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【 論文 】 
 

 

井上円了の洋行と日本人の海外移住 
―民衆教育者としての一側面― 

 

 

 

市川義則 

 

 
要旨： 
 明治期において多くの日本の知識人は西洋、とりわけヨーロッパと北米を視
察しており、井上円了の 2 回の旅行もその例外ではない。しかし最後の洋行で、
円了はオーストラリアと南米を目指す。南半球への関心の一端は日本人の移住
先としてであり、それが日本各地で行なった巡業講演に根ざすことは『南半球
五万哩』の冒頭でも明記している。本報告では、日本人の移民の歴史や円了の
旅行記において、日系移民がどのように扱われているかに焦点を当てる。 

 

 

Ⅰ．序 
 

井上円了は生涯に 3 回の海外旅行に出ている。最初は 1888（明治 21）年 6 月 9 日
から翌年 6 月 28 日まで東回りに米欧へ、次に 1902（明治 35）年 11 月 15 日から翌
年 7 月 27 日までインド経由で欧米へ、そして最後に 1911（明治 44）年 4 月 1 日か
ら翌年 1 月 22 日までオーストラリア、南アフリカからヨーロッパを経由して中南米、
ハワイを訪問し帰国している。これらの旅行の概要はそれぞれ『欧米各国政教日記』、
『西航日録』、『南半球五万哩』として上梓され、すべて『井上円了選集第二三巻』１
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に所収されている。 

井上円了研究の第一歩として、本稿では先ず日本人一般の「南半球」への関心や
円了の功績をメディアから検討した後、明治期日本の移民史を振り返る。そして最
後に円了が旅行記において日系移民をどのように描いているかに焦点を当て、日本
人の海外移住という糸口から旅行記、とりわけ『南半球五万哩』を中心に再読し、
教育者としての井上円了についての考察の序章としたい。 

 

１．日本人にとっての「世界」 

 

まず明治期の日本人は「世界」をどのようにとらえていたのか？開国以来、日本
の多くの知識人が海を渡りその旅行記を残してきたことは周知であるが、その大半
の渡航先は西洋であり、円了の最初 2 回の洋行も例外ではなかった。 

例えば明治の初期に出版された福沢諭吉の『世界国尽』は全 6 巻からなるが、第
1 巻はアジア、第 2 巻アフリカ、第 3 巻ヨーロッパ、第 4 巻北アメリカ、第 5 巻南
アメリカと太平洋諸島およびオーストラリア、そして第 6 巻は附録（地理学の総論）
と構成されている。各巻の本文の丁数を比較すると、図 1 のようになる。 
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欧米、とりわけ面積と比較すればヨーロッパの巻が大部なほか、距離的に離れた
南米と大洋州を一巻でまとめているという構成自体に、南半球への関心の薄さが現
れている。「世界」と聞けば、当時の人々の意識に上るのは先ず西欧や北米であっ
た。 

ところで円了の旅行記の題名に用いられた二つの語「欧米」と「南半球」は、日
本語でどのように使われてきたのか？小学館刊『日本国語大辞典』２によれば、「欧
米」の最古の用例が明治初期３なのに対し、「南半球」は 19 世紀初め４に遡る。言葉
としては後者の方が古くから使われていたことが確認できる。 

次にこれら 2 つの地域は日本人にとってどのような場所なのか。メディアからの
検証を行なう。 

まず新聞記事について朝日新聞の記事データベース「聞蔵Ⅱビジュアル」でこれ
ら 2 語がどのように現れるか？1879（明治 12）年から 1989（昭和 64・平成元）年
の朝日新聞縮刷版の中から「発行社」は「東京」、「朝刊」の「見出しのみ」で検
索し、10 年ごとにその件数を示すと図 2 のようになる。なお 1879（明治 12）年に
は、どちらの言葉も見出しに現れることはない。 

「南半球」に関しては、1901（明治 34）年 10 月から翌年 7 月まで［原］抱一庵
主人の「特別通信 南半球」が 112 回にわたって連載されたほか、1981（昭和 56）
年にも「南半球の友人たち」という連載記事が 7 件あるが、これらを掲載回数で加
えると母集団が少ないだけに 10 年毎の増減は著しく変わってきてしまう。そこでこ
れら連載は全体でそれぞれ 1 件と計算した。 

111 年にわたる検索では、「欧米」を名乗る見出し記事が 4683 件あったのに対し
て、「南半球」は 2 回の連載を単独に数えても 158 件５に過ぎない。その百分比は 3％
ほどである。 

1912（明治 45）年 3 月 10 日初版発行の円了著『南半球五万哩』は、同年 3 月 13

日と 4 月 26 日、および翌 1913（大正 2）年 4 月 19 日に丙午出版社の広告中にある
ほか、ジャーナリスト横山源之助（1871‐1915）の著作を含む南半球社関係の図書の
広告もあり、これらの広告だけで 5 件を数える。1910 年代の増加はこれらの出版広
告に負うところが大きい。また見出し語には出てこないが、1912（明治 45）年 3 月
20 日には「新刊雑書」の欄にて円了の『南半球五万哩』が紹介されている６。40 年
代は太平洋戦争、50 年代は南極観測隊関係の記事で「南半球」の語が見出しに多く
現れる。 



