


ジョセフ・ヒコの幕末維新

井上脩身 著



井上脩身



リンカーン編

電信が変えた戦争の形

写真は特に記載なき場合はウイキペディアより



江戸時代の終わりごろ太平洋上で漂流し、救われてアメリカに渡
った後、数奇な運命をたどったジョセフ・ヒコ。彼を語るうえで避
けて通れないのはリンカーン大統領に直接会ったことだ。奴隷解放
宣言をしたことで世界史に名をとどめ、歴代アメリカ大統領の評価
として第１位にランクされるこの大統領に会ったただ一人の日本人
なのである。だがヒコがリンカーンの事績を認識していた気配はな
い。私はヒコの目で幕末維新をとらえようとしているが、リンカー

。ン大統領が幕末維新になんらかの影響を及ぼしたといえるだろうか

私は『彦蔵漂流記 （海外渡航記叢書４所収、雄松堂）のページを』
何度も繰った。二つの図版に目を留めた。１点は蒸気機関車と電信
線を組みにして描かれた図、他の１点は合戦図だ。前者の図で、な

ぜ列車と電信がワンセットなのだろうと考えていて、ペリーが横浜で日米和親条約（１８５４
年）を結んだとき、幕府に４分の１の大きさの蒸気機関車とモールス電信機を贈ったことが頭
に浮かんだ。ペリーはアメリカの近代化の象徴として、この二つをあえて日本に見せつけたに
相違ない。では合戦図は何を意味するのか。ヒコは南北戦争に遭遇している。アメリカを二分
したこの戦争はリンカーンが大統領に就任するとともに勃発し、北軍勝利に終わった直後に暗
殺されている。
私の頭の中でヒコがかいた二つの図が重なった。リンカーン大統領は北軍（合衆国軍）を有

利に展開させるために鉄道と電信を駆使したのではないのか。もしそうであるなら、結果とし
て明治維新後の戦争のモデルになったのではないか。歴史には門外漢の私だが、自分なりに検
証してみようと思った。

リンカーン大統領写真：



ペリーの贈り物

ペリーが幕府に贈っ
た蒸気機関車と電信機
について、ペリー側の
資料である『ペリー提
督日本遠征記 （宮崎』
濤子監訳、角川ソフィ

） 。ア文庫 でみてみよう
「日本の労働者たちは
悪天候から荷を守るた
め小屋を建て、小型機
関車の円周軌道を敷設
するため平坦な土地を
選定し、電線をはるた
め柱を持ってきて立て
てくれた」と記録して
いる。幕府役人は蒸気
機関車と電信機に強く
関心をもち、その設置

の支援、協力を惜しまなかったのだ。
まず蒸気機関車 「小型蒸気機関車、客車、炭水車を。

そろえた鉄道も （役人の）興味をそそる点ではひけを、
とらなかった」という 「客車はきわめて細工を凝らし。
たものだったが、小さいので六歳の子供を乗せるのがや
っとだった」にもかかわらず「日本人はなんとしても乗

（ ） 」。ってみないと気がすまず 略 屋根の上にまたがった
「威儀を正した大官が、丸い軌道の上を時速２０マイル
（約３２キロ）の速度で、ゆったりと長衣を風でひらひ

らさせながらぐるぐる回っている姿は少なからず滑稽な
見もの」だった。そして「屋根の縁をしっかりつかんで
必死にしがみつき、あまりのおもしろさに歯をむきだし
て笑ったり、かがめた身体をひきつるように震わせて、
臆病笑いを浮かべたりしている役人を乗せて、汽車が円

、 、周軌道を突進するのを見ていると この汽車が動くのは
煙を吐きながら苦もなく作動している機関車の力という
よりは、苦闘する大官の馬鹿力のせいではないかと思え
てくる」とつづっている。
遊園地の子供用のような機関車に乗ってはしゃぐ幕府

役人を小馬鹿にしたレポートだ。ペリー艦隊がいかに日
本を見下していたかを示している。このような態度では
攘夷の嵐が巻き起こり、幕府を腰ぬけとなじる声がわっ
とわき上がったのも当然であろう。だが、初めて遊園地
で小型列車に乗って歓声をあげた幼少時を思い出せば、
幕府役人の気持ちもわからないではない。西洋文明から
閉ざされていた幕末日本の笑うに笑えない現実であっ
た。
一方、電信機 「 米側の技師の）指導で電信装置が間。（

もなく稼働するようになり、電線が１マイル（約１・６
キロ）ほどまっしぐらに張り渡され、その一端は条約館
に、他の一端はとくにこの目的のために設けられた建物
にあった 。そして両端にいる技術者の間で通信が開始」
されると 「日本人は強烈な好奇心をもって操作法に注、
目し、一瞬のうちに伝言が英語、オランダ語、日本語で
建物から建物に伝わるのを見て、びっくり仰天した。毎
日毎日、役人や大勢の人々が集まってきて、技手に電信
機を動かしてくれるよう熱心に頼み、伝言の発信と受信
を飽くことなく注視していた 。」

「 」（『 』 ）写真 ヒコが描いた 蒸気車とテレグラフ 漂流記餘話 より



電信機については、蒸気機関車と接した役人の無邪気
さとは違って、知的好奇心を最大限働かせたようだ。こ
の好奇心がやがて産業発展の導火線になる。

ここで蒸気機関車と
電信機の誕生からペリ
ーが来航する１９世紀
半ばまでのアメリカで
の沿革にふれておきた
い。

蒸気機関車は１８０
２年、リチャード・ト
レビシックが台車に蒸
気機関を載せてつくっ
たのが始まりとされて
いる。１８１４年、ジ
ョージ・スチーブンソ
ンが実用的な蒸気機関
車を製作、時速６・４
キロで上り坂を３０ト
ンの石炭を運ぶことに
成功。翌年、アメリカ
・ニュージャージー州
のジョン・スチーブン
スが蒸気鉄道の導入を
提唱し、１８２５年、
自宅の庭に線路を敷
き、自作の蒸気機関車
を時速１９キロで走ら
せた。これがアメリカ

で最初に走った蒸気機関車だ。これを機にアメリカでも
鉄道への関心が高まり、１８５０年ころにはニューイン

、 、グランド約４１５０キロ 大西洋岸北部約４３５０キロ
五大湖周辺東部１６３０キロなど、アメリカ北部を中心

ペリーから贈られた小型蒸気機関車と電信（遠くに電信線が見える （ ペリー提督日本遠征記』より））『



に鉄道が敷設され、総延長は約１万３７００キロにのぼ
った。
鉄道に比べて電信は歴史が新しく、１８３７年にモー

ルスが電信機を発明。４４年にモールス符号を発表し、
ワシントン―ボルティモア間６４キロの間で電信線がは
られた。同年５月、初めて通信に成功。そのときのメッ
セージは「神は何を為し給いしか」だったという。

『 、 』中野明氏は サムライ ＩＴに遭う――幕末通信事始
（ＮＴＴ出版）の中で、モールスが開発した電信方式を
細かく検証している。いささか専門的になるので紹介は
省くが、同書によると電信ネットワークはアメリカ全土
に普及、ペリーが２度目に来航した１８５４年には総延
長距離は６万６０００キロに及んでいた。中島氏は「ペ
リーが持ち込んだ電信は、当時、アメリカでサービスさ
れていた電信のコピーを縮小サイズにしたものであろ
う」と推測する。
では日本側は電信をどう記録していたのだろう。記録

をとどめたものに「亜墨理駕船渡来日記 「亜米利加船」、
」「 」「 （ ）」渡来日記 亜美理駕船渡来日記 神奈川日記 写し

の四つの史料がある。このうち「亜墨理駕船渡来日記」
は、幕府役人の日記を神奈川・石川郷の名主、石川和輔
が筆写したもので「石川本」と呼ばれ、以下のように書
き留めている。
テレカラフの仕掛けは、応接場の北の方へ５町ほどの

