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2015年度秋季企画展

大隈重信展─早稲田から世界へ─

はじめに

　大隈重信は、内閣総理大臣、外務大臣をはじめとする要職を務め、また、早稲田大学を
創設するなど、近代日本社会に大きな影響を与えた人物です。だからこそ大隈邸のもとを
国内外の著名人をはじめ多くの人びとが訪ね、多彩かつ多様な交流が展開されていまし
た。また、全国各地から政治家や経済人、教育者、文化人、市井の人びとなど、広範な社
会層からの書翰も日々届き、多岐にわたる貴重な情報も集まってきました。したがって、
大隈やその周辺の人たちの言動を追うことで、近代日本の実相はより鮮明になっていくこ
とでしょう。そのためには、大隈関係の基礎資料をより充実させていくことが重要になり
ます。
　早稲田大学大学史資料センターでは、2003年より『大隈重信関係文書』の編纂事業に取
り組み、早稲田大学図書館や大学史資料センターなど、全国の各機関が所蔵する大隈重信
宛の和文書翰を翻刻して、『大隈重信関係文書』を刊行してきました。こうして膨大な一
次史料を読み解いてきたことにより、大隈を中心とする人的ネットワークの諸相が浮かび
上がり、さらに大隈と彼をめぐる人びとの知られざる動きがいろいろと見えてきました。
　今回の展示では、その成果の一環として、『大隈重信関係文書』に収録された書翰はも
ちろん、さまざまな史料や写真などを通して、「民間外交」「教育」「文明運動」といった
分野に大隈が残した足跡を紹介します。
皆様が、大隈という人物によりいっそう
興味を持っていただき、また、近代日本
の一側面を知る機会ともなれば幸いです。
　最後に、今回の展示を開催するに当
たって、ご協力いただきました関係各位
に厚く御礼申し上げます。

※ 本図録に掲載した資料のうち、所蔵先が
記されていないものは、早稲田大学大学
史資料センターが所蔵するものです。

※ 掲載した写真・資料は、展示資料の一部
です。なお、展示期間中、展示品の入れ
替えなどを行なう場合があります。

大学史資料センター編『大隈重信関係文書』

　全11巻。みすず書房より刊行。



2

１　早稲田の大隈重信邸

　大隈重信が早稲田に居を構えたのは1884（明治17）年３月で、1922（大正11）年１月10
日に死去するまでの約40年間、ここで日々を過ごした。
　大隈邸には、毎日多くの人びとが訪れた。例えば、1912（大正元）年の１年間で、約２
万３千人も訪れたという記録が残っている。大隈は午前９時から午後３時まで訪問客に面
会し、時には一緒に昼食を取ることもあった。一見大変なように思えるが、「客は甚だ好
きである」と語っているように、大隈は大歓迎であった。むしろ雨が降って来客が少ない
と、とても残念がったと伝えられている。
　こうした訪問客の中には、外国から来た要人の姿がしばしば見られ、大隈邸は「私設外
務省、私設国際倶楽部」と称された。日露戦争時にイギリスで外債募集に尽力した高橋是
清は、「侯が外国の賓客に尽された事も一通りや二通りではない、だから外客で侯に招かれ
ないとか、其庭園を見ないとか言ふことは恥と思つてゐた。之がどの位外人に誇りを与へ
又好意となつたか知れない、従つて日本の為めに非常に利益となつてゐる」と語っている。
　歴史の表舞台にはなかなか現れないが、大隈の外国人との交際は、日本の対外関係に大
きな影響を及ぼしたのであった。

Ⅰ　世界の道は早稲田に通ず
──大隈重信の民間外交──

「大隈伯爵家温室内の食卓」【パネル展示】

　村井弦斎『増補註釈 食道楽』冬の巻（報知社出版
部、1904）に掲載された口絵。このように、大隈は海
外からの賓客と温室内で会食することがよくあった。

大隈家使用の銀食器

　伊藤博文から寄贈されたもの。
贈られた時期や経緯は不明。

主な展示資料
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２　アルベール＝カーンの来日（1908（明治41）年12月）