 

市川  IIR 1 (2013)  │  161 
 

 

 

続いて現在までの単行書の出版を国立国会図書館の蔵書で見てみる。当館の日本
語図書目録を「欧米」と「南半球」というタイトルで検索すると、前者は 2874 件ヒ
ットするのに対し、後者は 48 件に過ぎない７。欧米に対して南半球と題する出版点
数は百分の二以下ということになる。 

そして「南半球」をタイトルに含む図書を当目録で刊年順に並べると、一番目に
現れるのが、円了の『南半球五万哩』である。よって同書は近代日本における「南
半球」を名乗る最初期の図書ということが出来る。 

またタイトルではないが、南半球社が横山源之助の著書『南米ブラジル案内』を
出版するのが 1913（大正 2）年である。横山は 1908（明治 41）年に刊行した『南米
渡航案内』の冒頭で、移住先としての南アメリカへの関心の高まりと情報の不足を
次のように書いている。 

北米合衆国に対して、労働者の自由渡航一度禁止せられしより以来、我国に於ける
海外渡航志望者の目は、一切に南米の天地に向って馳せたり。しかれども南米の地
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や、従来我国との関係多からざるを以て、随って之に関する著書も少なく、一般渡
航志望者は殆ど大旱の雲霓を望むが如くに、之に関する良書の発刊を熱望し居たり、８ 

新聞や図書といった活字メディアから、明治以来現在に至るまで日本人の「世界」
観は大きく西洋に偏いていることがわかる。あえて数値化して「欧米」と「南半球」
を対比すると、後者の情報は前者に対して数％に過ぎない。また明治末から大正初
期における僅かな南半球の情報に井上円了が貢献していることも明らかになった。
円了は日本人に南半球への関心を喚起した最初のひとりであると言えよう。また歴
史的に日本における南半球への関心が薄かった事実を考慮すれば、円了はこの地域
の数少ない先覚とも言える。 

 

２．円了の世界観 

 

井上円了のはじめ 2 回の外遊が西洋を目指したのは大方の明治知識人の洋行と同
じである。しかし円了において特筆すべきは、最後の旅行でオーストラリアと南米
を訪問した点にある。上述のように「世界＝欧米」という見方が現在まで主流の日
本において、1 世紀以上前における円了のこの南半球への興味には注意を払う必要
がある。そして南洋行の動機の一端が、第 2 回外遊の帰国後に始まる日本各地で行
なった巡業講演に根ざす９ことは『南半球五万哩』の冒頭でも明記している。 

 

一、南［半］球視察の目的 

近年もっぱらわが国の社会教育、地方教育、民間教育に従事せし以来、自ら思うに、
戦勝国の国民として世界に活動するには、海外の事情に通ずるを要す。［中略］し
かるにわが国において、北半球の国情、民俗は比較的熟知せられ、かつ余も二回欧
米各国を周遊したれば、一とおりの質問に応ずることを得るも、南半球にいたりて
は世間その事情に暗く、余もいまだ足跡をしるしたることあらず。ゆえに、地方巡
遊中もときどき豪州の民情、あるいは南米の風土等に関し、尋問を受くることある
も、これに応答するを得ず。これ、余の自ら遺憾とするところなり。ここにおいて
断然意を決して、南球周遊の途に上るに至る。[中略] 果たしてしかりとせば、自ら
南球を一周し、各州各島の風土に接触して、その実況をわが民間に紹介するは、地
方教育上今日の急務と信じ、ここに南遊の志を起こすに至る。１０ 
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また上記引用の前にある「緒言」には、円了の南半球への関心の一部が日本人の
移住先としてであることも明らかにしている。 

本書刊行の目的は、わが同胞をして、今後ますます進んで南球の別天地に活動せし
めんとする意にほかならず。今日の青年は「埋レ骨豈唯故郷地、南球到処有二青山一」
の気慨あるを要す。いやしくもこの気慨あるものは、自国を遊園とし、海外を工場
とし、よろしく遠く天涯万里に向かって雄飛活躍せざるべからず。国運発展の道も、
けだしここにあらんと信ず。もしこの瑣々たる小紀行が、いくぶんたりともわが同
胞の海外発展を資するを得ば、大幸これに過ぎざるなり。１１ 

したがって『南半球五万哩』を、単なる紀行文として読むのでは著者の真意を解し
たとは言い難いのではないか。南半球への移住を啓蒙するという円了の意図を考慮
して紐解く必要があると思われる。そこでこの 3 作目の旅行記に触れる前に、近代
の海外日系移民事情について次章でみてみよう。 

 

 

Ⅱ．明治期日本人の海外移住１２ 

 

１．政府の海外移住政策 

 

