木下尚江とクロムウエル
―彼を震撼させた「万国史」とは―
川戸道昭

木下尚江は、人も知る、明治から大正・昭和にかけて活躍した小説家、社会運動
家である。その木下には、中学時代に手にした本で、生涯忘れることのできない一
冊の本があった。それは、中学校の教室で使用された教科書である。彼は、その教
科書を、「終生新たなる貴重の聖典」（『良人の自白』） とさえいって大事にしていた。
そこには、彼の進路を大きく変えることになるオリヴァー・クロムウエルの業績が
しるされていたのである。木下尚江とクロムウエル、彼の伝記をひもとけばきまっ
て言及される二人の関係ではあるが、その運命的な出会いのきっかけをつくった教
科書にはほとんど関心が払われていないのが実状である。一体それはいかなる教科
書であったのか。木下はそこにいかなる神の啓示を見てとったのか。新たに発見さ
れた伝記資料なども交えながら、木下の将来を大きく変えることになったその一冊
の教科書に光を当ててみることにする。

Ⅰ クロムウエルとの出会い
まずは、木下がどのようにしてクロムウエルを知ったのか、その経緯からみてお
こう。彼の自伝風小説『良人の自白』（ １） によれば、それは次のように説明されてい
る。主人公の白井俊三には、中学時代、どうしても解決できない一つの疑問があっ
た。それは、母が述べた、昔の天皇は「神様であったが、御維新以来人に御なりあ
そばした」ということに関する疑問で、仮に天皇が神ではなくて人であるとすると、
一体その違いはどういうところにあるのか。俊三はそのことを突きとめないではい
られなかった。そこで、学校の「倫理科の教授に其説明を求めた」ところ、返って
そんな

きた答えは、一言「 其様こと言ふと不敬に当る」ぞということであった。仕方なし
に彼は自分自身で答えを探しはじめる。そこで出会ったのがクロムウエルというわ
けだ。クロムウエルは、「臣民」を「自分の支配する為に製造されたもの」としか考
えない国王に対し、「同胞の権利と自由」を求めて立ち上がる。そして、戦いに勝っ
て、国王を捕らえ、裁判にかけて、処刑した。同じことを日本のケースに当てはめ
てみた場合どうなるか。それを心に描いてみた俊三は、ことのあまりの重大さに震
えあがる。同時に、そこに、おのれの進むべき方向をはっきりと読みとった。自分
もクロムウエルのように「同胞の権利と自由」を求めて戦おう、そのためには国王
をも裁くことを可能にする法律を学ぼう、と。それ以来、俊三にとって、そのクロ
リイダア

ムウエルの事績を記した「 読本」は単なる英語リーダーの域を超え、天の授けた〈啓

示〉の書となった。志を遂げて弁護士となった俊三は、それを「終生新たなる貴重
の聖典」といって懐かしく振り返っている。
これが一篇の小説の中の出来事にとどまらず、木下自身の体験をもとにした〈実
話〉に近いものであったことは、彼の自伝『懺悔』（ ２） のなかにもほぼ同様なことが
記されていることをみてもわかる。当時、日本においては、一人の国家元首を過剰
なまでに畏れ敬う一方で、よりよき国政を求めて立ち上がろうとする民衆を容赦な
く弾圧するという徹底した抑圧政治が行われていた。木下自身、毎朝中学校に通う
途中、そうした「国事犯」が監獄から裁判所へと引き立てられていく様子を見て激
しい戦慄を覚えずにいられなかった。そうした折もおり、学校の「万国史の教室」
さ

