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岸田吟香編

わが国初の邦文紙「海外新聞」

写真は特に記載なき場合はウイキペディアより



私（筆者）が勤めていた毎日新聞社の社史『 毎「
日 の３世紀――新聞が見つめた激流１３０年 毎」 』（
日新聞社１３０年史刊行委員会、２００２年２月２
１日刊）は冒頭の「夜明け前――幕末の新聞興亡」
の項で 「１８６２（文久２）年、生麦事件など尊、
王攘夷の嵐が吹きまくっていた時代にわが国最初の
邦文紙、海外新聞は横浜在留の米国領事館附通訳・
ジョセフ・ヒコによって刊行された」と記述、ヒコ
が日本の新聞史上、草分け的な存在であることを明
らかにした。毎日新聞の前身である東京日日新聞誕
生までの年表のなかにもこの海外新聞創刊が書きい
れた。海外新聞の発行に深くかかわったのは岸田吟
香である。彼は東京日日新聞の初代主筆になってお
り、社史は「分かりやすい文章で書かれた一般民衆
のための新聞というヒコの理想は、生来の自由人、
岸田吟香にひきつがれ、のちに大きな実りとなる」
と分析している。近代新聞への道を切り開いたのは
ヒコと吟香の二人三脚だった。

『 毎日」の３世紀』の海外新聞に関する記事「



新聞から得る綿花情報

前号でジョ
セフ・ヒコが
リンカーン大
統領に会った
ことを紹介し
た。大統領と
別れ、神奈川
に着いた１８
６２年１０月
１３日から今
号を始める。
上陸して横浜

村に入ると不穏な空気に包まれていた。２カ月前、薩摩
藩主の父、島津久光の行列が生麦村に差し掛かった際、
騎乗のイギリス人商人３人と婦人１人に藩の兵士が切り
つけ、商人の１人が死亡、 人が負傷する生麦事件が発2
生、血なまぐさい攘夷の嵐はやむ気配がなかった。

こうしたなか、ヒコは通訳官任命書を携え、神奈川・
本覚寺におかれたアメリカ領事館におもむいた。公使は
ハリスからプリュインにかわり、領事にはフィッシャー
が就任していた。ヒコは本覚寺に一室が与えられた。品
川・御殿山に建設中のイギリス公使館が焼き打ちされる
など、攘夷派による事件が相次ぎ、翌年５月、アメリカ
の蒸気船が関門海峡の入り口で、長州藩の軍艦に砲撃さ
れる事件が起きた。激怒したプリュイン公使は軍艦「ワ
イオミング」を現地に差し向けて長州の軍艦を拿捕する

という。ヒコはワイオミングに乗艦して赤間関に向かっ
た。

このことついては次号で扱うが、ヒコが赤間関から横
浜に戻ってしばらく後、東海道の茶店の厠にワイオミン
グの水先案内として雇われた男の首が投げ込まれている
のが見つかった。壁の張り紙には「ほかに二人の不埒な
者が乗艦しており、追って同様の仕置きを受ける」と書
かれていた。二人のうちの一人がヒコであることは明ら
かだった。ヒコは弾を装填した拳銃を身につけ、領事館
から一歩も外に出なくなった。

数日後、領事館に京都の豪商が何者かに襲われ、その
首が橋のたもとにさらされた、との情報が寄せられた。
首のかたわらには「この不逞なやからは私利を得ようと
して夷荻と商いしたので、天誅を加えるもの」と書かれ
た紙が張られていたという。この情報に、横浜で外国人
と商取引をする商人たちは動揺。攘夷派の天誅の対象に

、 。なるのでは と恐れおののき店を閉める者まで出てきた
ヒコは、このまま領事館にとどまっているといつかは

殺され、首をさらされると恐怖をいだいた。辞表をフィ
、「 」 、ッシャー領事に渡すと 本国に送る といっただけで

遺留の言葉はなかった。

攘夷劇の主舞台となった京都では残忍な事件が次々に
起きた。豪商、八幡屋卯兵衛が暗殺され、その首が三条
大橋のたもとの棒杭に突き刺された 「外国人と商取引。
をして巨利を得ているのは断じて許し難い」との書きつ
けがあったことが横浜の商人に一層の恐怖心を与えた。
ヒコのところに奉行所の役人がやってきて「長州藩士ら

アメリカ領事館が置かれた本覚寺の入口



しき者がうろつい
ている。決して東
海道筋にでないよ
う」と警告した。
ヒコの命がねらわ
れている、という
のだ。
１８６３年８月、
アメリカ船から国

務省の辞表受理の書類が届いた。その日のうちにヒコは
領事館を離れ、横浜の日本人街の親しい商人の離室に住
みついた。

１０月になると外国の新聞で、生麦事件の処理につい
て薩摩藩とイギリスの代理公使ニールとの間で講和条約
が進められていることをヒコは新聞で知った。

ここで生麦事件について概要を記しておこう。
１８６２（文久２）年、島津久光は家臣４００人をし

たがえ江戸から帰京の旅路についた。生麦村にさしかか
ったところ、上海から横浜に来ていたイギリス人商人リ
チャードソン、香港から来ていたボロデール夫人、横浜
在住のクラークとマーシャルの４人が乗馬でやってき
た。薩摩藩士に脇に寄るよう注意され、道路わきを進ん
だところ久光の駕籠が見えた。今度は引き返すよう命じ
られ、馬の首をめぐらそうとしたとき、数人の者が太刀
をふるって斬りつけた。リチャードソンは瀕死の重傷を
負って落馬、藩士にとどめを刺された。他の二人も重傷
を負い、ボロデール夫人だけが無事横浜に戻り、居留地
の人々に事件を知らせた。

事件についての外交交渉がニールと幕府首脳の間で行
われ、ニールは賠償額１０万ポンドを要求。薩摩藩には
犯人の逮捕・処刑と２万５０００ポンドの償金を求め
た。イギリス艦隊７隻が鹿児島湾に進入したが、薩摩藩
との談判はととのわず、外交交渉は決裂、英艦隊は薩摩
藩の汽船３隻を捕獲したのを機に戦闘が始まった。交戦
開始４５分後 旗艦ユーリアス号のジョスリング艦長 大、 （
佐）とウィルモット中佐が戦死するなど、イギリス艦隊

、 。のほとんどの艦が被弾し 死傷者は６０人余りに及んだ
薩摩側では鹿児島城下の１割が焼けた。イギリス艦隊は
翌日桜島砲台を攻撃したあと、湾口に退却、応急修理を
施し、横浜に帰った（小西四郎『開国と攘夷』日本の歴
史１９、中央公論 。）

『アメリカ彦蔵自伝 （中川努、山口修訳、東洋文庫）』
には「土地の新聞は次の記事をのせている」として、以
下のニュースを掲載している。

薩摩の役人が多数、イギリス公使のもとに伺候して、
藩公の代理として会見を願い出た。神奈川県庁付きの大
君（タイクン）の役人が公使館に案内した。ニール大佐
は「イギリスの要求事項はすでに薩摩公に伝えてあり、
要求は修正できない」としたうえで、言いたいことがあ
れば何でも承ると表明。そこで（薩摩藩の）一同は「薩
摩公は戦争を望んでいないし、初めから反対だった。主
君は何ら非難されるべきことはない」と述べた。
これに対しニール大佐は「イギリス艦隊が薩摩と一戦

を交えようと鹿児島まで出かけたのではない」と述べ、
①艦船は三日間鹿児島の砲台の真下に停泊したが、その

生麦事件の現場（横浜市鶴見区生麦）



間、どの船も大砲一発も
撃たなかった②薩摩公に
宛てた通牒への回答は非
常に不満足なもので、こ
ちらの要求は拒絶された
ものと解釈せざるを得な
かった③この不満足な回
答のため艦隊は薩摩の船
舶を拿捕したが、これも
要求した罰金の支払いの

保証としておさえた④これはどこでも普通に行われる予
防措置――を挙げ「薩摩が責めを負わなければならない
のは（生麦で被害に遭った）リチャードソン氏殺害の件
だけではなく、一片の警告もなしに艦隊を砲撃すること
によって戦闘行為を開始したこと」と指摘した。

薩摩の使節団は「イギリス艦隊が船舶の拿捕によって
戦闘行為が開始されたと信じている」と述べたが、ニー
ル大佐は薩摩側の手前かってな考え方だと論破した。
使節団は公道における交通妨害の件にほこさきを変え

た 「藩公の行列の通行を妨害する権利は認めがたい」。
としたうえで「イギリスの法律は、行列の通行を邪魔し
た一行があっても処罰しないのか」と尋ねた。ニール大
佐は「イギリスでは乞食でさえ国王と同じく公道を通行
する権利を持っており、諸般の状況により右側通行、左
側通行という規則さえ守っていればよい」と返答。薩摩
側も「行列の途をあけようとしない人物には、せいぜい
むちで軽くたたいて道から引きずりだすくらいのこと
、 」 、で 殺したりひどい傷を負わせるものではない と述べ

