
忘れられた英国人剣士
アレキサンダー・ベネット

１．日本の伝統文化・武術を初めて英語で紹介 
　イギリス人の Francis James Norman（フランシス・ジェームス・ノー
マン　以下 FJN）は 1855 年、当時イギリス領であったインド・パンジャ
ブ（現在のパキスタン）で生まれる。1888 年夏に初来日、1889 年から
1891 年の間、東京の第一高等学校で英語の教師、1894 年から 1899 年の５
年間、英語教師として広島県・江
田島の海軍兵学校に赴任した。帰
国後、彼は The Fighting Man of 
J a p an :  The  Tra i n i n g  and 
Exercises of the Samurai1（日本
の戦闘者－サムライの訓練と運動
文化）以下：『日本の戦闘者』と
いう本を 1905 年、ロンドンで出
版した。
　本の内容は、剣術や柔術、相撲
などの武術関係だけでなく、日本
の軍学史、江田島海軍兵学校のカ
リキュラムや日常生活などについ
ても言及しているなど、この本は、
日本の武術に関して初めて英語で 『日本の戦闘者』の表紙

1 Archibald Constable & Co, London, 1905
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詳しく執筆され文献である。
　また、外国人から見て、聞いて、感じて、触れた日本の文化や歴史、風
土、風習などにも、当時の珍しい写真入りで紹介し、明治期の武術や社会
などを知る上で、貴重な一冊である。にもかかわらず、FJN が初めて海
外に活字で武術を紹介した功績はあまり知られていない。この小論は、彼
の果たした仕事や生涯などについての研究成果を発表する2。

２．剣術は柔術ほど評価されない 
　FJN が日本武術に関する書籍を著すきっかけとなったのは、ロンドン
に開設されていた「Japanese School of Jujitsu」での柔術普及のためだと、
本書の冒頭に記しているが、著者自身の経歴などについての情報はまった
く触れられていない。この文献の価値は、本人が日本文化を観察するだけ
ではなく、実際に武術を体験していたことである。武術の修行については、
FJN 以前にもトーマス・マクラッチというイギリス人の外交官がおり、
1870 年代に榊原鍵吉の門下生になり撃剣興行で試合をしたという記録が
残されているが、「日本で軍事と一般の教育機関の教師として雇われ、そ
の間、剣術と柔術を積極的に修行し、大変珍しい好機に恵まれた。私が知っ
ている限り、これほど日本独特な武術を深く研究できた西洋人としては、
私が初めてだと思う」と、FJN 自身が書き残している3。
　また、19 世紀末から 20 世紀初頭にかけて日本に滞在していた、イギリ
ス人新聞記者であった E.J. Harrison の著書の中に、FJN の剣術の達成度
について次のような記述がある。
　「ノーマン氏は元インド（イギリス）の軍人で、騎兵隊将校としてレー

2  この論文は、過去に国際日本文化研究センター発行の『日文研』30 号（2003 年 10 月）
と、京都大学体育会剣道部発行の『剣友』（2006 年号）に論旨を掲載している。今回は、
FJN に関する研究のまとめとして発表する。

3 F.J. Norman, The Fighting Man of Japan, p. XXV
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ピアとサーベルの達人であった。おそらく、外国人で剣術を真剣に修行し
た唯一の人物であろう。氏は数年間、江田島海軍兵学校で英語教師として
働き、そこで日本の武術に没頭した。苛烈な戦いも経験し、瞬く間に羨ま
しい限りの名声を得た。他にも、運動目的で剣術を修練していた外国人も
いたが、ノーマンほど日本人の目にかなうような者はいなかっただろう」
と、FJN を高く評価している 4。
　西洋フェンシングをしていた FJN は、大変風変りに見えた日本の剣術
の魅力について、「教育的な可能性がある」と指摘している。具体的に「少
年や成人の区別なく、肉体的・精神的な向上を見事に促進する日本の固有
な武術は、イギリス人に導入して
も決して無駄ではない」と評価し、