所に杉の柱をだいたい２０間間隔で立て、場所の都合に
より少々西の方へ折れ曲って、あと４町ほど同様の要領
で杉を立てた。柱の上にギヤマンの壺を置き、針金をそ
の柱の壺ごとに一つ一つ巻き付けた。柱の最後は洲干弁

、 、天前の吉左衛門という人物の庭に 少し太い柱を立てて
、 。その柱の上に針金をとめて 下の方に引き下げてあった

針金の余りは土の中に埋めてあった。座敷に別の仕掛け
があり、仕出し料理やのムカデ台に似たものが置いてあ
った。ムカデ台の下にギヤマンの壺が七つあって、中に
酒の色の水が八分目ほど入っている。壺の口からは細い
針金が一つ一つ出ていて、針金の元は土の中から出た針
金と結び合わさり、ムカデ台の中央の時計のような物に
至っている （口語約は中野氏）。
ペリー艦隊のレポーターがいうように、好奇心あふれ

る幕府役人は実に細かくメモをした。だが、それぞれの
パーツがどのような働きをしているのかはわからなかっ
たに違いない。
石川本を読み解くとこうだ。応接場（条約館）の９町

（約１キロ）の間に２０間（約３６メートル）間隔で杉
、 。柱を立て それぞれのガラス製碍子に電線を巻きつけた

電線の端は地中に埋められた銅板につながっている。ム
カデ台のような電池が吉左衛門の座敷におかれていた。

同書によると、条約館側から「ＪＥＤＯ （江戸）を」
―‐―‐（Ｊ 、‐（Ｅ 、―‐‐（Ｄ 、‐ （Ｏ）と打） ） ） -
電すると、ＹＯＫＯＨＡＭＡ（横浜）と打ち返してきた
という。

「アメリカの電信がもつ特徴は、横浜の電信にも色濃く
受け継がれていたはず」と中野氏はいう。実際に文明開
花のなかでどのように電信が使われたのかは追って考察
したい。

さてヒコである。前回（ラピス２０１８春号、ジョセ
フ・ヒコの幕末維新①＝中浜万次郎編）の中で、ペリー
の最初の来航の１カ月後の１９５３年７月、ニューヨー



クのホテル
で税関長の
サンダース
が自宅に電

、報を打った
と述べた。
「２０分く
らいで返事
がくる」と
サンダース
がいった通

り、間もなく自宅から返事が届き「電報の手紙が鳥より
速く飛べるとは」とヒコが驚いたこともふれた。
電信そのものを最初に見た日本人はおそらく中浜万次

郎だろう。万次郎が帰国後、土佐で語った話をまとめた
『漂客談奇』の中にテレカラーフ（電信）の図が載って
いるのだ。図には数本の電信柱と電線が描かれ「書状ヲ
鍼金（はりがね）ニ付継場々々ヘ飛ス図」と説明がつけ
られている（中濱博『中濱万次郎――「アメリカ」を初
めて伝えた日本人――』冨山房 。サンフランシスコか）
その周辺で見た電線を描いたと思われる。
実際に電信を利用しているのを目撃した最初の日本人

はヒコであろう ペリーが電信デモンストレーション １。 （
９５４年３月）をした８カ月前のことだった。
このときの様子を『彦蔵漂流記』には次のように記し

ている。
この旅籠屋（ホテル）の住人はテレカラフを職業とし

ていた。サンダースが私にいうには、この町から自分の
生国まで日本の里数でおよそ百里へだたっているが、明
日帰宅するということを下の家にゆき道具仕掛けで知ら

せてやれば、日本の時間の八分時の一で音信が通じ、そ
の返事がくるという。その速やかなことを信じられなか
ったけれども、共に下の家に行ってみるとしばらくして
返事があった （略）後に究理学を学びかつその仕掛け。
を見れば、空中のエレキ銅線を伝えれば、やりとりは一
瞬の間にできるのである （略）翌日ブロクフェン（ブ。
ルックリン）から蒸気車にのった。蒸気車はすごく早く
走るという話はかねて聞いていたが、今日はじめて体験
した （略）蒸気車の内に乗っていて近い田畑で耕作し。
ている農民などを見ていると、飛ぶ鳥のようで、はっき
りと見とどけることができないけれども、車の動揺はは
げしくなく少しの書き物ならできる程であった。
鳥より速く伝わる電信と飛ぶ鳥のような蒸気機関車。

ヒコが鉄道と電信をワンセットで図にしようと考えた理
由が以上で了解できるだろう。ヒコにとってこの二つは
アメリカで遭遇した異文化の象徴だったのだ。
では その図にヒコは何をかいたのだろう 以下は 漂、 。 『

流記』の中の「蒸気車・テレグラフ図」である。
蒸気車図は貨車を蒸気機関車が黒い煙を吐いて牽引し

ている様子を描いたものだ。貨車の屋根には十人ほどの
人たちが立ちあがって手を振っている 「蒸気車は旅人。
の荷物をたくさん積み込み、人を乗せて極めて速く走ら
せば、一ツ時（２時間）に６０里行くというが、そのよ
うにすれば事故があるため政府は２５里を限度と定めて
いる」との説明がついている。

写真： ペリーから贈られたエンボッシングモールス電信機



一方テレグラフの図では電信柱にはられた２本の電線
が描かれている。電線の下では馬に乗った男たちが何か
の指示をしているように見える 「鋼（銅線）を引くと。
きは、テレグラフの銅線をこちらの言葉をどこへでも伝
える。その速やかなことは、一ツ時に５、６０里の遠く
に達する」と注釈を加えている。文法的誤りや誤字があ
る文章だが、図は電線を引いている様子を表しているよ
うだ。

第一次世界大戦の先駆

『彦蔵漂流記』にみえる合戦図はどのような戦いを表し
ているのだろうか。図には「予一度メキシコと亜国の合
戦を遠望――」との注釈をつけて「米西戦争図の説明」
としている。アメリカとスペインの間のいわゆる米西戦
争は１８９８年に起きた戦争だ。ヒコはこの前年に亡く
なっており、遠望できるはずはない。では注釈通り、ア
メリカがメキシコと戦ったいわゆる米墨戦争か、となる
とそれも否定せざるを得ない。同戦争が起きた１８４６
～４８年はヒコが９～１１歳のときだ。生地の播州にい
た。では、この合戦はいつどこで目撃したのだろうか。

注釈ではヒコは次のように記している （口語訳は同。
書より）
私は一度メキシコとアメリカの合戦を遠望し、また大

。 、砲を打ち合う軍艦の中にいたことがある 戦を始める前
兵卒の顔色は土のようになり、一度大砲を発すると顔色
はなおり、勢いが猛くなって恐怖の色はなくなる。その
場におれば、われを忘れて弾丸をはこぶ心になり、日頃

思っているほど恐ろしいものではない。しかし国のため
の合戦ほど悪いものはない。一度敗北すると国力はよわ
まり、人一代では元に復することは困難である。また勝
った方も人命を損じ、宝を費やし、末代までも怨みをの
こすのである。

ヒコが最初にサンフランシスコに上陸したのは１８５
１年。５２年に帰国のために香港に向かった後、同年に
再び渡米。５８年に日本に帰国し、６１年、三度目の渡
米をし、翌年帰国している。この間、アメリカで行われ
た戦争は１８６１～６５年の南北戦争しか見当たらな
い。あるいはメキシコとの戦争の終結後も小競り合いが
あったのかもしれないが、メキシコとの国境線付近にヒ
コが行ったという記録はない。ヒコの注釈通り、合戦の
様子を軍艦の中から遠望したのであれば、この合戦は海
の近くで行われたのであろう。

南北戦争の主たる戦場は中部大西洋岸のバージニア州
だ。この海岸沿いに北に進むと、アメリカ滞在中に世話
になったサンダースの家があるボルティモアの港に行け
る。ヒコが何度かサンダース家に足を運んでいることか
ら、ボルティモアに向かう船の中から南北戦争の一コマ
を遠望した可能性を否定できない。とはいえ実際に軍艦
に乗ったという点に疑問が残る。ヒコがほぼ制海権を握
っていた北軍の軍艦に乗れる地位や立場にはなく、ヒコ
の自伝にもその記述はない。ヒコは米英仏蘭４カ国が長
州を攻めたとき、軍艦に乗っている。そのときの記憶と
混同している疑いは捨てきれないが、図には十人ほどの
騎兵が描かれており、いわゆる四カ国戦争でないことは
明らかだ。



