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岩倉具視と「文化外交」

――大蔵経，法隆寺の貝多羅葉写しのイギリスへの送付を通して――

齊 藤 紅 葉＊

は じ め に

1883 (明治 16) 年 7 月 20 日，前右大臣岩倉具視が死去した (満 57 歳)。公卿出身の岩倉は，

慶応 3 年 (1867) の王政復古，そして，その後の明治政府の確立に，武家出身の木戸孝允や大

久保利通らとともに力を尽くした。明治 4 年 (1871) 10 月から，亡くなる前日まで約 12 年に

わたり右大臣を務めた人物である。

岩倉が亡くなった 10 日後の 1883 年 7 月 30 日，イギリスの新聞『タイムズ』(The Times)

に，岩倉について紹介する書状が掲載された。イギリスのオックスフォード大学でサンスク

リット学を教えていたマックス・ミュラー (Friedrich Max Müller) が，7 月 25 日に書いた，次

のようなものであった。

本日のタイムズで，天皇の大臣の一人である岩倉具視の死の発表を目にしました。故大

臣が，日本におけるサンスクリット語の文献調査に積極的な関心を寄せていたことを知る

と，読者の中には興味を持つ人がいるかもしれません。今年の 3 月 28 日，東京の岩倉か

ら，法隆寺に神聖な遺物として保管されていた古代の椰子の葉 (貝多羅葉：括弧内は筆者注

記。以下，本稿内同。) について，正確な写真を撮ることに成功したとの手紙を受け取りま

した。これは西暦 600 年以来，法隆寺に保管されていたもので，現存する最も古いサンス

クリット語の資料です。この写真は実際に届いたので，近々，正確なコピーを出版したい

と思います。故岩倉大臣は，日本の寺院などにまだ隠れている可能性がある同様の宝物に

関して，情報を入手するために全力を尽くすことを約束していました。この岩倉具視とい

うのは 10 年程前に帝の大使としてイギリスを訪れており，息子の一人はオックスフォー
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ドで教育を受けました1)。

岩倉が法隆寺の仏典の写真を送付した経緯やその意図などは本論で詳述するが，この記事か

ら岩倉が仏典の情報を通して，イギリスとのつながりを持っていたことがわかる。

ミュラーが書状の最後に記したように，岩倉は明治 4 年 (1871) 11 月 12 日から 1873 (明治

6) 年 9月 13 日まで，岩倉使節団の大使として欧米を訪問した。その間，イギリスには，明治

5年 (1872) 7 月から 11 月，約 4ヶ月，滞在した。

岩倉使節団が欧米で何を見，それがその後の近代日本にどのように反映されたかについては，

これまでに多くの研究が行われている。最初に到着したアメリカでは，条約改正交渉に失敗し，

国家の利害が関係した際の欧米列強の外交の厳しさを認識したことは有名である2)。このよう

な外交での失敗の一方で，使節団一行は，欧米列強の工業・産業の近代化を見聞し3)，日本と

の国力の相違を強く認識した。そして欧州が長い歴史をかけて近代国家にたどり着いたことを

眼前にして，外国の文物を単純に導入するだけの表面的な開化ではなく，漸進的に近代化を推

し進める必要性を認識した4)。また使節団の副使で，積極的に各国の政体調査を行った木戸孝

允や，同じく副使であった大久保利通らが，帰国後，日本で漸進的な立憲政体樹立に取り組ん

でいったこと5)，殖産興業を意識した大久保が帰国後に内務省を設立し勧業政策をすすめてい

くこと6)などについても研究が進んでいる。

その一方で，大使の岩倉が使節団で何を学び取り，それをその後の国家建設にどのように生

かしたのかについては明らかにされているとはいいがたい7)。このことは，当時の岩倉の日記

が残っていないなどの史料上の問題に加え，岩倉が後に，漸次立憲政体樹立の詔の発布に反対

したり，1881 年にイギリス流ではなくプロイセン流の憲法制定を求めたことなど8)，保守的な

岩倉イメージがあることとも関係していよう。

岩倉使節団で岩倉がどのようにイギリスを見，それが後の岩倉にどのように影響を与えたの

か。それは，欧米外遊によって列強の近代化の実態を強く認識した岩倉が，明治初期，近代国

家日本の構築への模索の中で，公卿出身の自身の立場を生かしながら果たそうとした役割にも

関わるものである。そのことは，国際環境の急変に明治国家がどのように対応し，厳しい国際

関係の中で国家の独立を維持しようとしたかという，明治維新のあり方につながるだろう。

そこで，本稿では，冒頭にあげたように，岩倉が仏典の情報を介して，帰国後もイギリスや

イギリスの学者などとつながりを取り続けていたことを通して，その一端を論じたい。従来，

岩倉がイギリスへの仏典送付に関わった詳細は明らかにされてきていないため，その経緯等を

先に記し，岩倉にとっての意義を後述する。なお，史料の引用に当たっては，旧字を新字に，

カナを平仮名に改めた。
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1．1875 (明治 8) 年の大蔵経の寄贈

(1) 岩倉使節団で渡英中の約束

岩倉は，1875 年に黄檗版大蔵経を，イギリスのインド省図書館へ贈った9)。黄檗版大蔵経は

中国明代の仏典を，江戸時代初期に日本で出版したもので，一般に流布していたものであった。

このイギリスに贈られた黄檗版大蔵経は，1947 年にインドとパキスタンが独立してインド省

が廃止された後，現在はイギリスの大英図書館 (British Library) が所蔵している (図版 1)。

寄贈を受けたイギリスでは，1876 年，イギリス人で仏教や東洋について研究を行っていた

サミュエル・ビール (Samuel Beal) が，この大蔵経の目録を作成した。その本の冒頭に，ビー

ルは，インド省図書館司書にあてた書状を掲載し，その末尾に，大蔵経寄贈の経緯について次

のような内容を記した。

この大蔵経は，岩倉具視閣下が，イギリスにいた時に行った素晴らしい約束を果たし，

この大部で重要な本をインド省の図書館に提供したもので，日本政府の厚情に触れること

なく，この書状を締めくくることはできません。これは，司書と私の要請に応じて，岩倉

が，この本に興味を持っている人々のために入手することを約束したものです。現在，イ
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ギリスではこの書物を活用できる学生はわずかですが，このテーマの重要性と，このよう

