2015年

1

１．講道館柔道の海外普及に関する史的研究：山下義韶の米国行

１．講道館柔道の海外普及に関する史的研究：山下
義韶の米国行
公益財団法人

講道館

村田

直樹

キーワード；山下義韶，テオドア・ルーズヴェルト，柔道の海外進出

１．An historic study of the diﬀusion of Kodokan Judo
overseas in the US by Yoshitsugu Yamashita
Naoki MURATA

（Kodokan Judo Institute Public Interest Foundation）

Key words ; Yoshitsugu Yamashita, Theodore Roosevelt, Diﬀusion of Kodokan Judo

Abstract
Judo today is practiced throughout the world and is a regular event in the International
Olympic Games. But who ﬁrst taught Judo in what foreign land? One of the earliest overseas
judo instructors was Yoshitsugu Yamashita, then 6th dan grade（later 10th dan）, one of the elite
students in Kodokan, who helped transplant Judo to the US. This research seeks to analyze how
Y. Yamashita went to the US, why he was selected to go abroad, and why he went to the US.
The study results are as follows;
１．Jigoro Kano, the founder of Kodokan Judo, had strong intention to diﬀuse Judo to foreign
countries from the ﬁrst days when he established the Kodokan Judo Institute in 1882.
２．1902, Samuel Hill invited Yamashita Yoshitsugu to teach his children Judo. Formerly a
lower, Samuel Hill worked for James J. Hill, the founder of the Great Northern Railroad.
Samuel Hill eventually married one of Mr. James Hill’s daughters, Mary Frances, and became
an enthusiastic and charismatic road builder. Hill frequently traveled to Europe and Asia
to gather information on railroads such as like the Trans-Siberian railroad.

According to

Kazuyori Shibata, a close friend of Hill’s and an exchange student from Keio University to Yale
University, Mr. Hill decided that Judo, which he saw demonstrated during a business trip to
Japan, would be the thing to imbue young James Nathan Hill with the ideals of Samurai class,
for that class of men is a noble, high-minded class. Shibata trained in Judo in Keio University
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of the Kodokan,

who was often cited as Kano’s right hand man.
3. Kano sent Yamashita to the US. Then Imperial Japanese Navy Commander（later Admiral）
Isamu Takeshita, the Japanese naval attaché and a judoka himself, arranged for Yamashita
to meet President Theodore Roosevelt, an avid sportsman, in the White House. Later the
President arranged for Yamashita to establish a judo dojo（school）in the White House and
become one of several students under Yamashita.
4. Yamashita was personally informed by President Roosevelt of Japan’s victory in the 1904-1905
Russo-Japanese War. Yamashita went to the Japanese Legation to give them the information,
and given the limited communications of the day, and was able to provide the ﬁrst notice to the
Japanese government representatives in the US. Yamashita remained proud of these two facts
throughout his life.
5. Kano’s strategy to diﬀuse Judo throughout the world was born of his desire to oﬀer some of
Japan’s culture out of gratitude to the advanced countries of the world, which assisted and
supported Japan by importing western civilizations and cultures as it built the modern Japan. It
could be said that Yamashita was the ﬁrst missionary of Kano’s strategy.