「武術は、誰でも参加できる運動
文化で、体と財布に危険を伴わな
い心身練磨の優れた方法である」
と、積極的に剣術を勧めている 5。
しかし FJN は、剣術や柔術の教
育的な可能性を認めながらも、そ
れを裏付ける精神性について 
は、決して母国イギリスの“Sports-
manship”を超越するものではな
いと考えていた。
　新渡戸稲造が 1900 年に英語で
出版した『武士道』が、日本人の
精神文化や道徳観を世界の多くの

4 E.J. Harrison, The Fighting Spirit of Japan, T. Fisher Unwin, 1913, p.103
5 F.J. Norman, 前掲書 , p. XXVI

FJNの剣術の先生からの励みの言葉
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人たちが理解するバイブルとして
愛読された結果、「武士道こそが
日本人の道徳の背骨である」と、
捉えるようになった外国人が多く
なっていた。しかし FJN は、武
士道は西洋の騎士道に相当するも
のであるという考え方に反対し、

「新渡戸武士道」を厳しく批判し
た。
　特に、西洋の騎士が弱いものに
対する「情け」を重んずる精神性
と武士を比較し、日本の武士は集
団的目的を達成するためには、「情
け容赦なく」どんな悪行為をして

も許されている、と騎士との違いを強調した。さらに FJN は、「同盟国（イ
ギリスと）である日本は、目的さえよければ手段は選ばないという考え方
が根底にあるので、気をつけたほうがよい」と警告をも発している。彼が、
そのようなコメントを発する要因となったのは、剣術道場での体験であっ
たようだ 6。「日本剣士の行いは、イギリス人にとっては大変非難すべき行
為で、相手に対して寛大な好意をまったく持たなかった。例えば、一方が
竹刀を落とした場合、それを自分に有利として捉え、もっと勢いよく相手
に攻撃を与える」など、「武士の情けを疑うスタンスを日本剣士が取って
いるからである」と述べている 7。
　1905 年 10 月 19 日付の The Times 紙（イギリスの新聞）に、ロンドン
柔術クラブが開催した武術デモンストレーションに FJN に関する興味深

FJNと警視庁の剣士である梅澤さん

6 同上 , p. 3
7 同上
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い記事があった。内容はほとんど
柔術に関するものであったが、記
事の最後の部分に FJN が剣術の
模範試合を紹介したコメントが掲
載されていた。
　「省略。FJN 氏とミヤケ氏が剣
を両手で持って日本剣術を見せ、
観客をひどく笑わせてくれた。面
白いことに、日本剣術のしきたり
により、相手に掛かる前に両者が
犬のように鳴き、実際に相手を打
撃したら、まるで雄鶏の鳴き声を
発声するようだった。続いて
FJN 氏は、イギリス軍の名剣士
のベッツ特務曹長と試合をした。
特務曹長は何回か切られたが、
FJN 氏も痛そうな打撃を受けて
いた。全体の感想として、柔術に
比較して日本剣術は決して実用的
な運動文化ではない」と論評した。
　記事を書いた記者が見た剣術
は、体格の小さい人が大きい人を倒すことができる柔術の技とは対照的に、
必要以上の掛け声や、実用的に見えなかった日本剣術に魅力を感じなかっ
たからである。すでにイギリスでは、柔術が広く普及していたので、剣術
が持つ魅力をわずかの演武（試合）では到底理解できなかったのも無理は
ない。
　このような評価なのか、20 世紀初めごろから嘉納治五郎が創始した講

昔の剣術の風景
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道館柔道は国際的にいち早く普及
したが、剣道の国際普及は、日系
人のコミュニテイーが集中してい
る国以外は、第二次世界大戦後に
なって普及した。FJN 自身も柔
術の修行をしていたようだが、本
書の中には講道館柔道については
一切述べられていない。もし
FJN が講道館柔道を剣術以上に
学んでいたら、西洋人の武術開拓
者として名前が歴史に残っていた
のではと推測できる。
　

