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福澤諭吉とビブリオテーキ 

 

 

松 下   鈞 

 

１．はじめに 

 嘉永 6（1853）年、ペリー来航を契機として開国にむかう江戸幕府は、安政 5（1858）

年、日米修好通商条約等いわゆる安政五カ国条約を結んだ。福澤諭吉（以下諭吉とする）

の名前は、批准書交換のために幕府が米国に派遣した万延元年遣米使節団の随行船咸臨丸

の軍艦奉行木村摂津守喜毅の従僕として、或いは条約によって約束した開港と開市を、攘

夷勢力の台頭などによる延期要請のため幕府が派遣した文久遣欧使節団の通詞として、さ

らに又、アメリカに発注した軍艦を引き取るため派遣された軍艦受取委員会の随員（通

訳）として記録されている。諭吉はこれら 3 回にわたる海外巡歴の見聞に基づく多くの資

料を書き遺しているが、慶應 2（1866）年に出版した「西洋事情 初編」巻之一では「文

庫」（ビブリオテーキ）について触れている1。明治 12（1879）年に刊行された「民情一

新」には「インフォルメーション」という語が見られる2。明治 4（1871）年に諭吉が制定

した「慶應義塾社中之約束」の中には「書籍出納之規則」3がある。 

 筆者は我が国における近代図書館の成立過程に関心がある。明治 5（1872）年、文部省

による「書籍館」創設より以前に「ビブリオテーキ」の概念を紹介し、「書籍出納之規

則」によって資料管理法を制定し、後に「インフォルメーション」について紹介している

諭吉は、我が国の近代図書館の成立過程に何がしかの影響力を与えた人物ではないかと推

測される。 

 本稿では幼少時代から「慶應義塾社中之約束」制定に至るまでの諭吉と資料との関わり

に焦点をあて、諭吉の資料観、図書館観の形成に影響を与えたと思われるいくつかの事例

を検証する。 

 

１－２．「書籍館」 

 明治 2（1869）年、明治政府は幕府の教育研究機関であった開成所・昌平坂学問所・医

学館などを併合して大学校を設立した。また、紅葉山文庫など幕府の文庫を接収し、紅葉

山文庫の資料は太政官へ、昌平坂学問所の資料は大学へ、医学館の資料は大学東校へ、蕃

書調所の資料は大学南校へとそれぞれ移管した。明治 5（1972）年 4 月、文部省は湯島の

旧昌平坂学問所大成殿に我が国の近代図書館の草分けとも云える書籍館を開設した。文部

省の通達には次のようにある。 
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 「方今人材教育文化進歩ノ為メ今般東京湯島博物館中ニ於テ書籍館ヲ建設セラレ従

来府庫収蔵ノ和漢洋ノ群書ハ申スニ及ハス其他遺漏スル所ノ書ハ追々之ヲ館内ニ蒐集

シ普ク衆人ノ此処ニ来テ望ム所ノ書ヲ看読スルヲ差許ス条各其意ヲ体シ有志ノ輩ハ無

憚借覧願出可申事」4 

 

 開館時の書籍館は、東西 10 間、南北 8 間、2 階には閲覧所が設けられ、政府機関から集

められた資料約 1 万 3 千部、13 万冊を以てスタートした。明治 6（1873）年 3 月、書籍館は

博覧会事務局に合併され、明治 8（1875）年 2 月、ふたたび文部省の所管となり、4 月に

は東京書籍館と改称され、5 月から規則を定め開館した。文部省第三年報には東京書籍館

について次のような記載がある。 

 

 「客歳二月本館ノ百事更始ニ係ルニ方リ速ニ内外人民ヲシテ所蔵ノ書籍ヲ覧閲セシ

メント欲シ先属員ニ命シテ其書目ヲ編纂セシム五月ニ及ヒ粗其業ヲ終ルヲ得タリ是ニ

於テ規則ヲ定メテ館ヲ開ク爾来人民項背相望ミ覧閲ヲ乞フ者日ニ増シ月ニ加ハリ其人

民ニ益アルヤ尠々ナラス実ニ我邦千古未夕曾テ有サルノ美挙ト為スヘキナリ是固ヨリ

文運隆興ノ日ニ際スルニ由ルト雖モ豈閣下ノ盛意ト属員ノ勉励トニ出ルニ非スヤ夫レ

更始未タ久シカラサルニ人民ノ公益ヲ資クル既ニ已ニ此ノ如シ況ヤ木年百事漸ク緒ニ

就ケルヲヤ若シ之ヲシテ積年累月勉焉倦マサラシメハ終ニ欧米各国ノ公立書籍院ニ比

肩スルニ至ルモ亦甚夕難シトセサルナリ」5 

 

 書籍館は明治 10（1877）年に勃発した西南戦争の戦費支出等、明治政府の財政難から東

京府に一時移管され、明治 13（1880）年には再び文部省の所管となって東京図書館と改称

されるなどの紆余曲折があった。 

 

１－３．「書籍出納之規則」 

 書籍館設置に先立つ明治 4（1871）年、慶應義塾が新銭座から三田に移った。これを機

に「慶應義塾社中之約束」が制定された。これは慶應義塾の目的、組織・運営、学則、学

生生活全般にわたる規則集で、明治 30（1897）年まで数次の改訂がなされている。ここに  

 9 条から成る「書籍出納之規則」がある6。 

 

  第一条 新ニ書籍ヲ調レハコレヲ蔵書目録ニ書加フ可シ 

  第二条 執事相談ノ上不用ノ蔵書ヲ売拂ノ印ヲ押ス可シ 

  第三条 通学ノ生徒又ハ教授方ニテモ外宿スル者ヘハ会読講義ノ書ニ非サレハコレヲ

貸サス内塾生ニハ辞書其外対読ノ書ヲ貸スト雖モ塾ノ教授ニモチル品塾監局附属ノ品

ヲカズ 
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  第四条 書籍出入ノ日ハ其時ニ従ヒ塾監局ヨリ布告スベシ 