にして開かれた独自の研究分野によって，近い将来，若い研究者が中国・仏教の知識を習

得し，少なくとも世界の宗教史におけるこの分野の研究において，この本が十分に役立つ

だろうことは間違いありません10)。

このように，岩倉は使節団大使としてイギリス滞在中に大蔵経の寄贈を約束し，帰国後に実

行したのである。もっとも，実際に送られたのは，イギリス滞在時から 2年以上後のことであ

る。この間，岩倉がどのように仏典寄贈に取り組んでいたかは定かではないが，日本国内の政

治情勢を鑑みると，積極的に取り組む余地はなかったと考えられる。海外から帰国した後，

1873 年 11 月には征韓論政変，翌年には台湾出兵があり，また岩倉自身が政府に不平を抱く士

族によって襲撃を受け，負傷した。政府の主導者の一人であった岩倉にとって，緊迫した国内

外情勢を前に，イギリスとの関係が関わっているとはいえ，仏典寄贈は最重要事項とはならな

かったのである。

(2) アジア駐在のイギリス外交官の動向

日本からの仏典寄贈が進展しなかった間も，イギリス側は中国や日本で仏典を入手しようと

行動していた。そのことは，1875 年 2 月，当時，英国公使通訳官であったアーネスト・サト

ウ (Ernest Mason Satow) が，通訳官兼翻訳官であったウィリアム・アストン (William George

Aston) へあてた次の書状からもわかる。

インド省の図書館で必要とされている仏典について，メモを残すのを忘れてしまったと

思います。この件に関するウェード氏の 2通の手紙は紛失してしまいましたが，それでも

答えられることがあるかもしれません。彼は，我々がその仏典を入手できるかどうか，ま

たいくらで入手できるかを知りたがっていました。これは，北大門町の古書商，和泉屋文

助で 250 から 300 ドルで手に入るものです。しかし，私が日本を去る直前に，日本の外務

省がドイツに送るために買ったという話しを聞いたか，新聞で読みました。これは，外務

省が買って，インド省に贈るつもりだったという意味かもしれません。いずれにしても，

外務省の田辺太一が，何ヶ月か前に，まだその仏典を見つけていないと話していたので，

彼が詳細を知っているでしょう11)。

書中のウェードは，駐清公使トーマス・ウェード (Thomas Francis Wade) であろう。ウェー

ドは，台湾出兵後の 1874 年に，日本と清国との交渉の仲介を行っていた。また書状に出てき

た田辺太一は，台湾出兵後，全権弁理大使大久保利通に随行して清国へ渡り，交渉の補佐に当
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たっていた。東アジアをめぐる国際情勢が変化を見せる中，イギリスのインド省は中国や日本

で仏典の入手を試みており，その際，駐日英国公使館員と日本の外務省の間でやりとりがあっ

たことがわかる。この書状の仏典の詳細は不明であるが，岩倉がイギリス滞在中に約束したよ

うな仏典の寄贈という行為は，正式な外交ルートで実施されることになっていったのである。

(3) 南条文雄による大蔵経の研究

ビールは，岩倉が寄贈した大蔵経によって，イギリスにおける仏典研究が進展することに期

待すると記したが，実際には，この大蔵経を有効に活用できるようにしたのは，日本人留学生

の南条文雄
ぶんゆう

であった。南条は大垣出身の東本願寺の僧侶である。南条は，当時の日本人が読む

ことができなかったサンスクリット語の研究のため，1876 年から，同じ東本願寺の僧侶笠原

研寿とともにイギリスへ留学した。南条らは，1879年から，オックスフォード大学のサンス

クリット学教授のマックス・ミュラーのもとでサンスクリット語研究を始めた。笠原は病気の

ために先に帰国するが，南条は 1884 年まで滞在し研究を続けた。

当時，インドを植民地としていたイギリスは，アジア協会を設立してインド古典の紹介に努

め，19 世紀にドイツ，フランスなどでも優れたサンスクリット語学者を輩出する基礎を築く

など，サンスクリット研究の最先端の地であった12)。後にミュラーは，南条らがサンスクリッ

ト語だけでなく，同様に初期仏典で使用されていたパーリ語を勉強することを望んでいる13)。

日本で用いられていた漢訳仏典ではなく，サンスクリット語の仏典により，原点に近い仏教の

本質を研究することが，当時のイギリスをはじめとするヨーロッパでの仏典研究の流れであっ

た。

そもそも南条らがイギリスに留学したきっかけは，明治 5 年 (1872) 9月から欧州を歴訪し

た東本願寺の大谷光瑩
こうえい

(当時の法主光勝の子息，後法主) が，パリの図書館でサンスクリット語

の経文を見たことであった。大谷光瑩は，共に渡欧した東本願寺の僧侶石川舜台
しゅんたい

にサンスク

リット語の研究をするよう持ち掛けたが，石川は途中で断念して帰国した。その後，大谷光瑩

の意向を受けて，石川が南条らの留学を手配したのである14)。

大谷光瑩らと同時期，岩倉使節団が欧州を訪れていた。使節団の随員の一人で，岩倉につい

て回った久米邦武は，当時，パリの国立図書館には中国，インドや日本などの書籍が備わって

おり，3, 4千年も前から現在に至る中国の書籍が収集され，ここに数ヶ月留まれば，和漢の珍

しい書も熟覧できるだろうと後に報告している15)。岩倉も同様の光景を見ていたであろう。ア

ジア地域の古代以来の書籍に対する熱心な収集を通して，欧州列強の歴史への向き合い方に驚

愕したことが読み取れる。

ミュラーは，岩倉がインド省に送った黄檗版大蔵経について，南条が目録をもっと充実させ，

インド省のコレクションを研究者が今より簡単に使えるようにすることを期待した16)。漢訳仏
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典を読める日本人留学生の手によって，大蔵経がイギリスでの研究にも活用できることを望ん

だのであろう。1881 年には，目録の印刷費をインド省が担うことなどが相談され17)，1883 年，

南条文雄が英訳した『大明三蔵聖教目録』がオックスフォード大学から出版された18)。これは

ヨーロッパで最初に出版された漢訳仏典であり，19 世紀の東アジアとヨーロッパの複雑な政

治，外交，宗教と絡み合っていたが，東アジアにおける正典の伝統を再構築した点で画期的で

あったとされている19)。この目録は，その後，「南条目録」と呼ばれ，東西仏教研究者の指針

となった20)。翌年，南条は日本人として初めて，オックスフォード大学からマスター・オブ・

アーツを授けられた。

大蔵経を寄贈した岩倉がこのような結果を思い描いていたとは考えにくいが，この大蔵経は

日本とイギリスの学問におけるつながりを生み，さらには近代日本人の学問が世界に通用する

ことを示す一端となったともいえる。

2．法隆寺の貝多羅葉の写しと写真

(1) 法隆寺の宝物献納

岩倉が，イギリスとの間で，日本にある仏典に関係して活動していたことがわかるもう一つ

の事例が，冒頭に掲げた，法隆寺の貝多羅葉 (般若心経と尊勝陀羅尼の計二枚の椰子の葉) に関す

ることである。岩倉は，1880 年にこの貝多羅葉の写しを，1883 年にはその写真をマックス・

ミュラーに送った。

この貝多羅葉は，世界的に見ても最古に近いとされるものであり21)，長らく法隆寺が所蔵し

ていた。しかし，明治以後，廃仏毀釈などの影響もあり寺院が衰退する中，財源に窮した法隆
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図版 2 梵本心経並びに尊勝陀羅尼 (貝葉)／附 訳経記