故意の殺人は日本でも死罪に処せられることを認めた。

こうした交渉の結果、薩摩藩は 万５０００ポンドの2
賠償金を支払うことになったが、交渉の様子をヒコが新
聞から手にとるように知ったことに注目したい 「土地。
の新聞」とあるが、イギリス側にたった記事であること
からみて、横浜で発行された外国の新聞であろう。

『 』（ ）山室清 横浜から新聞創った人びと 神奈川新聞社
によると、１８６１年１１月２３日（文久元年１０月２
０日 、イギリス人Ａ・Ｗハンサードによって横浜最初）
の欧字新聞『ジャパン・ヘラルド （週刊）が発行され』
た。

ハンサードはイギリスの植民地であるニュージーラン
ドで新聞を発行した経験があった。スタンホープ式手動
印刷機を携えて来日し、同年６月２２日、長崎で我が国
初の欧字新聞『ナガサキ・シッピングリスト・アンド・
アドバータイザー』を週２回発行。２８号まで出したと
ころで横浜にやってきたのだ。

『ジャパン・ヘラルド』は４ページ新聞。イギリス人の
ブラックを主筆に迎え、海外、国内のニュースや在日公
、 、 、 。館 領事館の広報 為替相場 商業広告などを掲載した

生麦事件では危機感を募らす外国人には頼みになる情報
源だったという。

１８６３年から週刊の本紙とは別に広告中心の『デー
リー・ジャパン・ヘラルド』を出した。我が国最初の日
刊新聞とされている。
ヒコが読んだ「土地の新聞」がヘラルド紙であること

は間違いないだろう。４ページの週刊紙としては、交渉
のやりとりが実に真に迫っていることに驚かされる。ヒ

スタンホープ式手動印刷機



コがアメリカで
新聞に目を通し
ていたことは前
号でふれたが、
攘夷風が渦巻く
なか、日本で目
にした新聞に強
烈な印象をもっ
たに相違ない。
後述するヒコ発

行の新聞はヘラルド紙から強く影響を受けた結果であっ
たといえるだろう。
ちなみにヘラルド紙は経営者が変わりながら１９１４

（大正３）年までつづいた。

文久から元治に元号が改められた翌年４月、イギリス
の軍艦「コンクェラー号」が横浜に入って来た。将校２
２人と５３０人の海兵隊員が乗っていた。横浜、神奈川
在住の外国人保護を目的としたもので、幕府も了解して
いた。海兵隊員は山手に天幕を張り、外国の居留民は駐
留を喜んだ。ヒコは身の危険が薄らいだことを感じてい
た。

こうして横浜での商取引は少しずつ落ち着きを取り戻
してきた。とはいえ取引のうえで言葉の問題が立ちはだ
かる。英語がわかるのは奉行所に配属されている通詞だ
け。彼等は幕府と外国の外交官との交渉の通訳が本務。
商人たちの通訳は禁じられていた。

領事館の通訳官を辞したヒコにその制約はすでにな

い。英語が堪能であるだけにとどまらず、サンフランシ
、 、スコの商社に勤務した経験から 商行為にも通じており

ヒコほどうってつけの商業通訳はほかにいない。ヒコは
しばしば商取引の場に立ちあわされ、その通訳だけでな
く、契約書の翻訳や作成などを行った。

このころ、アメリカでは南北戦争がつづいていた。ア
メリカは綿花の主要生産国だったが、綿花畑が戦場にな
ったことなどから生産高が激減、綿花が高騰していた。
日本の商人たちは各地から綿花を買いつけて外国の貿易
商に売りさばき、大きな利益を得ていた。ヒコ自身も綿
花取引に手を出していた。

山本通氏『幕末と明治初期の外国商社と横浜商人――
コーンズ商会研究のためのノート』によると、１８６３
年と６４年、原綿は輸出全体の２０％を占めた。イギリ
スの商人が世界中から買いあさったためという。ところ
が６５年にはゼロだった。南北戦争に伴う一時現象だっ
たのだ。

しかしわすかの期間とはいえ、綿花輸出の増加が横浜
港を活況にし、寂しい漁村だったのがうそのように洋館
が建ち並んだ。世界最大の経済大国、イギリスから定期
船が入るようになり、新聞が届けられた。居留地の外国
人は新聞からイギリスをはじめヨーロッパの情報を入
手。ヒコももちろん新聞によって綿花の相場を知る。や
がてヒコ自ら新聞をつくろうと思いたつのだった。

ゲティスバーグの戦い



目の治療するヘボン医師

ヒコがつくった新聞の
話の前に、アメリカで
ヒコが出合った新聞に
ついてふれておきた
い。
この調査をしたのはヒ
コ研究の第一人者で元
読売新聞記者の近盛晴
嘉氏である。近盛氏の
ジョセフ・ヒコ 吉『 』（

川弘文館）によると、
近盛氏はヒコ在米時代
のヒコを報道した新聞
を探した結果、１９６
２年、ワシントンで発
行された１８５７年１
１月３日付『イブニン

グ＝スター』紙のコピーを入手。新聞には「ワシントン
＝ニュース＝アンド＝ゴシップ」欄に「興味ある人物」
としてヒコが登場する１８０行の記事が掲載されてい
る。

この記事のなかでサンダースがグイン上院議員に宛て
た、ヒコが日本人であり、漂流してアメリカの船に救わ
れてアメリカに着き、ボルティモアで学校教育を受けた
ことやキリスト教を信奉していることなどをしたためた
書簡を紹介。サンダース氏はヒコについて「彼は私が知

る限りで、比類なく誠実で真心ある少年。非行というも
のは全くなく忠実、率直な気だて」と述べている。
この記事によって、当時２０歳だったヒコはワシント

ンの社交界の人気者になった、と近盛はいう。ヒコは新
聞というものの威力を肌で感じとったにちがいない。
翌年、帰国の途についた際に立ち寄ったハワイでベイ

ツ検事総長、地元新聞のデンマン編集長の訪問を受けた
とヒコは『自伝』に記している。横浜で商取引にかかわ
ったときには、ヒコは新聞というものがすでに身近なも
のになっていたことはまぎれもない。

すでに述べたように横浜では『ジャパン・ヘラルド』
が発行されていた。１８６２年にはアメリカ人の利益を
守る立場から『ジャパン・エキスプレス』がショイヤー
によって創刊された。

横道にそれるが、ショイヤーの夫人は画家だ。我が国
の草分け的写真家の一人、下岡連杖は油絵を夫人から、
写真技術をショイヤーから学んだ。ついでながらショイ
ヤーは横浜の写真を初めて撮ったことから、写真術の恩
人ともいわれている。

。 、 、本筋に戻る 翌６３年 マカオ生まれのポルトガル人
ローザが『ジャパン・コンマーシャル・ニュース』を発
刊している。

一方、幕府は６２年、邦文の『官板バタヒヤ新聞』を
発行。日本語で「新聞」と名がつけられた初めてのもの
だが、日本でつくった新聞とはいいがたい。バタビアで
発行されたオランダ政庁の機関紙を日本語に抄訳して出

金婚式のヘボン夫婦



。したにすぎないからだ
ほかに、英米の牧師が
中国で布教のために発
行した漢文の雑誌から
キリスト教関係の記事
を省いて洋書調所の教
授が出した『官板中外

』 、「 」新報 など 文久新聞
と総称されるものもあ
るが 『官板バタヒヤ新、

聞』と同様、日本の新聞といえる類いのものではない。

こうしたなか、イギリスでの綿花相場を新聞から得て
いたヒコが、日本人のためになる日本語の新聞を作りた
いと思うようになっていた。だが子どものときに寺子屋
に通ったものの、１３歳で漂流しアメリカの学校で英語
を学んだヒコは、英語を日本語に訳しても、それを文章
にすることができない。ヒコには日本人の文筆家が必要
だった。

ヒコは横浜外国人居留地の１４１番に居を構えてい
。 、 。 、た 居留地の３９番 谷戸橋畔にヘボン邸があった 後

ヘボン式ローマ字で知られるヘボンである。

望月洋子著『ヘボンの生涯と日本語 （新潮選書）に』
よると、１８１５年、アメリカ・ペンシルバニア州で生
まれたヘボンはペンシルベニア大学で医学を学び、１８
４１年、お腹に子どもを宿していた妻を連れて東洋に向
かう船に乗り、中国・アモイでキリスト教の伝道医師に
なった。いったんアメリカに戻ったが、５９年、横浜が