という次第で断定はできないが、ここでは南北戦争に
しぼってヒコの動向を探ってみたい。
まず南北戦争を概観する。
アメリカは１７８０年の独立戦争後、南部では綿花栽

培を中心にプランテー
ション農業が拡大し、
その労働力としての黒
人奴隷が独立時の５０
万人から１８２０年に
１５０万人、１８６０
年には４００万人と、
８０年間で８倍に増え
た。一方、北部では紡
績業を中心に産業が発
展し、ヨーロッパから
の移民労働者が増え
た。この結果、都市の
人口が急増。サムエル
・モリソン著『アメリ
カの歴史 （集英社文』
庫）によると、ニュー
ヨーク、フィラデルフ
ィア、ボルティモア、
ボストンの人口の合計
が１８２０年の３４万
人から１８５０年には
１１６万人に増えた。
ひとことでいうなら
ば、南部では黒人労働
者が、北部では一般労

働者が急カーブで増えたのだ。
ここで挙げた１８２０年に 「北緯３６度３０分以北、

」 「 」の西部地区には奴隷制を認めない との ミズーリ妥協
が南北間で成立している。この妥協によって、奴隷制を

ヒコが描いた合戦図（ 漂流記』より）『



合法とする南部の奴隷州と、奴隷制を禁じる北部自由州
が並立することとなった。
ところが先にふれたメキシコとの戦争に勝利し、カリ

フォルニアがアメリカの領土となったため、新しい州に
も奴隷制を認めるかどうかをめぐって、南北間で激しく
対立するようになった。１８６０年１１月の大統領選で
奴隷制の拡大に反対していたエイブラハム・リンカーン
が当選したことから、南部は態度を硬化。１２月にサウ
スカロライナ州が合衆国からの脱退を宣言したのを皮切
りに、ミシシッピ州、フロリダ州、アラバマ州、ジョー
ジア州、ルイジアナ州、テキサス州が脱退を決め、この
７州でアメリカ連合国を結成。首都をアラバマ州のモン
ゴメリーに置き、ジェファーソン・デイヴィスが大統領
になった。

６１年３月４日、リンカーンが合衆国大統領に就任す
ると、４月１２日、南軍が合衆国のサムター要塞（サウ
スカロライナ州チャールストン）を砲撃して戦端が開か
れ、バージニア州、アーカンソー州、テネシー州、ノー
スカロライナ州も連合国に合流。連合国の首都はバージ
ニア州のリッチモンドに移された。一方、奴隷州の中の
デラウェア州、ケンタッキー州、メリーランド州、ミズ
ーリ州、バージニア州西部（後に独立してウェストバー
ジニア州）は合衆国に残り、国を二分する内戦の様相と
なった。
合衆国の首都ワシントンと南部の首都リッチモンドは

１６０キロしか離れていず、この間で南北両軍が激突し
た。北軍は早期決着を図って６１年７月、７万５０００

（ ）人を動員してバージニアに侵攻 第一次ブルランの戦い
した。前掲の『アメリカの歴史』によると、新式の円錐
形ミニエ式銃弾が使用され、北軍だけも８０種類以上の
小銃が用いられるなど、火力はメキシコ戦争当時の２倍
になった。
この戦いで南軍が激しく抵抗し、北軍の作戦は頓挫、

長期戦が必至となった。１８６２年３月、北軍司令官マ
クレランが率いる１１万人のポトマック軍がリッチモン

（ ）。ド南東に上陸してリッチモンドに肉薄 七日間の戦い
南軍の北バージニア軍は２万６００人の死傷者が出た
が、北軍も１万５８００人が死傷。結局北軍は退却を余
儀なくされた。この戦いに並行して行われたバージニア
侵攻（第二次ブルランの戦い）でも、南軍を統率するリ
ー将軍の巧妙な作戦の前で北軍は敗北。メリーランドへ
の侵攻（アンティータムの戦い）でも後退するはめに陥
った。
こうしたなか、リンカーンは６２年９月、奴隷解放予

奴隷解放宣言を起草するリンカーン大統領ら閣僚（ リンカーン』より『



備布告を発布した 「１８６３年１月１日に、合衆国に。
謀反の状態にある州のすべての奴隷が永久に自由を与え
られる」というものだ 「この布告はアメリカの歴史の。
上で、他のいかなる出来事にも見られないほど革命的な
人間関係を作りだすもの」とサムエル・モリソンは高く
評価している。リンカーンは以降奴隷解放に対する戦い
であることを大義名分に掲げた。
南軍のリー将軍はひるまず１８６３年７月、北部侵攻

に打ってでた。ボルティモア北西のゲティスバーグで、
北軍の中央を突破する死闘を繰り広げたが、総じて北軍
が優勢に展開した。同年１１月１９日、リンカーンはゲ
ティスバーグの戦場につくられた国有墓地でゲティスバ

ーグ演説として後世に名を残す演説を行った 「われわ。
れの前に残された大事業」は「これら戦死者の死をむだ
に終わらしめさせないように、われらがここで堅く決心
するため、またこの国家をして、神のもとに、新しく自

、 、 、由の誕生をなさしめるため そして人民の 人民による
人民のための政治を地上から絶滅させないためでありま
す （高木八尺、斎藤光訳『リンカーン演説集』岩波文」
庫）と高らかにうたいあげた。それほどにゲティスバー
グではおびただしい戦死者が生みだされたのだ。
以上は東部戦線といわれる戦いである。これに対しア

メリカ東部を南北に貫くアパラチア山脈以西の戦いを西
部戦線という。１８６１年８月、ミズーリ州スプリング
フィールドの北軍と南軍側のミズーリ州兵との間の戦い
で南軍側が勝利したものの、６２年２月、テネシー州ド
ネルソン砦の戦いで南軍の大部隊が降服。４月、同州シ
ャイローの戦いで再び北軍が勝利し、ミシシッピ川の要
衝の都市メンフィスを占領。ささらに軍艦によるメキシ
コ湾からの侵攻でルイジアナ州のニューオーリンズを陥
落させた。ミシシッピ川では東西の交通の要で、難攻不
落といわれたビックスバーグ要塞（ミシシッピ州）を南
軍が確保していたが、北軍は６２年５月から７月にかけ

、 。 、ての血みどろの戦いのすえ 同要塞を攻略 同年１１月
テネシー州チャタヌーガの戦いに勝利した。
１８６４年３月、北軍の総指令官にグラントが就任。

その指揮権を引き継いだシャーマンが５月、ジョージア
州のアトランタを、６５年２月にはサウスカロライナ州
の海港都市チャールストンをそれぞれ陥落させた。同年
３月、北軍は最後の攻勢としてバージニア州のアポマト
ックス方面作戦を展開。４月３日、南軍はリッチモンド
から撤退し、４月９日、リー将軍が降服、南北戦争は事

奴隷解放宣言をするリンカーン大統領（ リンカーン』より）『



実上終了した。
アトマトックスで行われたグラントとリー両将軍の会

見で、グラントは「武器と資材を明け渡す」ことなどの
降服の条件を書き記したあと、将校が腰につけている武
器の携行を許した。小銃は戦争のための兵器として武装
解除の対象だが、ピストルは自己保身の武器だから持つ

ことは認める、ということであろうか。
、 。動員兵力は北軍１５６万人 南軍は９０万人に及んだ

戦死者は北軍３６万４５１１人。南軍の公式戦死者数は
ないが司令官報告に１３万３８２１人という数字がある
ことから両軍合わせて５０万人はくだらず、６２万人と
いうデータもある。負傷者は５０万人近くに上る。