寺は，1876 年に堺県令 (当時，法隆寺は堺県の管轄) の税所篤に，この貝多羅葉を含む法隆寺所

蔵の宝物献納を願い出た。翌年の内務省による所蔵物調査を経て，1878 年，法隆寺は宝物の

うち 300点以上を皇室に献納し，代償として 1万円 (現在の約 5億円に相当) を下賜された22)。

この時，献納された貝多羅葉は，奈良の正倉院に保管されるなどした後，現在は東京国立博物

館が所蔵し，重要文化財となっている (図版 2)。

岩倉はこの皇室所有となった貝多羅葉の写し及び写真を，イギリスの一人の学者に向けて

送ったことになる。そのことは，1で記した大蔵経のように，印刷物とはいえ大蔵経そのもの

を，日本政府からイギリス政府の一部であるインド省に宛てたこととは異なっている。そのた

め，日本を代表する立場として岩倉が行ったものかどうか判然としないが，この後に述べるよ

うに，岩倉は日本の宮内省関係者や英国公使通訳官アーネスト・サトウのような外交関係者と

のつながりでこれを実行した。そのため，一つの学術資料・情報の提供ではあるが，岩倉に

とっては，ある程度，政府の中枢を担う立場を意識しての行動とみなすことはできよう。

(2) マックス・ミュラーの日本の仏典への関心

この法隆寺の貝多羅葉が，世界的に価値があると初めに気が付いたのは，日本人ではなく，

オックスフォード大学教授のマックス・ミュラーであった。ミュラーは，1 (3) で記したよう

に，1879年以降，南条文雄ら日本からの留学生を受け入れたが，それ以前から日本の仏典に

注目していた。まずはミュラーがどのように法隆寺の仏典にたどり着いたのかについて，ミュ

ラー自身の記述から追ってみたい23)。

ミュラーは，1873 年に横浜に滞在していた宣教師から，日本で出版された，サンスクリッ

ト語を中国語と日本語に翻訳した語集を受け取った。この出版物を見て，ミュラーは，日本に

おいてサンスクリット語への関心が，西暦 600 年頃に仏教が最初に日本に入った時から比較的

最近まであったに違いないと考えた。つまり，日本が仏教を取入れてから約 12世紀の間に日

本国内で大きな政治的混乱が起こったにもかかわらず，今なお日本の古い寺院などには破壊さ

れずに残っているサンスクリットの資料があるのではないかと期待したのである。

このように日本の仏典に注目したミュラーが，実際に日本の仏典の残存状況を知ることがで

きたのは，南条らが留学してきた後であった。ミュラーは南条らに日本に存在する，サンスク

リット語の仏典について日本に問い合わせるよう求めた。南条はこれに応じ，1879年，日本

にいた東本願寺の僧侶石川舜台から，サンスクリット語を含んだ仏典を得，ミュラーに渡した。

そのテキストは破損が著しかったが，ミュラーはある程度復元し，英訳と注を付けて，1880

年 4 月に王立アジア協会 (Royal Asiatic Society) の機関誌に掲載した。また『タイムズ』とイ

ギリスの雑誌『アテナイオン』(The Atheneum) にも「日本におけるサンスクリット語テキス

トの発見について」という記事を発表した24)。大谷，石川らが欧州を歴訪して以来のサンスク
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リット資料への関心とミュラーの要望が結びついた形であった。

王立アジア協会への記事は，ワイリー (中国の上海に 30 年ほど滞在していた宣教師，アレキサン

ダー・ワイリー (Alexander Wylie) のことか) の興味をひいた。ワイリーは，日本からのサンス

クリット語の文献を含む，何冊かの本をミュラーに送った。ミュラーは，これらの本の記述か

ら，インドからもたらされた古代の二つの貝多羅葉が，少なくとも 18世紀前半までは，日本

の法隆寺に保存されていたことを認識した。

その後，ミュラーは南条に仏典に詳しい僧侶が，法隆寺の貝多羅葉の写しを入手し，イギリ

スへ送ってくれるよう依頼した。これを受けて，東本願寺の僧侶が法隆寺へ赴き，貝多羅葉は

皇室へ献納されたこと，小野妹子が遣隋使で持ち帰ったものであることを，南条へ知らせた。

僧侶たちは，貝多羅葉がまだ東京の皇室へ送られておらず，奈良で行われていた博覧会にも出

展されておらず25)，奈良の正倉院に保存されていることを知り，1880 年 6 月には内務省の許

可を得てそれを見た。

このように東本願寺の僧侶が情報の入手に努めていた一方で，法隆寺の貝多羅葉の写しは，

日本にいた英国公使通訳官サトウから，日本の海軍兵学寮で英語を教えていたバジル・チェン

バレン (Basil Hall Chamberlain 当時，休暇中で在英国) を通して，ミュラーに届けられた。

これは，サトウらが，ミュラーの「日本におけるサンスクリット語テキストの発見につい

て」を読んだ結果であった。サトウはミュラーの記事を読んで，法隆寺の古い貝多羅葉が皇室

所有になったことを法隆寺に確認した上で，岩倉に面会を求め，法隆寺の写本だけではなく，

日本に存在する他の写本もミュラーへ送るとの約束を取り付けたのである。

この後，ミュラーはこの写しをもとに解読を進め，出版することを計画した。出版に際して，

ミュラーは，原本と同じくらい精度が高いと考えていた，写真の入手を欲した26)。そして

1883 年 3 月，岩倉は写真を撮ることに成功した旨をミュラーに伝え，その後，写真を送付し

たことは27)，本稿の初めにあげた『タイムズ』の岩倉追悼のミュラーの書状で紹介したとおり

である。

このように，世界的に見ても貴重な法隆寺の貝多羅葉の写しは，日本人留学生の存在によっ

て日本に現存することが確認された。さらに，駐日英国外交官と，皇室にも関与することがで

きた岩倉の関係の上に，イギリスで正確な翻刻が作成され，その真価が世界に発信されるに

至ったのである。

(3) 日本における岩倉の仏典の写し入手の経緯

次に，岩倉が法隆寺，その他の寺が所蔵していた仏典の写しをどのように集めたかを見てお

きたい。岩倉は，1880 年 9月，京都府知事槇村正直に，先日，杉孫七郎 (宮内大輔) を通して

多羅葉経を写し取るように依頼したことについて，知恩院が所持している資料の写し作成を依
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頼してくれたことを謝した。そして東京から村田寂順 (京都の妙法院住職) へ依頼した分は，無