　アルベール＝カーン（Albert Kahn、1860～1940）はフランス生まれのユダヤ人。鉱山
への投機に成功し莫大な財産を築き、自ら銀行を設立した。彼は世界平和の実現に人生と
財産を捧げようと考え、いくつかの事業を起こした。その一つが「世界周遊奨学金制度」
で、世界の青年たちに世界各地を旅して見聞を広める機会を与えた。日本からも、姉崎正
治ら18名がこの恩恵にあずかっている。もう一つが「地球映像資料館」で、世界60ヵ国に
カメラマンを派遣し、現地の日常生活や風俗、建物、自然などを写真や映像に収めた。近
年、これらの映像の一部が放送され、大きな反響を呼んだ。知識と教育、そして相互理解
こそが、世界平和と寛容の精神をもたらすと考えたのである。
　実業家で、フランスの自宅に日本庭園を造るほどの親日家でもあったカーンは、渋沢栄
一や益田孝、大倉喜八郎ら日本財界の有力者ともきわめて親しく交わり、公私にわたって
三度来日している。そのたびに大隈とは面会したらしい。
　1908年（明治41）から約１年をかけた世界一周旅行が、三度目の日本訪問であった。こ
の時も、カーンは早稲田の大隈邸を訪ね対談した。また大隈は、カーンが日本の遊戯を見
たいと希望したため、少女たちを集めて百人一首や鬼ごっこなどを見せた。この日の映像
が、アルベール・カーン美術館に残っている。そこには、大隈の歩く姿も映っている。

主な展示資料

写真「外国賓客を歓迎する大隈家」　1908年（明治41）12月28日

　この日、大隈は、フランス大使ゼラールをはじめ、高橋是清や大倉喜八郎ら財界の有力者、早
稲田大学幹部らも招いて午餐会を催した。カーンは自分の顔を撮られることをあまり好まなかっ
たらしく、この時も横を向いている。 （参照：『実業之日本』第12巻第２号、1909年１月）
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高田早苗書翰　大隈重信宛　1908（明治41）年12月　早稲田大学図書館所蔵

　12月28日の午餐会に大学関係者が出席する必要があれば、有賀長雄・天野為之・浮田和民を参
加させてはどうかと提案している。また、カーンから依頼された中国要人への紹介状の件を了承
し手配する旨も伝えている。

早稲田大学編輯部編纂『早稲田大学創業録：
三十年紀念』（早稲田大学出版部、1913）

　早稲田大学では、理工科・医科の新設を含めた学
科の整備と拡充を盛り込んだ「第二期計画」の大綱
が決まり、基金募集が始まっていた。来日したカー
ンは、その趣旨に賛同し2,000円を寄付した。「第二
期計画基金寄附芳名録」に、彼の名前が記されてい
る（中段、左から２人目）。



5

江森泰吉編『大隈伯百話』（実業之日本社、1909）

　「外国人の刺戟」のタイトルで、大隈重信によるカーンの論評が掲載されている。大隈は、『開
国五十年史』の結論を示しながら、来訪したカーンと約２時間にわたって語り合った。二人が抱
いていた理念は極めて近似していて、大隈は「百万の味方を得た如き心地したと同時に、深く其
立派なる思想に刺戟された」と結んでいる。

カーンから贈られた銀製彫刻品
（『実業之日本』第12巻第２号より転載）

　カーンは、縦約21cm 横19cm の銀製の彫刻品
を作成し、世界各国から50人を選定して贈呈し
た。この「世界の五十傑」に選ばれたのはドイツ
皇帝ヴィルヘルム２世やアメリカ大統領ルーズベ
ルト、鉄鋼王カーネギーらである。日本人でこれ
を贈られたのは、大隈と伊藤博文の二人であった。
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３　東アジアの要人との交流

　大隈邸には、欧米諸国からだけでなく、アジア諸国からの要人も多数訪れている。例え
ば、清国の康有為や中華民国の孫文、朝鮮の金玉均、ベトナムのファン＝ボイ＝チャウ、
インドのタゴールなどである。また早稲田大学は、早い時期からアジアの学生を受け入れ
ていた。1884（明治17）年には朝鮮人留学生２名が入学し、1905（明治38）年に創設した
清国留学生部には、約５年間で2,000名余の学生が在籍している。大隈と早稲田大学のア
ジアとの関わりは深く、政治や教育などの分野において、多大なる影響を及ぼしていた。
　ここでは、近代中国の巨頭である康有為と孫文との交流の一端を紹介する。