  第五条 毎月二十六日ハ書籍を貸サズ此日ハ朝第八時ヨリ第十二時マデノ間監塾局ノ

執事内塾生ノ各席ニ至リ其借用ノ書ヲ改ルガ故ニ此日ハ朝ヨリ改済ミマデ塾生ノ外出

ヲ禁ス若シ要用アル者ハ隣席又ハ同部屋ノ人ニ托シテ書籍ノ改ヲ受ク可シ定ノ修復料

ハ月俸ト共ニ会計局ヘ納ム可シ此規則ニ背ク者ハ次テ書籍ノ借用をユルサズ 

  第六条 通学生ハ毎月二十八日朝第八時ヨリ第十二時マデノ間借用ノ書ヲ塾監局ヘ持

来リテ改ヲ受ケ修復料は月金ト共ニ会計局ヘ納ム可シ此ノ規則ニ背テ借用ノ書ヲ持参

セザル者ヘハ次ノ借用ヲ許サズ 

  第七条 一カ年両三度内外社中ノ借用ノ書ヲ盡ク集テ蔵書ノ目録ト引合ル事アリ之ヲ

書籍ノ大調ト名ク此時ハ塾監局ノ布告ニ従ヒ執事残ラス出席ス可ナリ 

  第八条 （略） 

  第九条 借用ノショセキヲ焼キ又ハコレニ種子油ヲカケシ者ハ其時ノ市価ニ従ヒ代金

ヲ償ハシムベシ 

 

 「書籍出納之規則」の背後にある資料観とこの制定に関わった諭吉の資料体験、図書館

体験を検証することも必要である。 

 

２．諭吉の資料観形成過程 

２－１．幼少期の資料との関わり 

 諭吉は天保 5（1834）年、大坂堂島玉江橋北詰の中津藩蔵屋敷内の藩士長屋に父百助、

母順の第 5 子として生まれた。父百助は中津藩（現大分県中津市）の下級武士として米や

産物を大坂で売り捌き、あるいはそれらを担保として大坂の豪商から借財する任にあった。

百助は若くして漢学を学び、微禄ながら多くの書籍を購入し、天保 7（1836）年、幼い諭

吉を残して急逝した際にはおよそ 1500 冊の蔵書を遺している。百助の死後、母順は 5 人の

子どもを連れて中津に帰り、貧しくも武家の矜持を持った生活を送った。諭吉が本格的に

学び始めたのは 14、5 歳からで、服部五郎兵衛、後に白石照山の元で詩経、書経、左伝

などの講読を始めた。諭吉の母は貧窮の中でも蔵書は手放さず、嘉永 7（1854）年 9 月に

病没した兄三之助を継いで養子先の中村術平家から複籍し家督相続した諭吉が、再び大坂

に出る際に三之助の借財 40 両を返済するため家財一式を売却した。この時百助遺蔵の書籍

も臼杵藩に 15 両で買われた7。これらの蔵書の相当部分は現在も臼杵市立図書館に所蔵さ

れている8,9。  

 

２－２．蘭学修業時代の資料との関わり 

 嘉永 6（1853）年 6 月のペリー艦隊の浦賀来航、7 月のプチャーチン艦隊の長崎来航は

中津藩の海防の重要性への認識を高めた。嘉永 7（1854）年、諭吉は、兄三之助の勧めに
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より西洋砲術を学ぶため長崎に旅立った。諭吉は中津藩家老職の子息奥平壱岐の従僕とし

て桶屋町光永寺に居住し、その後大井手町の砲術家山本物次郎の食客となった10。「築城

書百爾之記」には次のように記されている。 

 

   「横文ヲ学ブトテ定リタル師家ニ入門スルコトモ叶ハズ、時トシテハ蘭学医ノ玄関

ニ至テ其門弟ニ素読ヲ受ケ蘭医ハ石川桜所楢林健吉松崎鼎甫其外ナリ。又或ハ荷蘭ノ

通詞楢林栄七等ニ依頼シテ、其暇ノ時ニ「スペルリング」ヲ学ブ等、甚ダ不自由ナリ

キ」11 

 

 安政 2（1855）年、諭吉は壱岐の奸計で中津に帰されるが、そのまま江戸に上る途中、

大坂の蔵屋敷に兄三之助を訪ね、その勧めで大坂の適塾（適々齋塾）に入塾した12。適塾と

は緒方洪庵が天保 9（1838）年、大坂瓦町に開学した蘭学塾で、緒方洪庵の号、適々斉か

ら名づけられた名称である。適塾に入門した塾生の氏名は「姓名録」に記載されている。

諭吉の名も安政 2（1855）年 3 月 9 日に「豊前中津中村述平倅 中村諭吉」として記されて

いる。その後、福澤家への複籍に伴って「福澤諭吉」の貼紙がされている13。 

 安政 3（1856）年、兄三之助の病死の報に接し、一旦中津に戻り、中村家から福澤家に

複籍して家督相続し喪に服す。この喪中、奥平壱岐から「ぺル築城書」（C.M.H.Pel..  

“Handleiding tot de Kennis der Versterkingskkunst’s Hertogeenbosch”, 1852）を借り、

20 日ほどの間に無断で全文を筆写した14,15。諭吉は「福翁百余話」の中で「貧書生の苦界

（十六）に続けて「築城書百爾之記」の中に次のように書き記している。 

 

   「主人一冊の蘭書を出して是れは過日長崎にて値二十三両を以て購得たる新舶来の

ものなりとて示したり諭吉取て之を見れば百爾氏の築城書にして生来初て目撃する兵

書なれば心窃に羨まざるを得ずと雖も当時の二十三両は中人十家の産貧小士族の想像

にも及ばざる大金にして固より私力を以て別に買得べき品に非ず或は暫く之を借用し

て読まんとするも平生壱岐の性質に於て又諭吉と同人との交情にても決して其肯んぜ

ざるを知れば態と発音もせず唯茫然として其原書を手に持ち繰返し繰返し眺る許りな

りした頓に一策を按じて主人に向い誠に生来初見の宝書全編通覧は敢て望む所に非ず

何卒其目次大意にても心得居り度就いては甚だ申上兼る儀なれども五六日拝借は相叶

間敷哉と折入て懇願したるに主人も気のどくに思いしに然らば五六日とて貸渡したり

諭吉恰も龍宮の珠を得たる心地して家に帰り即刻筆紙を用意して写本に取掛り終日終

夜手に筆を放たざること半月余りにして二百丁許りの原書と図面二葉とを写取りある

其間は一切来客を謝絶し或は当時藩の公用御固番とて城の見附に当直することもあれ

ば番書に筆紙を持参して夜更け人定まるを時として業に就く等極めて秘密にして曾て

人の知る者なし唯母は其挙動の非常なるを察し毎夜不眠は不要条なりなど戒めたるこ
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ともありき写字終り扨校合の一段に至て一人の手に叶わず当惑の處幸に同藩の医師藤

