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付録資料 :世界がどのように明治天皇を報じたか

(旧 字体には一部、変換できなかった部分が、また、多少、余りにも難解な字句は現代風に書き換えております)

1.明治天皇存位 中の評価

(1)ビルマ 。オッタマ『 日本事情』

「日本の興隆と戦勝の原因は明治天皇を中心にして青年が団結して起つたからである。わ

れわれも仏陀の教えを中心に青年が団結、決起すれば必ず独立を勝ち取ることができる」。

「長年のイギリスの極枯からのがれるには、日本に頼る以外に道はない」。

(2)イ ラン (シーラーズイー『 ミカ ドナーメ (天皇の書)』 ).■

明治天皇は「まず知恵と名誉を求め、国家の改革によつぞ惜分のご国から野蛮性が消え

去り、国民が学問と技術の追求に努力したJ。
「鴨緑江の戦では日本軍は、いかなる難間に

もやがては鍵が与えられるとの希望をもつて耐え忍んだ」。「全員が神の慈悲を信頼し、決

して自らに傲慢にはならなかつた」、その結果「神の慈悲が蟻 (日 本)を獅子に変え、この

蟻によつてかの象 (ロ シア)を打ち負かしたのだ」。次いで遼陽・沙河・奉天・旅順 。日本

海海戦の順に両軍の布陣や士気、戦果と損害、世界の反応などを織りまぜて語り継ぎ、最

後は講和の締結とその余波にまで言及しているが、日本に対する熱い期待が次の一節から

も読み取れるであろう。

東方からまた何という太陽が昇つてくるのだろう。

眠つていた人間は誰もがその場から跳ね起きる。

文明の夜明けが日本から拡がったとき、

この昇る太陽で全障界が明るく照らし出された。

無知の夜は我々から裾をからげて立ち去り、

叡智の光によつて新しき日は始まったのだ。

日本が我らの先駆者となつた以上、

我らにも智恵と文化の恩恵がやってこよう。

どんな事柄であれ我らが日本の足跡を辿るなら、

この地上から悲しみの汚点を消し去ることができるだろう。

(3)エ ジプ ト・カーミル『昇る太陽』

墓場から甦って大砲と爆弾の音を響かせ、陸に海に軍隊を動かし、政治上の要求を掲げ、

自らも世界も不敗と信じていた国を打ち破り、人々の心を呆然自失させて、ほとんど信じ

難いまでの勝利を収め、生きとしいけるものに衝撃を与えることとなつたこの民族とは一

体何者なのか。彼らはわずかの年月にこのような「高み」に達し、ある部分では西洋と肩

を並べ、ある部分では追い越すまでになったのか。また夜を徹してこの民族のために力を

尽くし、刻苦精励してその地位を高めている、かの偉大な人物 (天皇)と は何者なのか。

いかにして歳月は彼の呼び声に応え、時代は彼の意志に従い、世界はかくも高揚した力を、

七つの海とあまたの国々とを震撼させずにはおかぬ一大勢力、全世界を照らし出す昇る大



陽を、日のあたりにすることになつたのか。今やだれもが驚きと讃嘆の念をもつて、この

民族についての問いかけを日にしているので説明する (序文から)。

(4)エジプ ト・イブラヒーム「日本の乙女」

砲火飛び散る戦いの最中にて、傷つきし兵士たちを看護せんと

うら若き日本の乙女、立ち働けり。牝鹿にも似て美 しき汝なれ、危 うきかな !