Ⅰ．はじめに
柔道は昭和39（1964）年に開催された東京五輪大会で正式種目となって以来、競技スポーツ
として世界に普及し、現在、国際柔道連盟には200の国と地域が加盟している状況である。この
数は国際連合の加盟国数193（2014年現在）を凌いでいる。柔道の海外普及には目を見張るもの
があると言えよう。
かような現況に鑑みると、それでは一体、その普及の原点とは如何なるものであったのか、と
考えるのも不思議ではあるまい。
講道館が初めて海外へ指導者を派遣した国はどこか、
まただれか。
それは米国であり、山下義韶（よしつぐ）である。嘉納治五郎が柔道を創始して21年後のこと
であった。嘉納が柔道の海外進出を創始当初から視野に入れていたことが推知出来よう。
嘉納にとって何故柔道の海外進出か。その理由を示す論拠が、第５回中央有段者会−昭和２
（1927）年８月１日開催−で嘉納が論じた講演１の一節に示唆されている。
今日、世界に広く学ばれている日本の文化というものは美術と柔道の外にない。しかして
この美術は、欧米の人は自身に優秀の美術を持っていて、ただ異なったところのあるところ
から研究するのであって、柔道のように彼にないものを初めて学ぶのとは趣を異にしている。
今まで日本は世界から種々のことを学んで来た。日本も何かを世界に教えなければならぬ。
今後、日本が世界に自分の説いているような柔道を教えることになれば、初めて世界文化の
上に寄与することが出来るのみならず、それらを学んだ団体が中心となって、日本の世界的
発展を助けることが出来ようと思う。
ここに柔道を海外に普及しようとする嘉納の視座が見て取れよう。
１つは、日本は世界から学んだから、日本も何かを世界に教えなければならぬ、という視点で
ある。これを換言すれば、人は人間（じんかん）交流に於いて、相手から貰うだけでいてはなら
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ず、こちらからも相手に上げる関係で在るようにしなければならない、という在り方を意味して
いる。端的に言えば、恩を返すということである。give & takeの謂いに倣えば、日本は今まで
世界から種々のことをtakeして来た、故にも次は日本が世界に対してgiveしなければならぬとい
うことである。
２つは、柔道を教えれば、国際社会に対して文化的貢献が出来、且つ又柔道を学んだ国々が中
心となって、日本の世界的発展を助けることが出来よう、と考える点である。日本から文化を発
信することによって、交流する国々との絆が強められ、やがてそれらの国々が日本の世界的発展
を助けるであろうという考え方は、即ち自他共栄の視点であると言えよう。
かくして嘉納は、自身の創始した柔道を積極的に海外へ進出させる。講道館派遣第１号は、山
下義韶であった。当時、講道館四天王と呼ばれた高弟のうちの一人で、後に柔道史上、初の十段
に達する山下である。山下に米国派遣の白羽の矢が立ち、何故また米国だったのか。拙論はその
間の史的経緯を明らかにしようとするものである。