野啓山なる者少しく蘭字を知り兼て懇意なるに夜分窃に藤野の宅に行て原写の読合せ

を依頼し三五回にして終り前後凡二十日間にして偸写の事全く成り」16 

 

 諭吉はこの筆写本を携えて適塾に戻るが、緒方洪庵は諭吉に学費の支払能力が無いこと

を知ると、「ペル築城書」を翻訳する名目で特別に食客生として受け入れた。 

 

 適塾では初学者はまず「ガランマチカ」（和蘭文典前編）の学習から始めた。「ガランマ

チカ」とはオランダで刊行されたオランダ語文法の教科書 “Grammatica of Needer-     

-duitsche spraakkuunst“（1822）を天保 13（1842）年、箕作阮甫が筆記体整版で翻刻

したものである。「ガランマチカ」が終わると、同じく嘉永元（1848）年、箕作阮甫蔵

版の「セインタキス」（和蘭文典後編 成句論）” Grammatica of Neederduitsche 

spraakkuunst “（1822）で構文を学んだ。およそ 1 年で「ガランマチカ」と「セインタキ

ス」を修了すると、次は写本を用いた原書「会読」が行なわれた。会読とは 1 冊の本を巡

って複数の人が輪読し、それぞれが該当部分を翻訳解説し、内容についてグループで論議

するという学習形態である。前田勉によれば会読は江戸後期の儒学、国学、漢学、蘭学に

おいて盛んに行なわれた学習形式である17。適塾では学習到達度に応じて複数のグループに

分かれ、それぞれに会頭が任命され、会頭ひとりに塾生が 10～15 名という構成である。塾

生は各自原書から筆写したテキストを事前に読み、内容を理解し、会読に臨み、解釈を論じ

た。当時の適塾にあった原書は、物理学書と医学書あわせて 10 点ほどに限られ、会読には

各自の筆写本を使っていたが、読解には蘭和辞典が不可欠であった。しかし、適塾には蘭

和辞典「ヅーフ・ハルマ」の写本が  1 セットとウェーランド蘭語辞典（Weiland, 

P.: Nederduitsch taalkundig woordenboek. Amsterdam: J. Allart, 1799-1811. 11 v）1 

セットあるのみであった。塾生は会読前に「ヅーフ・ハルマ」の置かれている「ヅーフ部

屋」に集まり、鳩首して勉強に励んだ。「ヅーフ・ハルマ」とはフランソワ・ハルマ

（François Halma）が編纂した仏蘭辞典18をもとに、長崎の和蘭商館長のヘンドリック・

ヅーフ（Hendrik Doeff）が日本人通詞と共に編纂した日蘭辞書のことである。「ヅーフ・

ハルマ」は文化 9（1812）年、編纂が開始され、ヅーフが帰国した後、天保 4（1833）年、

浄書本が完成した。ヅーフは序文に、この辞典編纂を援助した日本人について，小通詞中

山将十郎を筆頭に吉雄権之助、校正と筆写に吉雄の門下、西儀十郎、石橋助十郎、名村八

太郎、全八十郎、猪俣伝次郎、西甚三郎、植村作十郎、志筑長三郎および三島松太郎を充

てたと記している19。 

 適塾にあった「ヅーフ・ハルマ」は塾生たちの欠かせない資料としてヅーフ部屋からの

持ち出しは禁止されていた。適塾の成績評価は会読の出来不出来により昇格が決まるため、

会読前日は「前後左右引張り合い、容易に手に取ることも叶わざる程なり」と長与専斎の
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「松香私志」にある20。「ヅーフ・ハルマ」は江戸にも伝わり、安政 2（1855）年から 5

（1858）年にかけ、桂川甫周らの改訂による「和蘭字彙」として刊行された21。 

 

 緒方洪庵は大坂中之島の筑前福岡藩黒田屋敷出入りの蘭学医でもあった。ある時、藩主

黒田長溥から最新の「ワンダーベルトの物理学」22の原書を借りてきた。諭吉は、塾生総

掛りで原書のうち「エレキトル」の部分を「昼夜の別なく、飯を食う間も煙草をのむ間も

休ます、ちょっともひまなしに、およそ二夜三日の間に、エレキトルのところは申すにお

よばず、図も写して読み合わせまでできてしまった」と語っている23。こうした蘭書の筆

写が塾生の生活を支える収入源ともなっていた。 

 

２－３．江戸中津藩奥平中屋敷における資料との関わり 

 安政 5（1858）年、諭吉は江戸築地鉄砲洲の中津藩邸奥平中屋敷の長屋に蘭学塾を開い

た。日米修好通商条約の締結後、中津藩でも西洋式の鉄砲術採用の必要性が認識され、江

戸の藩邸に蘭学塾を開き、長崎生まれの杉亨二（日本統計学の祖）、薩摩国出水郷出の松

木弘安（後の寺島宗則）、らを蘭学教師として招き藩士に学ばせていた。やがて適塾に中

津藩士の諭吉が塾長でいることが知れ、江戸の藩邸に呼び寄せられたものである。諭吉の

塾について、慶應義塾図書館史に次の記述がある。 

 

 「福澤が鉄砲洲の勤番小屋をあてがわれて、江戸扶持として六人扶持が本来の十三

石の他に下附された。十三石は中津にいる母と姪の生活費で、六人扶持が江戸にいる

福澤の給金だとするとなかなか原書は買えない。（中略）六人扶持で、教授の謝礼や

写本の礼金位の収入は多少あったとしても、蘭書の所持は思いもよらない。というよ

うなわけで、初期鉄砲洲の塾は原書もなければ、ことさらズーフ部屋と名付けるよう

な場所もない極小私塾であったと想像される」24  

 

