡

本書を出版したプラッキー杜(Blackie and Son)の記録によると,発行は

1904 (明治37)年の10月4日｡発行部数は公称1000冊だが,実際には1008冊が

刊行されている｡これが年内にすべてさばかれたので,翌1905年にはあらたに

250冊が増刷され,この年は98冊がさばかれた｡ 2年間に1106冊が販売された

ことになる｡

ただし,そのごの売れゆきは芳しくない｡ 1906年は18冊, 1907年8冊, 1908

年5冊, 1909年2冊と激減した｡ 1917年には67冊を数えるが,これ以後,販売

記録のある1924年度まで一冊も売れていない｡したがって, 『大日本』は全部

で1250冊(実際には1258冊)発行され, 1917 (大正6)年までに1235冊がさば

かれたことになる｡

3.同時代における書評

『大日本』 -の強い関心は,多数の書評や紹介があらわれたことにもみられ

る｡

同書が1904 (明治37)年の10月4日に発行されると,まず,同年12月1日,

『ネイチャー』誌に書評があらわれた｡歴史ある週刊科学雑誌(1879年創刊)

である｡それも長文の書評であり, ｢日本はもはや学ぶ国ではなく,教える国

である｣という指摘で結ばれている｡かつて日本に工業技術を教えた英国は日

本から学ぶべきである,というのである｡この頃すでに,日本は英国のモデル

にされていたというからおもしろい.続いて数々の新聞･雑誌に,つぎつぎ書

評･紹介があらわれた｡
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わが国では, 『読売新聞』が明治37 (1904)年11月13日という早い時期に,

刊行予告記事を掲載し, ｢題名- "Dai Nippon: the Britain of the East"

題目から人の注意を惹くに足るが如し｣といい添えている｡ついで,同年12月

31日,横浜の『ジャパン･ウイクリ-･メイル』紙に長文の書評がみられた｡

翌明治38 (1905)年2月になると,ダイア-と親交の厚い田辺朔郎(1861-19

44)が『工学会誌』に紹介文を寄せた｡

これらを含めて,英米およびわが国の書評･紹介は,筆者が確認しているだ

けでも, 20点を数える｡ 『デイリー･テレグラフ』 『マンチェスター･ガーディ

アン』などの有力紙もあれば, 『ネイチャー』 『アセニウム』などという総合

誌･専門誌も含まれている｡

『大日本』は刊行当時大きな関心を集めていたのだが,近年もその意義が見

直されている｡ 2002年にはペーパーバック版(Adamant Xedia Corp., N. Y.)

として復刻されたし, 2006年には『ヘンリー･ダイア-著作集成』 (Xiyoshi,

N. ed., The Collected Yritingsof Henry Dyer. Folkstone, Kent)全5巻の

なかに再録されている｡わが国では,翻訳が企画され,平野勇夫訳『大日本一

技術立国日本の恩人が措いた明治日本の実像』 (実業之日本社, 1999)と題し

て上梓されていることは周知のとおりである｡

4.製本上の異版

『大日本』は,内容だけでなく,製本･装訂についても特筆すべき点が認め

られる｡

本書の判型はデマイ八折り判｡本文(索引も含む)は450頁｡前付けには,

工部大学校の教え子たちへの献辞とまえがきが含まれる｡

ただし,同じ初刷(1904)でも製本上の異版がある｡第一に,書名の表記そ

のものが異なっている｡とびらの副題に｢The Britain of The East｣が含ま

れるものと含まれないものの二種類ある｡別掲のとおりである｡

第二に,出版社名の表記についても二種類ある｡ロンドンのブラッキー社

(Blackie 良 Son)だけの版と,ニューヨークのチャールズ･スクリブナ一社
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(Charles Scribner's sons)も連記された版の二種類である｡

第三に,背の表題および出版社名の表記についても二種類ある｡標題は

｢I)AI NIPPON, TEE BRITAIN OF THE EAST｣と｢DAI NIPPON｣
,出版社名は前

者には｢BLACKIE 良 SON LTD｣
,後者は｢SCRIBNER's｣とあるのであるo

しかも,第四に,後表紙見返しについても,ここにプラッキー社の既刊図書

広告1菓をさし挟んだ版と,これを挟まず遊び紙のある版の二種類が認められ

る,といったありさまである｡

同じ初刷(1904)でありながら,とびらおよび背にある表題と出版社名の表

記,それに後表耗見返しの点で異版があるのである｡製本上の異版があるから,

本書は一度にではなく,必要に応じて何度かに分けて製本されたことになる｡

二刷(1905)については,英国のプラッキー杜版だけが発行されており,異

版はおそらくないであろう｡

その二刷は,初刷と比べて,とびらの刊年が｢1905｣になったことと,まえ

がきの末尾に1905年4月付で｢二刷-の付詑(Note to Second I皿preSSion) ｣

が特設されたことを除けば,違いが認められない｡

5.菊花御紋章の印刻

『大日本』は異版があるだけではない｡乎(ひら)と背に,菊花御紋章が印

刻されていることも特筆される｡

正確にいうと,平には十六葉八重表菊形という菊花御紋章が配され,それを

丸の印がかこんでいる｡背のほうは単弁で,十六葉の菊形紋の線だけが彫られ

ている｡平も背も19世紀にはやった,くすんだバラ色をしており,そこに金箔

で印刻されてあるから,重厚なおもむきがある｡ 1904年の初刷本も翌1905年の

二刷本も,同じような金箔で印刻されている｡

菊花御紋章といえば天皇家ないし皇室の紋所である｡早くも慶応4 (1868)

年の3月28日には,菊御紋濫用禁止令という太政官布告がだされて,菊の御紋

章は皇室の専用であると公式に定められた｡その後,宮内省達で取締の徹底が

はかられたり,内務省訓令において禁制の趣旨を例示して論告されたり,行政
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執行法でもって従わない者には処分の強制が明示されたりといったぐあいに,