開港したことから、横浜で伝道医師になることを決意、
１０月、神奈川に着いた。

ヘボンは正しくはヘプバーン。上陸して名をなのった
とことろ日本人がうまく真似られず「ヘボン」となまっ
て呼んだことから 自ら ヘボン と名乗り 漢字で 平、 「 」 、 「
文」と署名したという。

ヘボンは神奈川宿の成仏寺に住み、近くの宗興寺で無
料診察を始めた。ヘボンの専門は内科だが、日本人には

、 、眼病が多いことから ペンシルベニア大学で学んだ通り
硫酸銀や硫酸亜鉛を使った最新の目薬を使って治療し
た。名医のうわさが広まり、江戸をはじめ遠方から患者
がやってきた。最初のころは１日に５０人、２カ月後に
は１００人にもなり、東海道を行く大名行列が神奈川宿
に泊まり、往診を求めるケースもでてきたという。やが
て、日本人医師の手に負えない重病人も送りこまれた。
ヘボンの記録のなかには白内障や痔の手術のほか、鉄砲
弾の摘出や片腕の切断などの大手術も。要するにお金を
取らない何でもやの医師だった。ヘボンの処方箋には３
５００人の患者が記録されていた。

本稿でもふれた生麦事件の被害者のマーシャルらが領
事館がある本覚寺に運びこまれたとき、ヘボンは成仏寺
で親友のブルン牧師と談笑中だった。領事から呼び出さ
れて本覚寺に駆け付けると、２人の男が血みどろになっ
て寝かされていた。１人は肩が骨に達するまで斬られ、
他の一人は背中と脇を数カ所斬られていた。ヘボンが止
血かんしで出血を止めて傷口を縫合しているときに、イ
ギリス代理公使ニールが到着。イギリス艦セント号から

ヒコがいたころの横浜居留地風景



武装した水兵もランチ
で繰り出したという。

生麦事件が起きたこ
ろと相前後してヘボン
は居留地に移り、横浜
で商館を開いていたヒ
コとはすっかり懇意に
なった。翌６４年、江
戸・深川からヘボンの
診療を求めて津山藩
士、岸田吟香がやって
きた。吟香は眼病に苦
しんでいたのだ。

『 』吟香は 精錡水功驗書
のなかで「元治元（１

８６４）年４月、眼病をわずらい、江戸でいろいろ治療
したが効果はなかった。横浜にいるヘボン先生が日本に
眼病が多いことをみて、なんとかこれを救おうと毎日朝

（ ） 、８時から 午前 １０時まで眼病の治療を施したところ
一人として全快しなかった者はないと聞いた。そこで駕
籠に乗って横浜に行き、翌朝先生の診察を受け、精錡水
を一、二滴眼中にさされた。旅館に帰って寝ていたとこ
ろかゆみを覚え、翌朝、多くの目やにが生じた。冷水で
洗い落とすとさわやかな心地がした。この朝も先生の治
療を受け、さらにわずか七日ほどで全く平癒した （筆」
者注・文章を一部平易にした）

『 』吟香の生涯を調べて 岸田吟香――資料から見た一生

（汲古選書）を著した杉浦正氏は、吟香は元治元の前年
である文久３年に横浜に来て、ヒコの『漂流記』の序文
を書いていることなどから、ヘボンとの出会いを文久３
年とみる。吟香がヘボンに治療を受けに横浜に来なけれ
ばヒコと会ったはずはない。元治元年にヘボンと出会っ
たといいうのは吟香の勘ちがいだろう。

それはともかく、吟香はヘボンに会った印象を「徳高
く行い正しく君子の風があると感じた。高説を承ろうと
いうと、先生も喜んで書斎で談笑した」と『精錡水功驗
書』のなかで述べている。一方ヘボンは吟香について、
後に大阪毎日新聞の記者に「書が立派で漢学ができた」
と語っている。すっかり意気投合した二人の会話は日本
の言語文学にまで及んだという。

『岸田吟香――資料から見た一生』によると、吟香は津
山時代から学んだ和学に通じ、林図書頭の代講を務めた
ほどの漢学の素養もあった。そのうえ百姓、武士、町人
と三つの階級の暮らしも経験している。ヘボンは和英英
和辞書を作ろうとしていた。そのヘボンの辞書編集にと
って吟香は二人とない存在だった。

こうして吟香はヘボン邸で暮らすことになった。
、 『 』吟香は横浜滞在中にヒコと知り合い ヒコの 漂流記

出版に協力し、新聞発行の約束をしたものと思われる、
と杉浦氏は推定している。二人が出会ったのはヘボン邸
だったことはまぎれもない。ヘボンはヒコが新聞をつく
りたいと思っていたことを知っていたのだろう。

『 』（ ） 、杉浦氏は著書 新聞事始め 毎日新聞社 のなかで

岸田吟香



ヒコ、吟香、本間潜蔵
との会話を次のように
書いている。
「どうでしょう、三人
で新聞を発行してみま
せんか」とある日、ヒ
コが提案した。
「これからは貿易が盛
んになることですし、
物価や政治情勢を知ら
なければ商売できなく
なるでしょう。きっと
世のためにもなると思
います」

吟香はもちろん希望
していたところだった
し、若い潜蔵に否やは

なかった。
ここに登場する本間潜蔵は掛川出身 『ジョセフ・ヒ。

コ』によると１４歳のとき駿府で学んだ後、英語を学び
たくて横浜に出てきた。ヒコが新聞をつくるさい筆記方
を探し求め、出入りの洗濯屋にも頼んでいた。本間は洗
濯屋とも顔見知りだった。本間自身、外国にいける便宜
を探していたこともあって、洗濯屋の勧めで筆記方とし
てヒコに雇われたという。
こうして３人で新聞づくりにかかることになった。

謎多き新聞創刊

ヒコは自身がつくった新聞について『自伝』の元治元
（１８６４）年６月２８日の項で「今月中に、私は『海
外新聞』を創刊した。木版刷りの日本語新聞で、外国の
ニュースを要約してのせている。これは日本語で印刷さ
れた最初の新聞であった。この新聞は私が長崎へ去るま
で――約二年間つづいて刊行された」と記しているにす
ぎない。このあっさりとした文書から「日本で最初の新
聞」の発行者としての高揚感はうかがえない。ここに書
かれているように、新聞が２年しかつづかなかったこと
への申し訳ない気持ちがあるからなのかもしれない。だ
が、ヒコがつくった新聞はまぎれもなく、我が国ジャー
ナリズム史上エポックをなすものと高い評価を受けてい
る。
ヒコが多くを語らない以上、吟香に説明してもらうし

かない 『岸田吟香――資料から見た一生』のなかで、。
吟香が１８９３年 「朝野新聞」の中村鶴城記者に語っ、
た言葉が紹介されている。原文のまま掲載する。

予も曾（かつ）て新聞紙の有益なることを信じ居たる
が、其刊行の方法を知らざりしに、彦蔵の勧めに依りて
愈々（いよいよ）之を刊行せんことを思い立ち、即ち彦
蔵は西洋の新聞紙中より珍しき出来事を翻訳し、予と本
間氏とは之を平假名交りの日本文に綴りたり、されど其
の頃は今日の如く活字等は一切なければ、予等自ら板下
を書きて之を木版に刻し、半紙五、六枚にて單に「新聞
紙」と表題を附し、月に三、四回づゝ刊行して自ら之を
横濱市内に配達したり、是れ元治元年甲子の歳にして実
に日本帝國に於ける新聞雑誌の元祖というべし。

本間潜蔵



ヒコは『自伝』のなかで発行した新聞を「海外新聞」
、 「 」 。といい 吟香は中村鶴城記者に 新聞紙 と述べている

いずれも発刊は元治元年だという。
いったい元治元年に我が国で初めてつくられた日本語

新聞は「海外新聞」なのか「新聞紙」なのか、それとも
後述する「新聞誌」なのか。この問題にメスを入れたの
が近盛氏だ。吟香が後にバン・リードと『横浜新報もし
ほ草』を発行したさい、その創刊号に「曩（さき）にヒ
コサワの新聞誌ありしか」と書いていることなどを根拠
に 『海外新聞』が最初は「新聞誌」と題されていたこ、
とは幕末・明治のころから明らかにされていたとする。
それではなぜヒコが「新聞誌」といわなかったのか、ま

「 」 「 」た吟香はなぜ中村鶴城記者に 新聞誌 でなく 新聞紙
といったのか、という疑問が残る。
後者については、吟香がもしほ草創刊号の冒頭の言葉

のなかで「蓋（けだ）し新聞紙の世に益ある事をしるも
」 、 「 」のすくなき と述べていることから 近盛氏は 新聞誌

は固有名詞 「新聞紙」は普通名詞として使い分けてい、
るとみる。しかし吟香は中村鶴城記者には 「 新聞紙』、『
と表題を附し と語っている この表現からみれば 新」 。 、「

