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はじめに 
大隈重信は本学の創立者であり、近代日本における代表的な政治家

です。 

昨年度早稲田大学は、大隈の子孫である大隈和子氏より、多くの大
隈家所蔵品の寄贈を受けました。また、当大学史資料センターは昨年
度より『大隈重信関係文書』の刊行を開始しました。これにより大隈
に関する文献資料は厚みを増し、一層豊かな視野からのアプローチが
可能になりつつあります。  

今回の企画展示は、こうした資料を中心に構成し、大隈の明治維新
以来の邸宅の変遷と早稲田邸（現在の大隈庭園）での日常生活に焦点
を当てたいと思います。大隈を支えた家族たちや彼の趣味、多岐にわ
たる交際で培われた人々とのふれ合いの場として、またある時は政局
の中心として、大隈邸は日本近代史上重要な瞬間に幾度も立ち合って
きました。「民衆政治家」といわれた大隈の「顔」たる役割を果たし
てきた大隈邸内の様相を、同時代の資料から再現することは、大隈研
究にも、また本学にとっても資するところが大きいと考えます。そし
て同時に、展示を通じ大隈重信をより身近に感じていただければ幸い
です。 
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1 早稲田への道 
大隈重信は、佐賀藩士族として佐賀城下で誕生しました。大隈は、

同藩の保守的な傾向に反抗し、洋学を学習するとともに江藤新平・副
島種臣ら同志たちと藩政改革を試みました。同志との交流の場となっ
たのが、大隈の家だったと伝えられています。 

明治維新後、大隈は新政府の官僚として登用され、東京に転居しま
す。東京における最初の居住地は築地でした。そこは、伊藤博文・井
上馨ら新しい友人たちも交えて政策を議論する場となり、「築地梁山
泊」と呼ばれました。 

大隈は明治十四年の政変により下野します。彼は教育の場として東
京専門学校を早稲田に創立し、彼自身も生活の本拠をここに移してい
きます。 

 
大隈生家模型 大学史資料センター所蔵 

大隈重信は、佐賀城下会所小路（現佐賀市水ヶ江）で生まれた。
二階が大隈の勉強部屋である。現在も生家は保存され、公開され
ている。 

 
大庭雪斎編訳『民間格致問答』 1865年、図書館所蔵 

大庭雪斎（1805～1873）はシーボルト、ついで緒方洪庵に学ん
だ佐賀の蘭学者である。蘭学の師として、青年時代の大隈に大き
な感化を与えたといわれる。本書は訳書であるが、物理科学の啓
蒙を意図して問答体で書かれている。幕末から明治初年における
西洋語の邦訳にも大きな影響を与えた。 

 

准国老辞令 図書館所蔵 
佐賀藩士時代の辞令。准国老(次席家老)に任命するという内容。
1867 年頃と推測される。 
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加増米御沙汰書 図書館所蔵 
佐賀藩士時代の御沙汰書。大隈家代々の家禄 120 石に 30 石を加
増し、併せて 150 石とする内容。 

 

辞令 任徴士参与職外国事務局判事 1868年、図書館所蔵 
徴士とは、諸藩士の中から新政府に選抜された高級官吏のこと。
佐賀藩出身者としては、大隈は副島種臣についで登用された。徴
士に任命された大隈は、参与職外国事務局判事として長崎在勤を
命じられ、英公使パークスが抗議したキリスト教徒処分問題をめ
ぐり、激しい論争を行なった。 

 

江藤新平書翰 大隈重信宛 （明治初期） 
3月 15日、図書館所蔵 

江藤新平が大隈に宛てた大隈母堂の病気見舞い。本文中に「かす
てら五包」と見え、大隈にカステラを贈ったことが分かる。佐賀
藩士時代より続く両家の親密な関係が看取され、ほのぼのした心
温まる内容である。 

 

伊藤博文筆写『大隈参議国会開設建議』（複製）  
1881年、大学史資料センター所蔵 

自由民権運動の高揚に伴い国会開設の声が高まる中、筆頭参議職
にあった大隈重信がブレーンの矢野文雄（龍渓）に起草させた意
見書。2 年後の国会開設や政党内閣制の導入などを含む大隈の急
進的な主張は、国会開設尚早論の伊藤博文を激怒させ、明治十四
年政変の呼び水となった。 
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家屋売渡之証（下戸塚村松原 631 番地） 
1881年 4月 4日、大学史資料センター所蔵 

1881 年 4 月 4 日、大澤威三郎が南豊島郡下戸塚村の建物一棟を
山元次郎兵衛に金 50 円で売渡した際の証文。山元は大隈家の地
所差配人と考えられ、最終的にこの建物は大隈家の所有になった
ものと推測される。 

 