規制が加えられていった｡

それが『大日本』で使用されたのはどうしてか｡本書が刊行された1904 (明

治37)年の8月9日に内務省訓令507号が発せられ,菊御紋の使用が緩和され

たことと,どうも関連があるように思われる｡著書のなかに御陵図･御系譜･

御歴代の尊号を掲げるばあい,あるいは肖像や勅語を掲げるばあいは,これと

相まって菊花御紋章を表示しても差しつかえないとされたのである｡

著者ダイア-が政府雇いの外国人だったから菊花御紋章を使用できたのでも

なく,また海外で発行されたから法的な拘束力がなかったためでもないようで

ある｡実際,この頃から菊紋を印刻した日本研究書が目立っている｡ L. Hearn,

Japan,AmAttempt at lnterpreねttiQn (N_ Y., 1904)やP. Fisher,旦垣

yarin the Far East, 1904-1905 (London, 1905)などがそれであり,いずれ

も菊花紋が印刻されている｡

なお,初刷本(1904)と二刷本(1905)は紙厚について差が認められること

も注目される｡それも,見た目でわかるほど顕著な差異である｡マイクロメー

タ(Xitutoyo製, PK-1012)を使って計測すると,初刷(1904)は0.18から0.22

ミリ,二刷(1905)は0.16から0.18ミリとなる｡一冊にすると13ミリほどの紙

厚の差である｡

しかも,同じ頁でも紙面の場所により紙厚に違いが認められる｡当時の製紙

技術が未熟なため,紙厚が厚くならざるをえず,ムラも多かったであろうと考

えられる｡ (紙厚については,名大教育学部図書室の安井裕美子さんのご教示

による｡ )

H.ダイア-著『大日本一束洋の英国』は,製本･装訂の面でも興趣をそそ

る本なのである｡
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補 節:辞書･事典のなかの｢ヘンリー･ダイアー｣

1.ダイア-への関心の高まり

お雇い教師ヘンリー･ダイア- (Ⅱenry Dyer, 1848-1918)について,三好

信浩『ダイア-の日本』 (1989)にはつぎのような指摘がみられる｡

｢ダイア-は,イギリスにおいても日本においても忘れ去られた人物となっ

ている｡ランサムの日本研究書Japan in Transitionの中には,帰国後の

ダイア-は隠退生活(retired life)を余儀なくされたとある｡そのよう

な解釈が定着しているせいか,ダイア一については一九-八年の死亡時に

おける『グラスゴウ･ヘラルド』 (九月二六日号)やFネイチャー』 (-

○月-○日号)その他の追悼記事を除いては,伝記らしいものは著されて

いない.生前の Yho's Yhoにはその名が現れるがDictionary of National

Biograp桓には見当たらない｡ ｣
(1'

ダイア-は｢イギリスにおいても日本においても忘れ去られた人物となって

いる｣とあるが,はたしてそうか｡実は,現在,日本ではかならずしも｢忘れ

去られた人物｣とはいえないように思われる｡国際化が進展するなかお雇い外

国人への関心が高まり,ダイア-への関心も確かな広まりをみせた｡日本の近

代化ならびに日英交流の推進者の一人として,辞書･事典の見出し語にまでなっ

ているのである｡

英国では,確かにこれまで『英国伝記事典(Dictionary of National Bio-

堅旦空也)』という代表的な物故者人名事典`2'に登載されることはなかったけ

れども,先ごろ上梓された同事典の最新版『オックスフォード英国伝記事典

(oxford Dictionary of National Biography) 』 に,あたらしく｢ヘンリー･

ダイア-｣が見出し語に採用され,しかも相当詳しく記述されたことは注目さ

れる(3).
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一般に辞書･事典における説明･記述は,当該分野での標準的な見解を示し

ていると理解される｡見出し語に採録されることになれば,その項目が大きな

意義を有していることについて社会的に認知されたことを物語る｡ダイア-が

辞書･事典の見出し語になっているということは,ダイア一に対する関心なら

びに歴史的評価の高まりのあらわれと考えられる点で,注目したいと思う｡

2.日本の辞書･事典におけるダイアー

3ilE:

わが国のばあい,ダイア-はいくつかの辞書･事典に登場している｡専門人

名事典だけでなく,一般人名事典においても見出し語として採録されているo

たとえば,以下のような辞書･事典(刊年噸)であって,ダイア-は日本の教

育･歴史･科学技術･土木など多領域における重要人物なのであるo

『岩波西洋人名辞典』 (岩波書店, 1956, 1981増補版)

『新版世界人名辞典 西洋編』 (東京堂出版, 1971, 1996増補再版)

『来日西洋人名事典』 (日外アソシエーツ, 1983, 1995増補改訂普及版)

『洋学史事典』 (雄松堂出版, 1984)

『図説 教育人物事典』 (ぎょうせい, 1984)

『コンサイス外国人名事典』 (三省堂, 1985改訂版, 1999第3版)

『科学･技術人名事典』 (北樹出版, 1986)

『国史大辞典』 (吉川弘文館, 1987)

『新教育学大事典』 (第一法規出版, 1990)

『国際教育事典』 (アルク, 1991)

『新潮日本人名辞典』 (新潮社, 1991)

『日本史大事典』 (平凡社, 1993)

『朝日 日本歴史人物事典』 (朝日新聞社, 1994)

『幕末維新人名事典』 (新人物往来杜, 1994)

『科学史技祷史事典』 (弘文堂. 1994)

『20世紀西洋人名事典』 (日外アソシエーツ, 1995)
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『土木用語大辞典』 (技報堂出版, 1999)

『岩波 日本史辞典』 (岩波書店, 1999)

『講談社日本人名大辞典』 (講談社, 2001)

『日本近現代人名辞典』 (吉川弘文館, 2001)

(2)

ダイア-への関心の高まりは, 『新教育学大事典』 (1990)にもっとも象徴

されている｡旧版の『教育学大事典』 (1978)では見出し語として採用されず,

｢実習｣という見出し項目のなかで言及されただけであったのが,装を改めた

『新教育学大事典』になると,見出し語に登場した｡それも39行を費やして,

生涯と業績を詳しく説明している｡

旧版(1978)の｢実習｣という見出し語のなかでの記述は,下記のとおりで

あって, ｢サンドイッチコース｣の考案者として簡単に紹介されている｡

｢工部大学校の都検ダイエル(payer,臥)はスコットランドの出身であ

り,わが国最初の高級技術者養成教育が6か月理論学習, 6か月実習のい

わゆるサンドイッチコースで開始されたのは,彼の考案によるものであっ

た｡その実習は実地実習課程ともいわれるもので,イギリス流の徹底した

実務訓練が行われた｡ ｣
(4)

それが新版(1990)のF新教育学大事典』になると, ｢ダイア-, E.｣とい

う見出し語があらわれた｡ ｢日本の工業教育の創始に責献するとともに,グラ

スゴーの技術教育の改革に力を尽くして,晩年は日本研究家として知られる｣

という位置づけを与えて,おもに4点から記述している｡

第一に,来日前の略歴について,職工の出身,実務の経験および徒弟奉公,

夜学の修学体験,グラスゴウ大学での成績優等のことが特記されている｡

｢1848年,グラスゴー郊外ボスウェルに職工の長男として生まれた｡地元

のショッツ鉄工所付属のウイルソン･スクールを卒業し実務に従事した後,

1863年からグラスゴーの鉄工所で正規の徒弟奉公に入り,その間アンダー

ソンズ･ユニバーシティの夜学に出席した｡山尾庸三とはその当時の同学

である｡ 1868年,グラスゴー大学に入学し土木･機械学を修め, 5か年間
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の在学中ホイットワース奨学金をはじめ各種の褒裳を受ける優秀な成績を

収めた｡ ｣

第二に, ｢イギリス近代工学の父と称される,恩師ランキンRaふkine, Y. J.