ば

で、クロムウエルと出会う。クロムウエルは、これらの「国事犯が法律で 審 判かれ
さ

ば

て居るように」、「法律を以て国王を 審 判いた」た。もし、仮に、同じ法律を日本の
現状に適用したらどうなるか。彼は、「恐怖か、驚愕か、讃歌か、名状すべくもあら
ぬ一種の感慨に打たれて、暫ばし…此世ならぬ夢の裡に酔い痺びれ」る。その衝撃
は、日本の国家元首の運命を、処刑されたイギリス国王の運命に重ね合わせてみた
ときの、木下の体を走りぬけた衝撃にほかならない。木下は、この体験をもとに、
「法律を学ばう」と決心をし、明治 19 年３月、英吉利法律学校 （中央大学の前身）
に進学する。さらに、同年４月には、東京専門学校 （現早稲田大学） へと転校し、明
治 21 年３月、同校の「邦語法律科」を優秀な成績で卒業するのである （ ３）。
Ⅱ

木下が手にした「万国史」とは
問題は、この、木下の進路に多大な影響を与えた「万国史」が、一体いかなる「万

国史」であったのかということである。中野孝次氏の『若き木下尚江』によると、
それは次のようなものであったと記されている。

《尚江研究の進んだ現在、彼がこれほどまでに震撼された教科書が、少くともパーレ
イの『万国史』でなかったことは明らかである。これは当時英語を学んだほどの者が
みな手にした入門的概説歴史書で、三宅雪嶺や長谷川如是閑もこの本の思い出を記し
ているが、そこにはそんな精細な記述は見出せない。尚江の記憶違いであって、彼が
『良人の自白』に引用した文章を参照すれば、彼にかくも感銘を与えたものはスウィ
ントンの第五読本以外にはないと判断される。そこに約十ページにわたり、ナサニェ
ル・ホーソンの『伝記物語』の一部が紹介されているのである。》（ ４）

この中野氏の記述は、明治の英語教科書史に照らしてみた場合、必ずしも説得力
のあるものとはなっていない。確かに、『良人の自白』に「終生新たなる貴重の聖典」
リイダア

と記されている「 読本 」は、スウィントンの『第五読本』であったことは間違いな
い。中野氏も指摘するとおり、そこに掲載されたホーソーンの『伝記物語』中の「ク

ロムウエル」の内容と、『良人の自白』の引用文に一部合致する点が見いだされるこ
とから、確かにそういうことがいえるだろう （ ５ ）。しかし、そのことをもって『懺
悔』に記された『万国史』もスウィントンの『第五読本』であったとするのは早計
である。それは、一つには、スウィントンの『第五読本』が、日本の英語教育界で
使われはじめるのが、明治 20 年代以降のことであったということによる （ ６ ）。日本
で最初に刊行された同テキストの翻刻書は、明治 21 年の刊行となっていて、木下
のような地方の一中学生が、明治 17、8 年当時、舶来本でそれを読んだということ
リイダア

は考えにくい。『良人の自白』における「 読本 」をスウィントンの『第五読本』と
して矛盾が生じないのは、俊三がクロムウエルと出あった年が、帝国憲法発布の翌
年、すなわち明治 23 年と設定されているためである。スウィントンの『第五読本』
というのもこの時代設定に合わせたフィクションであったと考えるのが筋だろう。
では、スウィントンの『第五読本』によってではなかったとすると、木下は一体
なにによってクロムウエルのことを知ったのか。そこで、もう一度、『懺悔』におけ
る記述を確認すると、そこにはこんな表現がみてとれる。

《予は又た書物を開いてクロムウエルの事を考へてみると、彼と此れとの相違の余り
の甚しさに驚いた、『有体に描け』と画工を叱りつけたる其の陰惨な沈痛な豪毅獰猛
あざおとこ

なる 痣男 の肖像を見つめる時、予の心は堪へ難き重さに圧伏せられて、只だ其の前
に平れ伏して仕舞つた、予は『法律を学ばう』と決心した》（ ７）

ここまではっきり言及している以上、それが木下の「記憶違い」などでなかった
ことは確かであろう。決め手は、「『有体に描け』と画工を叱りつけた」というクロ
あざおとこ