」 。聞紙 を固有名詞として使っているとしか考えられない
吟香の言葉だけでは疑問は解消されない 近盛氏が ジ。 『

』 。ョセフ・ヒコ の中でこの疑問に次のように応えている
『海外新聞』の前身が「新聞誌」と題したものであった
ことは、政府の公式記録にも載せられている。明治１９
年９月に内務省総務局図書課が出した「図書課目録 新

」 『 』 「 」聞雑誌之部 の 海外新聞 のところで 旧名・新聞誌
とハッキリ明示されているのがそれである。
近盛氏の主張を認めるしかないだろう 高橋康雄著 メ。 『

ディアの曙――明治開国期の新聞・出版物語 （日本経』

海外新聞第１号の最初のページ



済新聞社）でも「元治
元年６月、本邦初の手
書き新聞『新聞誌』が
刊行された」とあり、

『 』当然のごとく 新聞誌
としている。だが現物
を見ないことには納得
できない。後で述べる
が『海外新聞』は２６
号まで刊行され、その
全てが『ジョセフ彦
海外新聞 （早稲田大』
学図書館資料叢刊２、
早稲田大学出版部）に
収録されている。その
なかに『新聞誌』と書
かれた表紙の写真が掲
載され、キャプション
には「西垣文庫本によ

」 。 、った とある そして
「 新聞誌』の本版の表紙として現存する唯一の文献資『
料。本間清雄の筆で 『海外新聞』の表紙と全く同じ筆、

」 。跡であることに注目したい との説明がつけられている
本間清雄は本間潜蔵と同一人物。ページを繰ると『海

外新聞紙』の表紙の写真を扱っていて 「文字は本間清、
雄の筆」とある。
「西垣文庫」というのは日本新聞資料協会会長だった西
垣武一氏の所蔵であることを指す。１９４０年、朝日新

「 」 、 、聞社が開いた 日本文化史展 に出品されたもので 後
神田の古本屋から売りに出されて西垣氏が買い取った。

近盛氏は「木版・海外新聞・第４号」と全く同一の「木
版・新聞誌・第４号」であるという。
さらに『ジョセフ彦 海外新聞』のページを繰ってみ

る。松平春嶽文庫本（福井県立図書館保管）には第１号
から第４号までは『新聞誌 、この後、号数のない『海』
外新聞』になる。一方、松井文庫本（熊本大学図書館所
蔵）では第１～第３号は『新聞誌 、第４号は『海外新』
聞 。』

これらを総合すると第１～第３号までは『新聞誌 、』
４号は『新聞誌』と『海外新聞』があり、５号から『海
外新聞』にまとまった、と読める。だが『ジョセフ彦
海外新聞』に収録されている『海外新聞』の第１号の表
紙は富士山と横浜港があしらわれ、題字も横書きで「海
外」その下に縦書きで「新聞」とあり、松平春嶽文庫本
や松井文庫本の第１号の題字だけで絵がないシンプルな
スタイルとは全く異なる。本文だけ木版で刷り、表紙は
題字だけで絵がない『新聞誌』や『海外新聞 、絵があ』
る『海外新聞』が混在していたということだろうか。
もしそうならヒコが『自伝』のなかで『海外新聞』し

か挙げなかった理由がはっきりする。ヒコは『新聞誌』
の意識は余りなかったのだ。

もう一点の問題は『海外新聞』の第１号の冒頭「元治
二丑年 三月十三日イギリス飛脚船此港ニ入りしヲ以て
左の新聞ヲ得たり」と、発行年月を元治２年としている
ことだ。元治２年６月は慶応元年にあたり 「慶応元年、
創刊説」の根拠になっている。しかしヒコ、吟香のほか
本間も元治元年に故郷の掛川で『新聞誌』発刊に関する
漢詩を作っているうえ、明治９年修史局が出版した『明

絵のない「海外新聞紙」の表紙



治史要』に「新聞紙
元治元年 横浜」とあ
ることなどから、杉浦
氏は元治元年創刊は明
らかとする。

ここでまた一つの疑
問にぶつかる 『海外。
新聞』の第１号が元治
２年の発行であること
は明らかだから、元治
元年に発行された『新
聞誌 （あるいは絵の』
ない表紙の『海外新
聞 ）は全く別物であ』
る。それはどのような
新聞だったのだろう。
『岸田吟香――資料か

ら見た一生』は、八戸市立図書館所蔵の「八戸藩南部家
資料」に収録された 「新聞紙」と表題がついた和とじ、
の冊子を取り上げている。それによると、表紙には中央

「 」、 「 」に大きく 新聞紙 その右肩に小さく 元治元年八月
とあり、すべて筆写されたものだ。
本文は①アメリカ軍艦ターキア号に乗り組んだヴァン

・リードの「長州・外国戦日記」②「長州・外国戦争日
記」③「増補新聞抜書」など７項目からなっている。こ
のなかに「悪逆なその御家老を捨置きて さて水戸もな
く御処置成りけり」などの長州や水戸を風刺した落首も
あり、その内容は興味ぶかいものだが、ここでは深入り
は避けよう。当初の『新聞誌』がこのような内容のもの

でつくられたならば 「外国のニュースを要約してのせ、
る」というヒコの編集方針とは全く反している。これは
第２号であって、第１号は海外ものだったとでもいうの
だろうか。考えれば考えるほど、私の思考は泥沼のなか
に落ちこむ。

、 、つまるところ ジャーナリズムとしての混迷期のなか
我が国最初の新聞が産声をあげた、とみるしかない。
いささかベールに包まれているが、我が国初の新聞は

。 、 、元治元年６月に発行された 表紙は木版 記事は手書き
、 （ ） 。半紙５ ６枚分の和綴の和本スタイル 冊子体 だった

ヒコが口述し、吟香がそれを文章として体裁を整え、本
間潜蔵が和紙に筆者したのだ（ メディアの曙 。『 』）

子どもにも読める新聞

吟香は『新聞実歴談』のなかで「彦蔵ハ西洋ノ新聞紙
中ヨリ珍ラシキ出来事ヲ翻訳シ予モ本間氏トハ之を平假
名交リノ日本文ニ綴リタリ」と、平仮名で表したことを
強調 『海外新聞』第２号では「童子之輩にも読なんこ。
とを欲す」と子どもにも読める平易な文章の新聞を目指
したことを示している。

では、実際の新聞はどうだったのだろう。
『 』以下に引用する文章はすべて ジョセフ彦 海外新聞

に収録されている『海外新聞』によっている。
各号とも、すでにふれた第１号の冒頭の「元治二丑年
三月十三日イギリス飛脚船此港ニ入りしヲ以て左の新

聞ヲ得たり」のように、郵便船が入港した年月日を記載
し、フランスの部、イギリスの部など国別に記事が掲載

西垣文庫本による「新聞紙」の表紙



されている。最後に
「各国の新聞誌を日
本のこと葉になほし
出す趣意ハ各国の珍
敷噺をも知り且物の
価の相場高下をも弁
へ知れハ貿易の為に
弁利多きを思い」と
新聞発行の目的を記
載 第５号からは 若。 「
し見むと要する諸君
子ハ横浜第百四十一
番を問い給へ。遠く
に帰りし諸君子ハ書
中に御姓名と御住所
をしるしておくりた
まへ。早速郵便にて
呈すへし」と、問い
合わせ先や郵送する

旨を書き、最後に「壱部買ハ五百文、前銭にて壱年仕切
ハ金壱両弐分也」と値段を示した。１部５００文、年間
購読は前払いで１両２分。後述するが、この購読目論み
は全くの絵に描いた餅に終わる。

すでに述べたように『海外新聞』は「慶応二丙寅年九
月二十八日」に入った新聞によって作られた２６号まで

、 、 、発行されたが 全体を通して海外ニュースは戦争 外交
政治、事件などの社会事象、相場に分けられる。ここで
は戦争、政治、社会事象にかかわる記事を概観し、相場
については次項で検討したい。

（原文で漢数字のものも洋数字にする）

【戦争】
第６号（慶応元年５月２６日着船便）
アメリカの部
４月６日南北戦争ありて南部大いに敗北し将軍イユウ

ヲェルを始５人の将軍ならびに兵卒５００００人程生捕
れ大砲１４挺奪ひ取られるとぞ○同７日北部将軍グラン
トーより南部将軍リイーに書面をつかハしていひける
は、汝たとへ死力を尽して戦争せんと欲するも必ず力及
ぶまし。それより早く降参なすかた宜しかるべしとぞ申
送りける。
第８号（慶応元年閏５月２６日着船便）
アメリカの部
南部将軍ジョンストンを始として一坐に連なる大将ブ