事に到着したので，村田へ面会した際にはよろしく伝えてほしいとし，さらに京都府で仏典の

写し一部を保管するということは承知したと伝えた28)。

ここからわかる通り，岩倉は，関西方面の各寺が所蔵する古いと思われる仏典の写しについ

て，東京にいた杉から京都の槇村へと依頼していた。岩倉の宮内省への影響力を生かし，長州

出身の杉と槇村の関係を活用して入手していたことがわかる。さらに槇村が写しの一部を京都

府へ保管するとしたように，この岩倉の依頼は半ば公的なものとして杉，槇村が受け止めてい

たこともみえてくる。

この岩倉，杉，槇村のつながりは，1876 年から 1877 年，寺社禄制を改革する際にも見られ

たものである29)。当時，宮内省には参議を辞職した後に宮内省御用掛も務めていた長州出身の

木戸孝允も関与していた。明治初年，京都を中心とする公家や寺社への対応などについて，東

京の岩倉，木戸，木戸のもとでの杉や京都府の槇村の連携で京都近郊の実態把握が行われ，そ

の後の改革方針の検討材料とされた。岩倉は，宮内省に影響を持ち得る立場を生かして，公家，

寺社の改革を進めようとし，木戸の死後も，槇村が 1881 年 1 月に京都府知事を辞職するまで

この関係は続いていたと言えよう。

また，岩倉は，これとは別に妙法院の村田寂順へも写しの入手を依頼していた。岩倉と村田

がどのように知り合っていたのかは定かではないが，1878 年，荒廃した比叡山延暦寺の保存

を求める願書を村田が太政大臣三条実美と岩倉に提出しており，遅くともこの時には認識が

あった。

このように，岩倉は，政府における政治改革で築いてきた関係を活かしながら，サトウの求

めに応じて，仏典の写しを入手し，ミュラーへ送ったのである。

3．文化・歴史と政体・外交へのまなざし

ここまで記してきたように，岩倉は仏典やその写しなどをイギリスに送付していた。ここか

らは，その事実を通して，岩倉が，岩倉使節団で欧米列強をどのように見，とりわけイギリス

から何を得て，それを日本の近代化にどのように生かそうとしたのかを論じたい。

(1) 皮相の開化への危惧

岩倉は，イギリスに滞在中，日本にいた太政大臣三条実美に対し，三条に限って「参考の一

端」までと断りながら，今後，新規の法を発令すること (諸改革の実施) には，十分に注意を

払ってほしいと伝え，次のように理由を述べた。

「実地」(米英などの欧米列強) に来てみれば，「案外」のことが多く，これまで「皮膚之文明
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論を過信し，誤」ってきたことも多いと思います。イギリス，ドイツなどの政治家の意見を聞

くと，「三百年の大木」を得ようとすれば，どれほど「培養」しても「一日」ではできないと

言っています。彼らは，「今日，日本の開化は実に」驚くべき，感ずべきものであるが，おそ

らくは「無根の開化」であって，「後害」が必ず生じるだろうとも評しています。また「盲目

開化」，「猿開化」などと評する者も多いのです。これらは，外国における新聞の虚説が原因で

もありますが，「顧慮」すれば中には当たっている説もあるでしょう。今日，国内外で，「日本

の開化を称賛」しない人はいませんが，これは「阿諛と実」と半々のものでしょう。このこと

を「顧慮」しなければならないと思います30)，と。

このように岩倉は，欧米の実態を見聞しながら欧米の政治家から話しも聞き，欧州のような

近代国家は急速には成立しないこと，形式的に欧米を模倣しても列強は日本を真の近代国家に

なったとは認めないことを強く意識するようになっていた。岩倉は各地で欧米の産業化の実態

を目の当たりにし，鉄道敷設など近代技術の日本への導入を積極的に支持したように，欧米列

強の近代化を吸収しながら日本も改革を進める必要性は認めていた。ただし，同時期，副使の

木戸，大久保らも，欧米の文物を取り入れるだけでは後に弊害を生じることを認識していたの

と同様31)，岩倉は急速に改革を重ねる日本の現状を危惧もしていたのである。

このような岩倉は，表面上，美麗なものに目を奪われず，近代化の本質を探ろうとしていっ

た。岩倉が，イギリス滞在中に大蔵経の寄贈を約束したのは，訪英中にこのような贈り物が高

く評価されることを知ったためと考えられている32)。岩倉は，欧州滞在中に列強が近代国家建

設にあたって，歴史や文化の保存を重視していることを目の当たりにしていた。その中で従来，

日本から欧米へよく贈られていた伝統工芸品の焼き物や刀剣などだけではなく，学問・研究分

野に貢献する品が，近代国家間での良好な関係構築に有意義であることを，岩倉は認識したの

である。

1880 年以降の法隆寺にあった仏典写し等の送付は，正式な政府間のやり取りではなく，一

学術資料や情報の提供であるが，皇室所有の宝物を扱う問題であり，皇室，宮内省とも関係が

あった。岩倉は，日本が近代国家として欧米列強と対等な関係を構築していくにあたり，日本

の皇室や宮中関係者が果たすべき役割について考慮するところがあったのであろう。それは，

とりもなおさず岩倉自身がその任に当たることを意識した行動でもあった33)。

(2) 皇室・宮内省改革への視線

岩倉は，宮中においても先にあげたような形式的な「開化」が進行することを危惧もしてい

た。それは次のような三条から岩倉への書状から読み取れる。

東久世通禧 (侍従長) が欧州から帰国後，まだ面会しておらず，「欧州王室之体裁等」につい

て，詳細は聞いていません。しかし，東久世も「外部之開化」にのみ「着眼」しており，岩倉
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が「懸念」しているとも承っています。私もそのあたりは注意するので安心してください。折