戦の庭に死の影満てるを、われは日本の乙女、銃もて戦 う能わずも、

身を挺 して傷病兵に尽 くすはわが務め、 ミカ ドは祖国の勝利のため、

死をさえ教え賜りき。 ミカ ドによりて祖国は大国となり、

西の国々も目をみはりたり。

わが民こぞりて力を合わせ、世界の雄国たらんと力尽、すなり。
・ ヽ          ´

Oアルゼンチン「ナシオン」紙 「西洋と東洋 (1905年 7月 18日 )」

人類の量と質とを代表するゴリアテとダビデが再び戦闘を交え、外見上小さな存在であ

るダビデが、大きな存在である巨人ゴリアテを打ち負かしたのである。東洋と西洋の間で

今日まで繰り返されてきたすべての紛争において、両者はと―もに各々の優位性を発揮して

戦ってきたが、ヨーロッパの優位性に対する東洋の抗戦は常に敗北に帰してきた。

日本ではすでに 604年に憲法が制定されており、その憲法は「和をもつて貴しとせよ。

群卿百寮、礼をもつて本とせよ。それ民を治める本なり」と定めている。それに対してヨ

ーロッパではずつと以前から暴力と高慢、無礼が、家庭、教会、そして学校で教育されて

きた人間を統治する根源的な手段となってきた」。すなわち「現在アジアで憲法をもつ唯一

の国である日本」は、威喝によつてではなく、倫理、道徳によつて社会を律し、「国家への

忠、親への孝、夫婦の和、兄弟の愛が、宗教人としてではなく、社会人、家庭人としての

義務」とされている。

このように 17条憲法にまで言及しながら、日本とヨーロッパの精神風土のちがいを解

説し、そして日本における国家の統治理念は、宗教ではなく、倫理、道徳に根ざすもので、

力による強制よりも和による秩序維持を尊重していると説明し、さらに 1868年 3月 14日

に公布された「五箇条の御誓文Jの中の「第 4条、1日 来ノ因習ヲ破 り天地ノ公道二基クベ

シ、第 5条、智識ヲ世界二求メ大二皇基ヲ振起スベシ」である。中国、朝鮮、ロシアは 36

年に及ぶ自国に不利な時代の変化に対応できず、今その付けを払つている。それに対して

日本は、多くの熱心な学生を英国や ドイツ、フランスの学校や工場およびアメリカの研究

所や大学へ留学させ、40年間にわたつて習得した西洋文明のすぐれた弟子なのである」。

次いで戦争の勝因について次のように述べている。「大砲の大小、銃の軽重、巡洋艦、

魚雷艇、装甲艦の性能のあれこれといつた技術者の間で長談義される問題は、専門家

の屈理屈以外の何物でもない。勝利をもたらすのは爆薬の威力ではなく、人間なので

ある。 日露両国民の精神は 10世紀も 15世紀もかけて形成されてきたのであり、その

結果として 4500万人の日本人が 1億 3500万人のロシア人を打ち破ったのであるJ。



2.明 治天皇 の崩御 後 の世界 の評価

(1)中国 (中華民国)

中華民国 (衰世凱大統領)参議院の決議「窃かに思ふに我が友邦の君子此の国岨に遭い、

禁髭の慟、老批を失ひたるが如くなるべし、凡そ興国の人民たる者同じく深く哀1卓せざる

なし、況んや天皇神聖の資を稟け、温恭の徳を立て、幼年にして践詐 し、克く皇国を振ひ、

五十年末精励 して治を図り、一国強盛の基を建て、東亜和平の局を障へ、旧邦維れ新なり。

我が民国創造以後、尤 t)日 本朝野 L下賛助の力を得たり、凡その国人親仁善隣の風は、皆

その聖主が匿日正敬の化なり、功徳の被る所、是に永懐するに足る。

「アジア 日報 (北京 )」

「明治天皇は紳功皇后以来の鴻圃を縫ぎ、豊臣人間管時未だ有らざりし兵略を用い、その

雄才大略は、各国の今の帝王中唯先帝と露のアレキサンダユ＼帝のみ名を祭しうするを得

べし、現在の ドイツ皇帝ウイルヘルム、米大統領ルーズヴェル トの如きは号して世界の偉

人と鶯すも、その軍事上の功績を語れば先帝に及ばざるなり。日本の上下にして先帝の偉

業を継ぎ、前代の余威を承け、その万世不変の皇統と皇室尊崇の伝統的衷情とを保持すれ

ば、東方の治績以て期すべきのみ。

「上海民報 (上海 )」
「鳴呼天皇は二十世紀民主政治の潮流中に立ち、能 く皇帝の威力によ

りて全国に号令 し、国民を統御 し、万世一系を以つて君主の地位を確立す。平等に心酔す

る仏米各国といえども、この傑出せる天皇に対しては悼借の感なき能はず。偉大なるかな、

天皇は真に一世の英主というべ し。 (弔詞の末尾)