レケレンジー。ボレカール。ハーリー及ひ小役士卒等都
合２万７０００人何れも猛威に恐れ言を揃て降参したり
ける○南部役人テーラーは北部役人ケンベー 降り、大江

将コーベースメットはアカガワに於て降り、軍艦掛り老
中はヘニンセコークにて北将軍ゲブシンに降服す。南キ
ャライナの奉行は捕となりワシントンへ被送る。
第９号（慶応元年６月１５日着船便）
アメリカの部
英の５月３５日 附のニューヨルクの新聞紙に南（ママ）

部大頭領はフヲツレスマンローという台場の牢屋 容れ江

られ多数の番を相添 厳重に守り居候由。又アルフトロ江

スの新聞紙にてハ彼の大頭領ハ重罪により足かせの難に
被苦置其家内一族の者等ハ南部 送らるるといふ。江

第１７号（慶応元年１２月１２日着船便）
英国之部

富士山などが描かれた「海外新聞」表紙



１８６５年１１月２７日の新聞ニ記載しにハ、イスハ
ニア国南アメリカ之内チリヤ国との戦ニ及と云事に付此
国ニおゐて許多の大商人集会忝談して言く。我国の内の
商人多分チリヤ国へ貿易之ため在留の者あり。今両国戦
争ニ及れてハ我国貨（貿）易之障りニもなるべし故政府
難渋之趣き願出し両国和睦ニ相成べき様取扱被成下と江

申出たり。時努宰相より請取てイスハニア国ノマトラア
スと云う城下 即刻ニ送りたる由なり。江

【外交】
第３号（元治２年４月１２日着船便）
フランス国之部
３月９日プロヰスの或新聞に、此国之国王自筆の書面

をコンシェルに命してサヤマ国（印度の内之一ケ国也）
の国王に贈りし始末を左記如くに記せり。扨右之書面を
金の花入れの中に入れ、サヤムより来たる結構を尽して
飾り立たる迎舟に載せ、其外４０艘の警備舟従て彼之国
に趣きたり。
スペイン国の部

江３月２日、マーシロナーバーズ（人名）より評定所
ビルー（南アメリカ国の内）と討論之事を始めて条約を
結ひし書面を差出したり。
第９号
イギリス国の部
６月１０日合衆国より遣置しミニュストル、アタムス

より英の政府 次官を以て応接あり。其故ハ先年英国と江

合衆国和親をなし追々約に背き互に謀計無之様堅く誓を
なし夫レのみならす譬ひ両国に 他の国と戦ありとも他而

の国 加勢等をなす事なからんことを約せり。江

第２４号（慶応２年８月２５日着船便）
イギリスの部

此国７８年前よりアメリカ国まで海底に３千里ほどの
所テレガラフを仕掛て音信を通ハすことを作り初しが此
頃漸やく海底に相成しによって女王よりアメリカ国の大
頭領まで賀詞を申おくるハ、此テレガラフの線縄首尾よ
く成就して貴国まで達貫せしによりてハ此繋縄をもって
是迄よりも猶一段懇篤に交親らんことを翼望せんと。大
頭領より答ひにハ、忝く承知セリ。
【政治】
第１号
プロヰセン国の部
プロヰセン国の人民租税の重きを苦しむと云説あるに

つき、其国の評定所にて其掛りの役人取調のことを始め
たり。然して其調への上にて如何様なる法に改革なさん
と云ことを衆議なし居れり。
第３号
オランダ国之部
３月８日、太后年７０才にて逝去せられたり。是によ

って国中之者慎ミ居れり。
第５号（慶応元年５月１１日着船便）
イギリス国の部
３月２７日大評定所（諸大名集会の場所）に於或一人

の大名此国総ての属国取締り手立の法につき自ら存寄を
申出せしには、属国の国々ハ其自国にて海軍を調へ自ら
守備をなし且入用も其国にてとり扱ふやうに成さば弁利
ならんと。
第１５号（慶応元年１１月６日着船便）
イギリス国の部
英の１０月２６日新聞ニ云く。今月１８日大老職パア

ムストンと云人、風気より重りて卒去ありしとかや。宰
相ニなりてより権畏を用ずして国政日ニ盛んにして人民



多くなつき上下和睦する事殊に大なり。電信機を以テ卒
せられたるを国中に触れ知らせしに士農工商四民ともニ
愁傷して其業を休め戸を閉ちて静なる事鳴物停止の如
し。
第１６号（慶応元年１１月２１日着船便）
イギリス国の部
英の１１月１０日の新聞紙ニ記載せしニハ此国の大老

ハアムストン卒せしに依て是迄時務宰相分勤められたる
ロストー大老職に成られたり。キラントンと云う人時務
宰相に上られたり。
米利堅之部
大頭領の意ざしハ是迄官吏重役の入札ハ黒人ニ此入札

到させざるを改 始るにハ一度入札致させてハ宜しから而

さる間、本を定めて追々入札致さすへきとなり。
第１９号（慶応２年５月５日着船便）
アメリカ国の部
評定所にてある評定あり。其事既に定りて大頭領へ持

出せしに大頭領ハ之を承知せず返されたり。依て再び評
議之上入札なりしところ３３と１５、１２２と４１と札
入れたり。たとい大頭領ハ国躰に違といふて承知なさら
ずとも右之入札にて大頭領の印ハなくとも直ニ国法とな
れり。衆説二、若し大頭領之ニ印を押すことを敢せざれ
ハ不得止大頭領の位を去らしむと。
【事件、社会事象】
（リンカーン大統領暗殺事件は前号で取り上げたので本
稿では省く）
第３号
イタリア国の部
ネーフルスと云城下の新聞に記せしイタナー山未タに

硫黄を吹き居れり。夫れを見たる人語りしに、思ひしよ

りも畏敷有様にて、其辺に近づく時は其響きは恰も雷の
轟く如くにて、吹きだす硫黄の熱湯は一里も二里も流れ
渡れり。是迄平地なるものも俄に山と成り、林或は田畑
なぞは黒き荒地と成れり。憶ふに、今より１００年も歴
されバ穀物等の植えつけの成るよふには成る間敷成ら
ん。
第１８号（慶応元年４月１７日着船便）
４月１０日にアメリカ国の商人ピーボルトといふ人ロ

ンドン市中の貧しき人民に洋銀５０万元をほとこした
り。其しさいを尋るに此人永くこの地にありて広く商賣
をなし、かく富しことをかたじけなくおもひ其徳にむく
はんとの心より出しことなりとかや。此事たちまち女王
の耳に達し深く其志を感じ時務宰相を以て厚く礼を述へ
親らの肖像をゑがきてこれを謝礼のしるしとなさむとい
いおくりし。
第２６号（慶応２年９月２８日着船便）
イギリス国
チュタムと云地に船の鑁場あり。其船中熱気の釜破裂

して二人即死、怪我人３０人計りしとぞ（これそのかか
りの者の油断にて釜中の沸騰焦涸せし也と云 。）

以上は『海外新聞』の１～２６号から抜き出したもの
だが、全体からみれば一部にすぎない。しかし、ヒコが
どのようなことに関心を示していたかは十分推察でき
る。項目ごとに分析してみよう。
戦争については、南北戦争の最中にヒコ自身がアメリ

カにいたのだから、その動向に注意を払っていたのは当
然だ。本稿には出さなかったが 『海外新聞』ではかな、

。 、り細かく戦争報道を伝えている 前号を執筆したさいに
同戦争に関する書物にも目を通していた私でさえ知らな



い地名や氏名が
登場する。吟香
や本間は筆記に
際してとまどっ
たに相違ない。
スペインとチリ
の間の一触即発
状況にもヒコの
目は向いていた
ようだ。

、外交について
二つの国の条約
締結にヒコの関
心がいくのは、
アメリカ領事館
の通訳官をした
ヒコとしては当

。然のことだろう
だがむしろ国王
の動きにも興味
をもっていたこ
とに注目すべき

だろう 「尊王攘夷」が叫ばれるなか、ミカドの存在に。
も注視していたことが『伝記』からうかがえる。このこ
とは次号でふれたい。
政治に関して、国会を評定所、首相を大老、国務大臣

を時務宰相、知事ら地方政治のトップを大名と言い換え
るなど、日本人にも理解できるように工夫したことがう
かがえる。あるいは吟香の知恵だったのかもしれない。
電信を実際に使う場面に出合った最初の日本人がヒコ

ではないか、と前々号でふれたが、その電信が海底ケー
ブルを通じてアメリカとイギリスの間で結ばれたとの報
にヒコは感慨を新たにしたのではないか。欧米文明が驚
くほど進んでいることをヒコは訴えたかったにちがいな
い。
注目したいのはアメリカの大統領が黒人の参政権につ