北軍のキャンプを視察するリンカーン大統領（ リンカーン』より）『



当時のアメリカの人口は３０００万人といわれ、日本
と大きく変わらない。西南戦争の死者が政府軍、西郷軍
合わせて１万２０００人だったことに比べると、けた違
いに壮絶な戦いであった。
『アメリカの歴史』は重要な新しい戦術的発明として、
海軍では装鋼艦と潜水艦、それに浅い海での防衛用の機
雷を挙げる。とくに機雷については、これに触れて沈没
したり大破した軍艦は４０隻にのぼった。陸上では野戦
の塹壕のほか、気球による上空からの偵察などが行われ
た。同書は「第一次世界大戦の先駆をなした」という。
死者６０万人という数字をみると、サムエル・モリソン
の分析は大いにうなずける。
もうひとつ見逃せないのは肉親が南北に分かれて争っ

たことだ。リンカーン大統領夫人メアリーの兄弟３人は
南軍に投じて戦死。連合国（南軍）のデーヴィス大統領

夫人の親戚に北軍で戦った者がおり、リー将軍のいとこ
は北軍側の海軍を指揮した。おそらく名もない兵士たち
の兄弟では、こうした例は枚挙にいとまがなかっただろ
う。

まるで保元・平治の乱のような身内の間の骨肉の争
い。内戦なればこそであろう。その一方で『アメリカの
歴史』が指摘するように、第一次世界大戦の先駆的戦い
ともいえる近代戦争が展開されたのだから、量的にも血
で血を洗う戦いになったのだ。

ヒコがどこかで遠望したならば 「人命を損じ、宝を、
費やし、末代までも怨みをのこす」戦争という近代史の
負の一面を目にしたことになる。

電信駆使の大統領

南北戦争にリンカーン大統領はどのようにかかわった
のだろうか。奴隷解放宣言をするような人権派政治家な
のだから、戦争を嫌ったにちがいない、と私は思ってい
た。実際、リンカーンは元はイリニイ州の弁護士。政界
に打って出たものの軍事はしろうとだ。だが調べてみる
とリンカーンは軍事作戦にのめりこみ、勝利に向けてあ
くなき執念の火を燃やし続けたという意外な一面が浮か
び上がった。
戦争が始まる前、すでに鉄道と電信の延伸がかなり進

んでいたことはふれた。どうやら両者は車の両輪のよう
な形で敷設されたようである。モールスがワシントン―
ボルティモア間に電信実験をした際、ボルティモア側の
受信場所がアメリカ最初の長距離鉄道であるボルティモ
ア・オハイオ鉄道の本社だったことがこのことを象徴的

ゲティスバーグの戦い（ リンカーン』より）『



に示している。
内田義雄氏の『戦争

指揮官リンカーン――
アメリカ大統領の戦
争 （文春新書）によ』
ると、当時鉄道は単線
であるためたびたび事
故が発生。鉄道が延び
るに従い、列車が運行
通り動いているかどう
かの掌握、管理が大き
な課題になっていた。
ひとつの列車に運行上
の支障が起きれば、対
向する列車と正面衝突
が起きる危険性が高く

なるからだ。この対策としてモールス信号による電信が
有効とわかり、鉄道会社はただちに採用した。こうして
鉄道線路に沿って電信柱が立てられ、電信線が延びた。
駅には必ずモールス信号を打てる駅員がいて、列車の到
着、出発の連絡をしたという。
南北戦争が始まると、鉄道は部隊や兵器、食糧の輸送

手段として利用された。産業が発展しつつあった北部だ
けでなく南部の軍隊も鉄道を最大限利用した。マーガレ
ット・ミッチェルは名作『風と共に去りぬ （鴻巣友季』
子訳、新潮文庫）の中で、アトランタについて「鉄道の
便ゆえ商業取り引きの交差点となっていた」とし 「戦、
場の軍隊に支給する食糧と物資を集積する南部の主要駅
のひとつとなって、戦時の需要をこたえていた」と書い
ている。もし鉄道がなければ南北双方合わせて２４６万

人もの兵員の食糧補給は不可能だっただろう。
すべて戦争は司令官と前線の指揮官との通信によって

展開されるといって過言でない。南北戦争以前、司令官
の伝達は早馬による伝令だった。南北戦争が始まる５年
前、マイヤーが昼間は信号旗で、夜間は松明による伝達
法を考え、１８５９年、リー大佐（後の南軍の将軍）が
採用。陸軍に信号隊が編成された。すでに述べたように
モールス信号による電信線はかなり延びていたにもかか
わらず、リーという南軍のエースは有効活用しようとは
考えなかったようだ。

、 、これに対し リンカーンが電信に着目していたことが
２０世紀になって陸軍省電信室で働いていた電信師の回
想によって明らかになった。前掲の『戦争指揮官リンカ
ーン』は、コミュニケーションとして当時最先端技術で
あるモールス電信の効能にリンカーンはいち早く気づい
て最大限に利用した、としたうえで「南北戦争にリンカ
ーンがなぜ勝つことができたか。その問いに答える大き
な手がかりが、ここにある」という。
以下は同書のエッセンスである。
モールス電信については、政府が金を出さなかったた

め民間の手によって事業が進められた。１８５６年に設
、 、立されたウェスタン・ユニオン電信会社は北部 中西部

西部内陸部に電信網をもち、南北戦争が始まるころには
西海岸のサンフランシスコまで電信線を延ばし、大陸横
断電信を達成させいていた。おなじころに設立されたサ
ウスウェスタン電信会社はテネシー州、アラバマ州、ル
イジアナ州、テキサス州、アーカンソー州など南部や南
西部に電信網を広げていた。
いち早くモールス電信を活用したのは新聞社だった。

北部には３０００、南部には８００の新聞社があり、合

マーガレット・ミッチェル



わせて９００万部余りの
発行部数があった。南北
戦争が始まると１５０人
の記者が戦場特派員とし
て前線で取材し、電信に
よって記事を送った。

合衆国陸軍省も電信室
を設置、民間人である電
信士４人を雇用。戦争が
激しくなると１２人に増
やした。

第一次ブルランの戦い
が繰り広げられていた１
８６１年７月２１日、リ
ンカーン大統領とシワー
ド国務長官、チェース財

務長官ら首脳が電信室に集まり、現地からの電信を待ち
うけた。午前１１時半過ぎ、モールス信号のトン・ツー
音が鳴った 「午前１１時２５分、重砲及び消火器の発。
砲激化。マスケット銃の発砲激しさを増す。中尉カーチ
スより 。同中尉からほとんどリアルタイムに打電され」
る現地情報だった。

このように刻々と電信が入る 「午後２時４５分、戦。
闘少々遠方へ 「午後３時３５分、十分前戦闘やむ」と」
いったあんばいだ。電信室はホワイトハウスのほど近く
にあり、陸軍省長官が管轄していた。以後、リンカーン
は足しげく電信室に出向くようになった。
リンカーンは午前１０時から昼過ぎまでホワイトハウ

スを訪れる一般市民と会うことを日課にしていた。その
多くは職探しの陳情だったため嫌気がさし、気分を晴ら

す意味もあって電信室に入り、机の引き出しからファイ
ルされた電文を一番上から読んだという。
陸海軍総司令官でもあるリンカーンは気晴らしだけで

電信室に出入りしたわけではない。北軍のバーニジア軍
が南軍に追い詰められた１８６２年８月２７日、大統領
が自ら現地のハウプト大佐にあてて「ブルラン川に架か
った鉄橋は破壊されたか？」と打電。同大佐から「橋を

、 」 。確保していたが 今は撤退しつつある と返信してきた
翌日、大統領は同大佐に「反乱軍が予想以上に強大で、
彼らは最良の将軍によって指揮されているという情報を
貴官はいかにして知ったか？」と尋ねるなど、一将校に
対するものとは思えない質問を電信で行っている。
軍司令官のマクレランに対しては１８６２年８月２９