 初期の福澤塾においても適塾におけるように筆写と会読に明け暮れる日々であったと推

測される。この当時、江戸にあった蘭学塾は、箕作阮甫、伊藤玄朴、坪井信良、戸塚静海、

杉田玄端らの私塾と幕府の蕃書調所であった。幕府の御典医を務める蘭学医で「和蘭字

彙」の編者でもあった桂川甫周の屋敷は諭吉の居住する鉄砲洲の中津藩邸からほど近い築

地にあり、ここは蘭学を通じて西洋の学問や文物に関心を持つ人々のサロンのようであっ

た。諭吉は足繁く桂川家に通い、ここで神田孝平、箕作秋坪、柳川春三と知り合った。 

 

 「その家は日本国中の蘭学医の総本山とでも名をつけてよろしい名家であるから、

江戸はさておき日本国中蘭学社会のひとで桂川という名前を知らない者はない。ソレ

ゆえ私なども江戸に来ればなにはさておき桂川の家には訪問するので、たびたびその
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家に出入りしている」25 

 

 諭吉にとって桂川家代々の御典医が収集した蘭書も魅力的で、福澤塾における原書の供

給元としての意味合いもあったのではないかと推測される。 

 

２－４．英学ショックと転向 

 安政 5（1858）年 6 月 19 日、日米修好通商条約等いわゆる安政五カ国条約が締結され、

安政 6（1859）年 6 月 2 日、神奈川（横浜）、長崎、箱館が開港した。斎藤多喜夫は 6 月 2 

日に入港した「和蘭陀一番船シキルレル」に乗っていたルイス・クニフラー（福翁自伝に

はキニッフル）が 6 月 17 日に「見世開」きしたことを明らかにした26。このクニフラーこ

そ諭吉を蘭学から英学に転向させることになった人である。 

 諭吉が横浜を訪れたのは、クニフラーが「見世開」きして間もない時期である。「福翁

自伝」には「外国人がチラチラ来ているだけで、掘立小屋みたいな家が諸方にチョイチョ

イできて」おり、「店の看板も読めなければ、ビンの貼紙もわからぬ。なにを見ても私の

知っている文字というものはない」と書かれているように「横浜はまさしく開けたばか

り」だった。諭吉の知っている蘭語の文字も見えなければ蘭語の会話も聞こえてこない。 

 

   「ブラブラ歩くうちに、ドイツ人でキニッフルという商人の店にブチアタッた。そ

の商人はドイツ人でこそあれ蘭語蘭文がわかる。こっちの言葉はロクにわからないけ

れども、蘭文を書けばどうにか意味が通ずる」27 

 

 「今まで数年の間死にもの狂いになってオランダの書を読むことを勉強した、その勉強

したことが、今はなんにもならない。商売人の看板を見ても読むことができない」諭吉の

ショックは大きなものだっただろう。諭吉は「横浜から帰った翌日（中略）、それから以

後はいっさい万事英語」と覚悟を決めた28。 

 

 当時、江戸にあった英学塾は、森山多吉郎ら長崎通詞、中浜万次郎らの漂流民らによる

私塾と蕃書調所等であった。諭吉は幕末外交の中心人物森山栄之助（多吉郎）が公務の傍

ら小石川に開いていた英学塾を訪ね、入門を許される。しかし、森山が公務多忙のため一

度も学ぶ機会が得られず、中津藩留守役の奥書のある願書を持参して蕃書調所に赴き、入所

を許された。「蕃書調所」は安政 2（1855）年、九段下に「洋学所」として、翌 3 年に「蕃

書調所」と改称されて開設された、海防に必要な洋書の翻訳と人材育成を目的として幕府

が設立した洋学の教育研究機関である。だが、蕃書調所からは蘭英辞書の借り出しができ

ないと知ると、即刻そこを退所した29。 
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 独学で英学を学ぶことに決めた諭吉は、奥平中屋敷に補助金 5 両を願い出て許され、

ジョン・ホルトロップの英蘭・蘭英辞書 “English and Dutch Dictionary”30 を購入した。 

 

 「初めは英文を蘭文に翻訳することを試み、一字一字字を引いてそれを蘭文に書き直せ

ば、ちゃんと蘭文になって文章の意味を取ることに苦労はない（中略）英学で一番むずか

しいのは発音で（中略）子どもでもよければ漂流民でもかまわぬ、そういう者を捜し回っ

ては学んでいた」31 

 諭吉が英学に転身し、万延元年遣米使節団の乗るポーハタン号の随行船咸臨丸でアメリ

カに旅立つ安政7年1月22日までの間、福澤塾の塾生たちにどのような動きがあったのか

を記録するものは見つからない。 

 