Ⅱ．山下義韶夫妻新大陸へ
柔道の海外進出への努力２は、一つは国内において払われ、二つは海外の各地で払われた。柔
道草創期、嘉納は講道館を訪問する著名外国人に対して、微に入り細を穿って柔道を説明した。
技術と原理、及びその精神をである。これも柔道国際化への一つの作業と言えよう。創始者自ら
諸外国の学識経験者に柔道を説き、正しく理解させる。彼等の帰国後、柔道が語られて人口に膾
炙する。嘉納の胸中には柔道の世界的発展を目論む戦略があった。講道館を後にした彼等有識者
層からの謝辞と柔道を称える声が届けられるにつけ、嘉納は柔道の技術の合理性と精神の国際性
について自信を深めた。
かくして歴史は指導者の海外派遣というように進んで来たのであるが、しかし、海外へ派遣す
る指導者の養成には難儀している３。
従来外国に行った柔道家は多く失敗している。伊藤徳五郎の如きは相当に成績を挙げたが、
多くは暫く教えると、先方で止めてしまう。１年か長くても２年も経てば、もう用が無くなっ
てしまう。中には生活費にも困り、果ては興行師の仲間入りをするようにもなる。故に今日で
は海外派遣を見合わせている。柔道にとって却って損失になるからである。しかし将来は大い
に人を出すつもりでいる。即ち立派な専門家を養成して各国に派遣したい。技術は勿論、学問
があって、語学が達者で、説明も出来、話も分かる立派な指導者を外国に行かせたいのである４
伊藤徳五郎とは明治45（1912）年頃、キューバの四天王と称されてその強豪振りを畏れられ
た柔道家（四段。当時）である。因みにキューバの四天王５とは伊藤の他、前田光世、佐竹信四郎、
大野秋太郎を加えた４人のことを言った。
しかし、
最も早い時期に講道館から派遣され、海外で柔道を指導したのは山下義韶六段（当時）
である。山下の米国行の背景とは如何なるものであったのか。
山下は明治23年（1890）年頃から慶應義塾の柔道師範を務めていた６が、教え子柴田一能（か
ずより）が、明治34（1901）年９月、エール大学（米国東海岸）へ留学することになった。米国
に渡った柴田は、ニューヨーク在住日本人会会長古谷政次郎を介して、北部鉄道会社the Great
Northern Railroadの創業者ジェイムズ・Ｊ・ヒルの下で弁護士として働いていたサミュエル・ヒ
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ルと親交を持つようになった。サミュエル・ヒルはジェイムズ・Ｊ・ヒル社長の娘の一人、メア
リー・フランシスと結婚し、その後、鉄道王と称されるほど熱心でカリスマ的存在となった。
息子の教育に腐心していたサミュエル・ヒルは、柴田に武士道的教育を施したい旨を告げると、
柴田は慶應義塾で柔道を習った山下に連絡を取った７ということになっている。
連絡を受けた山下はどうしたか。あーそうかと単独で決心し、米国へ渡ったと考えるには無理
があろう。講道館の高弟である。嘉納不在でかようなことが前に進む筈がない、と考えるのは不
思議ではあるまい。
別の資料８によれば、サミュエル・ヒルは鉄道建設の情報収集目的で頻繁に欧州、アジアを旅
したとある。彼は新しい出張先となった日本へ来た時、柔道を観た。何処で観たのかの記述が資
料にはない。
柔道を観たとき、瞬時に得心した。これこそ我が子ジェームズ・ナーハン・ヒルに武士道精神
を染み込ませる道である、と。サミュエル・ヒルの目にはっきりと、虚弱な甘えん坊の９歳にな
る息子の肉体と精神を鍛える方法は柔道だ、柔道ほど効果的なものはないと映じたのである。
時に彼の理解では、武士道精神とは高貴にして清廉な心９であった。前述、親交のあった柴田
の影響があったのかも知れない。
かくして嘉納が山下を選ぶことになった訳であるが、嘉納は相手が相手だけに、派遣者の選考
には慎重を期した筈である。
当時、講道館有段者の最高位10は六段であり、山下義韶と横山作次郎の２名であった。当時、
四天王と称された人々である。因みに四天王のあと２人は富田常次郎、西郷四郎であり、この時
は両者五段に列せられている。この四天王は、既述のキューバの四天王と違い、講道館草創期、
警視庁武術大会で古流柔術の強豪と対決勝利し、師範をたすけた元祖講道館四天王である。
嘉納は鬼横山より山下を選んだ。何故か。上述、嘉納の言で思い半ばに過ぎよう。曰く、
「技
術は勿論、学問があって、語学が達者で、説明も出来、話も分かる立派な指導者」と目されたか
らに違いない。