I.教授の推薦を受けて｣来日して以降の,お雇い教師としての活動について,

｢山尾の支援を受けて,当時の世界に類例のない新しいタイプの工業教育

の組織化に寄与するとともに,自ら土木学と機械学を教授した｣

ことが特筆されている｡

第三に,帰国後のグラスゴウでの活動については,教育,教会および社会の

改革に寄与したことが注目されている｡なかでも,地元グラスゴウの技術教育

改革のさいに｢工部大学校の教育成果を還元させた｣という指摘は,重要であ

る｡

｢1883年と1886年の2回グラスゴー大学の造船学の教授公募に出願したが

失敗し,その後は同大学の外で技術教育の改革に従事した｡ 1887年にグラ

スゴー･西スコットランド技術力レッジが創設されると,その理事に就任

して教育課程の編成などに指導的役割を果たし,その際工部大学校の教育

成果を還元させた｡ ｣

第四に, ｢晩年は日本研究に打ち込み｣ , 『大日本』 F世界政治の中の日本』

などを著述し,しかも｢日英同盟下の両国の友好関係の促進に寄与した｣こと

を指摘した｡日本政府から勲三等および勲二等,東京帝国大学から名誉教師等,

グラスゴウ大学からは名誉法学博士号をそれぞれ投与された,ということも付

記されているく5)0

(3)

『新教育学大事典』のほかにも,辞書･事典にあらわれたダイア-像を具体

的にみてみると,まず『岩波西洋人名辞典』 『来日西洋人名事典』 『コンサイ

ス外国人名事典jといった投合的な外国人名事典に,見出し語として採録され

ていることが特筆される｡いずれも版を改めているが,初版においても第2版

においても,それぞれつぎのように説明されている｡
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○ 『岩波西洋人名辞典』 (岩波書店, 1956, 1981増補版)

ダイア-は『岩波西洋人名辞典』上の人物である｡それも初版(1956)から

見出し語に採録されている｡ ｢イギリスの工学者｣と位置づけ,工学省お雇い

教師としての活動に注目している｡

｢来日して工部省工学寮,工部大学校(東京大学工学部の前身)で土木工

学,機械工学を講じた(1873-82:明治6-15).工部大学校都検｡同校

の創立に尽力して我が国の工業教育の基礎を作った｣

とある(6)0

この『岩波西洋人名辞典』における採録は,これまでのところ,辞書･事典

の見出し語として登載された一番最初の事例であると思われる｡

○ 『来日西洋人名事典j (日外アソシエーツ, 1983, 1995増補改訂普及版)

ダイア-は,大正時代までに来日した西洋人約1303名(初版では1133名)の

一人として,登場している｡ただし,版を改めても記述内容に変更はなく,両

版ともに｢工部大学校初代教頭｣としてあつかわれている｡出自,来日前の経

磨,日本体験を生かした帰国後の活動にも言及している｡

｢父親は職工であり,ダイエル自身カーク商会という工作機械を取扱う会

社の徒弟として働きながら夜学校に通った｡ 1866年20歳でグラスゴー大学

に入学したが,成績抜群で何度か褒章を受けた｡ ｣

ということ,および,日本での職を辞して｢帰国後は日本研究や日本での工部

大学校での経験を生かし,グラスゴー･アンド･ウェスト･オブ･スコットラ

ンド工科大学の建設に参与した｣ことが特記されている｡

参照文献23点が付されていることが異色である｡本事典では,死亡日が｢19

18年9月4日｣となっている(7)0

○ 『コンサイス外国人名事典』 (三省堂, 1989改訂版, 1999第3版)

初版(ただし書名は『コンサイス人名辞典一外国編-』 1976年刊)および改

訂版は同文であり,つぎのとおりである｡ ｢鍛冶屋の子｣という記述が特異で
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ある｡

｢イギリスの技師｡鍛冶屋の子｡グラスゴー大卒｡ 1873工部省工学寮工学

校(東京大学工学部の前身)の教頭格として来日｡ '82帰国するまで,土

木学を教授,日本の工学教育に貞献｡著『大日本』 19040 ｣
`8'

第3版では, ｢東京大学工学部の前身_jが｢東大工学部の前身｣に修正され

たが,ほかは同文である｡

(4)

ダイア-は外国人名事典のほかに,歴史部門の人名事典および絵合辞典,さ

らにはその他の専門分野の辞書･事典においても採録されており,明治政府か

ら招聴されて来日した外国人,とりわけ教育,科学技術,土木の各分野におい

て貞献した重要人物であるという記述がみられる｡

○ 『国史大辞典』 (吉川弘文館, 1987)

代表的な日本史専門辞典である本書に,ダイア-は採録されている｡ここで

は｢工部省のお雇教師として来日｣し, ｢日本の工業化を推進する第一線の工

業指導者の養成に着手した｣ということにとどまらず,さらに

｢理論と実習を巧みに結合して学識ある専門職としてのエンジニア教育の

方式を考案し,英専門誌Fネイチャー』などで高く評価された｣

ということを特筆している(9).

o F新潮日本人名辞典』 (新潮社, 1991)

ダイア-は｢明治期に来日したイギリス人工学教育者｣として,登載されて

いる｡工部省工学寮･工部大学校の

｢初代都検(教頭)となり,イギリス式の学校運営を統括し,日本の工業

教育の基礎をつくった_l

という位置づけが与えられている`10'｡本書でも,死亡日が1918年9月4日と

なっている
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○ 『日本史大事典』 (平凡社, 1993)