写真「康有為」　1917（大正６）年11月撮影

　写真脇の「贈大隈侯爵如常相見。康有為六十像敬呈
印」は自筆。康（1858年～1927年）は、清国末期・中
華民国初頭の思想家、政治家。1898（明治31）年、光
緒帝のもとで変法自強運動を展開したが、西太后の
クーデターによって失敗に終わった（戊戌の政変）。
その後、宮崎滔天らの手引きによって日本に亡命し、
大隈の庇護を受ける。

犬養毅書翰　大隈重信宛　1899（明治32）年１月28日　早稲田大学図書館所蔵

　来訪した伊藤博文と康有為・梁超啓の今後の処遇について協議し、康には費用7,000円を与え
て離日させる方針が決定したことを伝えたもの。背景には清国からの要請があったとされてい
る。康は３月22日にカナダに向けて発った。

主な展示資料
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大隈邸の孫文歓迎会　1913（大正２）年２月25日　『歴史写真』大正２年４月号掲載

　立って挨拶している大隈の左に座っているのが孫文である。中華民国の全国鉄道建設計画総裁
として来日した孫文は、全国各地で熱烈な歓迎を受けた。当日は、高田早苗ら大学関係者や同仁
会関係者、渋沢栄一らも招かれている。

康有為撰文並書「大隈侯大徳頌」
1923（大正12）年　早稲田大学図書館所蔵

　本書幅は、亡くなった大隈を康有為が称えた文章
を自筆で書したもの。市島謙吉『大隈侯一言一行』
には、これとは別に、康が大隈家に贈った悼詞（1922
年12月24日付）の写真が掲載されている。康が大隈
の死をどれほど痛嘆したかがうかがい知れる。
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孫逸仙（孫文）電報　大隈重信宛
1913（大正２）年３月26日

　滞日中のお礼を告げる電報。孫文は３月
23日に長崎を発ち、25日に上海に到着し
た。しかし、このあと袁世凱との政治的対
立が深まり、第二革命に取り組むも失敗。
８月、孫文は日本にふたたび亡命すること
となった。

孫文書翰　大隈重信宛　1914（大正３）年５月11日　早稲田大学図書館所蔵

　本書翰は、４月に内閣総理大臣に就いた大隈に対して、袁世凱政権の対外政策を強く批判し、
中国革命党への支援を要請したもの。
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１　早稲田大学と私立大学

　1882（明治15）年10月21日、東京専門学校は産声を上げた。現在の早稲田大学である。
大隈は周囲の目をはばかって開校式には出席しなかったが、創立当初から学校の発展のた
めにさまざまな形で尽力した。大隈は私立大学の存在意義を、次のように語っている（「私
立大学設立に就いて」『早稲田学報』第50号、1901年２月）。
高等の教育の方になれば、之は凡て国家の設備の下に教育をして往くことが果して利
益であるや否や頗る疑問である。随分国家の力を以てやればやれぬ事はないが、或場
合に於て国家の目的と云ふものが実に其時の政府の目的であつて真に国民の目的を代
表する事が出来ぬことがある。（中略）爰に於て学校は官立も公立も私立も随分私は
必要であると思ふ。而して其間に切磋琢磨して遂には真理の光明を放ち非常の学説を
生み出すやうにもなるのであらう。

　こうして日本の私立大学を代表する早稲田大学を育てた大隈のもとには、新規の教育事
業を志す人びとが協力を求めて書翰を差し出し、時には直談判に訪れた。大隈が創立や運
営に与った学校機関は数多く存在する。

Ⅱ　東西文明の調和融合
──大隈重信の文明運動──

主な展示資料

鳥尾小弥太書翰　大隈重信宛　1903（明治36）年１月９日

　鳥尾が統一学社を創立するにあたって、大隈に出資を依頼したもの。さらに「早苗
（ママ）

田学校は殆
んど私立学校の模範」なので、これから「統一学社と連絡致し内外相応じ生徒の学業を相勧め申
度」と、早稲田との提携も懇願している。
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新島襄書翰　大隈重信宛　1888（明治21）年10月21日

　２月に新島襄が私立大学を設立するための募金活動への援助を求めてきたため、大隈は外相官
邸に渋沢栄一、岩崎彌之助、大倉喜八郎ら実業家を招き、多額の寄付金を集めた。本書翰は、そ
のお礼と今後の活動についてのお願いに関するもの。大隈は新島を「日本武士の精神とキリスト
教の信仰とを併有する一種精神上の勇者」と評し、福沢諭吉とならんで「明治年間の教育家で最
も尊敬している」人物であると述べている。