2 大隈のガーデニング  
大隈庭園は旧高松藩下屋敷の跡でした。そこに大隈は大改良を加え

ました。庭内は基本的に日本庭園でしたが、厳密な日本庭園のルール
にとらわれない独自の庭園であり、開放的な芝生が印象的でした。温
室では洋蘭やメロンなど、当時としては斬新な植物を栽培しています。
また、菊や盆栽といった和風植物への興味・関心もありました。菊や
メロンについては、大隈の主導により新種が作り出されています。こ
のように大隈のガーデニングは、趣味の域を超えるほどのものでした。 

 

伯爵大隈家写真帖 大学史資料センター（大隈和子氏寄贈）所蔵 
大隈重信邸の写真帖。白黒写真に彩色が施されている。 

 
福羽逸人書翰 久松信親宛 12月 24日、図書館所蔵 

福羽逸人は福羽美静の養子で、宮内省技師・東京農林学校教授を
歴任した人物。大隈の温室の管理を指導した。この書翰では、大
隈のために菊苗を入手した。なお、受信人久松信親は大隈の執事
であり、実質的には大隈本人に宛てられた書翰である。 
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糸菊献上嘉納通知 1897年 4月 13日、図書館所蔵 
大隈は菊の品種改良にも熱心で、1896～1897 年には一年間で 70
種の新種を作出し、当時のレコードとなった。大隈はそれらを宮
中に献上している。 

 

早稲田御庭人足御入費 1891年、大学史資料センター所蔵 
大隈庭園を管理するためには多くの人手が必要であった。この資
料では、近辺諏訪村の矢嶋吉蔵が延べ 166 人あまりもの人足を供
給している。 

 

大隈伯庭園画帖 図書館所蔵 
当時の大隈庭園を描いた画帖。大隈の育てていた洋蘭の画もある。 

 

3 台所と家計 
多くの人々と交流を持った大隈にとって、客人との食事は欠かせな

いものでした。それでも園遊会・午餐会・晩餐会などの際、食事を用
意することは一大事でした。大隈家の台所は大規模で、ガス台など当
時としては最新式の設備をそなえていました。毎日平均 50 人前以上
の食事を作り、200 人前の食事、2000 人前の立食を調えることもあ
ったと伝えられています。 

他方大隈にとって、家計を維持することは重い負担でした。かなり
借財をしたと伝えられています。早稲田への転居当時、家計の補助と
して茶やスイカを作って売却したり、農地を小作に出していました。 
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村井弦斎『食道楽 増補註釈』春の巻 1903年、図書館所蔵 
著者村井弦斎はジャーナリスト。報知新聞の連載小説「食道楽」
を単行本としたもの。妻は大隈の従弟尾崎宇作の娘で、大隈もコ
ックを派遣するなど執筆を応援した。ここで示した部分は本書の
口絵。大隈の台所が描かれている。 

 

伊藤博文寄贈銀食器 大学史資料センター（大隈和子氏寄贈）所蔵 
伊藤が大隈に贈った銀食器一式。1897 年に贈られた可能性があ
る。来客が多い大隈にとって何よりの贈り物であったと思われる。 

 

伊藤博文寄贈中国製紅茶道具 
大学史資料センター（大隈和子氏寄贈）所蔵 

伊藤博文より贈られたもの。1897 年当時に贈られた可能性があ
る。 

 

伊藤博文書翰 大隈重信宛 1897年 9月 16日、図書館所蔵 
伊藤は、当時外相であった大隈のはからいで欧州諸国を歴訪した。
伊藤は土産を持ち帰り、大隈に贈った。 

 
壱ケ年御入費見積書 1886年 2月、大学史資料センター所蔵 

大隈邸の 1887 年の家計費予算。総額で 6,736 円余となった。東
京専門学校への補助金と生徒学資金をあわせても 2,211 円余であ
り、大隈家の家計費は多額であった。 
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園遊会諸入費調書 1890年、大学史資料センター所蔵 
1890 年 5 月 26 日に開催した園遊会の会計書類。芝三縁亭より洋
食を取寄せたり、宮内省音楽隊を借り出したりなどして、総額
1,029 円余かかった。 

 

金員収入支出精算書（1888 年 1～12 月分） 
1889年、大学史資料センター所蔵 

1888 年の大隈の家計費決算書。大隈は外相に就任しているが、
その俸給などは計上されていない。総額で 14,653 円余支出され
ているが、9,600 円余りは借財返金などであり、借金が大きな負
担となっていたことがわかる。 

 

金銭受払精算書 1884年、大学史資料センター所蔵 
早稲田に定住しはじめた頃の大隈は、小作料だけでなく、甘藷や
蕎麦などを作って生計を補っていた。しかし、おおむね赤字だっ
たようである。 