３．海外における資料体験 

３－１．咸臨丸で初の渡米 

 万延元（1860）年 1 月 22 日、幕府は日米修好通商条約の批准書交換のため、新見豊前

守正興（外国奉行兼神奈川奉行）を正使に、村垣淡路守範正（外国奉行兼箱根奉行）を副

使とする総勢 77 名からなる遣米使節団を送りだすことになった。ポーハタン号では荷物が

積みきれず、また万一の事故に備えて咸臨丸（勝海舟船長）が随行することになった。咸

臨丸の軍艦奉行木村摂津守喜毅は、蘭学医桂川甫周の妻久邇の弟にあたる。そこで諭吉は

桂川の手紙を添え木村喜毅の従僕となることを願い出て、咸臨丸に乗り込むことができた。

咸臨丸は安政 7（1860）年 1 月 19 日、ポーハタン号よりも一足先に出港し、2 月 26 日に

サンフランシスコに到着し、ポーハタン号がパナマ運河経由でワシントンに向かうのを見

届けた後に出港し、途中ハワイに寄港して安政 7（1860）閏年 5 月 5 日浦賀に帰着した。 

 諭吉は通訳の中浜万次郎と共に木村喜毅に随行し、造船所、砂糖工場などなどを見学し

ている。諭吉はサンフランシスコ滞在中に写真館の少女と記念撮影をし、中浜万次郎と共

に「ウェブストルの字引を一冊づつ買ってきた。これが日本にウェブストルという字引の

輸入の第一番」であった32。また、中国人から購入した「華英通語」は後に諭吉が木村家

の援助を受けて出版した快堂蔵版「万延庚甲 増訂華英通語」のネタ本となっている。 

 咸臨丸には漂流民で語学堪能な中浜万次郎とアメリカの測量船フェニモア・クーバー号

のブルック船長ら 11 名が便乗していたこともあり、諭吉は「アメリカ渡航を幸いに彼の国

人に直接して英語ばかり研究していた」33。 

 安政 7（1860）3 月、桜田門外の変により井伊掃部守が暗殺され、国内には攘夷論が勢

いを増してきた。諭吉は「できるだけ英書を読むようにして、生徒の教授にも蘭書は教え

ないでことごとく英書を教える」ようになった。安政 7（1860）年 11 月、諭吉は幕府の外

国奉行支配翻訳御用を命じられた。当時の外交文書には必ず蘭語の訳文が添えられており、

翻訳する際に諭吉の蘭学知識は大いに役立った34。諭吉にとって、外国方が所蔵するさま
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ざまな英語の原書を借りだせることや英文と蘭文を対照する翻訳作業が英語研究に役に立

ったと思われる。 

 

３－２．文久遣欧使節団での渡欧 

 文久 2（1862）年、攘夷論を抑えるため、修好通商条約で約束した兵庫、新潟の開港と

江戸、大坂の開市の延期要請を狙う幕府は急きょ文久遣欧使節団を編成し、ヨーロッパに

派遣した。正使は竹内下野守保徳、副使は松平石見守康直、目付に京極能登守高朗のほか 

36 名であった。諭吉は松木弘安、箕作秋坪らと共に通訳として任命された。一行は文久元

（1861）年 12 月 23 日品川を出港し、フランス、イギリス、オランダ、ドイツ、ロシアを

訪問し、往路を辿って 12 月 10 日に帰国する一年がかりの旅であった。 

 咸臨丸での渡米とは違い「旅中はいっさい官費で、ただ手当として 4 百両の金をもらっ

た」。そのうち百両だけは中津にいる母親に送り、残りは旅支度と原書購入費用に充てた。

文久 2（1862）年 4 月 11 日付けのロンドンから島津祐太郎に宛てた書簡には次のような記

述がある。 

 

 「先つ洋法を採用するには、実地之探索は勿論候得共、迚も壱人にて僅之時日に尽

しかたく、後は書籍取入れ候より外手段無之、既に当府（ロンドン）にて英書も大分

相調候得共、尚又和蘭に参候はば、十分に買取候積に御座候。江戸にて頂戴仕候御手

当金は、不残書物相調、玩物一品も持帰さる覚悟に御座候。御在所表にも医学所御建

相成候由候得共、迚も洋書杯御備は未だ出来間敷、私帰府之上は、先ず一通り辞書窮

理書医書類、其外砲術書当は、御在所にも相揃候積に御座候」35   

 

 諭吉は、洋学教育に基づく人材養成が不可欠であることや、英国や和蘭で大量の洋書を

購入し、国許に新設された医学所に辞書、窮理書、医学書、砲術書などを備えることを考

えていた。「福翁自伝」には、「ロンドンに逗留中、ほかに買物もない、ただ英書ばかり買

ってきた。これがそもそも日本へ輸入の始まりで、英書の自由に使われるようになったと

いうのもこれからのことである」とある。「慶應義塾紀事」によると「文久 2 年英国開板

の物理書、地理書、学術韻府等の書に併せて経済書一冊を得たり。即ちチャンブル氏教育

読本中経済の一小冊子にして当時は日本国中稀有の珍書なり」、また「英清辞書二冊千八

百六十二年竜動で買う。価五ポンド、火災余甚だ高価なりき」とある。ヨーロッパ諸国で

の見聞は、ロンドンで買い求めたチェンバーズ経済書（Chamber’s Educational Course ; 

Political Economy, for use in schools and private instruction. William and Robert 

Chambers, London & Edinburgh）の内容で補強され「西洋事情 外編」として刊行さ

れた。これとは別に蕃書調所等の幕府の機関が外交、貿易、軍事、学制、製造等のため必

要な書籍の購入を使節団に依頼し、使節団はフランスと英国で 176 部、338 冊の資料を購
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入している36。また、松木弘安が森山多吉郎に宛てた 4 月 11 日付けの書簡に次のような

記載がある。 

 

  「英国之著書甚盛にして、或る翰林院、さとしをしと申に到見候処、六百万巻之蔵書

有之と申事にて、驚入申候。乍併英国はフランスとは違ひ、諸人著書を為すに、官の

助を得ざるが故に、書価甚高く、フランスの倍価に困入申候」37 

 

 この資料購入に松木弘安が関わっていたことは確実であるが箕作秋坪の関与は明確では

ない。諭吉の記録にはこの書籍購入との関係についての記述はない。 

 

 旅の記録として諭吉が残したものに「西航記」と「西航手帳」がある。「西航手帳」は

パリで買い求めた黒皮細長の手帳で、視察した先々での断片的なメモが記されている。

「西航記」の記事のうち図書館を視察したと思われるものを抜粋すると以下のようになる38。 

 

文久 2（1862）年 

 4 月 21 日（ロンドン）「ドクトルチャンブルスと共（に）キングスコレージ学校」 

 6 月 19 日（ユトレヒト）「ユトレフトは荷蘭の一大都会にて学校、器械局等、甚盛な

り。」 

 6 月 20 日（ベルリン）「朝第 9 時より馬車に乗り学校病院等を観る」 

 6 月 29 日（ベルリン）「獄屋え行く（中略）獄内に学校五所あり。一週間二度、悉く

罪人を出し教授すること、尋常の学校に異なることなし、平日も書籍を與へ暇時あれ

ば復読せしむ」 

 7 月 5 日（ベルリン）「大学校に行く。第一等教師をマグニュスと言う。教師二百人、

書生千人あり」 

 7 月 27 日（ベルリン？）「ミユシトコ、商社。学校。病院。貧院。製造局。鉄路。傳

信機。瓦斯。博物館。植物園。書庫」 

 8 月 13 日（ペテルスブルグ）「書庫／900.000／40,000／handschrift／九十万 板本

／四万 写本／魯のモスコーにて初て／板本を造る 1567／又 1491 此は外国にて／

出板／1440 獨逸にて出板／ラテン語の書此を／欧州第一の板本なりと／Zither

（この項は「西航手帳」） 

 8 月 14 日（ペテルスブルグ）「蔵書庫に行く。書籍の数、板本九十万冊、写本四万冊。

右の内魯西亜出板の所は僅かに六万冊のみ。古書あり。千四百四十年獨逸出板の経書

なり。是欧羅巴最古の板本と云う」 

閏 8 月 3 日（パリ）「羅尼と共に書庫を観る。巴理に書庫七所あり。今日所見は最大な

るものなり。書籍百五十万巻。此書を一列に竝るときは長さ七里（仏里法）なるべし
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と云う」 