日 「全体状況はどうなったか？」と打電。マクレラン、
から「閣下が私に何をしてほしいのか言ってください」
と打ち返してきた。マクレランに対しては９月１０日、
「今どんな様子か？ 、同１５日には「なんとしても反」
乱軍を撃滅されたい」と指示。１０月２５日には「わが
軍の無策ぶりは敵の騎兵部隊を利することになっている
のではないか」と痛烈な電信を打ち、怒ったマクレラン
は「なぜ南軍の騎兵部隊がわが騎兵師団より優秀だとい
うのでしょうか」と返信に憤まんをぶつけている。
ゲティスバーグの戦いでは北軍が優位に立ったことは

すでにふれたが、１８６３年７月４日、リンカーンは戦
勝報告を陸軍省電信室から全国に向けて発信した 「ポ。
トマック軍からの報告は連邦の大義に偉大な勝利を約束
し、多数の勇敢な戦死した兵士にたいして、すべての人
が哀悼の意を表すべき勝利の報告だった」というのがそ
の内容だ。この電信を各地の新聞社が受信して報道。戦
争史上、そしてメディア史上の画期的な電信になった。

サミュエル・モールス



１８６５年４月９日、リンカーンがリッチモンド視察
を終えてワシントンに戻るとグラント将軍から「リー将
軍降服」の緊急電信が入っていた。
戦争終結後のステーガー電信総監の報告では、軍事用

の電信線が毎日１２～１９キロのスピードで延び、総延
長は１８６１年末までに１８００キロ、６４年末までに
１万４０００キロにのぼった。さらに６２年１月、ワシ
ントンとフォート・モンロー間のチョサピーク湾に１１
０キロの海底ケーブルが敷設された。フォート・モンロ
ーは南部の首都リッチモンドを海から攻める際の前線基
地だ。ワシントンと電信で結ぶことは北軍の戦略上極め
て重要だったのだ。この海底ケーブルは後の大西洋横断
海底ケーブルのモデルになった。
電信が報道に使われたことはすでにふれたが、ドリス

『 』（ 、・カーンズ・グッドワイン著 リンカーン 平岡緑訳
中公文庫）によると、電信自体が報道規制の対象になっ
た。戦争が始まって間なしのころ、最初の死傷者が出た

、 。ことを受け 電信局での報道の検閲が初めて実施された
第６マサチューセッツ連隊の死傷者名簿を打電しようと
電信局に向かった報道記者は、電信局が合衆国ライフル
分隊によって占拠されており、電信を禁じる命令が発せ
られているのを知った。憤慨した記者たちがシワード国
務長官の自邸に押しかけると、同長官は「戦死した、ま
たは負傷した者たちに関する記述を送付すると、国民感
情に影響を及ぼし、和解の障害になる」と述べた。
電信が脆弱な部分を抱えていることも浮き彫りになっ

た。連邦離脱主義者たちがボルティモアに通じる全電信
線を切断、ワシントンを囲む全鉄道も破壊され、ワシン
トンは一時北部との交信の道を断たれて孤立した。電信
は小刀一本で容易に切断されるだけでなく、情報が敵に

漏れる危険性も内蔵していたのだ。実際、敵に漏れると
いう理由で記者の電信使用が妨げられたケースもあっ
た。
このように見ると、南北戦争は奴隷解放の戦いという

表の顔と、電信駆使ハイテク戦争という裏の顔があった
ことがわかる。電信室から日常的に前線の司令と交信し
ていたリンカーン大統領 『戦争司令官リンカーン』は。
「電信の裏に大統領あり」と書いている。良くも悪くも
リンカーンは大統領としてただ者でなかった。

戦争に巻き込まれる

ジョセフ・ヒコに話を戻そう。１８６０年１１月、帰
国した新見豊前守を正使とする遣米使節団と会ったこと
は前回ふれた。このとき、一行を出迎えた神奈川領事代
理のヴァン・リードの通訳を引き受けたヒコだが、実は
この年の２月に、神奈川領事館付き通訳の職を辞してい
た。アメリカ政府の通訳でないことに不満を持っていた
ためで、ヒコはサンフランシスコからやってきた友人と
横浜で貿易商社を興した。このころ横浜の外国人居留地
には清国からの商品が入って来て、貿易港らしくなりつ
つあった。だが、船荷を集める程度にしかならず友人と
の共同を解消、ヒコが独力で事業を継続した。そんな折
りに桜田門外の変が起き、攘夷の暴風が吹き荒れ始めた
ことも前号で触れた。
６１年になると、神奈川や横浜の役人から「身辺に注

意を」との警告を受け 「東海道に馬で乗り出すことが、
ないように」とか「居留地から絶対に遠くにいかないよ
うに」などと、こまごまと指示されるようになった。一



方、ヒコ自身、神奈川の合衆国海軍倉庫管理官の地位を
得たいとの希望をもっていた。こうした事情からヒコは
またもアメリカに渡ることを決意。９月１７日、横浜を
出港、１０月１６日にサンフランシスコに着いた。
サンフランシスコで以前の雇い主のＴ・Ｇケアリーに

アメリカに来た目的を話すと、ケアリーが「それならワ
シントンに行った方がよい」と、サンフランシスコの銀
行家らの署名をつけて、海軍長官あての「アメリカ政府
に奉公するうえで、日本の役人と同列に立てる職を得さ
せてほしい」との請願書を書いてくれた。
こうしたなか、ヒコはアメリカの南部諸州が連合国を

結成し、合衆国側の北軍と戦争状態になっていることを
知った。友人から経済力は北部が勝っているが、将校は
南軍の方が優秀と聞いており、どちらが勝つか即断でき

。 、ない状況だ 戦争は長期化の様相を呈していることから

ヒコは急ぎワシントンに行くことにした。
ヒコはパナマまでの船便をつかまえ、地峡部を汽車で

横断、ニューヨーク行きの汽船、チュンピオン号に乗っ
た。南北戦争は激しさを増していた。カリブ海に浮かぶ
セント・ドミンゴ島にさしかかったとき、右舷方向に１
隻の気船が進んでいた。この海域は南部軍の武装商船が
出没しており、船長は危険を察知、全速力で北進した。
気船は船長が直感した通り、南軍の武装商船だった。追
跡してきたが、スピードに勝るチャンピオン号は逃げき
った。
１２月１６日、ニューヨーク港に到着。水先案内人が

新聞の束を抱えて甲板にあがってきた。カリブ海での出
来事があっただけに、戦争を肌で感じていた乗客たちは
むさぶるように新聞を読んだ 「ポトマック河畔のわが。

、 」「 」「 、部隊 近く行動開始か 大会戦迫る 南部軍兵力十万
ワシントンに進軍中」などの見出しが躍っている。なか
でも「イギリス政府は北部軍にメーソン、スライデルの
引き渡しを正式要求」という記事が注目された。
「メーソン、スライデル問題」というのは、南部連合の
外交使節メーソンとスライデルの両上院議員が乗ったイ
ギリスの郵便船に合衆国軍艦サン・ジャシントン号が乗
り付け、二人とそれぞれの秘書を連れ去った事件。彼ら
は連邦の要塞に監禁された。イギリスは英国国旗への侮
辱と受け取り、ロンドンの新聞は「合衆国が謝罪しない
なら開戦すべきだ」と大きく報道。北部の人たちはイギ
リスを敵に回すことを恐れた。リンカーン大統領がイギ
リスに屈することの影響を心配していたところ、シアー

「（ ） 」 、ド国務長官が 秘書を含む ４人を釈放する と発表
、 （『 』）。ただちに実行され 事件は落着した アメリカの歴史

ヒコらがニューヨークに着いたとき、事件はまだ決着

ヴァン・リードとヒコ（右 （ ヒコの生涯と新聞史』より））『



していなかった。イギリスが南軍に加担すると合衆国軍
、 。はイギリス軍と南軍との挟み撃ちにあい 敗北は必至だ

その報道に乗客たちはおびえた。ヒコも前途に不安を覚
えたにちがいない。
翌々日、ヒコはケアリーの母がいるボストンに向かっ

た。彼女はケアリーの義兄であるアガシス教授を紹介し
くれた。１２月３１日に同教授に会うと、シワード国務
長官や有力な上院議員への手紙を書いてくれた。くだけ
た文面から教授は国務長官と親しい間柄であるとヒコは
感じた。
６２年１月初旬、ヒコはボルティモアのサンダースを