３．謎の多い生涯
　日本に来る前に FJN は、イギリスの第 14 騎兵隊に入隊していたことは
武術の本の冒頭に書いてあった。イギリスは古い軍事記録などを大切に保
管しているので、手がかりさえあれば、ある人物の経歴は比較的簡単に調
査しやすくなっている。FJN の兵役記録は、「The British Army Lists 
and War Office Records」の第 14 騎兵隊録（1826 年から 1891 年）の中に
見つけることができた。
　記録によると、彼は 1855 年２月 23 日パンジャブ州ムートゥラン（現在
はパキスタン）生まれで、ヒンドゥスタン語（ウルドゥー語）を話すこと
ができたと記録されていた。1876 年６月６日に第 11 騎兵隊に入隊し、５
年 187 日の兵役後 1881 年 12 月９日軍曹として除隊。翌日の 12 月 10 日に
第 14 騎兵隊に入隊し中尉に任命された。1877 年の 12 月から 1882 年 1 月
の間、彼はイギリスに拠点を置いていたが、その後 1886 年 10 月 30 日ま
でインド・マドラスのセクンデラーバーに配置され、東インド諸島任務に

当時の柔術風景
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従事していた。連隊を除隊し
た日は「87 年２月４日交替」
と記録されていたが、除隊理
由の記録は残っていない。た
だ、当時の The Times 紙に

「FJN が無断欠勤した」とい
う内容の記事が掲載されてい
た。なお、兵役には就いてい
たが、実際に戦場に行ったと
いう記録はなかった。
　これで兵役の記録はここで途絶えるが、「1888 年の夏、東京での生活を
始める」と本に書いている。また、1889 年の『明治外国人登録書』に初
めて彼の名前が見られ、最初の３年はおそらく第一高等学校で英語を教え
ながら関東地方で生活していたと考えられる。その後、1894 年から広島
にある江田島海軍兵学校の講師、1900 年に千葉の稲毛で上総掘りの研究、
1902 年に上総掘りに関する本の執筆を始め、1905 年にロンドンで剣術を
演武までは確認できたが、それ以降の彼の記録は残っていなかった。

４．武術以外に珍しい著書も出版
　FJN は日本武術に関する著書以外に、1916 年にインドで Notes and a 
Report on the Kazusa System of Deep Boring for Water（上総掘りについ
て）8 という、非常に珍しい書物を出版していることが、その後の調査で分
かった。現在、千葉県の上総博物館に所蔵されている。ページを開くと、
この本は 1902 年に千葉県の稲毛区で執筆されことも記録に残されていた 9。

8 Thacker, Spink & Co.
9  偶然にも、私は 1987 年に交換留学生として初めて日本に来て剣道を始めたのが稲毛

高校であった。

FJN と江田島海兵学校の孔子たち。
FJNは前列左から２人目。
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ただ、執筆された原稿がいつ出版
されたのか定かでなかった。上総
博物館に所蔵されている本の発
行年からして、人気を博したため
に再版されたようである。
　上総掘りというのは、上総地方
で開発された井戸掘りの竹を
使った独特な技術で、300 ｍぐら
いの深さまで掘ることができる。
FJN がこの技術に目をつけたの
は、生まれた国のインドからの新
聞記事がきっかけであった。日本
に滞在している間、インドに関す
る情報は乏しかったが、年に何回
かインドから送られてきた新聞
の中に、給水問題に関する記事が
多かったからである。FJN は住
んでいた稲毛の近くで上総掘り
を眼にし、その技術をインドに紹
介すれば役に立つと思って書い
た本である。ページ数は少ない
が、上総掘りの細かい説明と詳細
なイラストを使って、井戸の掘り
方と使い方が分かりやすく書か
れている。
　上総掘りは時間と労力の問題
で 1940 年代には姿を消してし

上総掘の本の表紙。上総博物館に保管
してある。

上総掘り。
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まったが、近年、深刻な水不足に見舞われているアフリカなどで、上総掘
りでの井戸掘削が活躍していることが報道されていた。それにしても、百
数年前に FJN が書いた上総掘りの本は、先の武術書とともに歴史に残る
貴重な記録である。