近代日本の移民は 1868（明治元）年の、いわゆる「元年者」に始まる。横浜駐在
のハワイ領事ヴァン・リード（Eugene M. Van REED）は、京浜地区の職人を中心とし
た 150 人あまりを、主にサトウキビ耕地の労働者としてハワイへ送りこむが、到着
後、移住者は過酷な労働や物価高による生活の困窮から日本政府に救出を求めた。
民部省監督正がハワイに派遣され希望者の帰国をとりつけるが、この事件以後、明
治政府は外国からの移民送出の要請を断り続ける。移民が政策として関心を高める
のは明治 20（1887）年代を待たなければならなかった。したがって明治期前半の海
外移住とは、資本も教育もない貧困にあえぐ国民が、高収入を求めて外国の鉱山や
農場で過酷な労働に携わるというのが実態であった。 

転機となったのは榎本武揚である。1891（明治 24）年 5 月外務大臣に就任した榎
本は、従来の出稼ぎ目的の移民送出に対して、日本の資本により外国で土地を購入
または借用し、移民を入植・開墾・定住させる殖民論を持論として、外務省内に移
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民課を設置するとともに移住適地調査などを行なった。しかし翌年 8 月に榎本が外
相を退任すると、これらの施策は中断する。その後、榎本は個人として 1893（明治
26）年 2 月に自らの理想実現のため殖民協会を設立し、メキシコに植民地建設を計
画して 1897（明治 30）年 3 月には 34 人が渡航するが、資金不足のために挫折して
しまう。 

消極的な移民政策の根本には、移民を管轄する外務省の次のような見解があった。 

移民は、奴隷労働に近い労働にたずさわる上に、貧困層の教育程度の低い国民は外
国事情にうとく日本の生活慣習をそのまま持ち込み、同化しないため、とかく摩擦
を引き起こしがちであり、ひいては国家の体面を損ない、外交上の紛擾にもつなが
りかねない１３ 

明治 20（1887）年代には、いくつかの移民に関する法令が整備されるが、いずれ
も悪徳な移民取扱業者から移民を保護するとともに、移民の送出しを制限するもの
であった。日清戦争後の 1898（明治 31）年ですら、農商務大臣の諮問機関である農
商工高等会議は 

帝国の人口増加するに随ひ、海外に移住することは理性の自然なりと雖も、殖民の
事は唯人口の故のみにあらず。人口と共に資本之に伴はざるべからず。自国の資本
によりて業を海外に立つるの力ありて初めて永住の殖民を為すを得べし。帝国今日
の気運は未だ此域に達せず。１４ 

としている。そこで現状の出稼ぎ目的の移民については奨励せず、すでに海外に出
ている移民についてその権利を保護する政策が主体となった。 

ここで円了が視察記事を残したオーストラリア、ハワイ、アメリカ合衆国本土、
ブラジルの 4 ヶ所の日系移民について、次の 2 節で各地の歴史的背景を順番に概観
する。 

 

２．実例①：オーストラリア、ハワイ、アメリカ合衆国 

 

オーストラリアへの移民は、日本政府の外国移民許可の嚆矢となった。すでに 1883

（明治 16）年という早い時期に、最初の正規契約労働者として 37 名の真珠貝採取
の潜水夫が木曜島に呼び寄せられた１５。しかし時代が下り、オーストラリア連邦が
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発足すると白豪主義に基づく移民制限法（Immigration Restriction Act, 1901）が施行
されるなど、日本人排斥が起こるようになる。日本政府は 1907（明治 40）年 6 月に
クイーンズランド州が属する木曜島、8 月にクイーンズランド州への渡航をそれぞ
れ差し止めた。 

ハワイ１６移民は、1885（明治 18）年に日本とハワイ両政府の取扱いによる移民が
開始され、翌年には日布渡航条約（「布哇国政府ト締結セル渡航条約」）が締結、1894

（明治 27）年の日清戦争開戦により廃止されるまで、官約移民として計 26 回、約 3

万人が渡航した。 

合衆国への日本人移民は、1887（明治 20）年以降出稼ぎ目的が急増する。1890（明
治 23）年代初頭に 2 千人を数えた日系移民は世紀末には 3 万 5 千人と急増する。こ
の米国出稼ぎの背景には著しい賃金格差があったようである。1902（明治 35）年刊
行の『海外出稼案内』によれば、 

［東京の］日稼人足は四十銭１７ ［中略］［北米の］果物摘の如きは一日二円乃至三
円の賃銀取れる。１８ 

とある。この急激な日本人流入に対して合衆国でも排日運動が起こる。1900（明治
33）年に日本政府は米国行移民を禁止するが、その後も第三国経由の転航者が絶え
ないことから、1907（明治 40）年には合衆国政府は改正移民法で、日本人と朝鮮人
がメキシコ、カナダ、ハワイに渡航のための旅券で米国本土入国を拒絶する。そし
て、その代償として西海岸で隔離されていた日系児童を公立学校に復帰させた。 