写真「大隈重信の同志社訪問」　1913（大正２）年11月27日

　大隈が故郷佐賀で行なわれる鍋島直正銅像除幕式に出席する途中、同志社を訪問した際のも
の。新島の亡き後、大隈は「社友」として迎えられ、京都を訪れた際には必ず立ち寄って演説を
行なうなど、大隈は同志社との交流を持ち続けた。
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中川小十郎書翰　大隈重信宛　1898（明治31）年６月３日　早稲田大学図書館所蔵

　中川は女子大学校創立事務所幹事長で、支援依頼状の草案２通を送ったもの。大隈は、成瀬仁
蔵による女子大学設立の趣旨に賛同し創立委員長となり、各方面の有力者を紹介し演説を行なっ
たりと、開校に至るまで支援した。その後も終身評議員として、日本女子大学の運営に終生携っ
た。卒業生や在校生を「自分の孫だ」と、よく語っていたという。中川はのちに京都法政学校（現
在の立命館大学）を創立した。

別紙　第壱号

　慶應義塾大学創始者である福澤諭吉宛の草案。女子大学設立運動への賛助と、成瀬仁蔵との面
会を依頼している。「日本女子大学校創立事務所日誌」同年５月10日条に「成瀬君大隈伯を訪問
せし時に福澤諭吉氏へ紹介すべければ訪問して加盟せしめよと云はれたり」とあり、福澤への勧
誘は大隈の発案であった。６月５日条には、「福澤翁へ草案の如き手束を送る、大隈伯の名を以て」
と記されている。
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矢島楫子書翰　大隈家執事宛　1901（明治34）年３月26日

　矢島は教育者、女性運動家で、女子学院初代院長や日本キリスト教婦人矯風会初代会頭などを
務めた。矢島の甥である徳富蘇峰に紹介され面会して以来、大隈は矯風会の事業を支援した。本
書翰は、大隈夫妻に女子学院卒業式への出席を求めたもの。

写真「女子学院高等科卒業式」
1911（明治44）年

　中央に座る大隈の右に一人おいて
座っているのが、矢島楫子。

大隈重信と東京女医学校（現在の東京女子医科大学）

　女子実業学校を創立した景山英子書翰など、大隈がさまざまな教育機関の創設や運営に
関与していたことは間違いなく、入学式や卒業式に招かれて祝辞を述べることもたびたび
あった。1908（明治41）年、大隈は東京女医学校の最初の卒業式に招かれた。ところが当
日、ある来賓が挨拶で女医亡国論を唱えたため、式典は討論会と化し、騒然とした雰囲気
になってしまった。この時大隈は、「諸君、藉

か

すに10年ないし15年の歳月をもってせよ。
事実に現れきたる成績の如何によって、果たして女医が適当なる者か不適当なる者かとい
う結果がわかるんである」と一喝し、騒ぎを収めたというエピソードが残っている（『東
京女子医科大学百年史』）。
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２　大隈と南極探検

　大隈は白瀬矗
のぶ

による南極探検の計画に賛同し、1910（明治43）年７月５日の「南極探検
計画発表演説会」に登壇し、同夜発足した南極探検後援会の会長に就任した。大隈の各方
面への支援呼びかけが功を奏し、11月29日、白瀬隊は芝浦を出航することとなった。当時、
南極探検そのものを疑問視する声が非常に大きかったが、大隈は「百発の空砲は一発の実
弾に如かず」と述べ、彼らを送り出した。
　しかし、白瀬隊が南極海に到着したときには、冬季に入り海が凍結して上陸が難しく、
シドニーへの撤退を余儀なくされた。その知らせを受けた大隈は、「往け、再び往け、目
的を達するまでは死すとも帰るな」と電報を打って檄を飛ばした。その一方で、募金演説
会や早慶の野球大会などを開催し、さらなる資金の調達に奔走した。こうした大隈による
物心両面からの支援もあり、ついに白瀬隊は1912（明治45）年１月16日に南極大陸に上陸
したのであった。彼らは大隈への感謝の意を表して、南極にある入り江の一つを「大隈湾」
と命名した。
　白瀬隊が撮影した記録映像『日本南極探検』が現存しており、大隈邸で行なわれた告別
壮行会などの様子が映っている。