訪ねた。サンダースは自分の息子がきたかのように喜ん
で迎えてくれた。アメリカに来た目的を話すと、一緒に
ワシントンに出かけて、上院議員のレイサムに会い、彼
にひと肌脱いでもらおうといってくれた。
翌日、ボルティモアからワシントンに向かった。車窓

から見ると、切れ目なくテントが並んでいた。テントの
周りにいるのは新兵ばかり、とヒコには見えた。滝のよ
うな雨が降り続いたかと思うと、氷雨になったりと陰々
とした空の下、秋の豪雨にさらされたひな鳥のようだ、
とヒコは思った。ワシントンに着くと、地方から大勢の

。 。人々がやってきていた 南北両軍の衝突を見にきたのだ
町は戒厳令が敷かれていた。
ホテルは制服の将校で満員。食堂は金筋入りの軍帽、

肩章、金ボタンがうごめいていた。人々が口にする言葉
といえば 「大勢が殺された」とか「南軍がどこそこを、
占領している」といった殺伐とした話ばかりだった。
レイサム議員に会うと、一緒に海軍長官に会ってくれ

ることになった。海軍長官は「戦争中なので東洋の兵站
部は一人も増員できない とつれない返事をしたあと シ」 「

ワード長官に会ってはどうか」と言ってくれた。レイサ
ムに促されて国務省にシワード長官を訪ねた。倉庫管理
官への紹介状を読んだシワードは 「神奈川領事館に正、
式の通訳官を置くことになった。通訳官になってはどう
か」と勧めてくれた。通訳官は国務省管轄下の官職。ヒ
コは長官に感謝の言葉を述べた。
ボルティモアに戻って知人宅にいたとき、一人の憲兵

中尉が家に入って来て 「憲兵隊まで同道ねがう」とヒ、
コを連行した。憲兵隊に着くと、暖炉のそばにいた大尉
が「捜していた男だ。２階に連れていけ」と命じた。大

「 」 、尉に旅券を見せて 誰か他人との間違いだ と言ったが
大尉は「ワシントンから逮捕を命じる電報がきている」
と容赦なかった。
連れて行かれたのは片隅にベンチが数脚あるだけの汚

い部屋だった。やがて中尉がやってきて「下におりろ」
という。ヒコの友人が大尉や憲兵司令と話をつけてくれ
たというのだ。１階におりると友人がいた。２万５００
０ドルの保証金を出してくれたので解放されたとヒコは
知った。
ことの次第はこうだ。南軍の将校が北部の首都に攻撃

を仕掛けるために偵察をしている、との情報が流れてい
た。この将校の古い写真を手に尾行していた探偵がヒコ
を「こいつだ」と思い込んだことから逮捕されたのだっ
た。大尉は「逮捕したのは間違いとわかった」といい、
保証金を返却したうえ、使者をヒコの元にやって陳謝し
た。
サンダースの家に「神奈川領事館通訳官」という正式

辞令が届いていた。３月１２日、帰国のあいさつのため
シワード長官を訪ねると、長官は「我が合衆国のタイク
ンに会わないで帰国する手はない」といった。このひと



言で、日本人が初めてリンカーン大統領に会うという歴
史的瞬間を迎えることとなった。
この模様をヒコは『アメリカ彦蔵自伝』のなかで、次

のように書いている。
「さあ。ヒコさん、行こう 。シワードはそう言って部」
屋を出た。裏庭に入るとシワード氏は私の腕をとり、そ
こを横切って大統領官邸に引っぱって行った。歩きなが
らシワードは言った。
「今日は閣議のある日だが、君を、われらの偉大にして
善良なる人物に会わずに出発させるわけにはいかん」
こうしてヒコはリンカーン大統領に会うことになっ

た。
『リンカーン』に掲載されている南北戦争当時のワシン
トン中心街の地図によると、ホワイトハウスのすぐ西に
陸軍省、東に財務省と国務省が並んでいる。国務省のす
ぐ北にシワード長官の家がある。ヒコがシワードに会っ
たのが自邸なのか国務省なのかは伝記からはわからな
い。以前、シワードに国務省で会っていることから、こ
のときも国務省の長官室に訪ねたと考えるべきだろう。
国務省の裏庭がどのスペースを指しているのかわからな
い。国務省の裏はホワイトハウスとは反対方向だ。そこ
を横切るって大統領官邸に引っぱって行かれた、という
のだから、むしろ国務省の前の庭を通ってホワイトハウ
ス正面玄関に向かったのではないだろうか。
ヒコはすでに２回、ホワイトハウスに入っている。正

面か裏かくらいはわかっているはずだが、緊張していた
せいで記憶があやしげになっていたのかもしれない。

リンカーン大統領に面会

『アメリカ彦蔵自伝』によるリンカーン面会幕をつづけ
る。
シワード国務長官とヒコが大統領室に入ると、大統領

は肘掛け椅子に腰を掛けていた。そっくりかえり、両足
首を組み重ねて前の机の上に投げ出し、眼鏡を額までず
りあげていた。彼はすぐ近くにすわっている一人の陸軍
将校の話をじっくり聞いていた。その将校は、たくさん
の書類を手に持ち、自分の机の隅には、もっとたくさん
の書類を置いていた。部屋に入るときに大統領は私たち
に目をやった。シーワド氏は私に椅子を示し、それに腰
をおろせと言った。彼自身は、テーブルのところに行っ
て、新聞をとりあげて読みだした。
私（ヒコ）は部屋を見わたし、将校が大統領にしゃべ

っているのをきいていた。将校の立て板に水の弁舌の大
体から察すると、この男は騎兵大佐で、突然上司からク
ビにされたらしい。彼はこれを不当と考え、大統領の口
ききで復職させていただきたいと言うのであった。
（略）
この男がいなくなった後、大統領は腰をあげてこちら

へやって来たので、私たちも席を立ち上がった。
「 、 」 、 。シーワド君 こんにちは と言って 相手と握手した
そこでシーワドは言った。
「私の友人で、日本人のヒコ氏を紹介したいと思います
が」
大統領は大きな手をさしのべて、日本のような遠いと

ころからよく来てくれましたね、と言った。彼は私と、
まごころのこもった握手をかわし、それからアメリカの



境遇について、数多く
のことを尋ねた。

私たちがしゃべって
いるうちに、財務長官
が入って来た。それか
ら海軍長官もやって来
た。そこで私は、大統
領にどうも任官ありが
とうございましたとお
礼を述べ、急いでいと
まごいをした。ほかの
人びとにも別れを告
げ、どうぞ無事でとい
うあいさつを受けて退
出した。

大統領は長身痩躯、
手は大きく、黒みがか
った髪には銀髪がまじ

り、わずかばかりの頬ひげをたくわえていたが、口まわ
りはきれいに剃っていた。彼は黒いフロック・コートを
着ていた。きわめてまじめで親切な人間で、接する人び
との誰にも愛され、とくに自分の一統や友人からひどく
愛されていたとのことである。

写真：ヒコが持ち帰った新聞に掲載された大統領候補時代のリン

カーン（ ヒコの生涯と新聞史』より）『

以上の記述によると、リンカーンは「日本のような遠
いところからよく来てくれましたね」と言った後、アメ
リカでの境遇について数多くの質問をしたに過ぎない、

ということになる。歴史的瞬間というには、これではい
かにもさびしい。
『開国逸史――アメリカ彦蔵自序伝』には「大統領は遠
来の紳士に面接するを喜ぶ旨を告げ、大なる手を広げて
親しく握手の礼を賜ひ、日本の状態を問われたり」とあ
る。ヒコが日本の状態をどう答えたかは何ら記されてな
い。もう少し色はつかないものか。手元のヒコをテーマ
にした小説のページを開いた。
中川努『日系米人第一号――アメリカ彦蔵と呼ばれた