ダイア-は｢スコットランドの教育家,日本研究者｣として登場している｡

そのさい,本書でも,下記のように,お雇い教師として在日中に｢学理と実地

を結合した独自な工学教育を創始し｣たこと,帰国後その｢日本での体験を生

かしてグラスゴーの技術力レッジの創設に寄与し｣たこと,さらには｢日英同

盟下の両国の友好関係の促進に力を尽く｣したことが指摘され,日本史上の人

物として位置づけられている｡

｢スコットランドの教育家,日本研究者｡グラスゴー郊外ボスウェルに生

まれ,職工としての実務経験を経たのち, -八六八年グラスゴー大学に入

学し,近代工学の父ランキンのもとで土木･機械学を修めた｡七三年(明

治六)ランキンの推薦によって工部省工学寮(のちの工部大学校)の都検

として来日,学理と実地を結合した独自な工学教育を創始し,近代日本の

工業人材を育成した｡八二年に帰国し,日本での体験を生かしてグラスゴ

ーの技術力レッジの創設に寄与し,晩年はグラスゴー学務委員会委員長を

務めた｡その間,日英同盟下の両国の友好関係の促進に力を尽くすととも

に, 『大日本』 Dai Nippon (一九○四)や『世界政治の中の日本』 Japan

in Yorld Politics (一九○九)など多数の日本研究を発表したo 日本政

府から勲二等を,東京帝国大学から名誉教師号を贈られた｡ ｣
`11'

○ 『朝日 日本歴史人物事典』 (朝日新聞社, 1994)

ダイア-の出自,学歴,来日の事情,日本および帰国後の活動について,簡

にして要をえた人物像が措かれている｡前出の『新教育学大事典』と,執筆者

が同じであるだけに,はぼ同じような紹介が見られる｡

出自および学歴については,

｢グラスゴー郊外ボスウェルに職工の子として生まれ,ショッツ鉄工所付

属学校に学んだのち,グラスゴーに出て徒弟奉公に入り,アンダーソンズ･

カレッジの夜学に学んだ｡さらにグラスゴー大学に進学｣

したことが記されている｡
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日本での活動とは,つぎのとおりである｡

｢工部大学校(東大)においては,当時におけるヨーロッパ大陸の学理重

視の学校制度とイギリスに伝統的な実地重視の教育方式を組み合わせた,

世界にも類例のない工業教育の制度を創り,明治の工業界をになう実学人

材を育てた｡工部大学校は当時の在留外国人の間でDyer's collegeと通

称され,イギリス本国にはImperial College of Engineering, Tokeiとし

て紹介され,注目を集めた｡ ｣

帰国後の活動については,つぎのようにまとめられている｡

｢15年にグラスゴー大学教授に応募するため帰国したが, 2回の教授選考

に失敗したため,その後はアンダーソンズ･カレッジなど在地の教育機関

を集めてグラスゴー･西スコットランド技術力レッジ(ストラスクライド

大学)の創設に寄与し,日本における教育実験の成果を還元させた｡グラ

スゴー市教育委員会の委員長を務めるなどして教育改革に従事したほか,

社会改革家としても活躍o晩年に著述した2冊の日本研究書《Dai Nippon)

(1904)と〈Japan in Yorld Politics) (1909)は,ともに実証性の高

い本格的な日本研究書であって,日本の国家進化を高く評価した｡日本で

翻訳された『産業進化論』など多数の著書や論説がある｡ ｣

お雇い外国人として｢日本の工業教育の創始に貢献した｣ということのはか

に,帰国後｢日本における教育実験の成果を還元させた｣こと,および本格的

な日本研究をすすめて｢日本の国家進化を高く評価した｣ということが注目さ

れている(12)0

○ 『幕末維新人名事典』 (新人物往来杜, 1994)

ここでも, ｢鉄工所に徒弟奉公し夜学からグラスゴー大学に進学｣したこと

が特記されている｡また,工部省工学寮,のちの工部大学校の｢開校式(-八

七/い七･-五)に教師絵代｣をつとめたこと,同校では｢エンジニア教育を

実験し, -八七九年初の卒業生辰野金吾･小花冬吉らを送り出す｡同年工学会

設立｡ ｣という,ほかにみられない記述がある(13'.
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○ 『洋学史事典』 (雄松堂出版, 1984)

ダイア-は日本の洋学史上の人物であって, ｢近代工学教育の基礎固めをし

たお雇い外国人｣と位置づけ,その出自,招聴の事情と経緯,お雇い教師とし

ての功篇に言及している｡

出自については,

｢鍛冶屋の子でグラスゴー大学卒｡ ｣

であったことに注目している｡

招聴の事情については,

｢文久三年(-八六三)から明治三年(-八七○)までイギリスに留学し

ていた山尾庸三の友人で,明治五年(-/＼七二)岩倉道外使節団の副使だっ

た伊藤博文が,グラスゴー大学ランキンY. J. I. Rankin教授の助言によ

って,日本の工学教育の指導者として二四歳の彼を選んだ｡
｣

お雇い教師としての功掛こついては,以下の諸活動をあげて｢工学教育の基

盤を定めた｣と位置づけている｡

｢工部大学校都検(教頭)として,学科課程の編成,諸規則の制定,校舎

の構造･配置など,情熱をこめて工学教育の基盤を定めた｡また教育方針

として,ドイツ･フランスの理論的傾向とイギリスの実地的傾向を調和さ

せ,工部省の直轄事業や赤羽工作分局で技術の実地訓練を試みた｡その講

義にはランキンのテキストを用い,厳正であった｡ ｣
`14'

○ 『科学史技術史事典』 (弘文堂, 1994)

｢イギリスの機械工学者｣として,科学史技術史上の人物としてあらわれて

いる｡だが,お雇い教師としての来日,ならびに｢わが国の工学教育の基礎作

り｣への責献が特筆大書されている｡

｢1873年工部大学校都検(教頭)兼土木,器械学教師として迎えられる.

雇用期間の1873年6月3日-1882年6月1日まで9年間勤務する｡同校創

業に際し,当時欧米にもない科学と技術を絵合した理想的な大学の構想を
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計画し,学科課程や諸規則はもちろん,校舎の構造や配置,教材の調達な

どわが国の工学教育の基礎作りに尽力する｡滞日中彼の薫陶を受けたもの

136名に及び,今日の隆盛はこの基盤からできている｡これらの功績によ

り1902年東京帝国大学名誉教授の称号を受ける｡また雇用期間中,学生の

教育のほか教師を統率した功労により勲三等旭日中綬章が授与された0 ｣

(15)

○ 『土木用語大辞典』 (技報堂出版, 1999)

専門事典の一つである本書では, ｢学理と実践および教養教育と専門教育を

柱とするわが国の工学教育の基礎を確立｣したという,貞献の特質を指摘して

いる｡

｢1873 (明治6)年,工学寮(後の工部大学校)教頭として来日.学理と

実践および教養教育と専門教育を柱とするわが国の工学教育の基礎を確立

し優れた人材を育成｡ 1882年,帰国｡勲二等瑞宝章受賞｡ ｣
(16)

○ 『国際教育事典』 (アルク, 1991)