ハワイから合衆国本土への転航が禁止されると、ハワイからカナダへの転航が急
増する。これに対して日本政府は、1907（明治 40）年 12 月、カナダ政府との間で
移民の渡航を制限する取極を結んだ。各国から日系移民が締め出された 20 世紀初頭、
新たな送出先が求められる。 

この時期、前出の横山源之助は次のように書いている。 

貿易又は殖民等より世界の殖民史をひもといて見ると、殖民地の人気はしばしば変
動している。嘗て「印度」は世界殖民者の視線を集めたことがある。「北米本土」が
世界の人気となったこともあり、「豪州」及び「南洋諸島」は一世の人気となったこ
ともあり ［中略］ しかして二十世紀の視線―今日の人気問題はどこに移ったか
といえば南米大陸である。１９ 
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３．実例②：ブラジル 

 

ブラジルは 1888（明治 21）年の奴隷解放後、労働力確保のためにヨーロッパから
移民を誘致する。1892（明治 25）年には日本人、中国人の移民が許可され、1894（明
治 27）年サンパウロ州プラド・ジョルダン商会（Prado Jordão & C. ia）が移民誘致の
申し入れを行なうが、日伯間に修好通商条約がなく、実現しなかった。 

明治 20 年代末の 1896（明治 29）年ですら、移民先としてのブラジルについて、
移民保護法案の議会審議において外務省通商局長は、「最下等な労働に従事しなけれ
ばならないので、ブラジルは最適地とはいえない」と答弁している２０。 

1905（明治 38）年 4 月に着任した杉村濬（ふかし）駐伯公使は、謁見した大統領
などから移民の話を持ち出されたほか、自ら出張したサンパウロ州でも日本移民へ
の期待を感じ取った。そこで杉村は、同年 6 月移民先としてのサンパウロ州の有望
性を説いた視察復命書を作成し、本省に送付する。これがブラジル移民のきっかけ
となった。 

1907（明治 40）年 11 月、日本の皇国殖民会社はサンパウロ州農務長官と契約を調
印し、向こう 3 年間にコーヒー農場の農業労働者として家族移民 3 千人を募集し、
ブラジルのサントス港まで輸送することになった。出稼ぎ移民ではなく耕地に長く
定着することをブラジル側が求めたため家族が要件となったが、多くは偽装夫婦や
偽装兄弟からなる「構成家族」であった。出港の 1908（明治 41）年 4 月 28 日まで
に集ったのは 800 人に満たなかったが、第 1 回ブラジル移民船笠戸丸は神戸を出発、
シンガポール、喜望峰経由で 6 月 18 日、サンパウロ州のサントス港に到着した。そ
の後、移民はグワタパラ（Guatapará）など 6 つの大農場に、それぞれ日本人通訳と
ともに農業労働者（コロノ）として送り込まれた。 

しかしコーヒーの不作や到着が遅れ収穫期の半ばを過ぎていたこと、不慣れな作
業などが重なり、コーヒーの採取が少なく収入も少なかったため多くの耕地で紛擾
が絶えず、最初の 6 耕地への定着率は半分にも満たなかった。また応募にはまとま
った金が必要とされたので、渡航したのは借金ができる多少の資産のある人たちで
あった。そのため奴隷同様の過酷な労働に対する低賃金に不満は絶えなかった。 

第 1 回の笠戸丸移民から 2 年後の 1910（明治 43）年 5 月 4 日、第 2 回移民 906 人
が神戸を旅順丸で出発し、6 月 28 日サントス港に到着、17 耕地に配耕された。紛擾
が起こったところもあるが、耕地への定着率も高まり、翌年 3 月の時点で 4 分の 3
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が契約耕地にとどまっていた。これには前回の反省から、移民を農業労働に慣れた
本当の家族に限ったこと、コーヒー収穫期の前にブラジルに到着するように出発が
早められたことなどが大きい。 

以後 1914（大正 3）年にサンパウロ州政府が、州経済の低迷や日系移民の定着率
の悪さなどを理由に移民誘入契約を解除し渡航費補助を打ち切るまで、ブラジル行
移民の送出しは続く。 

 

 

Ⅲ．円了にみる日系移民記述 

 

１．『西航日録』1904（明治 37）年 

 

移民問題への関心から井上円了が南半球に興味を持ち南洋行に出発することは前
にみたが、海外移住を推奨する立場は既に 2 回目の世界周遊の最終目的地、合衆国
にて表明されている。 

四五、ハーバード大学学位授与式に列席 

［明治三十六年六月］二十四日は ［中略］ ［内田ニューヨーク］領事、語をつ
ぎて曰く、今後は日本人を奨励して、米国内地に永住せしめんと欲すと。余、その
説を賛成し、かつ外国行きを勧むるために、即座に新体詩にあらずして、自己流の
俗体詩をつづる。 