(2)イ ン ド「ジヤム・工・ジャムシエット」紙

日本国天皇陛下の崩御は日本帝国と進取的国民のみならず、全アジアに対し将来長く充

たすことができない欠陥を生じた。常に優越を誇つた欧米の一大強国に日本が勝利 したの

は、日本人が勇敢であつたとはいえ、天皇が不撓不屈の精神で全軍を指揮 し、内政を適切

に指導したからであり、それは世界各国が賞賛するところである。 日露戦争は日本勃興の

一原因であり、また欧米諸国のアジアヘの侵略を制止 した大功績である。この戦争は天下

無敵と自負 し、アジア人の戦闘力を蔑視 していた欧米強国を反省させた。またアジア民族

を覚醒させた。これを要するに明治天皇は過去半世紀間に、日本帝国を世界の歴史上で最

も光輝ある役割を演 じさせた。このような大君主に世界各国民がことごとく、哀悼の情を

表するのは当然である。ああ、日本は偉大なる国民と思わせる権利を明治大帝により確立

せ られたJ。

(3)イ ギリス

下院決議 「本院は我が皇帝陛下の朋友である日本天皇陛下崩御の報に接 し、深厚なる哀

悼の意を皇帝陛下に表明 し、併せて本院の日本皇室・政府及ぴ日本国民に対 して有する深

厚なる同情を我が皇帝陛下より、日本新帝陛下に伝えられんことを請 う」。

アスキス首相の提案理由 「吾人は世界史上日本先帝陛下の如く、一治世の短期間に、そ

の国民ならびに世界人類の進歩発展に貢献した君主の名を挙ぐる能はず、吾人は此の崇高



にして比類なき先帝の偉業に対 し、全文明世界と共に景慕の念を捧げんとす。特に英国は

先帝の功績を欽仰すべき特別なる関係を有す。すなわち日本は同盟條約に依 りて英国と結

合す、その基礎の永劫不変なるべきは予の希望 し、かつ信ずる所なり、英国下院は、ここ

に極東に於ける我が朋友に対し、今次の大故に衷心より深厚なる同情を表 し、日本と共に

偉大なる君主の千古不磨の令名を長 しへに欽仰することを日本国民に信ぜ しめんと欲す J。

「ロンドンタイムス紙」

天皇は最も明断の英資に富ませ られ、叉天皇の如く恭敬謙譲の徳を修めんとして常に注

意せ らるる元首は他に類例を見ず、共の臣下は忠実に天皇に仕へ、天皇また能く之れを認

めたまふ、その一たび人を信任 したまふや、永く楡らせたまふことなし、斯くの如く賢明

9意装[曇上kl,兵萱[場葎[曇「雪賃屏鷲菫詈言雰薯菫な:ふ『警露基下量?査壼警
君主の好模範たるを得べ し。

(4)ア メリカ

タフ ト大統領の弔辞

先帝陛下は非凡の統治者にして、熱心に政務に注意 した賜い、文官武将を問はず、常に

適材を適所に用い、彼等をして汎く日本国民に光榮を費しめ給 う。この事、能くその政治

上の天才なるを表示 し給えり。また、大正天皇には光輝赫々たる父帝陛下崩御の悲 しき機

會に方り、予は陛下に対 し、予及ぴアメリカ政府並びに人民の最も深厚なる同情を捧 ぐ、

希はくは長久繁榮なるご治世と日本帝国の福利の永続に対する予の満腔の祈念を嘉納 した

まはんことを。

「ニューョーク・ゥォール ド紙J

日本先帝陛下は世界各国の帝王中、実に比類を見ざる英主なり、各工室現代の皇帝中、

日本天皇の如く連綿たる皇統を有する者一人もなし、先帝陛下は千年以上を要すべき国運

の進展を僅かに六十年の御在世中に成就 し給えり、彼の温順なる菜食人民が日清 。日露の