いて意見を述べている点だ。リンカーン大統領に会った
ただ一人の日本人であるヒコだが 『自伝』には奴隷解、
放については何の記述もない。だがヒコはこのことに全
く関心がなかったのではないようだ。
事件・社会事象としてイタリアの火山噴火に目を奪わ

れたことは意味深い。ヴェスヴィオ山の噴火で古代ロー
マの都市ポンペイが地中に埋まったことを、キリスト教
の学習の際に知った可能性があると思われるからだ。洗
礼を受けたキリスト教徒ヒコの一面がイタリア火山噴火
の紹介記事のなかに現れているといえなくもない。
本稿の本筋とはいささか外れるが、吟香が子どもにも

読めるように留意したという『海外新聞 。その文章は』
現在の大人でも読み切るのは容易ではない。もしこれを
幕末の子どもらがスラスラと読めたとしたら、その読解
力に驚く。寺子屋で「論語」などを暗唱させていたこと
によるのかもしれない。

時代画す生糸相場情報

ヒコは『自伝』のなかで 『海外新聞』の性格につい、
て、日本人のために「輸入品 「輸出品」の現地におけ」、
る「今日の値段」を知らせる新聞、と述べている。前項
でみたように、戦争、外交から事件・社会事象などさま

『 』幕末明治の国際市場と日本―生糸貿易と横浜



ざまな分野の海外ニュ
ースを提供してはいる
が、ヒコにとって一番
の眼目は相場を伝える
ことだった。それはす
でにふれたように綿花
相場に着目したからだ
が、綿花取引が終息し

、 。た後 彼の目はおもに生糸相場に移ったように思われる
元治元年９月２０日の『自伝』の以下の記事がその根拠
だ。

幕府が「生糸を生産地から直接横浜に送らず江戸の問
屋に送り、問屋がその等級に従って価格を決める」と通

、 。達したことを 横浜の日本人絹商人が外国商人に伝えた
、 、外国商人たちは自国の代表に不満を申し入れ イギリス

フランス、オランダ、アメリカの連合艦隊は江戸まで出
かけて圧力をかけ、各国公使団は「条約に反する」と貿
易干渉に抗議した。幕閣がこの法令を取り消したので、
生糸は今まで通り横浜に出ることになったが、開港場ゆ
きの絹はことごとく神奈川で荷揚げされ、そこから馬で
運ぶことになった。
上記の江戸送り通達というのは１８６０（万延元）年

に発せられた「五品江戸廻し令」を指す。生糸、油、雑
穀、蝋、呉服の５品について 「江戸への入荷が減少す、
ると品が欠乏して人々が困る」との名目で、江戸の問屋
の独占権を擁護しようとしたものだ。
『横浜市史』によると万延元年の上半期に日本から輸出
された産物は、生糸２，５０７ピクルス（７６２，５２
９ドル 、油６５，２０５樽（２２６，４２７ドル 、銅） ）

７，９３５ピクルス（１５３，７８２ドル 、茶９，３）
２４ピクルス（９４，３８９ドル 、種子６６，４０４）
ピクルス（７０，４４３ドル 、干魚１１，３２６ピク）

（ ， ）、 ， （ ，ルス ４３ １５１ドル 薬品１１ １７８箱 ４１
８１２ドル 、絹織物２５１反（３０，２２０ドル）＝）
１ピクルは約６０キログラム＝などとなっており、生糸
が圧倒的な稼ぎ頭だった。

「五品江戸廻し令」には内外から強く反発されて無力化
し、元治元年９月、貿易統制の中止を公布、横浜での貿
易が発展することになった。なかでも大きく伸びたのが
生糸貿易。西川武臣『幕末明治の国際市場と日本 ―生-
糸貿易と横浜 （雄山閣）によると、横浜開港翌年に２』
５９万ドルだった生糸輸出額は１８６５（慶応元）年に
１４００万ドルにも達し、日本の代表的な輸出品となっ
た。

生糸輸出量の急増理由としてヨーロッパの主要産地で
あるフランスで１８５０年代から６０年代に蚕の病気が
流行したためといわれている。加えて、フランスの模様
織に代表される高級絹織物からより安価な絹織物が求め
られるようになり、アジア産生糸の需要が高まった。な
かでも品質がよい日本産生糸が求められたといわれてい
る。
では『海外新聞』が生糸相場をどのように伝えたかを

みておこう （いずれもイギリスでの相場状況。支那は。
すべて中国に変更）

第１号
織工にて価を高くなすとの故中国サタリー糸の上物に

生糸



て、壱斤につき価六枚七分五厘位、日本の前橋のものに
ては英国の壱斤につき七枚七厘位。
第３号
中国のサタリーと云宜敷品は変りしことなけれども下

物は向き悪しき故。此頃着きたる糸は下物多し。日本前
橋之糸は少しく売買ありしか価を引下げ壱斤につき元と
直よりもドロ二分五厘程下げし。此節は宜敷入荷なし。
故に尽くつきし○後月一月に入荷ありし糸ハ中国二千三
百十二箇、日本八百八十九箇也。此頃飛脚船より申来り
しに中国との荷を合して中国より積出せしもの三万三百
箇なりとそ。
第４号

。 、上の品甚少し 是に依て競気は少しく宜き方なれとも
直段ハ巳前に変りしことなし。
第５号
中国の上品直段ハ極く高きところ迄上りたり。並に日

本のものも然り。中国上品一斤につき凡七枚一分位、日
本前橋極上凡七枚五厘位なり。
第６号
前橋の極上は競気少しく宜し。其故ハ上物の品ハ甚少

けれバなり。朔日より廿四日迄に売買ありしハ中国之品
千八百四十五箇、日本の品二千六百六十九箇なり。人々
云合るにハ日本の糸ハ当節製法麁末になりて品甚だ下り
たりと。
第７号
上品甚少し。夫レニ付競気少しくよろし。

第８号
日本と中国の糸極上は甚少し。併相場の義は前之新聞

より少く景気よろし。
第１０号

当年（１８６５年）は欧羅巴中甚不出来ニ付、且は入
荷も少ニ付日々直段よろし。
第１１号
弥よ払底にして価極而高し。凡そ三拾年この方この直

段なり。尤も日本前橋中国サタツリー等の品何れへも向
よろし。
第１２号
如前

第１４号
直段甚タ尊し。

第１５号
中国日本共上品は価高して入用も亦多し。

第１６号
前橋最上品入用なり。中国も上品は高値なり。

第１７号
南京の品能く売れ直段益々高し。日本も直段吉 入用而

なり。併陸揚したる日本生糸直段高直故今ニ不売。
第１８号
前の新聞とかわりなし。

第１９号
買人多くあり。然し価は前の通り也。此故ハヨーロッ

パの蚕虫少しきやうす悪しく見ゆるなれバ也。然しいま
た時早き故其たしかなることハ分りがたし。中国之品ハ
多く売買あり。日本品ハ沢山あれとも多くハ品あしき故
うれ悪し。然し前橋の極上ハ売買あり。
第２０号
ヤウロッパにて専ら宜敷見込なり。直段ハ前の新聞と

替る事なし。
第２１号
入用減し売買も又少く、前橋糸凡三十より三十三シリ



ングなり。
第２２号
売買なし。
第２３号
中国の品廿
八より廿九

、シルリング
前橋之品廿
九より三十
シルリング
迄。
第２５号

。値段よろし
日本糸別してよろし。
第２６号
競気よろし。価七日の間に百斤に付三十枚増加ならび

に中国当年の産不宣旨なり。日本前橋三十二より三十五
シリング。

ヒコが「今日の値段を知らせる新聞」と大見えを切っ
た割には物足りない。ヨーロッパではイギリスのロンド
、 、ン フランスのリヨンを中心に生糸相場が形成されたが

ヒコがその現場にいたわけでなく、イギリス発行の新聞
に頼るしかなかったのだからやむを得ないだろう。十分
ではないとはいえ、いくつかの示唆に富むデータがうか
がえて興味深い。一つは中国物は品質が悪く、日本物の
需要が高まった、との見方は必ずしも当っていないので
はないかと思われる点だ。アヘン戦争や太平天国の乱な
どで、品質が落ちたのは事実だが 「中国の上品直段ハ、
極く高きところ迄上りたり （第５号）とあるように、」

中国産も上物はやはり品質は良好だった。

もう一点は前橋物の相場をヒコが強く意識していたこ
とだ。前掲の『幕末明治の国際市場と日本』によると、
万延元（１８６０）年以降、仙台、守山、沼田、勝山、
前橋などの各藩が海外貿易に進出。なかでも、開港以前
から生糸生産が盛んだった前橋藩は、文久元年に藩専売
を実施し、貿易に積極的に乗り出した。前橋町は日本有
数の生糸の集散地になり、各地から生糸が入荷した。こ
の結果、藩が出荷する生糸が多くなり 「前橋糸」と呼、
ばれる生糸が貿易全体に対し大きなシェアを占めるよう
になった。