普天の下は王土なり、率土の浜は王臣なり、日本狭しとなげくなよ、異国遠しと思
ふなよ、光りかがやく天ツ日の、照す所は皆我地、狭き国にて眠るより、出でゝ働
け四千万、大和人種の苗裔が、五大洲に満ちてこそ、皇ら御国の御威光も、高く揚
りて忠孝の、名実共に行はれ、目出度限りと申すなれ。２１ 

しかし前章で触れたとおり、すでにこの時点で日本政府は米国行移民を禁止して
いるはずである。東海岸とはいえ一領事の発言には首を傾げるが、10 日足らず後の
西海岸で円了は排日の動きに対して憤慨する。 
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四七、シアトルから帰国の途へ 

［明治三十六年七月］五日、夕八時シアトル港に着す。当港は開市以来わずかに十
五年にして、昨今すでに十万口以上の住民あり。今より数年を出でずして、必ずサ
ンフランシスコに対立比肩すべし。日本人のここにありて労役をとるもの、一千人
以上に及ぶという。２２［中略］シアトルは新開地にして、ことにわが邦人の労役者
多きために、日本人を軽賤する風あるは、実に慨すべきのいたりなり。２３ 

 

そして最終章において「修身教会」活動を明言して、これが次回の南半球旅行へと
つながっていく。 

 

四八、欧米巡見所感 

［前略］ ああ、日本にしてもしその望みなしとすれば、東洋はついに碧眼紅毛の
餌食となりておわらんのみ。あに残念の至りならずや。余、いささかここに思うと
ころありて、日本人の気象を一変し、日本国の気風を一新するは、ひとり学校教育
の力の及ぶところにあらず、必ずや学校以外に国民教育の方法を講ぜざるを得ざる
を知り、帰朝早々、修身教会設立の旨趣を発表するに至る。世間もし、余とその感
を同じくするものあらば、請う、これを賛助せよ。２４ 

 

２．『南半球五万哩』1912（明治 45）年 

 

『南半球五万哩』は、円了が明治末に企てた 300 日あまりに及ぶ世界一周旅行を
記している。「緒言」、全 10 章と「付録」からなり、各章は複数の節に分かれており、
全体で 95 節を数える。その節の中は日記調に出来事や感じたことなどが綴られてい
る。10 ヶ月近くにわたる旅行の全行程が、どのように割り振られているかを示した
のが表 1 である。なお第 1 章の第 1 節「南[半]球視察の目的」および第 91 節「南半
球十二勝」以降は日録の旅行記ではないので頁数から除外してある。 
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表 1 井上円了『南半球五万哩』(1912) 

 日数 頁数 頁／日 

第一、南[半]球往航日記 24 16 0.66 

第二、豪州紀行 21 21 1.00 

第三、南インド洋船中日記 31 20 0.64 

第四、英国行日記 35 13 0.36 

第五、北極海観光日記 12 15 1.15 

第六、欧州大陸紀行 25 17 0.68 

第七、南米行大西洋横断日記 18 15 0.78 

第八、南米東部紀行 44 32 0.72 

第九、南米西部およびメキシコ紀行 49 27 0.52 

第十、太平洋帰航日記 38 11 0.30 

全体 297 187 0.63 

 

1 日あたりの頁数を最も費やしているのが、第 5 章「北極海観光日記」である。第 3

回目の旅行について、瀧田夏樹はこの北極海旅行が、道中で円了が「一番面白かっ
た」部分と類推している２５。この推測は記述の文体によるものだが、当該章に当て
られた頁数からも裏付けられる。 

 

Ａオーストラリア 

 

前章で述べたとおり、円了の旅行時には日本からオーストラリアへの渡航は差し
止めとなっていた。しかし真珠採集を目的に往時に移住した日本人は、太平洋戦争
勃発まで当地に留まって真珠貝採集も含んだ漁業に携わった。移民社会の繁栄とそ
の後の排斥の動きを記述している。 

 

九、木曜島の実況 

 明治四十四年四月二十五日、快晴。午前七時、木曜島に着岸す。これ豪州の北端
なり。［中略］ この地は真珠の産地にして、各国各種の人種相集まり、その間に雑
婚して、混血の人種を生じ、白・黄・赤・黒諸色の人種博物館の観あり。日本人も



 

市川  IIR 1 (2013)  │  170 
 

七百人寄留すと聞くも、目下みな真珠採集のために遠海にあり。市街の住民約二千
人と称するも、寂寥たる小都邑なり。２６ 

一〇、タウンズビル行 

 二十八日、快晴。未明、タウンズビル湾前の島陰に投錨す。［中略］ 一時はこの
界外に日本人千人以上寄留して労働に従事したりしも、異人種排斥のために、今日
残留せるものわずかに数十人に過ぎず。その当時はわが領事館もここにありしとい
う。２７ 

 

Ｂブラジル 

 