写真資料１

米国に於ける山下義韶・筆子。柔道衣の袖、下穿きの長さに注意。
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かくして山下は、米国の鉄道王と称されたサミュエル・ヒルの招聘で、明治36（1903）年９
月22日、横浜を出帆11。山下義韶・筆子夫妻上船の信濃丸は、太平洋の波濤を蹴って、一路、米
国はシアトルへ進んだのである。
以下は山下から鉄道王サミュエル・ヒルへの返信（抜粋）。
On August 26, 1903
My dear sir,（略）In reply to your favor I am very glad to inform you that we are ready to
start to America on the 22nd of September on board Shinano Maru as you so kindly arranged
for us.
謹啓（略）閣下がご親切にもお手配下さいましたように、私どもは９月22日に信濃丸にて米
国へ向け出発致すばかりとなりました…（邦訳筆者）
山下義韶の渡米については、慶應義塾柔道部史12（昭和８年９月15日発行）に活写されている
ので、少し長いが引用する。慶應義塾柔道部員の山下に対する厚い感謝と深い敬慕の情が滲み出
ている。
明治22（1889）年、はじめて我が部の師範として就任せられたる山下先生は、この度米
国鉄道王と称せられたるサミュエル・ヒル氏の招聘に応じ、遠く彼の地に柔道普及の為渡米
せらるゝことゝなった。先生は実に15年間１日の如く、労苦を厭わずして我が部の為に大い
に力を尽くされたのであって、親しく多くの部員を指導せられ、昔の微々たる柔道部をして、
今日の隆盛を見るまでに育て上げられたその功績は、永く没すべからざるものである。先生
今や我が部を去るも、三田山上に柔道を盛んならしめた如く、太平洋を隔つる異境に於いて
同じくその華を咲かしむることを得ば、斯道の為に一時の別れを忍ぶも亦止むを得ないこと
であった。別離の情に堪えざる我が部は、その行を盛んならしめんとして、９月19日午後１
時より餞別勝負を行い、それより送別会を開いた。
餞別勝負には、雨天にも拘らず、試合者及び参観人の集まる者300人。主賓山下師範の外、
鎌田塾長、福澤体育会長、青木新部長、森幼稚舎々長、塾員窪田文三、旧部員平野勝次郎、
牧口義矩、堀切善兵衛、金澤冬三郎諸氏も列席せられた。
試合は旧部員諸遊慎吾氏の審判の下に行われ、11番の取組みと５人掛け等あり、中には少
年時代より先生の教えを受けたる有段者等も多くあることとて、先生も今渡米に際してこの
勝負を見、一種の感に堪えざるものの如くであった。
それより茶話会に移り、幹事中村氏は部員一同を代表して立ち、「我が部今日の隆昌を来
せるは、全く先生の賜ものである。先生の去らるゝは遺憾なれども、今や先生の渡米は、我
が国の武士道たる柔道を欧米各国に紹介する端緒を開くものなれば、寧ろ我が部の名誉とす
べきである。幸に健全にして彼の米国に柔道を扶植せられんことを望む」と述べ、その功労
に酬ゆる微志として、部員一同より金時計１個を贈呈すと報告し、次に金澤氏は卒業部員を
代表し、青木氏は部長として共に懇篤なる謝辞を呈した。
最後に山下先生は徐に演壇に立ち、丁重なる答辞を述べられ、親愛なる部員諸君と別るゝ
は、余の忍びざる所なり、と語られたる時には、語るものも聞くものも共に涙を呑んだ。そ
れより茶菓を饗し、琵琶歌、講談、部員の茶番ありて興を添えた。
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尚山下先生及び同夫人は信濃丸に便乗
し、
９月22日米国に向かって出帆せられた。
部員一同新橋停車場、若しくは品川停車場
に見送り、
幹事及び有段者は横浜に到りて、
親しく乗船の甲板上で別れを惜しんだ。
米国柔道史Judo in the U.S.に拠れば、山下
はヒルの所に長くは滞在しなかった13。その理
由だが、ヒルの当初の思惑、息子を柔道で鍛え
るという計画はヒル夫人の反対に合い、頓挫14
したようである。山下は直にコロンビア区 the
District of Columbia（米国連邦政府所在地で議
会直轄地のこと。略D.C.Washington D.C.,とも
言う）へ移り、在米日本公使館で柔道の指導を
始めた。そこには公使館付き海軍武官竹下勇中
佐が居たが、竹下の仲介で山下六段は、時の米
国大統領セオドア・ルーズヴェルト注１ に謁見
した。スポーツ好きの第26代大統領は、やがて