角，「海外に派出」しても，そのようなことでは，その詮もなく，「遺憾」のことと思います34)，

と。

この時，東久世は理事官として使節団に随行し，宮内省関係の調査を行って，岩倉より先に

帰国していた。東久世は公家の中では早い時期，幕末の慶応 3 年 (1867) 11 月に長崎へ赴き，

明治初年には外国官副知事として外国対応に当たるなど，欧米列強への関心を持ち，接触も

図っていた。さらに三条，岩倉は，天皇の側に仕える人材や宮中改革の問題などに対応するに

あたり，東久世に期待もしており35)，実際，東久世は明治 4 年 (1871) 10 月から 1877 年 8 月

まで侍従長を務めるなど宮中問題に関与した。

しかし，岩倉は，東久世らが欧州の近代国家の表面上の開化のみに着眼しており，宮中のあ

り方などの本質を見ていないことについて危惧もしていた。同様の懸念は，副使で宮内省関係

の調査も担当していた参議木戸孝允も，イギリスで東久世ら宮内省から派遣された人々に会っ

た際に抱いていた。木戸は日記に，宮内の人は，常に「玉座の傍」に従事し，今後，国家のた

めに奉公する「主意」や，その方向性を深く考えてくれることを望んでいたが，今日の様子を

みると嘆息である，と記している36)。

この頃，木戸自身は，イギリスの王室の在り方などを見聞して，日本でも皇室財産を確保し，

状況に応じて「主上」(天皇) から国民に下賜し，国民が天皇に敬意を抱いて皇室の権威を高

める一助にすることなどを，日本にいた侍従長の河瀬真孝 (イギリスへの洋行経験者) に書き

送っていた。日本独自の皇室のあり方をどのように国家体制に位置づけるのかに焦点を当て，

長い歴史の中で築き上げられてきたイギリス王室の伝統と国民の信頼関係を感じ取っていたの

である37)。

一方，東久世は列強をどのようにとらえ，今後の日本に役立てようとしていたのだろうか。

東久世らは帰国後，報告書としてイギリス，フランスで収集した書籍を提出しており，その多

くは儀礼や官員規則に関する書で，他に「文明国の王室，政道，教法，芸学など」を印刷した

書物などが含まれている38)。1 年未満の欧州滞在という期間的な限界と職務上の性格も合わせ

て考えると，皇室や宮内省の本質に注目していたかどうかまでは明らかではない。

ただ，岩倉や木戸らが，今後，日本が厳しい国際環境の中で近代化をすすめ，欧米列強と対

峙できる国家を築くために，近代国家における天皇の在り方は重要な問題であることを強く意

識していたことは確かである。そのため，皇室，宮内省と近代国家の関係の本質を欧州で探る

こと，とりわけ岩倉にとって，天皇を中心とする皇室やそれを支える宮内省の在り方は，公卿

出身者が果たすべき役割として重要な課題と考えていたのであろう。
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(3) イギリスに留学した岩倉具経の書状

表面上の開化を批判した岩倉が，イギリスで何を見るべきだと考えていたかについて，イギ

リスに留学した岩倉の子息岩倉具経の書状から，さらに読み取ることができる。

岩倉は，明治 3 年 (1870) 2 月，子息の岩倉具定と具経を，鹿児島藩士折田彦市，山口藩士

服部一三 (養父は長州藩士で，明治後，岩倉家についていた名和緩) らと共にアメリカへ洋行させた。

これは，明治元年 (1868) 12 月に，参与大久保利通が岩倉に，将来，天皇を補佐する人材育成

のため公卿数人を洋行させることを建言し，岩倉の子息や西園寺公望の名を挙げたことなどが

影響していたと考えられる。岩倉は大久保の意見を受けて，英国公使通訳官アーネスト・サト

ウに子息のイギリス留学を掛け合ったが，日程の都合などで実現せず，明治 3年の米国行きと

なった。岩倉は具定らが，天皇を支える次世代の役割を果たせることを望んで海外へ留学させ

たのである39)。

明治 4 年 (1871) 末，岩倉が大使としてアメリカへ到着した後，具定は体調を崩して日本へ

帰国した。一方，具経は，明治 5 年 (1872) 8 月，岩倉とともにイギリスへ渡った後，1873 年，

オックスフォード大学のベイリオール・カレッジ (Balliol College) へ入学し，1878 年までイギ

リスに滞在した。帰国後，太政官権少書記官，外務書記官 (ロシア公使館勤務)，宮中顧問官な

どに就任した。具経は，オックスフォードで，ベンジャミン・ジョエット (Benjamin Jowett)

の下で学んだ。ジョェットは，神学，哲学の研究者で，後にオックスフォード大学の副学長に

なった人物である。

岩倉具経は，1874 年 3 月，ジョエットに次のような内容の書状を送った。少し長いがここ

に示したい。

イギリスに来て以来，この手紙の一部を書いた友人の古沢 (滋)，兄，そして私自身も，

知れば知るほど印象的な西洋の特性について，その原因を長い間探ってきました。私の驚

きは，この国の莫大な資本でも，ほとんどすべての地域に見られる壮大な公共建築でも，

王国中の富でも，蒸気機関や電信でもありません。それは，イギリスだけでなく，キリス

ト教のすべての国で非常に一般的であり，アジア諸国の一員である私が，西洋の知識を学

び始めるまで夢にも思わなかった 2つの言葉，すなわち「自由」と「独立」に対してです。

私はこのことについて，疑問を投げかけたいと思います。

その疑問とは，第一に，なぜこれらが世界のこちら側 (欧米諸国) だけに存在するのか，

第二に，キリスト教が広まることと，自由の栄光と独立の愛が広がることは，どのような

関係を持っているのか，ということです。私たちの間で，西洋の知識を学ぶことが一般的

になる以前には，アジアの国々にはこのような言葉やフレーズがなかっただけでなく，こ

れらの言葉が表す理念自体が想像さえできませんでした。(中略)
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日本では，自由の精神と独立の愛は，政治制度の変革と並行して進展しています。私た