男 （現代教養文庫）』
大統領は大きい手をさしのべて、日本のような遠い国

からよく来ましたねと言った。そして、アメリカではど
うしているのかなど、いろいろのことを質問した。
吉村昭『アメリカ彦蔵 （新潮文庫）』
大統領は、大きい掌を出し、

「日本ノヨウナ遠イ地カラ良ク来マシタネ」
と言って、彦蔵の手を握った。優しい眼であった。

（略）
「君ノヨウナ人ガ領事館ニ勤務シテクレルトハ、頼モシ
イ。アメリカノミナラズ、日本ノタメニモ尽力シテ下サ
イ」
リンカーンは、大統領というより優しい農夫のような

感じであった。
山下昌也『ヒコの幕末――漂流民ジョセフ・ヒコの生

涯 （水曜社）』
ヒコはリンカーンに問われるまま、漂流からの話をし

た。リンカーンは、いちいち頷いて聞いていた。ヒコは
任官のお礼を述べた後、さっきシーワド長官から聞いた
大統領の政治理念について質問した。
「人は全て平等とはどういうことでしょうか」



聖書にそう書いているのは知っている。しかし、ヒコ
が経験したアメリカ社会でも平等とは言い難かった。リ
ンカーンはニコリともせずに答えた。
「それは基本的な権利です。分かりやすく言うと、どん
な人間でも、自分で働いて得たパンは誰にも邪魔されず
に自由に食べることができるということです。その権利
を護るために国家があり、それを実現させるのが政治の
役割なのです。ところが、そのパンを奪われたり、食べ
ることに干渉されたりする人々が現実にいるんだ。今の
戦いもそれを無くすためのものですよ。その責任者とし
て私はいるんだ」
（略）
国民や国家の責任と義務について話は続いていたが、

ほどなく財務長官、海軍長官が打ち合わせのために入っ
てきたのを期に、ヒコはお暇の挨拶をした。
山下氏は想像をたくましくして書いている。確かにこ

れくらいの話をヒコにしてくれていたら、文句なく歴史
的な出来事といえただろう。
『彦蔵漂流記』には漂流から最初の帰国までの記述を中
心とした「漂流記」と、アメリカなどで見た文物を紹介
する「漂流記餘話」からなる。その「漂流記餘話」にア
メリカの大統領制や政治の仕組みに関する記述がある。
アメリカでだれかから聞いたことは間違いない。この内
容についていずれ詳述するつもりだが、リンカーンに会
ったとき、アメリカの政治制度の基本は知っていたと思

。 。われる おそらくサンダースに教えてもらったのだろう
サンダースは税務官というれっきとした合衆国の役人な
のだ。
すでに述べたように、ヒコがリンカーンに面会したの

は１８６２年３月１２日だ。この前日、大統領は戦争令

を発令してマクレランの総司令官としての任務を解いた
ばかりだ。これはどのような意味をもつのだろうか。
『リンカーン』によるとこの年の１月２７日に「一般戦
争命令第一号」を発布し、２月２２日（初代ワシントン
大統領の誕生日）を「合衆国の陸海軍が反乱軍に対して
総攻撃する日」と定めた。これを受けて軍司令官のマク
レランは軍隊をポトマック川の船で輸送し、上陸後リッ
チモンドを目指す作戦を立てた。これに対し、リンカー
ンは陸路を進軍し、南軍をリッチモンドに向けて後退さ
せるという接近戦をとれば首都ワシントンを守ることが
できると考えた。マクレランの迂回作戦ならば南軍はリ
ッチモンドを犠牲にしてワシントンを攻略するかもしれ
ないと懸念したのだ。彼はワシントンが攻略されて、諸
外国が南部連合を承認することを恐れていたのだ。
３月８日、南軍の砲兵中隊が後退し始めたのをみて、

マクレランは絶好機とばかりに敵陣への急襲を命じた。
ところが南軍は全軍挙げてテント、兵糧、武器もろとも
退却。そこには大砲にみせかけて黒色に塗った丸太棒が
残されていただけだった。難攻不落を偽装した要塞を前
に、マクレランは足止めをしていたのだ 「クエーカー。
教徒の大砲」と呼ばれたこのトリックにまんまとひっか

「 」 。かったマクレランは 世界中の笑いもの と嘲笑された
こうした次第でリンカーンはマクレランの総司令官の

任務を解いたのだ。大統領は総司令官ポストを空席のま
まにし、大統領と陸軍長官が総合的な戦略を打ち出すこ
ととした。マクレランを最高幹部から外したことで保守
派が反発することが予想され、リンカーンの判断が正し
いかどうかの瀬戸際だ。リンカーンがことのほか神経を
遣っているときにヒコが面会に訪れたのだ。ヒコの自伝
からは、そうした緊張感がうかがえず、いつものように



嫌々ながら猟官陳情を受けているようである。
すでに述べたようにリンカーンは午前中、職を求める

市民と会い、午後、電信室で気晴らしをしている。シワ
ード国務長官は当然そのことを知っていたので、ヒコを
連れていったのは午前中だろう。すでに領事館通訳とい
う職を得ていたので、シワードはヒコがリンカーンに嫌
がられることはない、と踏んでいたはずだ。リンカーン
がヒコと会話をしているとき、チェース財務長官らが入
室した。第一次ブルランの戦いの際、リンカーン、シワ

、 。ード チェースが電信室に集まったことはすでにふれた
同じメンバーが大統領室に居合わせたことは注目すべき
だろう。彼らはその日の午後、電信室で顔を合わせたの
かもしれない。この３人は共和党のなかで大統領候補を
争った仲だが、大統領に選ばれたリンカーンは彼らを重
要閣僚に指名した。３人はリンカーン体制の３本柱なの
だ。奇しくもヒコはこの３人に出会ったのだ。

、 。さて リンカーンはヒコに政治姿勢を語ったかどうか
これまで述べた経緯をみれば、リンカーンにそのような
時間も精神的余裕もなかったと考えるべきだろう。戦場
はワシントンのすぐそばだ。神奈川領事館通訳になる男
にこの緊急時のなか、そのような話を直接しなければな
らない理由がない。
むしろ戦争が緊迫するなか、国務長官がヒコを連れて

大統領に面会させ、それをリンカーンが受けたことが驚
きというべきだろう。この戦争は決して悠長な戦いでは
ない。第一次世界大戦の先駆的戦争との分析があること
はすでに述べた。合衆国軍の総司令官である大統領に会
ったことは、ヒコがその認識があったかどうかにかかわ
らず極めて歴史的なできごとだった。やがて世界中に波
及するであろう近代戦争の目撃者となったのだ。

南北戦争が終結し、奴隷解放に向けてさあこれからと
いうとき、リンカーン大統領は暗殺された。このことは
すでにふれた。ヒコはリンカーンに会った翌月の４月１
日、ニューヨークをたち、カリフォルニア、上海を経て
６２年１０月１３日、横浜に着いた。領事館通訳の業務
についたが翌年９月３０日辞任。６４年６月 「海外新、
聞」を発行した。日本語で書かれた我が国初の新聞とい

。 、うふれこみだ この新聞については次号で取り上げるが
海外新聞第６号は「北部大統領レンコロン、ワシントン
の芝居を見物に行きしに１１時ともおぼしきころ、一人
の狼藉者が袖銃で一発に（大統領を）打倒」という記事
を載せることとなった。
『アメリカの歴史』によると、リンカーン暗殺事件の概
要は次の通りである。
１８６５年４月１３日夜、リー将軍の降服を祝ってワ

。 、シントンの町はイルミネーションが施された １４日夜
リンカーンは妻と共にフォード劇場のボックス席で『ア
メリカのいとこ』という芝居を見物した。警護すべき護

。 、衛は芝居をよく見たいと２階席にいった 午後１０時半
一発のピストルの音が響いたかと思うと、大統領は席に
すわったままがっくりと体を伏せた。犯人のブースはボ
ックスから舞台に飛び降り、バージニア州の標準語であ
るラテン語で「暴君の運命はかくのごとし」と叫び、裏
口から逃走した。
大統領は劇場の向かいの下宿屋に移され、小さなベッ