 

 8 月 13 日と 8 月 14 日のペテルスブルグの記事中の「古書あり。千四百四十年獨逸出板

の経書なり。是欧羅巴最古の板本」とは、グーテンベルクの 42 行聖書のことと思われる39。 

 諭吉がペテルスブルグの帝政ロシアの帝国公共図書館と巴里の国立図書館を見学し、そ

の蔵書の膨大さに肝を潰した様子も手に取るように分かる。ベルリンでは刑務所にさえ図

書館があり、しかも収容されている罪人に貸し出しもする、という状況を前に、近代的な

「ビブリオテーキ」のイメージを描くことができたのかもしれない。しかし、一般に視察

というものは、施設や設備、書架や書籍・資料など静的なものを観るのみで、実際のサー

ビスやアクションを観てその意味を理解することはなかなか困難なことだったであろう。 

 

 オランダ滞在中の使節団の行動については、長尾政憲が詳細に検討している40。この中

から関係記事を抜き出すと次のようになる。 

 

   6 月 17 日 「博物館へ」 

   6 月 26 日 「書肆を呼て書籍を購う」（N.R.C 新ロッテルダム新聞記事） 

   7 月 8 日  「十二日レーデンの大学校に行く」（西） 

   7 月 9 日  「ライデン大学へ、物理学研究所等見学」（N.R.C.） 

 

 文久 2（1862）年 12 月 11 日、使節団一行は帰国する。この年の 8 月に生麦事件が起こ

り、帰国翌日には品川御殿山の英国公使館の焼き討ち、翌年 5 月には長州藩の外国船砲撃、

7 月薩英戦争勃発、8 月攘夷親征の詔勅発布、元治元（1864）年 7 月、蛤御門の変、8 月、

蘭、英、仏、米の連合艦隊の下関砲撃、慶應元（1865）年 4 月、長州征伐発令、慶應 2

（1966）1 月、薩長同盟、慶應 3（1867）10 月、大政奉還、慶應 4（1968）1 月、鳥羽伏見

の戦い、4 月、江戸城開城、5 月、上野彰義隊の戦い、9 月、明治改元という江戸から明治

への疾風怒涛の時代の中にあった。 

 文久元（1861）年、諭吉の結婚を機に福澤塾は芝新銭座に移され、文久 3（1863）年、

ふたたび鉄砲洲の奥平中屋敷内に戻っている。参勤交代が緩和され中津藩江戸藩邸の藩士

の多くが中津に引き上げたため鉄砲洲の奥平中屋敷内も空家が多くなった為である。諭吉

は「可なりの藩士の在勤せし古き長屋二軒の大小教室」を使用していた（森春吉回想）41。

「塾は東西に別れ、西は小幡塾頭、東は和田塾頭にて監督し、教科書は大概、文典、地理

書、窮理書、化学書等なり」（立田革旧懐）とある42。これらの回想は慶應 4（1868）年、

築地鉄砲洲が外国人居留地になることで再び新銭座に移転するまでのことを指す、福澤塾

の資料の状況は、慶應 3（1967）6 月、アメリカから帰国した際に露見した小幡塾頭の事件

から推測できる。「恭平取糺候処、卯 4 月ヅーフ壱冊、中丁岡村屋へ質入、金九両借用の由、
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福澤の旧書人身窮理は売払い、同断刀は弐両にて質入の由」と諭吉の備忘録にある43。小

幡は「ヅーフ・ハルマ」や他の蘭書を他の塾生に知られぬよう抜き出して換金したのだろ

う。つまり、蔵書はどこかに集められて置かれ、塾頭の小幡恭平が責任をもって資料の出

し入れを管理するシステムがあったと推察される。 

 

３－３．2 度目の渡米と資料購入 

 慶應 3（1867）年、委員長勘定吟味役小野友五郎、副委員長開成所頭取並松木寿太郎

ほか 10 名から成る軍艦引取委員会がアメリカに派遣されることになった。諭吉は通訳とし

て委員会メンバーに加わった。今回のアメリカ行きには諭吉の側に大量の洋書購入という

明確な意図があった。また、それが帰国後の小野友五郎と松木寿太郎による弾劾と謹慎処

分につながることにもなった。諭吉の「慶應三年日記」には次の記述がある。 

 

   4 月 5 日 ニューヨルクより書林来り終日多用  Appleton & Co. 

   4 月晦日 ニューヨルクよりアップレトンの書附来る。June 1st。 

 

 諭吉はワシントン滞在中にニューヨークのアップルトンという書店から資料を購入した

ことが分かる。「福翁自伝」ではこのあたりの事情を次のように語っている。 

 

   「旅行中に費用はすべて官費であるから、政府から受け取った金はみな手元に残る

ゆえ、その金をもって今度こそは有らん限りの原書を買ってきました。大中小の辞書、

地理書、歴史等は勿論、そのほか法律書、経済書、数学書などもそのとき初めて日本

に輸入」44 

 

 諭吉は、明治 10 年の第 100 回三田演説会で「其書類は辞書の外、英氏の経済論、「ク

ワッケンボス」の窮理書、文典、米国史「パーレー」及び「グードリチ」の万国史、英国

史等、いずれも皆古今未だ嘗て目撃せざる所の珍書にして、就中其経済論の如き・・・絶

妙の文法、新奇の議論、心魂を驚破して食を忘るるに至れり」と述べている。アメリカで

の原書購入の費用は、仙台藩、紀州藩からの資料購入用の預かり金およそ 2500 両、諭吉

が持参した資金 2000 両など併せて 5000 両と推定されている45。  

 