ムウエルの言葉と、その「豪毅獰猛なる 痣男 」の肖像画である。この二つの手が
かりをもとに明治 10 年代の後半に一般に流布していた『万国史』を調査すれば、
その原典をつきとめるのにそれほどの時間は必要としないはずだ。すなわち、ウィ
リアム・スウィントンの『万国史』（ ８ ） の存在がすぐにも浮かびあがってくる。同じ
『万国史』でも、パーレーとスウィントンの二つの『万国史』が存在したというわ
けだ。その第３章の「十七世紀の大きな出来事」の項に、5、6 ページにわたってク
ロムウエルに関する記述があり、その中に彼が時の国王のチャールズ一世を法廷に
引き出して、国民に対する謀反の罪で死刑に処するまでの一連の経過が詳しく述べ
られている。上に記した２つの手がかりについていえば、クロムウエルが、彼に対
するこびへつらいから顔の「痣（wart）」を省いてしまおうとする画工に対し「有
体に描け（Paint me as I am!）」と命ずる場面があり、その横に彼の肖像画が掲げ
てある （ ９ ）。同じ明治 10 年代に流行したパーレーの『万国史』（ 10） にはそのような
記述や肖像はなく、内容も、国王の立場に立ったクロムウエル批判の記述が中心と
なっている。

Ⅲ

海外事情を知る貴重な情報源
木下が「万国史の教室」でクロムウエルに接したのは、各種「年譜」によると明

治 17 年のころと記されている。わたしは、その頃の木下の行動を伝える資料をい
ろいろ探しているうちに、大変興味深い資料を発見した。彼の中学校における成績
や出席日数を記録した「期末調査表」（ 11） がでてきたのである。そのときの木下の年
齢は「一四」年「一一」ヶ月。すなわち、数え年に直すと、『良人の自白』の主人公
が回想するのと同じ「十六歳の青春」（『良人の自白』） の「期末調査表」である。木
下の成績は抜群で、同じ「三年前期」に所属する生徒９名中１番。科目別にみると、
英語、漢文、歴史、物理の成績がとくに良く、すべて１番とある。他の生徒がみな
「一六」年、「一七」年というように、２年も３年も年長であったことを考えると、
その秀才ぶりは相当なものであったといえる。つまり、この「期末調査表」は、「級
中の首席を占めていた」という『良人の自白』の主人公と、木下自身の体験の同一
性を裏づける大変貴重な資料ということになる。
そんな成績優秀の木下が、たかが歴史の教科書に将来の方向を決定するほどの影
響を受けたと知って、われわれは多少の驚きを禁じえない。しかし、当時の時代状
況を考えれば、それは驚きでもなんでもないごく自然のことであったと合点がいく
はずだ。木下の立場を理解するには、まず彼のように地方の中学校で学んでいたも
のにとって読むべき書物の種類が限られていたということを考えに入れる必要があ
る。そして同時に、その頃学校で用いられていた教科書の大半は、国家の統制のも
とになったものであるということもあわせて考慮に入れる必要がある。そうした国
家による教科書への介入は、木下が中学校を卒業する明治 10 年代の末以降、ます
ます強化される傾向にあり、中学校で用いられる教科書はすべて「文部大臣ノ検閲
シタルモノニ限ルベシ」（ 12 ） というように、国家の検閲を経なければならないこと
になっていた。しかし、実際には、この検閲制度は、外国で編纂された各種教科書
には適用されないのが実状であった。そのことは、明治 20 年代以降も、全国の中
学校がこぞって「ナショナル」、「スウィントン」などのリーダーや歴史教科書を採
なま

用していたことをみてもわかる。裏を返せば、国家の干渉の及ばない、海外の〈 生〉
の情報や知識がそこには存在したということになる。当時の若者にとって、とくに
情報量の限られた地方の中学生にとって、それは、国家の、地域の、あるいは家族
の因習を超えて、広く世界を見渡すことのできるほとんど唯一の情報源となってい
たのである。木下を初めとする明治の知識人たちは、いち早くそうした外来の教科
書の重要性を察知して、そこから自らの人生観なり国家観なりを形成するうえで必
要な知識や情報を引き出していった。