ドに寝かされた。リンカーン夫人は１時間に１度、夫の
枕もとに近寄っては涙を流した。４月１５日午前７時２
２分、大統領の心臓は止まった。
リンカーンが撃たれたころ、シワード国務長官も自宅

で襲われた。シワードの下あごは死人のようにがっくり



上野彦馬が撮影した「西南戦争 田原坂 （ 写真発祥地の原風景」『

／長崎』より

垂れていたが、一命はとりとめた。
ヒコはシワード国務長官に見舞いの手紙を出した。１

８６５年９月２５日付けの返事がシワードから届いた。
「 、万里をへだてた貴国の心地よき風光のさなかにあって
小生をお忘れなきご厚情まことにありがたい」としたう
えで「われらの祖国は今回はからずも苦難に見舞われま

、 」したが それにもかかわらず国民一同災厄を脱しました
としたためられていた。

西南戦争での電信

ペリーが持ち込んだ電信機に話を戻したい。幕府役人
が強い好奇心をもってデモンストレーションに接したこ

とはすでにふれた。反射炉を築いたことで歴史に名を残
した伊豆韮山代官、江川英龍は電信機の貸し出しを願い
出て許され、調査研究にのりだした。成果がでないまま
英龍は急死したが、そのころオランダ政府から幕府に最
新式モールス電信機が贈られた。この利用方法の習得を
命じられたのが勝麟太郎だ 『サムライ、ＩＴに遭う』。
によると、１８５５年８月、浜御殿（現浜離宮）で「天
地和合 「鶴亀」など７語について実演を行った。通信」
は成功、電信機は単なる見世物から利用する物へと進化
した。
勝は１８６０年、咸臨丸で太平洋を横断しサンフラン

シスコに滞在中、近くの島にいた中浜万次郎に電報を打
って呼び寄せた。これが日本人の電報利用の第一号とい
われている。電信線を見た最初の日本人と思われる万次
郎。この電報を受けてさぞ感慨無量であっただろう。ヒ
コがニューヨークのホテルで電信による通信にふれて７
年後のことだ。
そのヒコがリンカーン大統領に会ったとき、電信を最

大限に活用して戦争を進めていることはもちろん知るは
ずがなかった。だが、戦争に勝利することだけを考える
権力者がその有効性に飛び付かないはずはなく、開国し
て日が浅い日本もその例外ではなかった。
明治に入って鉄道と電信は富国政策の一環として導入

されるが、なかでも電信は一歩先んじ、西南戦争で戦況
報告として政府軍に使われた。このため「政府軍の勝利
は電信の勝利」と分析する研究者もいる。
まず鉄道についてみておこう。我が国の最初の鉄道実

験はペリーのデモンストレーションから１１年後の１８
６５年、長崎で行われた。貿易商トーマス・グラバーが
６００メートルの線路を敷設、蒸気機関車に客車２両を



つなぎ、長崎市民を乗せたと記録されている。
明治維新後の１８６９年１１月、新政府は新橋―横浜

間の鉄道事業を決定、翌年から工事が始まり、１８７２
（明治５）年１０月１４日に正式に開業。７３年の乗客
の１日平均は４３４７人。年間収入は旅客４２万円、貨
物２万円。直接経費を差し引いた利益は２１万円で、上
々の滑り出しだった。
鉄道事業に並行して１８６９年１０月、東京―横浜間

３２キロに電信線が引かれ、フランス製の電信機を使っ
て日本初の電信サービスが始まった。
１９７７年、西南戦争が勃発、鉄道事業の展開が困難

になり停滞したが、電信線の方は全国に張り巡らされる
ようになり、西南戦争のとき、東京から長崎、植木（熊
本城の北 、熊本まで電信線が延びていた。）
西南戦争は征韓論に敗れた西郷隆盛が首領となって政

府に反旗を翻した戦争だ。なかでも激戦となったのが政
府の熊本鎮台が置かれた熊本城の攻防戦。田原坂の戦闘
で政府軍が不利に展開、その戦況がただちに電報で東京
に伝えられた。
３月７日付の東京日日新聞に「電報ハ吾人ヲシテ戦地

ノ実形ヲ数百里外ニ坐観セシムルの快器ナリ」と伝えて
おり、司馬遼太郎は『翔ぶが如く』のなかで「電報の威
力が認識されたのは、この西南戦争からであるといって
いい」と書いている。
熊本城の炎上も政府に報告された。すでに１８７３年

に徴兵制がしかれており、東京にいながら、最前線の状
況を把握していた政府軍は形勢不利との情報が入ると北
海道や東北など各地から援軍を送りこむことができた。
電信線は鹿児島までは延びていなかった。開明派の薩

摩藩主、島津斉彬は電信機の製作実験をさせている。斉

彬を尊敬していた西郷が電信に着目しなかったのはどう
いうことだろう。新政府では西郷は参事という重職にあ
った。鹿児島まで電信線の延伸を急がせることはできた
のではないか。この一点だけでも西郷はこの戦争で勝と
うとは考えていなかった証左といえるかもしれない。
ちなみに政府軍は軍艦１２隻をもち、通信用の銅線１

・６トンと鉄線３・３トンを用意したのに対し、西郷軍
には軍艦がなく電信資材については記録がない。政府が
アメリカの南北戦争をどこまで研究したかは明らかでな
いが、政府軍だけが近代戦争的な構えで臨んだのだ。
私が本稿をここまで書き進めたとき、東京都写真美術

館で開催された「写真発祥地の原風景 長崎」展（３月
６日～５月６日）を見た。長崎を中心に幕末から明治初
年に撮影された約２００点の写真が展示されていて、居
留地など開国された長崎の実景を知ることができた。そ
うしたなか、会場の出口近くに展示された１点に釘づけ
になった。上野彦馬（１８３８～１９０４年）が撮影し
た「西南戦争 田原坂」の題がつけられた写真だ。
上野は我が国最初期の職業写真師。彼が長崎で開業し

た日本初の写真館「上野撮影局」で坂本龍馬、高杉晋作
らを撮影。また、西南戦争の戦跡を撮影したことから我
が国初の戦場カメラマンとして知られる。
展示された写真には、荒れ果てた林の間にゆっくりと

Ｓ字にカーブする道があり、その道端、写真ではほぼ中
央に立つ一本の電信柱が写っている。電信柱には左右に
二つの碍子があり、２本の電線が張られている。撮影は
１８８７年。西南戦争の年だ。西南戦争戦跡の一環とし
て撮られた一枚であることはまぎれもない。
問題はこの電線だ。１８８３年、我が国で初めての電

灯会社として東京電灯会社が設立され、８６年１１月に



送電された。熊本電灯会社が設立されたのは８９年だ。
西南戦争のとき、まだ熊本には電灯会社はなかった。上
野の写真に写る電線は電灯用ではない。となれば電信線
であることは明白であろう。上野が電信柱を写真中央に
配したのは、この意味を十分認識していたからにほかな
らない。
上野撮影の「西南戦争 田原坂」はこの戦争が電信活

用の近代戦争であることを示す貴重な証拠写真なのだ。
ヒコと西南戦争は何の関係もない。ただアメリカで起

きた近代戦争の現場にいたことは無視できない 「富国。
強兵」を旗印にした明治維新。欧米のものを何もかも取
り込もうとした結果、戦争の近代化も導入された、とい
えるだろう。言い換えるなら、ヒコは近代戦争の原点の
場に迷い込んだのだった。
ヒコがリンカーンに会ったとき、奴隷解放というきら

びやかな政治家というよりは、ハイテク駆使の軍事大統
領だった。明治政府が学んだのは奴隷解放という人権重
視ではなく、戦争の近代化ではなかったか。ヒコのせい
でないことはいうまでもない。