両戦役において勇戦奮闘し、従容として屍を戦場に晒 したる勇氣と、共の破天荒の戦勝と

を以て一に天皇の稜威に帰するが如き智能的作用は、西洋人の夢想だもする能はざるとこ

ころなり、この英主の短き治世中に於ける変革は驚嘆すべきものなれ ども、精神的の員日

本は克く維持せ られ、重も之れを動揺せ しむることなし、先帝陛下は賞に日本を象徴し給

えり、陛下は日本人に取 りては日本なり。

(5)フ ランス

「ル・フィガロ紙 (パ リ)」

明治天皇は、賞に現代の一大英主なり、何 となれば陛下の如き偉業を完成したる英主は

世に一人もなければなり、陛下はまた平和の事業に於ても、戦時の事業におけるが如く偉

大なる君主なり、陛下の治績は実に史上にその例を見ず。

「ル・ コレスポンダン紙 (パ リ)J

天皇は実に国民の中心、全日本の太陽、国家的アーチの礎石にして地上の神人なり。



(6)ドイツ「ノル ド・ ドィッチェ・アルゲマィネ・ツァイ トゥング紙 (ベル リン)J

日本を近代的国家に導きたる偉業および日本国民の向上発展に関しては、先帝陛下の力

が与つて大なりしを疑はず。陛下は日本が新に世界的地位を占めるに至れるがために、古

来の神聖なる伝習・'慣例を改廃を必要とするときは、毅然たる威厳を以て断然之れを改廃

し給えり。外国の新文明を採用 し自国の旧習及ぴ国民の特性 と調和せ しむることは、一見

容易なるが如くなれ ども、実は至難のことたり、然るに陛下は之れを遂行 し、以て過渡時

代に於ける極めて危険なる改革事業に対して、之れが中心たるべき重大な任務を完くし給

へ り、されば先帝五十年の治世中、日本は内は国家的・文化的及び経済的関係に於て根本

改革を了し、外は従来始ど何等の価値を認められざりし小国より発展 して、一躍声望ある

一大強国と鶯せ り。

(7)ベルギー 「ノイヱ・フライヱ・プレツセ紙 (プ ラッセノお」  
´

日本先帝陛 Fの治世は、旭 日昇天の勢を以て始まれ り。陛下は其の左右に在る人材中よ

り、能く第一流の人物を選抜 し、その進むべき路を誤 り給 うことなく、幾多の苦心と健闘

とを以て勝利を収め給えり、これ実に陛下の功績なり。陛下の治世中日本に行はれ し驚嘆

すべき多大の改革は、何れの国、何れの時代のそれをも凌駕せ り。これに加えて日本はこ

の改革のほかに三大戦役を敢行 し、その最終戦役の如きは現代の戦役の最も激烈なるもの

に属する。そして能く燦然たる結果を齋したる所以は、強き国民的自負心と、二千年末連

綿たる皇室に封する日本国民の宗教的尊敬心とが与って力あるは勿論なりと雛も、先帝陛

下の著実なる観察と熟慮とを以て一意驀進 し給えるの一事こそ、その主因たりしこと亦確

実なり。陛下の採 り給える発達の経路は一種独特のものにして、近代君主の内、他に比類

を見ず。陛下は国民が陛下に捧げる殆 ど神に対するが如き崇拝 と、現代の国家がその立憲

君主に要望するところの実務的方面とを良く融和し給えり。

(8)イ タリア「ラ・ ヴイタ紙 (ロ ーマ)」

日本の天皇には古末常に天孫たる神秘的光輝一貫して存在す。この光輝は世紀を重ぬる

と共に国民の精髄中に浸透 し、天皇の威厳及び祖国の偉大にして神聖なるを思ふの概念 と