Ⅳ

衝撃とその背景

しかし、それだけではない。ごくありふれた一冊の教科書が、自らの進むべき方
向を決定するほど重要な書物となりえた背景を知るためには、当然、その教科書を
手にした者が直面していた精神的状況というものも考慮に入れる必要がある。前述
したように、木下は、当時、ある深刻な問題を抱えていた。それは、新しい国家元
首のあるべき姿についての問題であった。彼にとってその問題はよほど深刻な問題
であったに違いない。そうでなくては、ごく平凡な歴史教科書の記述に魂の根底を
揺さぶられるほどの衝撃を覚えることはありえない。
それを読んだ木下の心に走った衝撃は尋常一様のものではなかった。まるで、チ
ャールズ国王の処刑という出来事を触媒にして、彼の意識下で突然の化学変化が生
じたかのようだ。「予は彼［クロムウエル］が英国王を国会の法廷へ引き出して之に
叛逆人の判決を与へ、断頭台上へ引き上げて死刑に行つたことの顛末を見た時に、
恐怖か、驚愕か、讃歎か、名状すべくもあらぬ一種の感慨に打たれて、暫ばし身も
魂も此世ならぬ夢の裡に酔い痺びれて仕舞つた」（ 13）。
木下の心をおそったこの名状しがたい衝撃は、ちょうど、キリスト教に入信する
以前の新島襄が『連邦志略』というアメリカの政治・社会制度を概説した書物を読
んだときの激しい衝撃と似ている （ 14）。当時、新島が心に抱えていたテーマは、わ
れわれ人間の本当の支配者はだれかというテーマであった。木下の場合同様、それ
はよほど重いテーマであったに違いない。あるとき、そのアメリカの政治・社会制
度に関する概説書を手にした新島は、かの地では封建君主ではなく、人民によって
選挙で選ばれた大統領が国を統治するという記述に接して、身も世もあらぬほど大
きなショックを覚える。それはまるで天と地がひっくり返るような衝撃であった。
彼をその革命的ともいえる発想の転換へと導いたのは、木下の場合同様、ごく平凡
な一冊の概説書であった。しかし、それは、新島にとって単なる概説書とは違う。
やがて、万物の創造主たる神の存在へと彼を導く天与の書物となったものである。
木下ふうに表現すれば、「終生新たなる貴重の聖典」とでもいうべきものであった。
このようにごく平凡な一冊の書物が、彼らを真の英知へと導く天恵の書となりえ
むかし

た背景には、維新期特有の精神風土が深くかかわっていた。「 往昔の天子様は神様で
あったが、御維新以来人に御なり遊ばした」（ 15）。幕藩体制の崩壊という未曾有の政
治社会制度の変革をリアルタイムで体験しつつある彼らの心には、長年国家に君臨
し続けたこの主役の〈変質〉のことが強く意識されていた。国家元首が神でないの
はわかる。では、今後この国を統治するのは一体誰なのか。彼らはこの疑問を心に
宿して懊悩を重ねる。しかしこの問題は表立って議論するわけにはいかない問題で
あった。維新とはいえまだまだ古い体質の残る世の中である。幕藩体制に取って代
わる新体制の思想統制もはじまろうとしていた。すべては、重苦しい抑圧下におい
て、個人が単独で自分の心の中で思いめぐらす問題となっていた。
そうした情況のもとで、新島や木下は、ただ黙々と探究に励んだ。そして、長い