 

 

4 人々との交流 
大隈が何よりも好んだことは、人々との対話でした。早大の教員・

学生や、政治家たちも大隈邸に行っています。また、多くの外国人も
大隈邸を訪れました。「早稲田への道は世界に通ず」と言われ、晩年
でも毎日の来客は 20～30 人以上、70 人に達することもあったそうで
す。日本各地を旅行し、その土地の人々との対話も精力的に行いまし
た。大隈は座談の名手であり、対話で人々を楽しませ、またそれ以上
に彼自身多くを学び取りました。 

大隈は、早稲田邸や旅行先でたくさんの記念写真を残しています。
それは人々との交流の証であり、これらによって、現在私たちは大隈
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重信の活動を実感できるのです。人々との交流はまさに、大隈の全活
動の基礎でした。 

 

『商科第二期卒業記念写真帖』 
1908年、大学史資料センター所蔵 

早稲田大学商学部の卒業記念アルバム。大隈は温室内部を背景と
して写っており、綾子夫人も同アングルで撮影されている。 

 

阿部政太郎書翰 大隈重信宛 2月 7日、図書館所蔵 
阿部政太郎は、青森県における大隈の政治的後援者の一人で、後
に衆議院議員となる。同郷の阿蘇玄庵が上京する際、大隈との面
会を希望し庭園見物を願い出ている。 

 

赤羽四郎書翰 大隈重信宛 5月 7日、図書館所蔵 
赤羽四郎は旧会津藩士族出身で外交官であった。赤羽は、大隈の
温室について「温室之端清にして卉草香蘭の陳列せる、之に非ら
されは固より英雄之心を慰むるに足らさる」と書翰に記している。 

 

兵庫県城崎郡香住村長及村会議員総代「講演依頼状」  

1912.5.18、大学史資料センター所蔵 

大隈は米子で開かれた博覧会を見学するため、鳥取県地方を旅行
した。この資料では、兵庫県城崎郡香住村の村長・村会議員らが、
大隈に旅行中同地に滞在してくれるよう願い出ている。 
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大隈伯招待会日程（香川県高松） 大学史資料センター所蔵 
大隈の遊説旅行は、分刻みで計画されていた。本資料によると、
高松地方ではほぼ一時間ごとに演説することが予定されていた。 

 

5 よみがえる大隈邸 
大隈邸は 1901 年に火事にあい、翌年再建されました。大隈邸は、

彼の生活の本拠となっただけではなく、人々との交流の場でもありま
した。それゆえに、大隈邸は人々をもてなすスペースに多くの面積を
さいています。 

欧米人との交流も多かった大隈邸は、玄関・応接室・書斎・婦人応
接室・食堂・温室は洋風を基調としています。一方、大書院と呼ばれ
る日本間もあり、この和室で第二次大隈内閣の閣議が開かれたと伝え
られています。 

 

大隈邸見取図 1901年、大学史資料センター所蔵 
資料名は「某邸宅見取図」であるが、当センターにて検証の結果、
台所等の配置から旧大隈邸見取図と判明した。 

 

大花瓶（七宝製） 大学史資料センター所蔵 
生前の大隈を写した写真に背景として見られる七宝焼の大花瓶。
当時から大隈邸に所蔵されていたことが確認できる。 

 

6 大隈の家族たち 
大隈の父祖はともに砲術家として佐賀藩に仕え、長崎防備の任にあ

たっていました。 
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しかし、大隈の父は彼が 13 歳の時に亡くなります。その後、大隈
を支えたのは母の三井子でした。三井子は大隈の幸福を常に神仏に祈
り、武士として厳格に育てていました。三井子は大隈の友人が遊びに
来ると大いに喜び、手料理でもてなしたと言われます。大隈の客好き
は、母の影響もありました。 

妻綾子は、大隈邸での生活を支えた大黒柱でした。特に 1889 年、
爆弾を投げられて大隈が重症を負った際、右脚の切断手術を決断した
のは綾子でした。多くの記念写真で大隈と綾子は一緒に写っています。 

娘の熊子もまた、大隈の生活を支えたひとりでした。そして大隈家
は、熊子の養女光子とその夫大隈信常の子孫によって継承されていま
す。 

 

大隈氏家系図 大学史資料センター所蔵 
遠祖を菅原氏とし、家泰の時、筑後久留米領大隈村の地名をとっ
てはじめて大隈彦次郎と称した。この人物が大隈家の祖先である。 

 

救慶仏母之像 1878年、大学史資料センター寄託 
通称「藕糸育児観音」。重信 42 歳の厄年に際し、母三井子が 3
年の歳月をかけて自ら紡いだ藕糸（蓮の糸）で織らせたもの。42
体の像を作り、息子重信の無事を祈願して全国の名刹に献納した。 