なり、理論を超越 して理想を形成す。この理想は一種の伝統的信念にして、最近の戦役に

於て見事なる証左を提供せ り。実に先帝陛下の治世に於ける日本歴史は偉業を以て充満 し、

その川国なること、あたかも薩摩の山に降臨せ し天孫の物語的歴史に等 し。

(9)ロ シア「ビルジェウイヤ・ ウェ ドモスチ紙 (サ ンク トペテルブルグ)J

先帝陛下の治世四十五年に日本は長足の進歩を為 し、何人も知らざりし園爾たる国家は

変 じて一等国となり、世界の列強も皆 日本の発言に傾聴 し、その意見を参酌するに至れ り。

日本は建国以来既に二千五百年を経たり、然もこの長年月の進歩も、到底最近 45年間の進

歩発展には比すべくもあらず、此の偉大なる進歩たるや、一に先帝陛下の賜なりとす。陛

下の治世は即ち「ミカ ドJの人格の表現にして、日本の国家状態を論ずる者は、皆その進

展の根源を天皇に帰せ ざるはな し。 日露戦争は吾人の極束の隣国に対する観察を新にせ し

めたるものなるが、戦争以前より我が国に於ては夙に先帝陛下を日本のピエ トロール大帝

と称 した り。



(10)メ キシヨ「ヘラル ド (メ キシヨ・シティ)」 紙

先帝陛下は天資謙譲、冷静にして慎重、強く維新の大業を遂げ給えり。巨民の陛下に対

するは恰も赤子の慈母におけるが如く、しか {)畏敬措く能はず。先帝陛下はこの臣民を指

導 して、その九対を脱せ しめ、明治昭代の新紀元を開き給えり。

(11)ブ ラジル 「エスター ド・サンパウロJ紙

先帝陛下の件名なる治政の最も誇るに足るものは、その声望の見るべきものなかりしに

拘わらず、今や一大強国となり、国際権力の均整上に著 しく世界の耳目を注目させるに至

った。稀代の英傑たり。一大統治者たる先帝平価は、その徳宏大にして偉大な天資を有し

給 う。全国民の今尚神の如 くに皇威を仰ぎ、聖寿の無窮なるを祈 りたるは誠に故なしとせ

ず。                         ,ン
ン    '

(12)オース トらリア「レジスラー (アデレー ド)」 紙

先帝の統治の初め、国内紛争の紛糾を極めたる時に当り、陛下は幕府最後の与党たりし

反抗者に対 して寛容の措置を採 り給えり。すなわち海軍を指揮 して最後まで反抗 したりし

提督を赦免せ られたるのみならず、後でこれを用い閣員の班に列 し給 しが、この精神 こそ

最も顕著な国民性の一たる熱烈なる勤王心の根基を為せ り。陛下は降伏 したる叛徒に対 し

てかくの如く寛大なりしのみならず、棒道中に落命 したる者に対しても亦慈悲を垂れ給い

た り。例えば偉大な武士西郷は、その没後に生前に享有 したりし一切の勲位を回復せ られ

たるが、それは叛徒の動機の純正なるを諒とし給しに因るなり。このような慈悲ある武士

道的なご行為が、英名ある陛下を神として崇敬する民族に及ぼしたる感化は西欧人には理

解 し難いところであるが、要するに先帝陛下は偉大なる人格者なり、さらに偉大なる政治

家なり、また最も賢明な元首なり。これを以つて日本の歴史中で最も複雑多難な秋にあた

り、重大な事後湯を遂行せらるるには最も好適者た りと言 うべ し。
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