本事典では, ｢日本の工業教育の創始に貢献し,晩年には日本研究家として

活躍したイギリス人｣と位置づけている｡しかも,日本で｢学理と実地を観み

合わせた実験的な工学教育の方式を考案して工業人材の育成に寄与した｣とい

う体験を生かして, ｢グラスゴーの技術教育の改革に力を尽くした｣こと,お

よび｢1904年のDai Nippon と1909年のJapan in Yorld Politicsは本格的な

日本研究書として有名｣であることを指摘して,国際的な教育家の一人として

注目されている(17)0

○ 『図説 教育人物事典』上(ぎょうせい, 1984)

日本の｢近代工業教育の基礎を築いたお雇い外国人｣として大きく位置づけ,

ダイア-を招聴した社会的事情と経緯,ダイア-の工業教育構想の内容と特色,

日本工業教育に対する貞献と評価,再来日の予定などについて言及している｡
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第一の,ダイア-を招略した社会的事情と経緯については, ｢国家の富強の

源泉が西洋科学技術の導入による近代工業の建設にあるとし,それを担う人材

養成の教育棟閑｣として創設された工学寮および工部大学校の｢企画･経営者｣

として,ダイア-は推挙され来日した｡そのさい,山尾庸三は｢ダイア-の出

身校であるアンダースンズ･カレッジで学んだ学識や,造船所の見習工をやっ

て得た実地経験｣をもとに,英国の｢グラスゴー大学に人材の推薦を依頼｣し,

ダイア-が推挙された｡

第二に,ダイア-の工業教育構想は,

｢ドイツやフランスの学理中心的傾向とイギリスの技術者養成中心の実践

的傾向を結合したもので,理論的学習と実際的経験との両面を通して,

『学識ある専門職としてのエンジニア』を教育することであった0 ｣

このような構想はかねてからの世界各国の調査研究をもとに具体化したもので

あり,母国ではなく日本で実践に移された｡

｢ダイア-は,訪日前すでに世界各国の科学や工業の主要な研究方法と著

名な教育機関の編制とについて特別な研究をなして,工業立国論的立場か

ら工業教育機関の基本構想を作り始めていたようである｡しかし,自国に

おいては専門的工業教育がまだ国家的政策課題とはされていなかったため,

彼の構想は実現する場を見つけられずにいた｡そこへ,日本から招時の話

が持ち込まれ,ここに開花の場を得たのである｡ ｣

第三に, ｢日本の工業教育の基礎作りに果たした｣貢献は高く評価され,戟

日にさいして勲三等旭日中授章が授与された｡そのときの叙勲申請の一部を紹

介して,貞献の具体的内容を示している｡

第四に,再来日のことに触れ,

｢大正三年(一九-四)ころ,再来日する予定であったが,第一次大戦の

勃発により自国の国事に奔走することになったため延期されたまま実現す

ることなく,一九-/＼年九月に没した｡ ｣

と記した(18)｡他に類例をみない,注目すべき記述である｡

(5)
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最後に,ダイア-は歴史部門その他の専門分野の辞書･事典だけにとどまら

ず,近年では『20世紀西洋人名事典』 『日本近現代人名辞典』などにも採録さ

れ,わが国の近現代史上の重要人物として位置づけられているo

○ 『20世紀西洋人名事典』 (日外アソシエーツ, 1995)

｢英国の工学者:明治政府お雇い外国人教師｣という位置づけがみられ,簡

潔に説明している｡

｢グラスゴー大学で学び, 1873年来日し,明治政府工部省が開設した工学

寮(東京大学工学部の前身)の教頭として工学技術教育に力を注ぎ,殖産

興行の技祷的指導に加わり,日本人技術者を養成する｣

さらには, ｢82年帰国し,英国の工業教育と振興に尽くし,グラスゴー大学

名誉法学博士号を贈られる｣ということも付記しているo本書でも,死亡日を

｢9月4日.｣と誤記している(19'o

○ 『日本近現代人名辞典』 (吉川弘文館, 2001)

ダイア-は｢イギリスの工学者,工部省工学寮(のち工部大学校)のお雇教

師｣として登場し,かれの考案になる特色あるエンジニア教育方式が英国の専

門誌『ネイチャー』で評価されたこと,ならびに帰国後｢英国の工業教育の改

革に尽力した｣ことに注目している｡

その記述内容は下記のように他書と類似していて特段の特色はないけれども,

ダイア-が本辞典に採録されたことがなによりも特筆されるoかれは日本の近

現代史上の人物であることが認定されたことを示唆するからであるo

｢工学寮の都検(プリンシパル)兼工学博士に就任し･日本の工業化を推

進する第一線の工業指導者の養成に着手したo ････彼は理論と実習を巧み

に結合して学識ある専門職としてのエンジニア教育の方式を考案し,英専

門誌『ネイチャー』などで高く評価されたo明治十五年六月･その職を辞

して帰国し,英国の工業教育の改革に尽力したo ｣
(20'

以上の事典･辞典のほかに,近刊の『岩波 日本史辞典』 (1999)あるいは
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『講談社日本人名大辞典』 (2001)などにも見出し語として登載され, ｢日本

の工学教育の確立,工業指導者の養成につくした｣という点において,近塊代

日本史上に位置づけられている(21)0

3.英国の辞書･事典におけるダイア-

(1)

英国においては,まず紳士録『フーズ･フ-』および物故者名士録『フ-･

ウォズ･フ-』という代表的な人名辞典に登場するo

生前は,紳士録『フーズ･フ-』の1918年版につぎのようにあらわれている｡

1918 (大正7)年版というと,ダイア-が死去した年である｡経歴と業績が簡

便にまとめられているなか,日本関係の記述が注目される｡

｢ヘンリー･ダイア-,土木技師,グラスゴウ大学の文学修士･理学博士･

名誉法学博士｡日本の工学博士｡日本の瑞宝章(勲二等)
｡旭日中綬章

(勲三等).日本の東京大学名誉教授.ナtlおよびグラスゴウ市の治安判事.