 諭吉は帰国後、小野友五郎と松本寿太郎による「アメリカ御用中福澤諭吉勤方の義に付

再応申上候書付」（弾劾文草稿）46で、外国人に 500 ドルを持ち逃げされたこと、身分不相

応な買物をしたこと、輸送費を公金から支出したこと、幕府用の洋書購入に手数料を請求

したこと等を挙げて弾劾された。そのため諭吉は外国方から明治 3 年 7 月、謹慎を命じ

られた47。また、横浜に到着した「箱 大小 数 弐拾、内 書籍・地図類・地球
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（儀）・小児手車（乳母車）・革文庫（内黒羅紗切入）・掛時計・此外手廻り品」も差し押さ

えられた。諭吉は弁明書を提出し、10 月には謹慎が解除され、差し押さえられた荷物も

12 月 1 日、老中兼外国事務総裁小笠原長行から小野、松本に対して差押荷物を外国奉行

に引渡すよう命令が下され、やがて諭吉のもとに届いた48。  

 差し押えられた荷物の中には仙台藩と紀州藩から依頼を受けて購入した書籍もあり、仙

台藩大童信太夫（慶應 3 年 6 月 29 日付）、紀州藩山口良蔵（慶應 3 年 9 月 7 日付）に宛て

た書簡で差押えの事情を説明し引渡の遅延を詫びている49。 

 

 山口一夫は、諭吉がアップルトンから購入した資料の書名を、明治 2 年の「慶應義塾

之記」の日課表の「エーランド氏経済書講義」、「クワッケンボス氏合衆国歴史講義」、「同

窮理書講義」、「パルレイ氏コモンスクール万国歴史会読」、「オヲミング氏人身窮理書会

読」、「コルネル氏ハイスクール地理書素読」、「ペイトルパルレイ氏万国歴史素読」から、

これらの書籍が米国から持ち込まれたと推定している。また、諭吉が仙台藩からの依頼で

購入した原書の目録「藩学養賢堂蔵洋書目録」には、金子宏二によると英書を中心に 42

部 779 冊が収載されている50。  

 

  1． 大字書 拾八冊 Webster’s Dictionary unabridged new illustrated edition 

3000 engragins 

  1． 字書 拾五冊 Webster’s Dictionary 

  1． 初学窮理書 二冊 First lesson on Natural philosophy for children 

  1． 希臘史 一冊 History of Greece    Swell 

  1． 羅馬史 一冊 History of Rome   Swell 

  1． 政体書 一冊 Elements of Political Economy  Wayland 

  1． 算書 二九冊 Perkins Treatise on Algebra 

  1． 地理書 十五刷 Cornell’s Grammar school geography 

  1． 通国史記 二十六冊 Parley’s Universal history school edition 

  1． 通国史 拾一冊 Goodrich Parley’s Common schook history of the world 

  1． 舎密書 一冊 Youman’s New chemistry 

  1． 合衆国海軍書 一冊 Ordmance instructions v.5, Navy 

  1． 窮理書 七十六冊 Natural philosophy Quackenbos 

  1． 語学書 九十八冊 New primary reader 

  1． 同 第三 三十五冊 Mandewille’s New series the third reader 

 

 これらから、山口は仙台藩「藩学養賢堂蔵洋書目録」掲載の資料は慶應義塾で教科書と

して使われたものも同じものだと推測している51。安政 5 年の福澤塾開設以降の状況につ
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いては中山一義「『慶応義塾紀事』に関する若干の考証」に詳しい52。 

 

 慶應 4（1868）年 4 月、諭吉は塾を鉄砲洲から芝新銭座に移し、慶應義塾と命名し、7

月には「慶應義塾之記」を起草している。アメリカで購入し、差押えが解除された数々の

原書はようやく慶應義塾の書架に並べられた。かつての蘭学塾の資料欠乏時代とは打って

変わり、塾生はそれぞれの手元に原書と辞書を置き、勉学に励むことができるようになっ

た。井上如は東京大学附属図書館の初期の蔵書状況を「東京大学百年史部局史第二十六編

附属図書館」によって調べ、「蕃書調所」の蔵書は「箕作秋坪の「蕃書調所書籍目録写」

（安政 5，6 年）に図書 689 点，1,940 冊，「東京開成学校文庫書目英書之部」（明治 8

年）に 845 点，1 万 869 冊）」と「おびただしい複本」があることを指摘している53。原

書の輸入により塾教育に大きな変化が起こったことが推測できる。  

 

４．諭吉の資料環境と資料観の変遷 

 幼少期から明治 4（1871）年の慶應義塾の「書籍出納之規則」制定までの諭吉を取り

巻く資料環境は、1）蘭学以前、2）蘭学修業期、3）海外見聞期、4）洋学教育期に分け

ることができよう。 

 1 ）蘭学以前 

 天保 5（1834）年の諭吉の誕生から兄三之助の勧めで長崎に向い蘭学を学び始める嘉

永 6（1853）年までのおよそ 20 年間で、この時代は父百助の収集した漢籍に囲まれてい

た時代と言えるだろう。白石照山等の元で詩経、書経、左伝などの素読や講読に励んだ時

代である。 

 

 2 ）蘭学修業期 

 長崎でスタートした蘭学修業はアルファベットの読みから始まり、いきなり原書講読と

なるが、長崎そして大坂の適塾時代、江戸鉄砲洲中津藩奥平中屋敷の福澤塾の時代を通し

て、諭吉自身が関わった蘭学塾の資料環境はどこも劣悪と言えるものであった。藩主や幕

府の御典医桂川など経済的に恵まれた所には漢籍や原書のコレクションが存在しており、

諭吉はそこから借りることもあった。福澤塾においても諭吉の所有する原書、筆写本、あ

るいは桂川家から借りてきたであろう原書を筆写することから蘭学修業がスタートしてい

る。辞典では、渡欧中の小幡事件から「ヅーフ・ハルマ」等が備えられていたことも分かる。 

 