５ ．FJNのその後の生涯が明らかに
　1905 年以降の追跡が不完全ではあったが、2003 年に FJN の『日本の戦
闘者』の再版本を出版した。前文に、私がこれまで調査・研究した FJN
に関する経歴、業績などを追記したのは、少しでも彼の人間性や日本や剣
術に対する思いなどを、多くの武術研究者と共有したいとの思いからで
あった。
　幸いなことに、翌年の 2004 年にその再販本を読んだというイギリス人
から、興味深い電子メールが私に届いた。送信者は Mary Bassendine（メ
アリー・バッセンディン）という女性で、FJN のお孫さんであった。メ
アリーの父は FJN の次男で、1910 年に生まれだが、すでに FJN の３人の
息子は全員他界していた。しかし、今でも子孫は定期的に集まっていると
のことで、FJN のその後を知りたいとの申し出に快諾をいただき、しか
もイギリスに招待していただいた。子孫との情報交換は大変有意義な会で、
1905 年以降も含め FJN の波乱万丈な人生が明らかになった。
　一族にとって、FJN は謎の人物であった。例えば、ある説によると「マ
ハラジャの家庭教師になるためにインド軍を去った」とか、「Daily 
Telegraph 紙の従軍記者だった」、「結婚のことで家族に亀裂が入った」と
か、正式に除隊することなく、新聞報道によれば無届欠勤で隊を去ったこ
とを知らされた、など FJN に関する謎や不明な点が数多く残されている。
また、FJN の叔父は、フランシス・ブース・ノーマン氏（1830-1901）で、
位の高い勲章をつけた中将だった。その兄のヘンリー・ワィリー・ノーマ
ン氏（1826-1904）は、イギリス軍最高位である陸軍元帥であったため、
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このような理由で軍をやめ日本に
渡ったことは一族内で大きな問題
になったことが推察される。また、
FJN は 1908 年２月 14 日に医者
の娘と結婚した。彼は 52 歳で彼
女は 27 歳であった。彼女が社会
的に下の地位にあったので、一族
は彼と縁を切ったのである。
　FJN は、61 歳の時に第一次世
界大戦に出戦し、塹壕の中でガス
中毒症になり、イギリスに帰国し、
ブライトンで療養することになっ
た。家族もブライトンに引っ越し、
子供たちはブライトン・カレッジ
に通った。
　イギリス滞在中、FJN が埋葬
されているブライトン & プレス
トン墓地の「Q99」を子孫に案内
されたが、墓石は立っていなかっ
た。墓地がしっかりと記録を残し
ているお陰で、埋葬場所は問題な
く探し出すことができた。その情
報を基に役所に問い合わせ、翌日
死亡届を手に入れることができ、
正確な死亡日と、FJN の当時の
職業が記載されていた。第一次世
界大戦中に受けた肺への損傷のた

FJNの息子たち Frank、Bill、と Jim。

FJNの妻Margaret Lily Gent。
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め、ブライトンの海に直面してい
るマリーン・パレードの赤十字病
院において 1926 年６月３日に死
亡と記録され、死亡診断書による
職業は、「作家およびジャーナリ
スト」となっていた。役所や図書
館などで当時の記事、記録、新聞
を洗い出し、息子たちのボクサー
として武勇に関する当時の学校新
聞の記事は発見することができた
が、これ以上 FJN 自身に直接関
係するものは見つからなかった。

６．まとめ
　親族に伝えられていることを要
約すると、ノーマン家は名家であ
るにもかかわらず、FJN の「自
由奔放」な行動は一族には受け入
れられず、一族は次第に疎遠になっていった。原因として、軍隊を無断で
やめたり、親族に相談もせず日本に旅立ったり、自分よりはるかに若く、
身分が低いとされていた妻を娶ったなど、名門であるがゆえに許容範囲も
狭かったのではと推察できる。名家に生まれた FJN は、一族のレールに
乗っていれば彼は軍隊の将軍になり無難な人生を送っていたであろう。
　彼が修行した日本の剣術は、先述の新聞記事の通り厳しい批判を受け、
イギリスで剣術を普及できるような環境ではなかったが、現在、イギリス
国内で剣道が広く普及している。また、武術だけでなく祖国の窮乏を憂い、
上総堀りの技術を伝えようと尽力したりと、FJN のような「自由奔放」