数あるブラジル日本人入殖地のなかで、円了が訪れたのは東京外国語学校スペイ
ン語科卒の平野運平（1886－1919）が通訳としていたグワタパラ耕地。前述のよう
な紛擾なども少なく、日本人の定着率も高い模範的な農園であった。円了はここに
1911（明治 44）年 9 月 20 日夕方到着し、翌日視察をして、22 日朝、平野らに見送
られて出発する。同行したのは 15 日にリオデジャネイロで会った豊島昌２８。訪問に
先立つ 19 日午後にはサンパウロの「州政庁に至り、局長に面会し、耕地見分の紹介
状を授かる」２９とある。見学当日の記述は以下の通り。 

 

六二、コーヒー耕地日本移民の状態 

 [明治四十四年九月]二十一日、晴れ。暑気強く八十三度以上にのぼる。午前、平野
氏の案内にて馬上にまたがり、耕地コーヒー園を一巡す。目下採収期にして、日本
人老若男女ともにこれに従事す。採収高一俵につき手間賃一ミル（わが六十銭）と
す。多く採収するものは、一日に三俵すなわち三ミル（わが一円八十銭）を得とい
う。採収地よりただちにコーヒーを水に流し、水力にて製造場に輸送する装置あり。
この一村落のコーヒー百八十二万八千株ありて、小作人一戸につき平均五千株を作
らしむ。その小作料、一カ年六百五十ミル（わが三百九十円）とす。しかして採収
料はこのほかなり。ゆえに一家族ここに住すれば、一年に諸生活費を除き、三百円
を余すこと難からず。総戸数二百五十戸、人口千五百人、イタリア人過半を占め、
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日本人これに次ぐ。日本移民四十戸にして、百四、五十人これに住す。小学校あり、
旧教寺院あり、医師診察所あり、雑貨店あり、下等のホテルあり。耕地一覧の実況
を詩に賦す。 

一条赤路貫二青郊一、馬上無レ風塵自包、走入二果林一有二相識一、採レ珈人是我同胞。３０ 

 

午後、支配人の案内にて、事務所、コーヒー製造場、糖酒製造場、医院を一覧し、
さらに日本移民の居宅を慰問す。その国籍は山口県、高知県、和歌山県なり。コー
ヒー園は丘陵の高地にありて、遠望すれば茶林のごとし。近く見ればその枝葉、茶
に似てそれよりも大なり。高さ一丈に達するものあり。しかして、その実は茶より
も小なり。村名ガタパラはインデアン語にて鹿を義とすといえるを聞き、余はこれ
を鹿原と名づく。目下春期にして、暖靄朦々たり。夕陽は霞中に入りて深紅色を呈
す。夜に入り、支配人の宅を訪問して謝辞を述ぶ。３１ 

この井上円了の訪問記を、同年に書かれた 2 つの報告と比較する。まずは 1911（明
治 44）年 4 月に在伯臨時代理公使 藤田敏郎による報告である。 

四 「グワタパラ」耕地 

日本人監督あるため移民大なる特典及便益を享く 

 本耕地には平野副支配人の外か二名の日本人々夫長あり。日本移民は非常なる便
宜を得つつあり。今二、三の例を挙れば高燥清潔なる宿舎を得。宿舎より半里以内
の珈琲園（耕地の面積広ければ、遠き園は一、二里あり、往復二時間を要す）を受
持ち、宿舎に近き肥沃なる面積広き畑を借用し、［中略］ 随つて日本移民も好感情
を抱き勤勉労働し双方の間互に相満足し諸事円滑に進行しつつあり、現に仝支配人
は第三回移民百家族を引受けたしと希望し居れり。 

本邦移民の不摂生 

 本耕地の一部に小川及泥濘地あり。客歳[1910 年]十一月より本[1911]年一、二月の
間降雨少く水量減少したる為め蚊属発生し、日本移民中休日漁猟に出づるもの多く、
随て蚊に螫《ささ》れ、麻刺利亜熱に罹るもの輩出し、遂に三月下旬迄に二百余の
日本移民中壮幼二十人（幼児数人を含む）死亡したり。支配人等は種々予防法を講
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じ仝病の撲滅を計り、低地の米作を差止め、今や新患者を出さず。斯ることは二十
年前耕地開発以来未曽有のことなりと云ふ。支配人は日本移民にして仝病に罹るを
恐るるものは自由に他の耕地に退転することを得る旨宣言したれども、未だ本耕地
を去りしものなし。３２ 

続いて円了を案内した平野運平の筆による報告も外務省の文書に保管されている。 

［前略］ 昨[1910]年末より本[1911]年一二月に掛け本邦移民中マラリア熱に襲はれ
たるもの数十名に達し、受持の咖啡(ママ)園は雑草繁茂すれども除草すること不能、
薬価は重み負債は増加し而かも二十余名の死亡者を出すに至り、 ［中略］ 本耕
地に来りし移民六十家族中真正の家族は其三分の一に満たず。３３ 

 