 

大隈重信容態記録 1889年、大学史資料センター所蔵 
手術後 20 日を過ぎた 11 月 13 日から 17 日までの、大隈の体温
や脈拍の記録。1 日に 3 回ないし 5 回検温していることがわかる。 

 

遭難時の衣服 1889年、大学史資料センター所蔵 
井上馨のあとをうけて外務大臣となった大隈は、引き続き条約改
正交渉の任に当たった。大隈改正案のうち外国人の内地雑居、大
審院への外国人判事の任用に対しては猛烈な反対運動が起こった。
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そしてついに 1889 年 10 月 18 日、国粋主義団体玄洋社の来島恒
喜は外務省官邸前において閣議がえりの大隈を襲撃した。ハンカ
チに包まれた爆弾は大隈の乗った馬車の車輪泥除けに当たり、そ
の破片は大隈の右脚膝頭及びくるぶしを直撃し、傷は右大腿部下
3 分の 1 の切断を要する重傷であった。このとき大隈が着用して
いた衣服には、爆弾の破片により破れ焼かれた跡が生々しく刻ま
れている。なお、綾子夫人は手術にあたって一刻を争う事態をよ
くわきまえ、躊躇なく右脚切断を決断した。 

 

堀部久太郎編『大隈熊子夫人言行録』 
1933年、大学史資料センター所蔵 

熊子は重信の長女（1863～1933）。教養、人びとへの応接等万
事において行き届いた熊子は、大隈家の奥向きにはなくてはなら
ない存在であった。本書は熊子没後すぐに編まれたもので、その
徳を慕う人びとの心からの追悼の思いが寄せられている。 

 

７  大隈の書斎から 
大隈邸の書斎と書庫の一部を、本校に残された資料から再構成しま

す。大隈は昼夜を問わず政策研究に励み、維新創業期の国政をリード
しました。こうした政治活動の糧になったと考えられる当時の図書と、
後年の執筆・啓蒙活動の中核をなす『開国五十年史』等の編修に関わ
る諸資料を展示します。 

 

 
大隈家図書目録 1882年、大学史資料センター所蔵 
旧大隈邸の蔵書目録。図書を「右東庫二階北区」「右東庫二階南
区」などに分類して収蔵していた事が分かる。明治政府の中枢に
位置した大隈が、その職務上収集したと思われる公文書資料類や、
政策研究の過程で利用したと思われる翻訳洋書や法律書が目を引
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く。今回は同目録より以下 5 点をピックアップした。『憲法類編 
第一』（1873 年）、『収税表』（2 冊、1874 年）、『砂糖甜菜
根耕作法』（1878 年）、『大日本貨幣史参考』（5 冊、1877 年
～） 

 

開国五十年史 1907年、大学史資料センター所蔵 
開国五十年を記念して 1907 年に刊行。編者は大隈重信。明治国
家形成に貢献した各界の第一人者に原稿を依頼した分野別国家発
展史である。大隈の影響力と交友の幅を物語るものである。 

 

有賀長雄書翰 大隈家執事宛 1912年 9月 23日、図書館所蔵 
有賀長雄（1861～1921 年）は高級官僚・早大教授。側近として、
また国際法学者として大隈を支えたブレーンの一人である。大隈
による歴史書編纂にも数多く従事した。本書翰はそうした編纂事
業の一端を示すものである。 

 

8 大隈家の衣装箪笥  
大隈の写真・彫像・肖像画は、ガウン・フロックコート・大礼服な

ど正装したものが目立ちます。今回の展示では、そうしたハレの日の
装いとは別の、平生大隈が身に着けていたと思われる羽織や義足など、
遺品類を中心に展示し、大隈家の日常生活を垣間見てみたいと思いま
す。 

 

大隈家和服 図書館所蔵 
大隈家の家紋が入っており、男物夏羽織は重信または信常、女物
着物・襦袢は綾子夫人着用のものと推測される。綾子夫人は時に
外相夫人、時に首相夫人として公の場ではきらびやかな洋装をま
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とうこともあったが、平素は華美虚飾を排し質素を第一としてい
た。 

 

義足 大学史資料センター所蔵 
遭難事件により右脚を切断された大隈は、以後義足を装着するこ
ととなった。1922 年に没するまでに使用した義足は 5 本で、う
ち 3 本がアメリカ製、2 本が日本製であった。 

 

体温計 大学史資料センター所蔵 
大隈の遺品とみられる。大隈は健康への関心が高く、体温計測以
外にも体重測定、検尿検便などを細かく行っている。大隈にとっ
て入浴は憩いのひとときであったが体温計測の結果によって控え
ることもあった。 
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