写真資料２ 米国での練習者名簿。下から８行目に
Ｔ．ルーズヴェルトの自著が見える。

の門下生となり、師弟の礼をとったのである。

Ⅲ．滞米中、日露開戦
山下が渡米した明治36（1903）年と言えば、極東では不穏な空気が支配し始めていた15。帝政
ロシアの満州、朝鮮への南下政策が露骨なまでに表面化して来たのである。日露が戦端を開く
のは時間の問題とさえ思われた矢先、遂に翌明治37（1904）年２月国交断絶。我が国は日露戦
争注２に突入した。
日露戦争は国家としての命運を懸けた戦い16であった。日清戦争中、日本の対朝鮮圧迫の反動
として朝鮮における対日感情が高まっていたが、日本が三国干渉を受けると、朝鮮政府は親露的
傾向を示すようになった。これを巻き返そうとして駐鮮公使三浦梧楼が、政治の動向に大きな力
を持った王妃閔氏の殺害事件に関係し、却ってますます対日反感を強めた。しかも国王高宗はロ
シア公使館に移居して、約１年間そこで政務を執るのであった。
この善後策として日本はロシアと協定を結び、ロシアの朝鮮への軍隊の出動を認めた。ロシア
は他方で朝鮮と密約を結んで、財政経済に大きな影響力を持つようになった。またロシアは日清
戦争後、清国に対日償金支払いの為の借款を与え、露清銀行を設立していたが、露鮮密約と平行
して、日本を対象とする露清同盟を締結し、満州を横断しウラジオストクとシベリアを結ぶ東清
鉄道の敷設権を獲得した。
清国に対してはロシアのほか、独、仏、英が租借地・鉄道利権・勢力範囲を奪い、日本も福建
省を勢力範囲にするなどのことがあって、明治33（1900）年に清国で強烈な民族運動、義和団
事件が起こった。これは列国の共同干渉を受けて鎮圧された。しかし、ロシアはこの機会に満州
を占領した。
こうしてロシアが大陸で朝鮮沿岸・黄海・渤海湾の線まで抑えたことは、日本に大きな恐怖を
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与えた。ロシア本土は、日露対立の地域から当時の戦争では乗り越えられないほど遠距離の後方
に在り、日本は本土を直接ロシアの前身軍事基地の前面にさらしていた。当時の情勢では、日本
が敗戦すれば、日本人全て一様に国家と運命を同じくする国際権力政治の中におかれていたので
ある。日露交渉は行き詰まり、明治37（1904）年２月、日露戦争が始まったのである17。
管見によれば、日露戦争は日本人として後世語り伝え、忘れてはならない歴史である。あの戦
い、あの勝利あったればこそ、今日こうして我々日本人が母国語を話し、経済的繁栄を築き、祖
国の文化を存続発展させて来られたと言って過言でない。ロシアは今でこそ自由主義陣営に与し
ているが、来し方の歴史を見れば、ソ連時代は東欧諸国を赤化強圧し、その傘下に置かれた市民
の生活はと言えば、パン無き貧困と秘密警察監視下の自由無き暗愚であった。
ベルリンの壁崩壊によって東西市民が再び抱き合い、喜びに満ちた顔が示したものは何であっ
たか。それは人類の真実である。即ち人間の幸福とは、祖国愛を以って自由の下に生きられるこ
とである。ロシアが朝鮮半島、満州を占有すればどうであったか。やがて次は貪欲にその矛先を
日本へ向け、太平洋を睨む格好の軍事基地、不沈空母の列島とすべく、軍靴の音を高からしめた
ことだろう。しかし、我が祖先は勝利した。
以下、松村18を引いて、ここに日露戦争の一幕を想起しておきたい。東郷平八郎連合艦隊司令
長官の武士道（精神）に身の震える思いがする。
明治37（1904）年５月27日午前７時、バルチック艦隊は日本の別働隊である第三船隊に付
きまとわれ始めた。それでも整斉と速力９ノットで前進を続け、対馬海峡の東水道を抜けつつ
あった。昼頃である。バルチック艦隊司令長官ロジェストウェンスキー提督は、右前方に霧の
中から姿を現した日本艦隊を見た。日本艦隊はバルチック艦隊の進路を右から左へ横切るよう
に対進していた。その速力は15ノットと判断された。やがて日本艦隊はバルチック艦隊の前方
を斜めに横切ったが、砲撃するには距離があり過ぎた。
「しめた！」と思ったロジェストウェンスキーは、第一戦隊を左縦隊の前方に出し、単縦隊
に陣形を変換し、全速力でウラジオストックへ向かおうとした。旗艦が先ず第二戦隊の前方に
出た。
東郷司令長官は、
決戦開始の時期を午後２時と決断した。そして左手を高く上げて回し、「取
り舵いっぱい！」と命令した。それはバルチック艦隊の前方を左から右へ横切ろうという典型
的なＴ字形戦術であった。
「切っ先で戦うな。敵の背中に刃が突き抜けるまで踏み込んで戦え！」と日頃から東郷が部
下に教えていた通りの実行である。敵との距離が詰まった。
午後２時８分、先頭の旗艦「スワロフ」は射程距離6400ヤードで砲撃を開始した。東郷は
３分後に射撃開始を命令した。たちまち「スワロフ」と「オスラビア」が火達磨となり、この
後約30分間で勝敗分岐点が訪れた。後は戦果の拡張であって、日本艦隊は対馬北東端〜沖ノ島
〜壱岐島〜鬱陵島〜蔚珍の海域に於いて、反時計回りで合戦しながら戦った。
バルチック艦隊の戦艦11隻のうち７隻が撃沈され、４隻が拿捕された。巡洋艦８隻のうち４
隻が撃沈され、３隻がマニラで抑留された。駆逐艦は７隻のうち４隻が撃沈され、１隻が上海
で抑留され、２隻がウラジオストックに逃げ込んだ。兵員の戦死4830、捕虜7000、中立国抑
留1862。日本艦隊の損害は、水雷艇３隻を失っただけであった。
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勝利の鍵は速度であり、戦術の鍵は、 切り結ぶ刃の先こそ地獄なれ。たった踏み込め、あ
とは極楽 （宮本武蔵）である。東郷元帥は後に述懐した−10年も掛かって築いた艦隊注３は、
海戦当初の30分の決戦に用いるためだった−