葛藤の末に、突然、神の啓示ともいうべきものを西洋の書物のなかに見いだした。
そこに、非凡な感性の所有者のみに許される想像力、直感力があずかっていたこと
は間違いない。しかし、それだけではない。彼らは、誰にも教えられることなく、
誰にも尋ねることなく、ただ一心に、ひたむきにその問題と向き合い続けた。その
愚直なまでのひたむきさが、タブー視されてきた国家元首の身分を論じるという無
言の政治圧力に押しつぶされようとするその瞬間、彼らの意識下で、なにか大きな
変化が起こった。木下の言う「恐怖か、驚愕か、讃歎か、名状すべくもあらぬ一種
の感慨に打たれ」たというのは、彼の意識下において、そうした大きな精神的変化
が引き起こされる瞬間を表現したものといえるだろう。
重要なのは、そのような重圧下にあって、彼らがひたすらに問題を追究し続けた
ということである。明治の先覚者にみられるそうしたひたむきな追究心・探求心こ
そは、ありふれた一教科書を「終生新たなる貴重な聖典」に変える最大の要因とな
ったものであり、それこそは、あふれるばかりの情報の山を前にして一向に有効な
啓示を引き出せないでいるわれわれ現代人との違いを画す大きな要因となっている
ものである。
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日本語で「明治十五年九月十五日出版御届／同十六年三月出版／同年六月二日再版御届／同
年十一月十三日合本御届」とあり、明治 17、8 年には相当数の翻刻書が出まわっていたと推
測される。
あざ

（９）クロムウエルの「性格(character)」について記されたその英文のうち「有体に描け」「 痣
おとこ

男 」 に 関 す る 記 述 を 掲 げ る と 以 下 の と お り 。 It is a characteristic trait that when a

painter,
wishing to flatter him, represented the Protector without a wart which deformed his
face, he angrily told the artist, "Paint me as I am." Yet within this rugged frame there
burned a great and heroic soul.
（10）パーレーの『万国史』はスウィントンの『万国史』よりも１年ほど前に最初の翻刻書が刊
行された。私の所有する同書の翻刻書の英文刊記は以下のとおり。「 Peter Parley's

Universal History, Rikugokuwan, 1885」。同書の日本語の奥付は「明治十四年七月九日翻
刻御届」となっている。
（11）本「期末調査表」の正式の名称は「東筑摩中学校学期末調査一覧表／自明治十七年二月

至

明治十七年七月」というもので、「初等中学科第三年後期」から「初等中学科第一年前期」
の５クラス、88 名の「日課点」「成績」「出席日数」「年齢」等が掲載されている（「二年後
期」については掲載がない）。木下の名前は、「初等中学科第三年前期」９名の筆頭に記載さ
れている。彼の各科目の「学期試業評点」は、「修身九六」「漢文七〇」「英語六七」「代数八
五」「幾何六二」「地文七六」「歴史八八」「植物六八」「物理九一」「図画六八」「体操八八」
となっており、全科目の平均点が「七八」で９名中１番（２番の生徒より平均で３点上回っ
ている）。出席日数は「九八」（百分率）と、全出席に近い。「東筑摩中学校」は、現在の松
本深志高校の前身。同校の「沿革」によるとそれまでの「公立松本中学校」が「東筑摩中学
校」と改称されたのは明治 16 年 12 月のことで、明治 17 年９月１日からは「長野中学校」
松本支校となったとあるから、「東筑摩中学校」の名称が使われたのはわずか９カ月足らず
のことにすぎなかった。同校の歴史を知る上でもこの「期末調査表」は大変貴重な文献とい
うことになる。
（12）明治 19 年４月公布「中学校令」（『学制百年史資料編』［文部省、1972 年］128 頁。
（13）『木下尚江集』、277 頁。
（14）『連邦志略』という書物が新島襄に与えた影響については、北垣宗治氏が 2003 年８月５
日に、[日本英学史学会東日本支部大会]で行った特別講演「新島襄の英学」を参考にさせて
いただいた。なお、同書の詳細は以下のとおり。
馬邦裨治文撰述・箕作阮甫訓点 『聯邦志略』上下二巻、江左老皀館蔵梓、無刊記。
原著者の「馬邦裨治文」は、北垣氏によると、Elijah Coleman Bridgman (1801-61)という人物で、
新島が学ぶことになるアモースト大学の卒業生であったという。
（15）『木下尚江集』、36 頁。