大隈邸における探検成功記念　1912（明治45）年６月21日　白瀬南極探検隊記念館所蔵

　20日品川に上陸した白瀬隊は、翌日大隈邸を訪れて南極上陸を報告した。この日、
大隈邸の庭園で撮影されたもの。大隈の左に座るが白瀬。

主な展示資料

daigakushi
テキストボックス
この画像は著作権の関係で表示できません。



14

南極探検命令録　筑波大学図書館所蔵

　冒頭に、南極探検後援会長の大隈重信に宛てた1910（明治43）年12月21日付の「（事業）概算表」
が付されている。そして、命令第42号から第49号まで（1911年１月22日─４月15日）が転記され
ている。各発令年月日の上欄には、「白瀬」の円型朱印がある。

大隈重信書簡翰　梅原良宛　1910（明治43）年11月

　衆議院議員の梅原良に宛てて、南極探検後援会長の肩書きで送ったもの。開南丸の出航日を通
知し、寄付金を依頼している。南極探検後援会趣旨書が同封されている。

daigakushi
テキストボックス
この画像は著作権の関係で表示できません。
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３　『開国五十年史』編纂事業

　『開国五十年史』は、菊版上下巻あわせて2,200ページほどある大著である。上巻は1907
（明治40）年12月に、下巻は翌年２月に刊行された。
　同書は「我国現代に於ける進歩発達の源委、曲折及び其経過、変遷の跡」を詳らかにす
ることが、刊行目的の一つに位置づけられていた。そのため、大隈の「開国五十年史論」
にはじまり、憲法制定、政治・外交、財政、軍事、政党、法制、逓信、鉄道、海運、教育、
医学、宗教、哲学、文学、音楽、新聞、社会主義、国語論などなど、幅広いテーマの論文
が収録されている。執筆陣も大隈以外に、伊藤博文、山県有朋、松方正義、副島種臣、板
垣退助、山本権兵衛、前島密、西園寺公望、新渡戸稲造、坪内逍遙、山路愛山、後藤新平、
尾崎行雄、安部磯雄など、実に豪華な顔ぶれが並んでいる。幅広い人脈と多彩な経歴をも
つ大隈だからこそ、成し得た一大事業であった。
　そして、「殊文異域の海外に普く此特質ある曠古の事歴を知悉せしめん」ことも刊行目
的であった。英版と漢版が1909（明治42）年に刊行され、大隈は中国や欧米諸国の政治家
や各種図書館に献呈している。海外でも高く評価され、日本研究の必携書のひとつとなっ
ている。

主な展示資料

写真「大隈重信ら３名」

　国立国会図書館憲政資料室所蔵「副島八十六関係
文書」にある同じ構図の写真の裏には、1906（明治
39）年３月９日の日付が書き込まれている。大隈の
左に立つのが、開国五十年史編修所の中枢メンバー
の一人である副島八十六。
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稿本「日本工業史要」　筑波大学付属図書館所蔵

　『開国五十年史』下巻に収録されている「工業誌」
の稿本。佃速記事務所と刷り入れた赤罫線入り美濃紙
400字づめ原稿紙が使用されている。各所に朱筆によ
る訂正補記が施されている。

［開国五十年史］編集日誌　筑波大学付属図書館所蔵

　計３冊。1904（明治37）年８月８日から1910（明治43）年７月14日まで。各冊の冒頭に「開国
五十年編修所」の朱印が押されている。『大隈侯八十五年史』には、「時に寄稿者と会談して、互
に論難し合ひ、稿本の上に改刪を加へ、或は口述筆記の校閲を必ず求めた」、「日毎に編輯室へ顔
を出して、編纂を督した」と記されている。本資料からも、監修者であった大隈の意向が編纂方
針に強く反映されていたことがうかがえる。左は第１冊目の冒頭。右は1905（明治38）年のもの。
４月６日に大隈が徳川慶喜を訪ねたことが記されている。

daigakushi
テキストボックス
この画像は著作権の関係で表示できません。
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渋沢栄一書翰　大隈重信宛　1905（明治38）年７月７日　早稲田大学図書館所蔵

　福地源一郎と五十年史編纂に関して相談し、「慶喜公御伝記」の編纂手順を少し修正すること
になったことを伝えたもの。福地が徳川慶喜から聞き取りを行なって執筆する予定であったが、
翌年１月に死去したため、執筆者は大隈となっている。