幕末から明治初年に前橋藩が出荷した生糸の量は年間
５３５０箇に達したとの記録もある。この糸を扱う売込
商は文久２年、遠州屋、野沢屋、吉村屋、大橋屋、永喜
屋の５軒に限られることになった、このうち吉村屋は１

（ ） 、 、８６８ 慶応４ 年 扱い生糸総額が１００万両を超え
横浜でも一、二を争う巨大売込商に成長。時代が少し後
になるが、明治９（１８７６）年に吉村屋が輸出した生
糸の量は、総輸出生糸の１７％以上に達した。筆者の西
川氏は「吉村屋が作り上げた生糸の集荷体制と輸出機構
が、その後の日本の生糸貿易を支えていったかの感があ
るといっても過言でない」と述べる。

その吉村屋が横浜に吉村屋幸兵衛店を開いたのは文久
二年。慶応４年、吉村屋の番頭は本店への書簡のなかで
「当地糸相場極上物ますます気配よろしく、相応の高直
売込相成り」などと売れ行きが好調であることをしたた
めている。

幕末の横浜港



、『 』一方 海外新聞
で前橋糸が登場
するのは第６号
（前橋の極上は

。競気少しく宜し
其故ハ上物の品
ハ甚少けれバな
り 第１１号 日）、 （
本前橋中国サタ
ツリー等の品何
れ へ も 向 よ ろ
し 第１９号 前）、 （
橋の極上ハ売買
あり 、第２１号）
（前橋糸凡三十
より三十三シリ
ングなり 、第２）
３号（前橋之品
廿九より三十シ
ルリング迄 、第）

２６号（日本前橋三十二より三十五シリング）と６号分
にわたる。この相場情報を吉村屋の番頭は知っていたと
みるべきだろう。ヒコは『自伝』のなかで「数多くの日
本人が私の職場をおとずれた。みな熱心に外国のニュー
スを知りたがっている」と語っている。ヒコのところに
顔を出した一人が吉村屋の番頭だった可能性は高い。
明治に入ってからの生糸の輸出量は明治４年１３２万

３０００斤、明治１０年１７２万３０００斤、明治１５
、 、年２８８万４０００斤 明治２０年３１０万３０００斤

明治２５年５４０万６０００斤と伸びている。このうち

横浜港が占める割合は明治４年９４・６％、以降は１０
０％（ 横浜市史 。幕末から明治にかけての輸出生糸『 』）
のほとんどは横浜港で船積みされたのだ。言い換えるな
ら、近代シルクロードの起点はヨコハマだった。
明治５年に官営の模範製糸場として富岡製糸場がつく

られるなど、生糸が明治経済の一翼を担った歴史を思う
と、生糸相場を書きいれたことこそ『海外新聞』の真骨
頂といえるだろう。

もしほ草と横浜毎日新聞

岸田吟香は『海外新聞』の後述筆記の一方で、ヘボン
が進めていた英和和英辞書の編集協力をしたことはすで
にふれた。いよいよ印刷段階に入り、ヘボンは横浜居留
地で印刷できないかと、文久２（１８６２）年から漫画
誌を発行している英国人らに相談したが、日本式の木版

、 。刷りではとてもムリとわかり 上海で印刷しようと決断
慶応２（１８６６）年９月、妻クララと吟香を伴って上
海におもむいた。

『ヘボンの生涯と日本語』によると、ヘボンは漢籍キ
リスト教本などを出版している「美華書院」で、吟香が
書いた５ミリ角の日本文字を基に鉛活字を鋳造させた。
１カ月後、特別注文の新活字がほぼそろい、ローマ字、
漢字、カナ、英語の順に並べていく作業に入る。１日に
４ページほどしか進まない難業だったが、翌年４月、つ
いに完成。辞書名を『和英語林集成』とした。厚さ５セ
ンチ、７００ページの大著だった。

、 。吟香はヘボンとともに５月１７日 上海をあとにした

「よこはま新報もしほ草」第一編



『和英語林集成』は我が国の英語
教育や普及のうえでエポックをな
す辞書となったが、同辞書の紹介
は本稿の目的ではない。ヒコの片
腕であった吟香が横浜を留守にし
たことは、否応なく『海外新聞』
づくりに影響した。

それでなくとも経営は火の車だ
ったと思われる。ヒコは『自伝』
のなかで 「奇妙なことには、日、
本の民衆は、その新聞を読みたが
ってはいるが、どうも当時の政府

と法律のせいで、予約購読したり買ったりするのを恐れ
ていたらしい。そこでやむを得ず、大部分をただでやる
始末だった」と愚痴をこぼしている。そして「定期購読

（ ） 、者はわずかに肥後のサムエライ ショームラ が一人と
もう一人は九州の柳川の役人（ナカムラ）ばかりであっ
た」と告白する。これでは採算が合うはずはなかった。
「 」 、慶応２年９月２８日着船便 による第２６号を最後に
ヒコは『海外新聞』を廃刊にした。
この年１１月、横浜が猛火に包まれた。おりからの南

西の強風にあおられ、日本人町の半分と居留地の４分の
１が丸焼けになった（ 自伝 。ヒコの住居は焼けなか『 』）
ったが、この火災が横浜を引き払う決意をさせた。１２
月、長崎に向かう。長崎時代のヒコについては次号で取
り上げたい。

さて吟香である 『海外新聞』は廃刊になり 『和英語。 、
林集成』も完成したが、おとなしくしている吟香ではな
かった。ヘボンと帰国した３月後の慶応３年８月、精錡

水の販売を始めたのだ。
吟香がヘボンから目の治療を受け、精錡水を差しても

らうと完治したことはすでに述べたが、この販売を思い
立った動機の一つが『海外新聞』に掲載した広告にあっ
たと思われる。
『海外新聞』の第２号に「横浜在留之異人より出す引札
等をも訳して添可申候」と、外国人が出す宣伝広告も掲
載することを発表。第１８号になってようやく引札之部
として宣伝広告が載るようになった。以下の三つの広告
だ。

「薬種類を求むと要する諸君子ハ、運上所の脇なる第二
十五番を問い給へ（以下略 」）
「病の治療を受むと望む人々ハ、爾後九ツ半より七時迄
に第百八番をとい給へ」
「長崎に於ハ、ワーラス組、横浜にてハ、ワーラスホー
ル組。我等ハ、アメリカ国の商人にて日本開港以来店を
開きて日本の品も買入れ又舶来の品も売る。若し帆船蒸
気船其他蒸気の器械及び軍用の諸器と日用の器物など誂
たき諸君子ハ来り給へ。無相違本国又ハ外国よりも取よ

。 、せ可差上候 我等の右二軒ハ日本政府及び大明へも聞へ
江戸大坂の町人へも聞へ居り。住宅は海岸二番なり」
第１９号からは「入歯を成さんと欲する御方ハ御尋被

下（以下略 」との入れ歯広告が入り、第２０号からは）
「アメリカの商人オールマンブラウ組ハ当地開港已来店
出し居り候。蒸気船帆前船海陸之大小砲玉薬類等御望ニ
候ハ、御尋下度候。ブレイキレーもと込め所持いたし居
候（以下略 」と、砲弾や元込め銃の広告が登場。第２）
５号までこれら５点の広告が冊子の最後を飾ることにな
る。

和英語林集成 部分



吟香が薬種類広告と
治療広告からヒントを
得たと考えるのが自然

。 、だろう ついでながら
ヒコが長崎行きを決し
た背景にはワーラス組
の宣伝広告があったの
かもしれない。ワーラ
ス組やオールマンブラ
ウ組の広告はなんとも
きな臭いものだが、ア
メリカで南北戦争を目
にしたヒコは日本も内
戦必死とみていたに違
いない。

精錡水に目を向けた銀香は慶応４年に上海に取り次ぎ
所を設けてみたが、思うようにいかず結局、慶応４年閏
４月（１８６８年、９月明治へ改元 、ヴァン・リード）
と組んで『横浜新報もしほ草』を創刊した。発行所は居

。 。留地９３番のリード宅 和紙二つ折り数枚綴じの冊子型
横浜３番目の日本語新聞だった。

「もしほ草」の創刊号で銀香は「襄にヒコザワの新聞誌
ありしが、かの人此地を去りしのちは、久しく其事絶え
たり」としたうえで「日本にていまだこの（新聞をつく
る）事さかんに行はれざるゆゑんは、蓋し新聞紙の世に
益ある事をしるすものすくなきことと、これを篇集する
人のみづから學者ぶりてむづかしき支那文字まじりのわ