Ⅳ．生涯の誇り
日露戦争の雌雄を決する日本海海戦は、史上稀に見る日本の圧倒的勝利であった。
さて、太平洋の遥か先、遠いアジアの日露戦争は、米国大統領にとって如何なる意味を持って
いたのであろうか。
この時期、ルーズヴェルトにとって日露戦争は、国内の政治課題よりも大きな問題だった。極
東の出来事だとは言え、仮にロシアが日本を降して満州及び朝鮮半島を支配することになれば、
米国としても対抗手段を講じなければならないと考えられていた。
ルーズヴェルトの外交政策は、
俗に、棍棒を手にしつつ穏やかに話す19と言われていた。飴と鞭を駆使した如何にも大国流儀の
外交手法である。ロシアを相手に棍棒を用意するとなれば、彼としても厄介だった。
しかし、心配は杞憂に帰した。明治38（1905）年５月28日未明、ホワイトハウスに一本の重
要情報が届いた20。「日本時間28日午前10時過ぎ。日本海対馬沖で行われていた海戦に於いて、
ロシア・バルチック艦隊のネボガトフ少将は、旗艦ニコライ１世に白旗を揚げ、日本海軍司令艦
三笠に投降す」
ルーズヴェルトはホワイトハウスの特設道場で山下の手を握り、日露戦争に於ける日本の勝利
を告げたのである。山下は最初何を言われたのか良く理解出来なかった。が、説明にじっと耳を
傾け、やがてその内容が日本海海戦で日本海軍がロシア艦隊を全滅させたことを知るに及び、感
涙に咽んでその場に泣き崩れた21という。
この時、日本公使館ではまだ、 日本海海戦の勝利の報

に接していなかった。山下はこれを

日本公使館に伝えた。公使館では、山下の働きは金鵄勲章（きんしくんしょう。武功抜群の陸海
軍軍人に下賜された勲章。功１級〜功７級迄。明治23年制定。終身年金を伴ったが、昭和16年、
一時年金に改定。同22年廃止）以上のものだ、と大喜び22だった。
山下も日露戦争勝利の第一報を日本人として最初に入手したこと、及びそれを公使館に感激を
以って伝えたことが生涯の誇りだと語っていた、とは山下の長子故山下与喜弥夫人秋（88歳）の
述懐である（07/03/19筆者取材。於山下邸）
。
山下を大統領に紹介した武官竹下勇中佐も、
所謂ホワイトハウス道場の山下の門下生であった。
竹下は言う。
自分も講道館の門人としてホワイトハウスの道場で大統領に柔道を教える山下さんのお手伝
いをしたことがあるが、或る時、大統領は私室に２人を呼んで言われた。今度の日露戦争は忠
臣蔵を大仕掛けにやったものだ。この事件は元はと言えば、ロシアが三国干渉で日清戦争の結
果、折角譲渡を受けた遼東半島を無理に返させたから起こったものだ。その辱めを受けた日
本は、今、見事に仇討ちをしたのだ、と。大統領は日本の武士道を良く理解されていたと思
う23。
後に山下の為にアナポリスの海軍兵学校の職を確保してやった24ルーズヴェルトは、有名なス
ポーツ指導者であり、スペイン戦争時（1898）
、義勇騎兵を組織してキューバへ出征、武勲を立
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てた。山下との別れに際し、ルーズヴェルトは
思い出深きその時の写真を、自筆サインを添え
て贈っている。大統領の山下に対する心からな
る感謝であったと言えよう。
山下はホワイトハウスの他、既述のように海
軍兵学校、ハーバード大学、その他紳士顕官等
に柔道を指導した。又山下夫人筆子も柔道衣に
身を包み、社交界の淑女達に柔道を教えた。当
時米国社交界で有名であったワーズワース女史
を始め、南北戦争注４ 時、南軍の総司令官で名
将の名をほしいままにしたリー将軍の孫に当た
る令嬢たちも皆、この大和撫子の熱心な門人で
あった25。
それでは、実際、現地に於ける山下の活動は
如何なるものであったのか。克明詳細な記録は
今の所発見されていないが、その一端を垣間見
ることは出来る。
米国に於ける格闘家と言えば、先ずボクサー
かレスラーを指すのが普通であろう。柔道海外
普及のパイオニア山下義韶は、講道館で磨き上
げた自らの技能を恃み、ただ独り、合衆国にて