朝河貫一書翰　大隈重信宛　1910（明治43）年５月１日　早稲田大学図書館所蔵

　朝河は当時イェール大学助教授を務めており、英版がアメリカで評判がよく、また『The 
American Historical Review』から書評の執筆依頼があったことを伝えている。原稿が同封され
ており、書評は同誌Vol.15, No.4（1910年７月）に掲載された。
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１　市島謙吉資料などから見る関係文書の来歴

　1922（大正11）年１月10日、大隈は不帰の客となった。このとき大隈のもとに残ってい
た公文書や書翰などの資料類は、遺族から1922年４月と1950（昭和25）年６月の２度にわ
たって、早稲田大学に寄贈された。その数は12,000点余にものぼり、現在、早稲田大学図
書館に「大隈文書」として所蔵され、日本近代史研究の重要な資料として利用されている。
　大学史資料センターでは、2003年『大隈重信関係文書』編纂事業を開始し、大隈宛日本
人書翰を翻刻して、毎年一巻ずつ刊行した。そして、2015年３月、第11巻を以って完結す
るに至った。収録対象は、上記の早稲田大学図書館が所蔵するものはもちろん、大学史資
料センターや佐賀市大隈記念館、さらに全国の各機関が所蔵する原資料であり、収録総数
は7,404通となった。
　今回収録した書翰の中には、大隈家から縁故の人びとに進呈されたものが122通含まれ
ている。大隈のもとにあった資料群が、いったいどのような経緯で受け継がれてきたのか。
市島謙吉の日記などを通じて、大隈重信関係文書の来歴を辿ってみる。

市島謙吉撰「双魚堂日誌」24
1922（大正11）年３月２日条
早稲田大学図書館所蔵

　この日、市島は大隈の伝記編纂会
の規約と予算書を大隈邸に持参した
ところ、綾子夫人から門外不出の関
係資料が多数存在することを伝えら
れた。綾子夫人は焼き棄てるべきか
どうか尋ね、もし伝記編纂の材料と
するならば整理して欲しいと申し出
たため、市島はこれらの整理にあた
ることになった。

主な展示資料

Ⅲ　日本近代史の至宝
──大隈重信関係文書の来歴──
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市島謙吉［撰］「戊辰漫録」５　1928（昭和３）年９月４日条　早稲田大学図書館所蔵

　この日、市島は大隈信常に呼ばれ、大隈宛の書翰15通を譲り受けた。「尤も愉快とする所」と
ある。一方で、大隈の一人娘である熊子から、各人にどの書翰を譲るべきかと事前に相談を受け
ていたことも記している。大隈家から「昵近の人」への書翰進呈は、綾子夫人と熊子の「篤志」
でもあった。

（右）大隈家書翰案　鍋島侯爵家徴古館宛　1928（昭和３）年11月15日
（左）大隈家書翰案　大隈誕生記念館宛　1928（昭和３）年11月15日　

　鍋島家が1927（昭和２）年佐賀に創立した資料館「徴古館」と、当時郷里の佐賀にあった「大
隈誕生記念館」に、大隈宛書翰が贈呈された際の送付状草案。現在、前者は公益財団法人鍋島報
效会が、後者は佐賀市大隈記念館が所蔵し、いずれも、今回の『大隈重信関係文書』にすべて収
録した。
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２　大隈家から資料を進呈された人びと

写真「創立30年祝典での大隈重信・
高田早苗たち」

　高田早苗（写真：中央）。1860（安
政７）年～1938（昭和13）年、東京
出身。早稲田の四尊の一人。早稲田
大学初代学長や第３代総長を務める
など、大学経営の第一線に立った。
晩年の大隈は、何かしらの問題が起
こると、「高田君に相談せよ」と述
べるなど、全幅の信頼を寄せていた。

主な展示資料

「大隈家旧蔵　風雲書簡」（高田早苗旧蔵）　早稲田大学図書館所蔵

　巻子１巻、全17通が表装されている。巻子が収められている桐箱には、市島謙吉・會津八一・
高田早苗の書き入れがある。
（左）蓋表にある市島謙吉の題字「風雲書簡　大隈家旧蔵　春城敬書印」
（中央） 會津八一の跋文「此巻旧在隈侯秘笈。後帰於半峰高田博士。遂次梅澤慎六君所獲。維新