ちの最も近い隣国である中国は，ヨーロッパ諸国に次ぐ，世界で最も高度な文明に到達し

た国です。しかし，中国には多くの語彙があるにもかかわらず，英語での「自由」や「独

立への愛」と同じ印象を与えるような言葉は一つもありません40)。

この後，具経は，マグナ・カルタ以降のイギリスの議会政治成立の 650 年以上にわたる長い

歴史に触れ41)，次のように結んだ。

私自身は，自由の栄光と独立の愛だけが，人間の尊厳，すなわち国が安心して頼ること

ができる愛国心のある人間を擁護し，促進することができると確信しています。しかし，

私が知りたいのは，これらがキリスト教に特有のものなのか，その宗教を広めることに

よってのみ国民がこれらを感得できるのか，あるいは，宗教とは無関係に，これらはヨー

ロッパ民族の本来の特徴であり，彼らが地球上の他の国々よりも，自分たちの真の福祉を

認識する判断力を自然に与えられているのかということです42)。

ジョエットは，このようなことを考えていた留学生の具経について，親しかったフローレン

ス・ナイチンゲール (Florence Nightingale) へ次のように書き送った。

私は，私の日本人留学生に非常に満足しています。彼は驚くほど賢く，聡明です。彼は

私に，日本人は宗教を失ってしまったと言い，宗教なしに道徳が存在するかどうかを非常

に知りたがっています。彼は日本の首相である父親 (筆者注記：原文では，Prime Minister と

あるが，当時の最高官職である太政大臣三条の子息はジョエットに師事しておらず，右大臣岩倉具視

を指すと考えられる) とこの問題について話し合っているそうです。今朝，彼が持ってきた

紙を同封しますが，これは私にとって非常に注目すべきものです43)。

このように，岩倉具経は，イギリスの立憲君主制成立の歴史，自由と独立，それらと宗教の

関係に強い関心を抱いていた。また，中国が日本以上に長い歴史を有し，文明国であったこと

を踏まえながら，アジアと欧州の相違を考察し，今後の日本の在り方を探ろうとしていたので

ある。そして，そのことを岩倉具視にも報告していることからわかるように，これは岩倉具視

自身がイギリスで認識を深めたかった事柄でもあった。

(4) 岩倉のイギリスの政体への視線

岩倉使節団がイギリスに滞在中，イギリス側は駐日英国公使ハリー・パークス (Sir Harry
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Smith Parks 当時，賜暇中で，イギリス等での使節団の案内役も務めた) らが，君主制と国民の自由

の両立の現実的可能性を，英国政治制度や産業・商業活動を通じて日本側に把握させようとも

していた。各地での使節団を歓迎する会において，彼らはこのことをスピーチに盛り込み，時

に岩倉はイギリスの成功が自由で活発な精神によっていることを理解したと答礼した44)。先の

岩倉具経の書状からもわかるように，岩倉も，イギリスから学ぶべき課題として，近代国家に

おいて，自由と独立から派生してきた立憲政体と，皇室，宗教の関係を念頭に置いていたので

ある。王室が存在するイギリスの国家体制を知ろうとしていたのであろう。

もっとも，岩倉具経は，先の書状の一部を古沢滋が書いたとしており，具経の意見だけとは

言い切れない部分もあるだろう。古沢は明治 3 年 (1870) 6 月から 1873 年 12 月までイギリス

に留学し，帰国後，元参議の板垣退助らが提出した民撰議院設立建白書を起草したと言われて

いる。木戸はイギリスで，後に民撰議院設立建白書の提出に参加する小室信夫，古沢らとしば

しば国家の政体について意見を交わしていた。木戸は，両者を次のように評価していた。イギ

リスの政体は「自然」に成就したもので，ドイツの大政治家などでさえ，イギリスの政体は

「善」であるが，ドイツにおいても急に英国と同様にすることはできないと話している。そし

て，小室，古沢らは英国に留学していて，このような実情をよく理解している45)，と。

岩倉はこのような古沢と具経が親しくすることを認め，イギリスの政体について具経からの

情報なども得ながら，使節団から帰国後の日本の政体の改革についても考えようとしていたの

であろう。従来，岩倉は，1875 年に漸次立憲政体樹立の詔が出されることに反対し，天皇親

政に近い形や精神を求めていたため立憲政体により天皇の権限が制限されることを望まなかっ

たと論じられてきた46)。一方で，岩倉は国憲制定そのものには反対ではなく，明治 14 年政変

以後は，プロシア流憲法の制定へと向かっていくことも指摘されている47)。木戸が，漸次立憲

政体樹立の詔の方針を決定するにあたり，岩倉がぐずぐず言っていることなどを挙げ，意外の

ことと評していることも，岩倉が憲法制定の必要を認めていたことを裏付けている48)。

ここまで記してきたような岩倉のイギリスへの向き合い方からは，立憲政体そのものを否定

するのではなく，イギリスの政体の実態をじっくりと見極め，日本での改革方針を決定しよう

とする姿勢がうかがえよう49)。

(5) イギリス外交官と日本研究

話を仏典に戻したい。大蔵経の寄贈，法隆寺の仏典写しの送付の両方において，サトウ，ア

ストン，チェンバレンら，在日英国公使館員の活動が関係していた。

サトウらは，明治 5 年 (1872) に横浜で設立された日本アジア協会 (Asiatic Society of Japan)

の会員であった。日本アジア協会は，日本に関する研究成果を交換する場として，英米を中心

とする外交官や宣教師が会員となっていた。サトウらはこの後，日本語，神道，『古事記』な
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どを含む，日本や朝鮮についての研究を行い，それらは時に協会の紀要 (The Transactions of

the Asiatic Society of Japan) に掲載された。

これらの英国外交官による日本研究の多くは，駐日公使パークスも奨励し，彼らが琉球処分

や廃藩置県，廃仏毀釈などについて高い関心を寄せていたために行われた。そしてそれらは対

日政策遂行上の貴重な参考資料とされたという50)。このようにサトウらは，日本に残る古い文

献や日本人の宗教観を学術研究の対象としてだけではなく，外交上の観点からも注目していた

のである。

同時にサトウらは，歴史ある文化や美術品にも目を向けた。1879年，サトウは法隆寺を訪

問し，1884 年以後に，法隆寺の古い壁画 (「弥勒浄土図」) の模写を，かつて日本海軍のお雇い

外国医師で，日本美術を収集していたウィリアム・アンダーソン (William Anderson) へ送った。

この模写は現在，大英博物館が所蔵しており，日本人が認識するよりも前に，サトウらが日本

の古い美術の価値を高く評価したとされている51)。

このようにサトウらは，日本という国の本質，歴史を認識しようとしていた。もっとも，そ

の関心は日本に対するものに限らず，アジアにおいてはむしろ，イギリスが植民地としていた

インド，利権の拡張を欲していた中国等が対象としてより重要であっただろう。例えば，本稿

との関係で記せば，岩倉具経がオックスフォード大学でついていた教授ジョエットは，インド

へも関心を寄せ，マックス・ミュラーや，同じくサンスクリット学者のモニエル・ウィリアム

ズ (Monier Williams) らとつながりをもち，オックスフォード大学のインド研究所の設立にも

力を尽くした52)。

岩倉がイギリスへの仏典や，法隆寺の貝多羅葉の写しのような歴史ある資料情報を送付した

のは，このようなイギリス側からの視線への対応と考えられる。岩倉は世界的にも古いとされ

る法隆寺の仏典の写しなどをサトウらの要望に応えて提供することで，日本が長い歴史を有す

る中国以上に古い資料を大切にしていることを示し，歴史や文化を大切にする国家であること

を訴えかけようとしたのであろう。

実際，ミュラーが，法隆寺の貝多羅葉を英語で翻刻し，世界最古の仏典と紹介して出版した

後，ベルリン大学の教授ウェーバー (A. Weber Albrecht Friedrich Weber か) は，法隆寺がその

年代を偽っていると批判した。それに対しミュラーは南条に，現在，ヨーロッパの修道院では

多くの年代記が偽造されているが，日本でも同じことが行われたという理由はなく，年代の信

用性を歴史的に証明できる論文を執筆してほしいと書き送った53)。このように，日本に世界最

古の仏典が現存することへの批判があったのであり，欧州一般には，日本が歴史的価値を大切

にする国だとは認識されていなかったことがわかる。

岩倉使節団で条約改正交渉に失敗したことなどを受けて，欧米列強を相手にした外交の厳し

さを岩倉は強く意識していた。その他にも，岩倉は，明治元年 (1868) の局外中立問題や，明
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治 3 年 (1870) から 1875 年まで難航した，日本の居留地の駐留英仏軍の引き上げ問題等，国