1848年出生｡ジョン･ダイア-の息子｡グラスゴウ在住のD.ファーグソ

ンの娘マリー･アクア-トと1874年に結婚｡息子3人,娘1人｡

学歴;グラスゴウのアンダソン･カレッジおよびグラスゴウ大学卒｡法

学博士アレクサンダー C.カークのもとで技師として見習い修業｡ 1870

年ホイットワース奨学生｡グラスゴウ大学に5年間修学｡ 1878年日本の東

京にある工部大学校の初代校長および土木学･機械工学教授を拝命｡加え

て,大きな工学実験場長になるo lO年間日本に在住,退職時に工部大学校

の名誉校長に｡また,日本の土木工学会,機械工学会,造船学会の名誉会

員｡英国に帰国以来,工学･教育･社会事業に墳極的に参画してきた｡グ

ラスゴウ西部スコットランド工科大学終身理事長,西部スコットランド農

科大学･西部スコットランド家政学大学･グラスゴウ美術学校の各理事長｡

グラスゴウ学務委員会委員長,継続学級委員会委員長｡ 1894年から1916年

まで西部スコットランド製鉄業仲裁委員会委員長等｡

出版物; 『大日本:東洋の英国』 『世界政治のなかの日本』 『工業進化
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諭』 『学校における科学の授業』 『教育と国民生活』 『教育と産業訓練』

『教育と市民』
,そのはか,工学,教育,文芸,社会問題関連の報告書お

よび論文多数｡

住所;グラスゴウ市ド-ワンヒル, -イバラテラス8番地｡

倶楽部･,グラスゴウのリベラル派o ｣(22)

死去したのちは,物故者名士録『フ-･ウォズ･フ-1916-1928』に登載さ

れた｡ただし,その内容は,上述の『フーズ･フ-1918』の記述の末尾に｢19

18年9月4日死去(Died 4 Sept. 1918)｣という一点が加わっただけである

(23)
(死亡日は9月4日でなくて25日が正しい).

『フ-･ウォズ･フ-1916-1928』においても『フーズ･フ-1918』におい

ても,日本とのかかわりがダイア-の生涯における重要な事項として特記され

ていることが注目される｡日本政府からの叙勲,お雇い教師としての実績,そ

れに日本研究という諸事項である｡

(2)

ダイア-は,英国で伝統ある人名事典『英国伝記事典(Dictionary of

Nay) 』には登載されることがなかった｡それが,先ごろ版を

改めて2004年9月に刊行された『オックスフォード英国伝記事典』 (o‡ford

Dictionary of National Biography) 』では見出し語として採録され, ｢エン

ジニアおよび教育家｣として位置づけられている｡

執筆者はE. 0. A.チェックランド(Editb Olive Anthony Cbeckland,

1920-2004)である｡訳書『明治日本とイギリス』 (法政大学出版局, 1996)

などで知られる日英交流史の専攻研究者による執筆である(24)o それだけに,

その内容はバランスのとれた記述であり,なかでも日本との交流と関係の側面

について詳述されている｡

記述は二段観で本文97行,付録14行から成り,大きく5部より構成されてい

る｡ ①出生からお雇い教師として来日するまでの生涯, ②日本でのお雇い教師

としての活動と貞献, ③帰国後のグラスゴウでの活動, ④著作活動,とりわけ

日本研究の進展, ⑤歴史的評価,である｡
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記述内容を順に紹介すると,まず第一に,お雇い教師として来日するまでに

ついては,労働者の子どもとしての出生,夜間学級での学習および徒弟修業の

体験,ホイrソトワース育英資金ならびに奨学金の獲得とグラスゴウ大学の卒業

という諸点が,注目されている｡

｢ヘンリー･ダイア- (1848-1918年)
｡エンジニアおよび教育家｡

1848

年8月16日,ラナ-クシヤ(スコットランド)のボスウェル教区ミュアマ

ドキンに,コーク州(アイルランド)コーク生まれの鉄工所労働者ジョン･

ダイア-とマーガレット･モートンの息子として誕生｡ダイア-は,グラ

スゴウのアンダソン大学(後のアンダソン･カレッジ)の夜間学級に出席

するが,グラスゴウのクランストンヒルにあるジェイムス･エイトキン社

で,トマス･ケネディおよびA. C.カークに弟子入りし実習生として修

業した｡ 1868年, 『労働者』部門でホイットワース育英資金を, 1870年に

はホイットワース奨学金を獲得した｡グラスゴウ大学を卒業し理学士号を

得てまもない1873年初頭, 25歳で東京の工部大学校の校長に任命された｡

工部省の管轄下のこの新設校には,開国後まもない日本の近代的エンジニ

アの第一世代を養成する意図があった｡ ｣

第二に,お雇い教師として在日中の活動については,工部大学校における

｢学生が実習の授業と理論の授業を交互に履修する6年間の教育課程｣の案出,

そのさい｢アンダソン大学の夜間課程に学んだことのある山尾庸三｣との協議,

工部大学校の特色ある教育ならびに学生像について,論及されている｡

｢工部大学校は首都東京の虎の門にあり,当時,東京では『ダイア-のカ

レッジ』と呼ばれることがあったが,すばらしい学校であり,その建物と

設備に資金が存分に投入された｡かつてグラスゴウに住み(1866-68年) ,

クライド河畔のナビェ造船所で働き,アンダソン大学の夜間課程に学んだ

ことのある山尾庸三と協議して,ダイア-は,学生が実習の授業と理論の

授業を交互に履修する6年間の教育課程を考え出した｡授業はすべて英語

であった｡学生全員が受講する第一･第二学年課程では,英語(英語と英

作文),地理学,数学,機械学(理論と応用),物理学,化学,図学(幾
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何図と機械図)が教えられた｡第三学年の初めに,学生は6つの専門領域

-一土木学,機械学,電信学,造家学(建築学) ,実地化学および冶金学,

鉱山学から,専攻を一つ選んだ｡

学生はほぼ全員が士族出身であり,工学という学問は奇異に思えたoだ

から,仕事で自分の手を汚すということなど理解することはむつかしかっ

た｡ウイリアム･エアトン(後年ロンドン大学インペリアル･カレッジ物

理学教授で, 1870年代に工部大学校で教鞭をとった)は『日本の学生は観

察力が乏しい』と指摘した (General Report, 77頁)
｡いろいろ困難はあっ

たが,たいていの日本人学生は勤勉で,熱意があり,ひたむきであったo ｣

第三に,帰国後の活動については,とくに日英交流の推進活動,たとえばグ

ラスゴウ日本人留学生への支援,およびグラスゴウ大学における日本語試験の

導入が注目されている｡

｢ダイア-は1882年7月に工部大学校を辞し日本を離れた｡日本政府はダ

イア-をおおいに称賛し,旭日章(勲三等)に叙し,同校の名誉校長に任

じた｡時代は変わりつつあった｡赤羽工作所は帝国海軍の施設になること

になり,また1886年には工部大学校自体が工部省の管轄を離れ,他のカレッ

ジと合体して文部省主管の東京大学工学部となった｡ダイア-はグラスゴ

ゥに戻ってすぐ,グラスゴウ大学に新設の造船学教授職につこうとしたが,

1883年と1886年の二度とも失敗に終わったoアンダソン･カレッジではずっ

と顧問として積極的に関与した｡しかも,グラスゴウ大学とアンダソン.