雋豪。雲集電馳。扶翼天日。克成鴻業。尺素尚帯風雷。可称偉観也。秋艸道人題印」
（右）箱底にある高田早苗の由来書「大隈熊子刀自所贈　半峰記」
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写真「馬車上の大隈重信と市島謙吉ら」

　市島謙吉（写真：大隈の右）。1860（安
政７）年～1944（昭和19）年、新潟県出身。
早稲田の四尊の一人で、初代館長として早
稲田大学図書館の基礎を築くなど、大学の
発展に貢献した。この他にも、大隈が提唱
した文明運動で、国書刊行会の創設や大日
本文明教会の運営を担うなど、「影の身に
従うように随伴」して、大隈の活動を支え
た。

写真「中野礼四郎」
『創立25周年紀念 早稲田中学校創業要録』口絵より

　中野礼四郎。1871（明治４）年～1964（昭和39）年、佐賀県出身。早
稲田中学校教員や教頭を経て、1917（大正６）年、早稲田中学校第３代
校長に就任。久米邦武と共に『鍋島直正公伝』編纂などに携わった。

大隈重信宛書簡 乾・坤（原安三郎蒐集書画書簡）　早稲田大学図書館所蔵

　原安三郎所蔵の印があるが、市島の日記などから、本資料は市島が大隈家から進呈されたもの
と想定される。巻子２巻、全15通が表装されている。（画像は、陸奥宗光書翰）

「早稲田中学校高等学校寄贈　大隈重信関係文書」（中野礼四郎旧蔵）

　巻子２巻、全18通が表装されている。（画像は、江藤新平書翰）
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写真「大隈重信と外国男性・塩沢昌貞」

　塩沢昌貞（写真：中央）。1870（明治３）年～
1945（昭和20）年、茨城県出身。早稲田大学第４
代学長、早稲田大学第２代総長。経済学の泰斗で、
英語に長けていたため、外国要人が訪れた際には
通訳として立ち会うなど、大隈の信頼も厚かっ
た。大隈邸への日参が恒例化していたという。

写真「大隈・増田義一・新渡戸稲造」
『実業之日本社百年史』より

　増田義一（写真：中央）。1869（明治２）年～1949（昭
和24）年、新潟県出身。1900（明治33）年、大日本実業
学会が刊行する『実業之日本』の発行権を譲り受け、実
業之日本社を創業した。大隈は「経済的の方面実業的の
方面に於ける早稲田精神の伝播者」と言い、同社が主催
する記念行事や講演会に率先して参加し、事業発展に力
を貸した。

「大隈重信宛諸家書簡　塩沢昌貞旧蔵」　早稲田大学図書館所蔵

　昭和３年９月付の塩沢宛大隈信常書翰。大隈宛書翰進呈の際に渡されたと思われる。文中の「先
妣」とは、綾子夫人のこと。全17通。

「三条実美他大隈侯宛書簡」（増田義一旧蔵）

　巻子１巻、全17通が表装されている。（画像は、木戸孝允書翰）
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１　大隈が収まっている写真

　政治家として、教育者として名高い大隈との面会を求めて、海外から訪れる要人は多
かった。大隈がこうした来訪者たちと一緒に収まっている写真が、数多く残っている。こ
こでは、その中からいくつかの写真を取り上げ、大隈の交流録の一端を紹介する。

Ⅳ　写真・石碑からみる大隈重信
──大隈の交友録──

米国前大統領候補ブライアン一行の大隈訪問　1905（明治38）年10月18日

　ブライアンは、アメリカの民主党に所属した政治家で、大統領選へ３回出馬したがすべて敗北
した。しかし「Great Commoner」と称されるほど人気は高く、また雄弁家として著名であった。

主な展示資料
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報知新聞主催米国観光団握手会　1910（明治43）年１月15日

　大隈邸で行なわれた歓迎式典の様子。中央で演説する大隈の左に立つのは、通訳の井深。中央
奥に立つのは綾子夫人。報知新聞社社長の箕浦勝人や渋沢栄一の姿も見える（参照：『実業之日本』
第13巻第２号、1910年１月）。

ニュージーランド名誉領事ヤングと南極探検後援会　1911（明治44）年

　大隈邸の温室内。ヤングはニュージーランド名誉領事で、２月にウェリントンに到着した白瀬
南極探検隊の援助を行なった。その後ヤングが来日したので、後援会はさらなる支援を要請する
ために招待会を催した（参照：『実業之日本』第14巻第12号、1911年６月）。
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大隈重信とタゴール　1916（大正５）年６月10日