家の独立にかかわる重要な外交交渉の場に臨んできていた。国際環境の中で，日本のおかれた

困難な立場を岩倉は強く意識していたのである。

このような岩倉にとって，中国やインドよりも古い資料を有する日本を提示することは，日

本がアジアの中で早くに近代国家の建設を行えることを主張し，列強から近代国家として逸早

く認められるようにする意図もあったといえる54)。

(6) 国内での古社寺保存・京都保存と岩倉の関わり

最後に日本国内における歴史，文化，美術などの保存への取り組みと岩倉の関係を見ておき

たい。明治 5年 (1872)，明治政府は初めて，寺社が所蔵している宝物の実態調査を行った (こ

の時，法隆寺の貝多羅葉も確認されている)。ただし，明治 10 年代後半までは，それらは内務省の

勧業博覧会のように，勧業のための宝物や古器物として捉えられていた。その後，次第に美術

としての古器物という認識がなされていった55)。

そのような中，1878 年に元老院議官の佐野常民や文部大書記官の九鬼隆一などが中心と

なって，伝統美術の振興を目的に，古美術の鑑賞，品評会を始めた。これは，翌年，大蔵省・

内務省の官僚らと輸出業者などが組織した半官半民の団体 (龍池会) となり，観古美術会と称

する展示会を開催するようになった。展示会には，政府出仕者，華族，寺社などが所蔵する古

器物を出品した。1882 年，浅草本願寺別院で行われた第 3回展示会には，初めて明治天皇が

臨幸した56)。

この臨幸の前日，宮内卿の徳大寺実則は岩倉に次のような内容の書状を送った。明日の観古

美術会への臨幸について，願い出があった経緯を逐一承知したいとの趣を拝承しました。まず，

美術会会長の佐野から杉孫七郎宮内大輔へ，両皇后の行啓についての相談があり，その後，佐

野から願書が出されました。諸家が所蔵している「器古，書画等」が陳列されるとのことで，

明治天皇の親臨と両皇后の行啓を願うものでした。「半公半私」の美術会ですが競馬の天覧も

同様に私立のものであったので，すぐに奏聞したところ，御許しになりました。特別に浅草本

願寺別院へ臨幸されるということでは決してありません。佐野からの請願に加え，「近来は古

物類に大に思召を」向けられていると伺っています。願書を奏聞する以前に岩倉へ御相談申し

上げるべきだったところ，時期が迫っていたので伺い済み後の「御承知」となってしまい，遺

憾のことと存じます57)，と。

この書状からは，当時，古器物への認識が，宮中にも広がっていたことと同時に，岩倉が，

天皇の行幸先について，宮内省から事前に相談を受け，自身で判断することを望んでいること

がわかる。岩倉は宮内省以上に実権をもって天皇，皇室の事に当たろうとしていたのである。

このような岩倉が，亡くなる 1883 年に，天皇が東京へ移って以降，衰退してきた京都の保
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存に関する意見書を出したことはよく知られている58)。岩倉の京都保存の意図は，天皇に関わ

る伝統や歴史，慣習を保存することで，立憲政体の樹立を前にして，国内の人心を収攬すると

同時に，国際社会において条約改正を達成し欧州に比する「一等国」とすることであったこと

が明らかにされてきた59)。さらに，岩倉の建言は，積極的な産業振興策を含んでおらず，当時，

京都府知事であった北垣国道とは保存策において一致していない点もあったが，京都全体を視

野に入れ，伝統と革新を調和させて京都を復興するという岩倉，参議の伊藤博文も含めた政府

首脳部と京都府知事の共通の取り組みであったとされる60)。

ここまで記してきたように，岩倉使節団以後，近代国家における歴史・文化の役割を意識し

てきた岩倉にとって，国内での文化保存の認識の高まりと相俟っての建言であったといえる。

お わ り に

本稿では，岩倉がイギリスに仏典や仏典の写しなどを送っていたことを通して，岩倉使節団

以後，岩倉がどのように欧米，とりわけイギリスを捉え，そこでの見聞が後の岩倉にどのよう

に影響したのかを論じてきた。

岩倉はイギリスにおいて，歴史，文化を大切にすることが近代国家として重要であることを

認識した。そして，歴史や文化は，在日英国公使館員たちが外交問題と関係して，日本の古代

文化や歴史を検討している姿勢からもわかるように，その国の本質の一端を示すものとして捉

えられていた。岩倉は，日本の歴史，文化に対する姿勢を明らかにすることで，中国やインド

とは異なる，アジアにおける近代国家としての日本独自の姿を提示しようとしたのである。そ

のことが，岩倉が使節団から帰国後に仏典，とりわけ法隆寺の貝多羅葉のように，世界的にも

古いとされる資料の写しを，イギリス外交官を通して送ることにつながった。

このような形で日本独自の歴史を世界に訴えようとする行為が，明治の一桁代から着手され

たことがいかに早かったのかは，例えば，1900 年の第 5回パリ万国博覧会との比較からもみ

えてくるだろう。日本は，欧州の商工業および美術の中心であるパリでの同博覧会を，日本の

「平和的戦闘力」を海外に示すものと位置づけた61)。軍事力ではない，「文化」で欧米と競える

ことを見せようとしたのである。そして，歴史を重視して法隆寺金堂を模した日本館を建築

し62)，法隆寺献納宝物の一つで皇室所有であった「阿佐太子筆聖徳太子御影」(1984 年までの一

万円札の図像) を出品した。日本が欧州によって初めて「文明」に導かれたのではないという

ことを示そうとしたものでもあった63)。立憲体制を整え，日清戦争に勝利し，アジアにおける

日本の存在感が増した後でもなお，日本が長い歴史を有する国家であることを提示する必要が

あったのであり，同時に歴史・文化と政治・外交の関係の難しさがみえてこよう。

さらに岩倉はイギリスの政体に強い関心を寄せていた。それは，公卿出身の岩倉が，近代国
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家日本の中で天皇・宮中のあり方を模索していたことと関係している。岩倉はイギリスの立憲