ヵレッジでは工学技術を,またクライド河畔では実践的な造船学を学ぶた

めにこのころグラスゴウへ多く集まった日本人学生にとって,公認ではな

いが,重要な,腹蔵なく話せる人となりまた友人となった｡ 1901年以降,

ダイア-の要請で,グラスゴウ大学評議会は同校入学希望者の外国語科目

として日本語を認可することに合意した｡ ｣

第四に,生涯の活動のうち｢多産な著述家｣であること,とくに｢親日的な

立場｣からの日本研究について特筆されているo

r1874年,マリー･ユーヘミ-･アクア-ト･ファーグソン(1848-1921
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年)と結婚した｡二人の間には,息子4人(1人は生後4カ月で死亡)と

娘が1人いた｡グラスゴウの地で,ヘンリー･ダイア-は多産な著述家に

なり,最初は冊子を,その後は冊子よりも内容があり多方面にわたる著作

をものした｡最初の大著は『工業進化論(The Evolution of Industry) 』

(1895年刊)である｡その後,ダイア-の親日的な立場は『大日本:東洋

の英国(担土地二世旦__壁 itain of the East) 』 (1905年刊)に,さ

らには『世界政治のなかの日本:国際力学の研究(Japan in Yorld Poli-

tics: a Study in International Dynamics) 』 (1909年刊)となって結

実した｡ ｣

第五の歴史的評価については,二点ある｡その-は, ｢アイルランドの労働

者の息子にしてはたいした財産｣を残したが,その主たる収入源は日本であっ

たという指摘である｡

｢ヘンリー･ダイア-は, 1918年9月25日,グラスゴウ市ド-ワンヒル,

-イバラテラス8番地の自宅で,肺炎のため死去した｡享年70歳｡グラス

ゴウ共同墓地に埋葬された｡ 9,00¢ポンドに余る財産を遺したが,アイル

ランドの労働者の息子にしてはたいした財産であった｡かれの主たる収入

源は, 10年間ほど工部大学校校長として月額660円という驚くほどの高袷

を取った日本であった｡ ｣

ダイア-評価のそのこは,グラスゴウにおける工学教育推進活動の｢高い評

価｣
,ならびに日本の工学教育に対する貞献についての評価である｡後者につ

いては, ｢理論と実践を結びつけうる人物｣として推薦されたこと,ダイア-

の｢業績は,高級な,実験による.探求的な工学教育を,かつては儒教と暗記学

習に傾倒していた日本に導入したこと｣にあると評されている｡

｢伊藤博文に対してヘンリー･ダイア-を工部大学校の初代校長に推薦し

たのは,当時グラスゴウ大学工学教授であったウイリアム･ジョン･マク

オーン･ランキン(1820--1872年)であった｡ランキンはF理論科学で問

題にしなければならないのは何を考えるべきかである｡しかし,実践科学

で問題にしなければならないのは何をなすべきかである』 (Rankine, 8
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頁)と信じていたことから,理論と実践を結びつけうる人物としてダイア

-を推薦したのである｡ヘンリー･ダイア-の業篇は,高級な,実験によ

る探求的な工学教育を,かつては儒教と暗記学習に傾倒していた日本に導

入したことである｡故郷のグラスゴウでは,グラスゴウ学務委員会委員を

務めたばかりか,工学教育を一貫して説得的に唱導したことで,高い評価

を受けた｡ 1890年に理学博士となったが,グラスゴウ大学は1910年にダイ

ア-のさまざまな教育活動に対して法学博士号を勝って表彰した｡ ｣
(25)

以上のようなダイア-の生涯と活動,ならびにその歴史的評価にかかわる記

述に加えて,記事の末尾には付録欄があり,関連する資料･情報が付されてい

る｡具体的には, ①参考文献, ②グラスゴウのミッチェル図書館,グラスゴウ

大学ア-カープズ,東京大学にある記録史料, ③肖像資料, ④遺産絵額(9147

ポンド12シリング8ペンス)の4点である(26)0

このうち,最後の遺産絵額の記述はあたらしい情報であり,前出の｢9,000

ポンドに余る財産を遺したが,アイルランドの労働者の息子にしてはたいした

財産であった｡かれの主たる収入療は, 10年間ほど工部大学校校長として月額

660円という驚くほどの高給を取った日本であった｡ ｣という記述を裏づける

ものである｡

(3)

ダイア-は英国の紳士録『フーズ･フ-』
,物故者名士録『フ-･ウォズ･

フ-』 , 『オックスフォード英国伝記事典』という代表的な人名事典のほかに,

専門分野の人名事典においても採録されている｡

F科学技術史伝記事典(Biographical Dictionary of_世istory of Technoト

9gZ) 』 (1996)のばあいは, ｢スコットランドの技術者および教育家｣とし

て登場し,下記のように説明されている｡徒弟見習いの体験者であること,ホ

イットワース奨学金の受給者であることのほかに,日本に招聴されて｢日本人

エンジニアの第一世代に対し工学の理論と実践についての確固とした基礎知識

を与えた｣ことが特筆大書されている｡帰国後め｢生産はかなり尻すぼみに終

わった｣という記述は,類例が少なく注目される｡
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｢ヘンリー･ダイア-はアンダソン･カレッジとグラスゴウ大学で教育を

受けた｡グラスゴウの造船技師アレクサンダー･カークの見習いになり,

1870年にはホイットワース奨学金の初期の受給者になった｡ 24歳のとき勧

められて, 1873年東京の工学寮の設立にあたった｡グラスゴウ大学のW.

∫. M.ランキン教授がダイア-をもっとも優秀な教え子の一人であると

考えたので,日本政府代理人であったスコットランドの実業家マセソンに

推薦していたのであるo ダイア-は有能で若い英国人技術者ならびに科学

者のチームからなる教職員を確保し,同校の陣営を整えた｡同校は1873年

に学生56名でもって開校し,やがて工部大学校になった｡かれらと協力し

て,日本人エンジニアの第一世代に対し工学の理論と実践についての確固

とした基礎知識を与えた｡ダイア-は都検(校長)および土木･機械工学

教授を務めたが, 1882年に東京を離れて英国へ戻った.その後のかれの生

涯はかなり尻すぼみに終わった｡もっとも,かれは技術教育運動の積極的

な支援者となり,またグラスゴウ･西部スコyトランド工科大学の発展に

関与して終身理事になった｡ ｣
(27)

4.ダイアーの評価

(1)