からぬ文を用ゐる事」と指摘 「新聞のさかんに流行す。
、 、ることは 千里の外に奇談珍奇説坐ながらにして見聞し

門を不出して諸方の物價をしり、人の知識をまし、心志
をたのしましめ又は商價の便利を得るなど其益ある事甚
おほきがためなり、余是故に、日本にても新聞紙の盛に
流行せん事を願ふ也」と高らかに創刊の辞を述べた。
基本的には『海外新聞』の精神を踏襲したものだ。読

まれる新聞を意図したのか、たとえばヘボンが名優とし
て売れている三代め澤村田之助を手術し、義足をつけた

「 （ ） （ ） 、話では 平文 ヘボン の國許へ 義足を 注文せしが
、 、 。二 三日前にあつらへのあし一本 あめりかより來れり

近きうちに、あしつぎに田之助よこはまにきたるべし」
とやさしい文章にした（ メディアの曙 。『 』）
「もしほ草」に強い意欲をうかがわせた吟香だが、同

、 、紙が軌道に乗り出した慶応４年８月 編集から手を引き
政府が没収した「稲川丸」の差配になり横浜―東京間の
定期航路の運行を開始。明治３（１８７０）年、１万両
で買い取ったこの航路事業が「文明開花」の空気のなか

、「 」で順調に進んでいた同５年２月２１日 東京日日新聞
、 、 、 。が 条野伝平 西田伝助 落合芳幾によって創刊された

「 、 。吟香は 條野傳平氏は山々亭有人と號し 戯作を業とす
落合幾次郎氏は浮世繪師にして芳幾と號す。西田傳助氏

」 「 」は俳諧を好み妙傳司と號す と後に 東京日日新聞縁起
で書いているように、３人とは顔見しりだった 「東京。
に至る毎に彼（西田）の社を訪ふて、新説を報知し、或
は原稿を投寄する等の事 （前掲の縁起）をしているう」
ち、明治６年９月中旬 「東京日日」に主筆として入社、
することになる。

『岸田吟香』によると 「編集人・岸田吟香」の名が同、



紙上で掲載されるのは同年１０月２９日。一つの投書を
きっかけに自由論のキャンペーンが展開された。この投
書には「自由の理質問」の見出しがつけられた 「自由。
の理」は前年、中村敬宇がジョン・スチュアート・ミル
の著書を翻訳して出版した『自由之理』を指す。
投書は「だれにも自由の権利はあるが、それぞれが個

々の利益のことだけを主張すれば一致することはない。
まず政府が全体の利益になることを民に示し、不服の者
を教諭すればよい （大意、原文は漢字カナ交じり文）」
という内容。吟香はこの投書に「この質問に答える投書
（ ） 」 。があれば 読者に示したい という内容の付記をした

このキャンペーンに中村敬宇が最初に応じた。イギリ
スには下院と上院議員がある、としたうえで「一巳ノ利
益ノ聚合スルモノハ總體ノ利益ナリ」と説いた。
翌明治７（１８７４）年１月１７日、板垣退助らによ

って「民選議員設立建白書」が左院に提出された。この
自由之理キャンペーンは時機を得たものだったといえる
だろう。
ヒコはアメリカでリンカーン大統領に会ったことは何

度もふれた。次号で述べるが、議会の存在も知るにいた
る。そのヒコの知識が吟香を通して「自由之理」キャン
ペーンにつながったといえるかもしれない。
冒頭に述べたように東京日日新聞は現在の毎日新聞の

前身である。現在発行されている日刊紙のなかでは最も
古い歴史をもっている。では最も古い日刊紙となると、
『横浜毎日新聞』を挙げねばならない。
同紙の創刊は明治３（１８７０）年１２月８日。第三

代神奈川県知事、井関盛良が「新しい国の方針や行政、
貿易、外交などを人々に知らせるには新聞を毎日発行す
ることが有効」と考え、長崎在住の我が国の鉛活字の開

発者、本木昌造に協力を求めた（ 横浜から新聞を創っ『
た人々 。井関は宇和島藩の奨学生として長崎に留学し』）
た経験があり、新政府の外国事務局に入って外務大丞も
務めている。
創刊号は縦３２センチ、横２８センチ、タブロイド版

ペラ両面刷り。定期購読者には毎朝配達し、遠方の読者
には最寄りの取次所で渡す、と記載されている。現在の
日刊新聞の配達の原型がすでにできていることが読みと
れるが、これも、日刊ではなかったとはいえヒコが目指
したものだった。

従軍記者第一号

『海外新聞』は購読費を支払う読者がわずかしかなかっ
た おおそらく瓦版が無料でバラまかれていたため 新。 、「
聞」と名がついていても市民には瓦版と同じ目でしか見
なかったのだろう 「ただが当たり前」という読者に金。
を払ってもらわねば経営は成りたたない 「横浜毎日」。

「 」 、の明治４年４月２０日付には 売弘所ひろまる として
、 、 、新たに横浜の４店のほか東京１店 大坂２店 神戸１店

長崎５店の販売店ができたと伝えている。これで１４店
になり、新聞がまだ珍しかった時代に営業としてはかな
りの健闘ぶりだった。

注目したいのは同年８月２６日付の「伝信機、東京―
長崎間の工事進む」という記事だ 「今月十八日頃駿州。
沼津原辺駅にては頻りに伝信機の柱を取立居たり」とあ
るだけだが、新政府が長崎まで電信線を引こうと躍起に
なっていたことがうかがえる。ヒコがアメリカで見た電



信が着実に日本で根を張りだしたことを示すニュースで
ある。
「東京日日」に話を戻そう。明治７（１８７４）年１月

、 、１９日 民選議員設立の建白書の全文を掲載したところ
投書欄で大論争が展開された 『 毎日」の３世紀――新。「
聞が見つめた激動１３０年』によると、政府側の意見を
代表して加藤弘之（宮内省四等出仕）が「文明開花は十
分でなく、十のうち八、九は政府の何ものかも理解して
いない。そういう人たちに憲法をつくらせようというの
は、木によって魚を求めようとするくらい難しい」と反
対論を述べた。

これに対し大井憲太郎は馬城台二郎の名で２月５日に
投書 「近時の新聞を閲するに副島氏初外七氏の民撰議。
院せつりつの建議を載するあり、余輩の曽て渇望する所
にして此建議の実行あらんには即ち我国今一層進歩の序
を得て万機に依り大に更張るする所あらん」と、強い賛
辞の言葉を表した。
その大井は自由民権運動に携わり、明治１５（１８８

２）年、自由党に参加、同１７年、秩父困民党を指導し
た。秩父困民党による「秩父事件」については、ラピス
２０１８年春号で取り上げたので詳細は省くが、生糸価
格が暴落したことから生活が成りたたなくなった秩父の
生糸農家たちが蜂起した事件だ。フランスのリヨン生糸
取引所で大暴落したことによる波及が、零細生糸農家を
直撃したのだ。

もし生糸農家が欧州相場を知っていたら事前に手を打

てた、というような単純なことではないが、開港して海
外との交易を盛んにするうえで、世界の相場を把握して
おくことが極めて重要であることを示す社会事象でもあ
った。この意味では、新聞は江戸時代の瓦版とは比較し
ようもないほど大きな役割を担うようになったのだ。こ
の点でもヒコが『海外新聞』で生糸相場欄をつくった意
義は決して小さいものではなかった。

『 』 。 （ ）ところで 東京日日新聞 の吟香 明治７ １８７４
年、政府が台湾出兵を閣議決定し、西郷従道が３６５８
人の兵を引き連れて出兵。吟香は従軍記者の派遣を社内
に説いて回った。あるいは吟香はヒコから南北戦争見聞
記を聞いていたのかもしれない。ところが志願する者が
一人もなく、吟香自ら現地におもむくことを決意。我が
国従軍記者の第一号になった。戦況や戦地の様子、出征
兵士の心理にまで立ち入って書いた「台湾信報」は人気
記事になった（ 毎日」の３世紀 。『「 』）
最後に吟香とともに『海外新聞』の仕事をした本間潜

蔵のその後にふれておきたい 『海外新聞』廃刊後の慶。
応３年、徳川民部介のフランスでの万国博覧会渡航に渋
沢栄一らとともにつきしたがった後、フランスやドイツ
で学び、明治２年、オーストリア勤務の外務少録になっ
た。さらにプロシアに勤務し明治８年、代理公使として
ウィーンに駐在、明治１８年に帰国後、弁理公使などを
務めた（ ジョセフ＝ヒコ 。海外に飛躍したいとの希『 』）
望をもって『海外新聞』の協力をした本間は、見事にそ
の夢を実らせたのだ。