 3 ）海外見聞期 

 英学に転向した際には原書と辞典を確保することが第一に為すべきことであった。英和

辞典ともなると文化 11（1814）年に完成した「諳厄利亜語林大成」など極めて少数の刊本

や筆写本があるのみで、諭吉は既知の蘭語や中国語と英語との対訳辞典に頼ることになっ
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た。咸臨丸でサンフランシスコに渡った諭吉と資料との関わりについて「福翁自伝」には

「ウェブストルという字引」を買ってきたこと以外には書かれていない。しかし「ウェブ

ストル」を購入した書店に並ぶ大量の原書は諭吉の垂涎の的であっただろう推測される。

軍艦奉行木村喜毅の従僕としては「ウェブストル」と「華英通語」を購入する以上の原書

購入はできなかったにせよ、初の外国での書店訪問は、原書を扱う書店の存在とその機能、

資金さえあればいくらでも原書が買えることを諭吉に強く印象付け、軍艦受取委員会に通

訳として随行した 2 度目の渡米での資料購入の目論見と、後に設立した丸屋書店（現丸

善）に繋がると思われる。文久 2（1862）年 1 月には文久遣欧使節団一行に通訳として

加わり渡欧 1 年間にわたってヨーロッパ各国を巡回した。 

 

 4 ）洋学教育期 

 万延元（1860）年 11 月、諭吉は「外国奉行支配翻訳御用御雇」を命じられ、文久 2

（1862）年 1 月には文久遣欧使節団一行に通訳として加わり渡欧各国巡回を行なった。諭

吉はロンドン滞在中に中津藩重役島津祐太郎に宛てた書簡で、洋学教育の重要性とその為

に原書を大量に買い集める必要性を力説している。この書簡によると諭吉の原書収集は、

洋学教育におけるテキスト購入を目指していたことは明らかである。この訪欧の際に諭吉

が購入した書籍は「英清辞書」と「チェンブルス経済書」である。蕃書調所等から依頼さ

れた大量の書籍購入に諭吉が関わっていたか否かは不明である。 

 

 慶應 3（1867）年、軍艦受取委員会一行に随行して再び渡米した諭吉の意図は明確で

あった。仙台藩、紀州藩、中津藩からの依頼も受け、洋学教育のため大量の資料購入を果

たすことであった。当然、諭吉自身にも慶應義塾のための原書購入の目論見があった。 

 購入した資料には、仙台藩の「藩学養賢堂蔵洋書目録」や中山一義「『慶應義塾紀事』

に関する若干の考証」に見られるように、大量の同一タイトルの原書、辞書の複本がある。 

 これらのことから諭吉の資料収集の目的は、蘭学修業時代の貧弱な資料環境を一気に変

える画期的な洋学教育環境の整備であった。しかし、こうした熱心な資料収集の動きの裏

に、諭吉の意識はまた別のところにあった。「福翁自伝」には次のような記述がある。 

 

   「凡そ書籍上で調べられる事は日本に居ても原書を讀で分からぬ處は字引を引て調

べさへすれば分からぬ事はないが外国の人に一番分り易い事で殆ど字引にも載せない

と云うような事が此方では一番六かしい、だから原書を調べてソレで分らないと云う

事だけを此逗留中に調べて置きたいものだ」54 

 

 調べたことのひとつが欧米における教育システムである55。慶應義塾は諭吉が欧米で見

聞した学校教育システムを具現化し、資料はその見取り図のなかに嵌めこまれたものでは
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ないだろうか。 

 

５．諭吉の資料観と「ビブリオテーキ」 

 文久 2 年の遣欧使節団の通訳として渡欧した際の経験を元に書かれた「西洋事情 初

編」巻之一に「文庫」という見出しで次のような記述がある。 

 

   「西洋諸国の都府には文庫あり。「ビブリオテーキ」と云う。日用の書籍図画等より

古書珍書に至るまで万国の書皆備り、衆人来りて随意に之を読むべし。但し毎日庫内

にて読むのみにて家に持帰ることを許さず。竜動の文庫には書籍八十万巻あり。彼特

堡の文庫には九十万巻、巴理斯の文庫には百五十万巻あり。仏人云う、巴理斯文庫の

書を一列に並るときは長さ七里なるべしと。文庫は政府に属するものあり、国中一般

に属するものあり。外国の書は之を買い、自国の書は国中にて新たに出版する者より

その書一部を文庫へ納めしむ。」56  

 

 ここには文久遣欧使節団としてヨーロッパ諸国を巡った際の図書館見聞が反映している。

これ以外に諭吉が文庫（図書館）の目的、機能などについて論じた記録は見つけることが

できなかった。諭吉は「西洋事情 初編」の中で納本制度についても触れている。また、

著作権法についてもこの旅の途中で調査を行った。 

 

 以上のことから、諭吉は新しい時代の教育者として、慶應義塾や他藩の洋学教育機関の

運営のため、洋学教育のため、翻訳のために必要な原書と辞書を備えることに眼を向けて

いた。また塾教育を行う際の資料使用法に注意が払われ、「ビブリオテーキ」の機能や施

設設備運営法等に関心があった訳ではないと思われる。「福翁自伝」の次の記述は、資料

に対する諭吉の姿勢を物語っている。 

 

   「塾の何十人という生徒に銘々その版本を持たして立派に修業の出来るようにした

のが、実に無上の便利でした」57  

 

 慶應 3（1867）年、美濃国武儀郡笹賀村出身の優れた蘭学医早矢仕有的が福澤塾に入塾

し、蘭学、英学を学んだ。そんな早矢仕有的を諭吉は説き伏せ、明治元（1868）年、横

浜新浜町に現在の丸善株式会社の前身である「丸屋」を開業させた。丸屋は明治 2

（1869）年 2 月に「丸屋商社」となり、図書、医薬品、実験道具などを輸入販売している。

早矢仕有的は丸屋善七と名乗り、東京日本橋に「丸屋善七商店」（書店）を開業し、さら

に明治 3（1870）年には大阪に「丸屋善蔵店」（書籍、薬品）を開業している58。 
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 これらのことから、幕末の諭吉の幼少期から明治 4（1871）年、「慶應義塾社中之約

束」中「書籍出納之規則」制定に至るまでの資料への眼差しは近代的な「ビブリオテー

キ」を我が国に実現することに向けられていたのではなく、近代的洋学教育の実現と教育

の道具としての資料という認識にあったと思われる。 
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