本稿では,辞書･事典にみられるヘンリー･ダイア一についての記述･説明

の事例を収集し考察した｡諸書をつぶさに渉猟したわけでなく,丹念に拾って

いけばさらに類例を見いだすことができるであろうが,ここに採録した事例に

みるかぎりでも,ダイア-は日英の数多くの辞書･事典に登場している｡しか

も見出し語として採録され,その生涯,活動実篇,歴史的評価をめぐる記述が

含まれている｡

とくにわが国のばあい,ダイア-は人名事典のほかに,歴史学･土木学･科

学技術さらには教育学といった専門事典においても採録されている｡このよう

な扱われ方は,ダイア-が当該分野における重要人物として,没却できない存

在となっていることを明示するものとして注目される｡
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(2)

本稿で収集し考察した日英の辞書･事典におけるダイア一に関する記述･説

明のうち,ダイア-の人物像理解のうえで重要と思われる諸点を,お雇い教師

として来日するまで,お雇い教師として在日中,帰国後という3期に分けてま

とめ直してみると,つぎのごとくである｡

第一に,低い社会的出自でありながら, ｢努力立身の人｣く28'であったとい

うことが注目されている｡職工の出身,実務の経験と徒弟修業の体験,夜学の

体験,奨学金･育英資金の活用によるグラスゴウ大学への修学,成篇優秀によ

る褒賞の獲得といった諸事項である｡グラスゴウ大学工学部のランキン教授が,

工部大学校の初代校長として｢理論と実践を結びつけうる人物としてダイア-

を推薦した｣のは,このような体験と実篇があればこそであったのであろう｡

第二に,工部省お雇い教師として在日中は,工部大学校の初代校長ならびに

土木･機械工学教授として活動するなか,山尾庸三の｢支援を受けて,当時の

世界に類例のない新しいタイプの工業教育の組織化に寄与するとともに,自ら

土木学と横械学を教授した｣ 0

｢当時の世界に類例のない新しいタイプの工業教育の組織化｣とは,サンド

イッチシステムといって, ｢実習の授業と理論の授業を交互に履修する6年間

の教育課程｣を構想し具休化したことである｡この教育課程は｢ 『学識ある専

門職としてのエンジニア』を教育する｣という点で注目され,ダイア-の母国

の英国の｢専門誌『ネイチャー』などで高く評価された｣ということが特筆さ

れている｡

第三に,母国に戻ってからは,日本での教育体験の導入,とりわけ｢工部大

学校の教育成果を還元させ｣て,グラスゴウにおける工学教育の改革に｢指導

的役割｣を果たした｡また｢実証牲の高い本格的な日本研究書｣をまとめて,

｢日本の国家進化を高く評価｣し,世界-の日本紹介を一段とすすめた｡グラ

スゴウ日本人留学生に対しては, ｢重要な,腹蔵なく話せる人となりまた友人

となった｣し,グラスゴウ大学への日本語資格試験の導入においても尽力した｡

要するに,ダイア-は｢努力立身の人｣であり,お雇い教師として｢開国後
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まもない日本の近代的エンジニアの第一世代｣の養成をとおして日本工業化に

責献したにとどまらず,帰国後も知日家･親日家として日英間の交流の推進に

寄与したのである｡したがって,これら3局面は,ダイア-の人物像を理解す

るさいの重要な分析主題となる｡

(3)

辞書･事典における人物像をめぐる考察というなら,採録された辞書･事典

における説明･記述についての分析だけでなく,採録されなかった辞書･事典

についても関心を払ってみることが重要であろう｡他のお雇い教師と比較して

みた人物像理解が深められるからであり,ダイア-のばあい,下記の二点をと

くに指摘することができる｡

まず第一に,ダイア-はF広辞苑』をはじめ, 『日本国語大辞典』 F大辞泉』

『大辞林』 『国語大辞典 言泉』などといった国語辞典に,管見のかぎり,見

出し語として採録されることはない｡同じお雇い教師でも, W. S.クラーク

(Yillia皿S皿ith Clark, 182611886) , E.ベルツ(Eryin Yon B岳elz, 1849

-1913) , G. E.ボアソナード(Gustave丘皿ile Boissonade, 1825-1910)

などの諸氏は多数の国語辞典に採録されている(29)のに対して,ダイア一にっ

いてはそのような事例が認められない｡

たとえば, 『広辞苑』のばあい,初版(1955)以来, ｢お雇い外国人｣が小

見出し語に,また何人かのお雇い外国人が主見出し語にそれぞれ採用されてい

るけれども,ダイア-は最新版である第5版(2000)に至ってもなお登場して

いない(30)o 『日本国語大辞典』においては,初版(1972-74)でも第2版

(2000-2002)でも採録されていない｡第2版では,初版における｢御雇外国

人｣という見出し語に加えて,あらたに｢御雇教師｣という見出し語も設けら

れたけれども,しかも,前出のクラークらは両版ともに登場するのに,ダイア

-は採録されることはなかったのである(31).ダイア-は数々の辞書･事典に

登場しているといっても,国語辞典に採録されていないのだから,その限りに

おいて,同じお雇い教師であってもクラークらに比べれば｢忘れ去られた人物｣

ということになるであろう｡
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第二に,ダイア-はグラスゴウ大学で土木･機械学を修め,工部大学校の土

木･機械工学教授として教壇に立ったけれども,学祷研究の成果について言及

されることはなかった｡したがって, 『科学･技術人名事典』 (北樹出版)や

『科学史技術史事典』 (弘文堂)などといった事典には採録されるけれども,

『科学者人名事典』 (丸善) , 『世界科学者事典』 (原書房) , 『19世紀英国

科学者事典(The Dictionary of Nineteenth-Century British Scientists) 』

など,自然科学研究者の専門人名事典には登載されることがない｡工部大学校

の同僚で化学教授であったE.ダイヴァ-ズ(E加ard Divers, 1837-1912)

あるいは電気学教授のW. E.エアトン(Yi11ia皿Edyard Ayrton, 1847119

o8)は取りあげられ,工部大学校の教師時代の学術研究の活動と成果について

言及されている(32)のに,ダイア一についてはそのような事例は認められない｡

【注】

1)三好信浩『ダイア-の日本』福村出版, 1989, 185貞(Sarada, T. & A.,

trans.,叫,

Globa1 Oriental, Kent, 2004, p.96に相当) 0

2)同事典は｢その採録する量と範囲の広さにおいて,また典拠としての信頼

性においてもまさに英国民が誇りとするに値する大辞典｣と評されている

(下谷和幸F叫:その概要と方法論』

野間教育研究所, 1992,まえがき)
｡ちなみに,同事典は1885年から1901

年までに22巻(Supplement l巻を含む)が出版された｡つづいて, 1901

年の補巻以降, 1971-1980年の補巻(1986年出版)までは10年刻みで8巻

の補巻が出版され, 1981年以降は5年刻みとなった｡
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