円了が訪れたのは「州政庁」によって選択されたグワタパラだったようだが、マラ
リアによる日本人移民の死亡や偽装家族の問題など、同時期の報告書が語る負の側
面に円了の記述は触れていない。また訪問先が他耕地と比べて恵まれていることも
書かれてはいない。円了が知らされなかったのか、故意に触れなかったのかはわか
らないが、第 9 章に入りチリとペルー紀行に関する数節を経て、「移民の心得」とい
う節に達する。本稿第 1 章の「緒言」で見た通り、「本書刊行の目的」に南半球への
移民の奨励があったことからこの節を引用する。 

 

八二、移民の心得 

南米各国中、日本移民をとにかく今日なお歓迎する所は、ブラジル国とペルー国な
り。その他の国々は、東洋人の移植をよろこばざる風あり。３４［中略］ 

もし、わが国民にしてかの地に入らんとするものあらば、第一に身体の健康、第二
に言語の熟達、第三に意志の強固の三要件を備うる必要あり。南米の国語は、ブラ
ジル国はポルトガル語、その他はみなスペイン語なり。英語はかの国々には通ぜず、
ただ上等社会はフランス語を解し得るをもって、語学としてはスペイン語、ポルト
ガル語を知らざるものは、フランス語を修習してかの地に渡るをよしとす。たとい
南米は富源地に満つというも、手を懐にして金もうけのできるはずなく、多少の艱
難辛苦を忍ぶの覚悟あるを要す。３５［後略］ 
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Ｃハワイ 

 

円了の旅はメキシコを経て、年末にハワイへ至る。 

 

八六、ハワイの実況 

十二月三十一日（日曜）、晴れ。驟雨あり、のち晴る。上野総領事とともに自動車に
同乗してワイパフ耕地に至り、日本移民の実況を視察す。各戸餅をつき松を飾り、
元日の準備に汲々たり。全く日本内地の村落に入るがごとし。家屋は木造にして床
高く、室内清潔、衛生に注意せる点は、南米移民の住宅の比にあらず。家族はウス
ベリを敷きて、日本服を着し、その上に団座す。帰路、某富豪の控邸に入り、純然
たる日本建築を見る。数万円を費やせりという。午後、赤井氏の宅を訪問す。この
日、往復三十四マイルに及ぶ。船中にて除夕を送るは今回をはじめとす。３６ 

 

八八、ハワイ見物および日本移民の近況 

［前略］ 

 ハワイはまことに絶海の孤島にして、総面積六千四百五十四方マイルあり。これ
をわが台湾に比するに、約二分の一に当たる。人口十六万人のうち、種々の人種別
あれども、日本人多数を占め、大約七万の日本人ありという。ホノルル港のごとき
は四万の人口中、半数は日本人なり。ゆえに、街上を見るに日本服を着たる婦人、
列をなして来往す。時まさに新年にして、軒前旭旗と松竹を飾る家、いたるところ
に櫛比し、また海岸には漁船の旭旗を掛くるもの多く、一見日本の孤島に来たるの
思いをなす。日本新聞も『布哇新報』、『布哇日日新聞』、『日本時事』の三種あり。３７ 

 また、当地労働者の毎年日本に送金する金額、大約一千万円と称す。したがって、
日本人の勢力のいかんを知るべし。実にハワイは日本移民の一大成功場たり。３８ 

旅行の経路から必然ではあるが、日系移民の成功地ハワイで世界周遊を終え、円了
は帰国の途についた。 
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Ⅳ．むすびにかえて 

 

井上円了研究の最初歩として、『南半球五万哩』を単なる紀行文ではなく、当時の
時代背景を考慮して、日本人に対する海外移住啓蒙の書という観点から検討してき
た。結論を出すには尚早であるが、ここで現時点において筆者が考えていることを
簡単に記して、本稿の結びとしたい。 

既述の通り、円了が南半球に関心を持った一因は、修身教会運動の全国講演で地
方の聴衆から寄せられる南半球各地に関するの質問にあった。この講演会の参加者
は大都市の知識人とは異なるが、各地方でそれなりの階層の人物であったと思われ
る。そして 20 世紀前半に、 

［前略］海外［渡航］の希望者は、其の日暮らしの最下層の人民は最も少くして、
五反、十反の田地を所有して居る比較的生活に余裕のある階級の人民に多い事であ
る。３９ 

という事実である。社会教育の場であった講演会で聴衆より刺激を受けた円了が自
ら南半球に赴き、そして帰国後に著した『南半球五万哩』や講演に触発された聴衆
が、海外へ出て行ったのではないか。円了の社会教育活動のひとつとして、海外移
民奨励という側面を考察する必要があると思われる。 

また円了と同時期に日本人の間で南米への興味を喚起した他の識者、例えば横山
源之助と井上円了との関係や、その南半球観や殖民論の異同についても今後の課題
となるであろう。 

 
 