政体をそのまま日本に当てはめようとはしなかったことは従来指摘されてきたとおりである。

しかし，岩倉使節団中にイギリスから学んだように，宮中に影響力をもつ自身の立場を活かし

て，皇室所蔵の宝物の写しをイギリスへ送付し，天皇や天皇と関係の深い京都の保存に取り組

んだことは，イギリスの政体や王室の在り方に理解を示していたこともうかがわせるものであ

る。仏典やその写しの送付は，政治・外交の最重要課題とはいえず，明治政府における岩倉の

行動のほんの一例に過ぎない。しかし，そこからは次のこともみえてくる。

1873 年の征韓論政変後，士族の政府批判は強まり，翌年には岩倉が不平士族から襲撃を受

け，続いての台湾出兵や板垣退助，島津久光らの政府批判が起こる中，岩倉はそれ以前に比べ

て政府内で力を落としていく。さらに立憲国家への模索という新たな時代へ入っていく中，岩

倉は，国内で高まる歴史，文化の保存とあいまって，それらをより強く意識し，海外へもア

ピールしようとした。岩倉は政治の中枢では力を落としながらも，公卿出身の立場を生かし，

政治外交と宮中，歴史・文化を包括する役割を果たそうとしたのである。厳しい国際関係の中

で国家の独立を維持しようとした明治維新において，岩倉使節団は，日本の近代国家確立の中

での岩倉自身の役割を認識する意味も持っていたといえる。

最後に，本稿に即して，マックス・ミュラーが，日本の古い仏典収集，宗教問題などを論じ

るうえで高く評価していた森有礼 (岩倉が法隆寺の仏典の写しを送付した時，駐英公使)64)の岩倉評

を記しておきたい。森は，岩倉が亡くなった後，日本にいた参議伊藤博文に次の内容を書き

送った。

岩倉公の薨去については，御心配が増していることと存じます。今や，岩倉公の「業は，無

論，全成之盛時」なので「遺憾」はないでしょう。ただ，「政府之重み」をさらに加えなけれ

ばならない状況が出てきてしまったように見えます。岩倉の「偉功」を思うと，真に「非常」

なもので，「万国史上」これに勝るものは多くはありません，と。さらに同書状で森は，最近

読んだイタリア建国時の首相であったカブール (Cavour) の功績に，岩倉を重ね合わせ，岩倉

の「輔主興邦」の業を評する漢詩も記した65)。

森が岩倉を「全成の盛時」と評したように，亡くなるころの岩倉は，成すべき役割をすでに

なした人物と政府内で捉えられていた。この後にむかえる立憲国家という近代日本において，

今まで以上の役割があるとは考えられていなかったのである。しかし同時に，森は，岩倉が

「主」(天皇) を輔佐し，国家中興をなしたことを評し，晩年に至るまで政府の中で重みを持っ

ていたと敬意を払った。森は，明治初年以降，岩倉と政治外交を通して関わってきた。そのよ

うな森から見た，岩倉が天皇・宮中と政治外交を総括し，近代国家草創期における重要な役割

を果たしたことへの賛と考えられよう。
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要 旨

本稿は，これまで論じられてこなかった，岩倉具視が一八七五年以降，大蔵経や，法隆寺の

世界的に古い貝多羅葉の写しをイギリスへ送ったことを通して，岩倉使節団後における，岩倉

のイギリスの捉え方とその影響を論じたものである。このことは，急変する国際環境の中で，

国家の独立を図った明治維新のあり方の一端を，岩倉を通して示すことにつながる。

従来，岩倉使節団が欧米で外交の厳しさ，近代工業技術の威力，立憲政体のあり方を調査・

認識し，日本における漸進的な改革の必要性を意識したことは明らかにされてきた。一方で，

大使の岩倉が使節団で何を学び，その後に生かしたかは明確には論じられていない。プロイセ

ン流憲法を是とし，保守的なイメージさえある岩倉に対し，本稿では次の点を明らかにした。

岩倉はイギリスにおいて，歴史，文化を大切にすることが近代国家として重要であることを

認識した。そして，日本がそれらを大切にする姿勢を，英国公使館員を通しての仏典やその写

しの送付で示し，アジアにおける近代国家として日本独自の姿を提示しようとした。

近代国家日本の構築において，天皇・宮中のあり方を模索していた岩倉は，子息具経をイギ

リスへ留学させ，自由・独立と王室，宗教の関係を勉強させるなど，イギリスの政体に強い関

心を寄せ，ある程度の理解を示した。そして，公卿出身で宮中に影響力をもつ自身の立場を活

かして，皇室所蔵となった仏典の写しをイギリスへ送付したり，京都の保存に取り組んだ。

明治初年の混乱期から立憲国家創設という新時代を迎える中で，国内で高まる歴史，文化の

保存活動と相俟って，岩倉は日本の歴史，文化をより強く意識し，海外へ主張した。そのこと

は，1875 年頃から，岩倉が政治の中枢で力を落としながらも，政治外交と宮中，歴史・文化を

包括する役割を果たそうとしたことを示している。岩倉が王政復古から尽力した明治維新にお

いて，岩倉使節団は，岩倉にとって日本の近代国家確立への自身の役割を認識する意味も持っ

ていたといえる。

キーワード：岩倉具視，岩倉使節団，イギリス，仏典，宮中

Abstract

This paper discusses Iwakura Tomomi and his perception of England through a hitherto

unknown episode of his role in sending an old palm-leaf manuscript housed in Hōryūji Temple to

England in 1875 after his return from the Iwakura mission. By doing so, this paper attempts to

highlight another aspect of the Meiji Restoration through Iwakuraʼs activities. Previous studies

have not yet fully explored what Ambassador Iwakura learned during the mission and, more

importantly, how he used those learnings later. To fill a part of that lacunae, this papermakes the

following argument.

While in England, Iwakura realized that it was vital for a modern nation to preserve its

history and culture. Therefore, after he returned to Japan he sent Buddhist texts abroad as away

to project Japanʼs unique presence in Asia as a modern nation.

Iwakura had a strong interest in British politics. He even sent his son to England to study the

relationship between freedom and independence, religion, and the royal family. Taking advantage

of his political position including his strong influence on the imperial household, he sent a copy of a

Buddhist scripture held by the imperial family to England, and also strived for the preservation of

Japanʼs cultural capital Kyoto.

However, in his attempt to combine political diplomacy, the imperial household, history, and

culture, he weakened his power at the center of politics in the early years of Japanʼs modern

nation.
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