　大隈邸の洋室で、茶菓を前に歓談する大隈とインドの詩聖・タゴール。日印協会のメンバーも
同席し、約２時間にわたって語り合った。主な内容は文明論で、タゴールがヨーロッパ文明の問
題点を挙げたのに対し、大隈は「東西両文明の調和、融合」を訴えたという。

野球部親善記念　1921（大正10）年９月21日

　ワシントン大学野球部が大隈邸に来訪した際に撮影されたもの。塩沢昌貞や安部磯雄、早稲田
大学野球部員の姿もある。大隈は、1908（明治41）年11月22日、米国職業人野球団リーチ・オー
ル・アメリカンスターチームと早大との試合前にマウンドに上がり、白球を投じている。これが
日本最初の始球式とされている。
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２　大隈重信署名の篆額

　大隈署名の篆額が、いくつか残っている。長らく大隈の傍にいた市島謙吉によると、大
隈自身の手で書かれた書翰や掛物はほとんどなく、大隈署名のものの多くは、執事のうち
能書家であった人物が代筆したものであるという（『実業之日本』大隈侯哀悼号）。
　次のようなエピソードが残っている。大隈の孫である信常が小学校に入学する頃、増田
義一はどうしても大隈自筆のものが欲しくて一計を案じた。信常に「大隈という字はどう
書くのか、お祖父さんに聞いて書いてもらいなさい」と言い、白紙と墨汁を持たせて大隈
のところに行かせたのである。かわいい孫のお願いを聞いた大隈は「おお、そうか」と言っ
て筆を執ったが、すぐに筆を白紙の上に置き、信常を呼び寄せて、火鉢の灰に火箸で「大
隈」と書いてすぐに消してしまったという（実業之日本社編『増田義一追懐録』）。大隈自身
も自筆のものが後世に残ることを望んでいなかったのであろう。
　篆額もまた自筆である可能性はきわめて低い。しかし、大隈が自分の署名を記すことを
承諾したという事実は、大隈の人脈などを知る上で、重要な手がかりとなるであろう。

大隈重信の直筆

　大隈が筆を取らなかった理由は定かではないが、次のような話が伝えられている。
侯が長崎に修学の時、同窓に能書の一学生あり。教師も之を称揚し同窓間にも名声
嘖々たり。侯窃かに思へらく、彼れの能くする所我れ豈に之を能くせざるの理あらん
やと、習練甚だ勉めたれども遂に之に及ぶ能はず、是に於て更に思へらく、書は元来
小技のみ、徒らに貴重なる時間を費して苦心するは無益なり、我今より断然筆を執ら
ずと。 （『大観』大隈侯追悼号）

（左） 村岡氏送別詩
原本：個人所蔵

　佐賀藩士村岡五郎三郎が長崎
香焼島の警備に向かう際に送別
詩として贈ったもの。

（右） 明治憲法の大隈署名
原本：国立公文書館所蔵

　外務大臣として副署したもの。

daigakushi
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主な展示資料

「小野梓君碑」　1887（明治20）５月建立　高知県宿毛市・清宝寺

　小野梓（1852（嘉永５）年～1886（明治19）年）の顕彰碑。

「深川君之碑」　1890（明治23）年10月建立　佐賀県西松浦郡有田町・陶山神社

　深川栄左衛門（８代、1882（天保３）年～1889（明治22）年）の顕彰碑。

「経綸之碑」　1906（明治39）年５月建立　東京都港区・青山霊園

　石丸安世（1839（天保10）年～1902（明治35）年）の顕彰碑。
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「平岡君之碑」　1907（明治40）年建立　福岡県福岡市・聖福寺

　平岡浩太郎（1851（嘉永４）年～1906（明治39）年）の顕彰碑。

「田村昌宗之碑」　1911（明治44）年10月建立　千葉県千葉市・宗胤寺

　田村昌宗（生年不明～1909（明治42）年）の顕彰碑。
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2015年度秋季企画展
大隈重信展─早稲田から世界へ─

会期　2015年10月１日（木）～11月８日（日）
会場　早稲田大学大隈記念タワー10階　125記念室
時間　10：00～18：00
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「大隈伯と仁王様」
（『写真画報』2（1）、1907年１月）
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