注 
１ 東洋大学井上円了記念学術センター編『井上円了選集第二三巻』東洋大学、2003 年。 

本研究のため東洋大学国際哲学研究センターから筆者宛に当巻を送付いただいた。ここ
に記して感謝する。なお本稿における円了の旅行記の引用は全てこれにより、以下の注
に頁数のみを記した。ただし漢文・漢詩の書き下し文は字数の関係で省略した。 
２ 「ジャパンナレッジ プラス」(www.jkn21.com)にて 2012 年 10 月 10 日検索。 
３ 新聞雑誌‐十八号・明治四年［1871］一〇月「特命全権大使として（オウヘイ〈注〉ヤ
ウロッハアメリカ）各国へ被二派遣一の命あり」 
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４ 窮理通［1810］二「概して之を言へば、北半球を陸と為し、南半球を海と為すなり」 
５ これは上記 2 つの連載記事を掲載回数で数えて 119 件とした数である。 
６ 南半球五万哩（井上円了博士著）著者の紀行文にてその目次を挙ぐれば、南球往航日
記、［中略］、太平洋帰航日記附世界周遊再見の十篇、但其之に要したる日数は二百九
十七日なれば一日に百六十九哩を踏破せる割合也文？簡潔にして多く著者自作の漢詩を
挿めり（小石川原町六、丙午出版社） 
７ 国立国会図書館の蔵書検索（//ndlopac.ndl.go.jp）のうち詳細検索にて、タイトル：「欧
米」または「南半球」、資料種別：「図書」、本文の言語：「日本語」で検索。（2012

年 10 月 9 日） 

なお『南半球五万哩』は、1912（明治 45）年の丙午出版社版のほか、2003（平成 15）年
に刊行された以下 2 点も納本されている。「出版者」が東洋大学の『井上円了選集第二
三巻』（既述）および柏書房の『井上円了・世界旅行記』である。48 冊の単行書のうち 3

冊が円了の著作となる。南半球関連図書の少なさ、そしてそれだけに円了の業績が際立
つ。 
８ 横山源之助『南米渡航案内』成功雑誌社、1908（明治 41）年、p.1。 
９ 修身教会運動という全国巡回講演を行う中で、［中略］講演日を合計すれば、［明治］
三九年は一七三日、四〇年は二七五日、四一年は二六二日、四二年は一八五日、四三年
は二二六日と、円了は一年間の大半を巡回講演に費やしている。 

（三浦節夫「解説」東洋大学井上円了記念学術センター編『井上円了選集第二三巻』東
洋大学、2003 年、pp.498-519 、p.516。） 

また巡講に参加した「聴衆の数は、優に五十六万をこえていた。」 

（瀧田夏樹「解題」東洋大学井上円了記念学術センター『井上円了選集第二三巻』東洋
大学、2003 年、pp.473-497、 p.487。） 
１０ p.243 
１１ p.241 
１２ 本章執筆にあたり、国立国会図書館の電子博覧会「ブラジル移民の 100 年」を参考
にした。 

(www.ndl.go.jp/brasil/index.html) （2012 年 10 月 9 日） 
１３ http://www.ndl.go.jp/brasil/s1/s1_2.html 
１４ 農商工高等会議『農商工高等会議議事速記録』第 3 回、1898 年。 
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１５ http://www.lib.city.wakayama.wakayama.jp/wkclib_doc/imin/australia.htm（2012 年 10 月 9

日） 
１６ 1898（明治 31）年アメリカ合衆国に併合。 
１７ 移民保護協会編『海外出稼案内』内外出版協会・文明堂、1902 年、p.6。 
１８ 移民保護協会編『海外出稼案内』内外出版協会・文明堂、1902 年、p.7。 
１９ 横山源之助「南米研究」（『太陽』15 巻 10 号、1909 年） 
２０ www.ndl.go.jp/brasil/s1/s1_1.html 
２１ p.230 
２２ p.231 
２３ p.233 
２４ p.235 
２５ 瀧田夏樹「解題」（東洋大学井上円了記念学術センター編『井上円了選集第二三巻』
東洋大学、2003 年）pp.473-497､p.490。 
２６ p.260 
２７ p.263 
２８ 日本貿易会社は東洋移民会社の分身で、豊島昌氏（外国語学校伊太利科出身）が専
ら其の任に当たつている。横山源之助「伯剌西爾に於ける日本人商店 サンパウロ市に
於て」『大阪朝日新聞』1912（大正元）年 10 月 6 日 
２９ p.364 
３０ p.366 
３１ p.367 
３２ 1911（明治 44）年 4 月在伯臨時代理公使 藤田敏郎「伯国「サンパウロ」州巡回報
告書」（外務省通商局『移民調査報告』第 9 回） 
３３ 平野運平副支配人「伯国サンパウロ州グワタパラ耕地に於ける本邦移民の近状」1911

（明治 44）年 9 月 「サンパウロ州我移民の裏面具報之件」外務省文書（『ブラジル国
移民雑件』3.8.2.80） 
３４ p.412 
３５ p.413 
３６ p.424 
３７ p.426 
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３８ p.427 
３９ 移民保護協会編『海外出稼案内』内外出版協会・文明堂、1902 年、p.2。 

 

 

（市川義則・パリ国際大学都市日本館図書室司書） 