ブライトン＆プレストン墓地。

FJNの眠っている場所。
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な性格でなければ、他文化の伝承
など決して成し遂げられなかった
と考えられる。
　現在、日本の伝統文化である空
手道や相撲がオリンピック種目へ
と運動を進めている。剣道も、世
界大会を開催するなど着実に世界
に普及している。先に世界に普及
した柔道は、嘉納治五郎という偉
大な人物により、多くの著作物が
残されている。しかし、他の武道
種目においては国内外の歴史など
の記録はほとんど残されてはいな
い。そのよう日本武道界の現状で
も、一世紀も昔に、しかも外国人

が、剣術や日本文化を観察力鋭く分析し、世界に紹介しようとした FJN
の業績は、「世界武道史」を語る上で貴重な資料であることを確信している。
武道の百年後を思うとき、現在の武道をきちんと活字化、ビデオ化し、多
くの先人が伝えた武道文化を後世に正しく継承する義務があることを、
FJN の本との出合いや生涯の研究などから、思いを強くした。

以下の表は FJN の生涯と職歴の概要である。

1855 年 ２ 月 23 日 イギリス領インド、パンジャブ、で生まれる（現パキスタ
ン）

1855 年 ３ 月 ６ 日 この日に生まれたという史料もある

年賀状を書く FJN。
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1874 年 FJN の父が陸軍士官学校に入学願書提出。しかし、何ら
かの理由で FJN の兄弟が代わりに入校したため、FJN の
願書が取り下げられた

1876 年 ６ 月 ６ 日 第 11 騎兵隊に入隊
1877 年 12 月 英国に帰国
1881 年 12 月 ９ 日 軍曹として第 11 騎兵隊を除隊
1881 年 12 月 10 日 中尉として第 14 騎兵隊に再入隊（マドラスに駐屯）
1882 年１月 東インド諸島に向かう
1886 年 10 月 30 日 第 14 騎兵隊、イギリスに向かってボンベイを発つ
1887 年 １月から３月まで軍の名簿から FJN の名前は消えている。

The Times 紙に、FJN が無届け欠勤という記事が掲載さ
れていた

1888 年［夏］ 東京に移り住む
1889 年～ 1891 年 関東地方に住み第一高等学校で英語を指導
1894 年～ 1899 年 広島の江田島に住む（海軍兵学校の英語教師として）
1900 年 水脈を探るための上総掘りを観察し、インドにおいての水

の供給問題解決に携わる
1902 年 稲毛にて上総掘りの本を著す
1905 年 The Fighting Man of Japan の出版（Archibald Constable 

& Co. London.）
1905 年 10 月 18 日 ロンドンで剣術演武を披露
1908 年 ２ 月 14 日 ロンドン・ケンジントンにてマーガレット・リリー・ゲン

トと結婚
19?? 年 長男フランク誕生
1910 年 次男のウィリアム・ジェームス・ノートン（Bill）誕生。

後の聖ジェームス・パディングトンの聖歌隊少年歌手
19?? 年 ヴァレンタイン・ハウワード・ノーマン（Jim）誕生
1916 年 上総掘りの本の再版
1917 年 ７ 月 31 日 「新陸軍」（後の Labour Corps）に第二中尉として就任
1918 年 ８ 月以降 ガス中毒のため、傷病兵として Silver War Badge（勲章）

を受けた
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1926 年 ６ 月 ３ 日 ８年前の第一次世界大戦中に受けた肺への損傷のために、
マリーン・パレードの赤十字病院において死亡。死亡診断
書による職業：作家およびジャーナリスト

1926 年 ６ 月 ８ 日 Q99 のブライトン＆プレストン墓地に埋葬される。墓石は
存在しない

※  1905 年以降の年表は、2004 年にノーマン氏の子孫との面談で明らかになった。
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