写真資料３ Ｔ．ルーズヴェルト大統領から山下義
韶へ送られた写真。1904/4/13の日
付が記されている。

これら格闘家と闘った26。紅毛碧眼の異国びと
に柔道を認めさせるには、勝利のみが道である。負けてはならない。かつて柔道が旧来の柔術に
圧勝して、満天下にその力を実証した如く、今度は米国で柔道技術の卓越性を白日の下に曝して
みせなければならないのだ。その緊張感たるや、想像に絶するものがあると言わねばならない。
果然、山下は大勝利を伝えて来た。講道館のみならず、祖国日本の名誉を保ち、思いを蒼穹の
彼方に馳せたことだろう。以下、再び、慶應義塾柔道部史に拠る。
在米山下先生の通信に拠れば、先生は昨年米国に着以来、諸所に於いて各種の運動家と試
合をせられ、其の都度散々に相手を弄（もてあそ）びて、彼の地に漸く盛んならんとせしレ
スリングの鼻を挫き、一般より非常なる歓迎と好評とを受け、米国大統領ルーズヴェルト氏
も柔道の稽古を始むるに至りしという。山下先生の名誉、日本武術の名誉、延いては日本国
家の名誉これより大なるは無しと言うべし。尚陸軍幼年学校その他より頻りに教授の懇望を
受けしが、忙しくて一々之に応ずることを得ず、遺憾ながら謝絶し居る有様なり。亦彼の地
に於いては、貴婦人の之を稽古する者多く、その中にはかつて南北戦争に際し、南軍の大将
として有名なるリー将軍の令嬢も加わり居れりと。斯くの如く米人が争って斯道の研究に熱
心なるに、その元祖たる日本人にして之を知らざるが如きことあらば、他日必ず赤面して談
話に差し支ふるが如きことあらん。
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Ⅴ．錦衣の帰朝
山下は米国にて優れた指導実績を挙げ、柔道史上、これ以上の偉大さは無いと言って過言でな
い足跡を残し、明治39（1906）年５月31日、帰国27した。嘉納塾同窓会雑誌に掲載された下記の
短信に明らかである。
５月31日

米国大統領の柔道師範として雷名を彼の地に轟かし、無限の栄誉を一身に集めし

山下七段、本日を以って新橋に帰着せらるゝを以って塾生一同之を新橋停車場に迎う、知らず
戦捷（せんしょう。戦さに勝つこと、勝ち戦さ）の故国、氏の目に映ずる処、如何なるかを。
６月23日

新たに帰朝せられし山下七段の歓迎会を講道館に開く。会する者無慮百余人。恩

師閣下を始め知名の有段者多く出席せらる。幹事の挨拶あり。山下七段の彼の国に於ける経歴
出来事等、面白き話ありき。午後８時散会す28。
山下渡米に関する歴史的記述について、若干の揺れがある注５ようだが、拙稿では既述のよう
に出国を明治36（1903）年９月22日、帰国を明治39（1906）年５月31日としている。筆者は平
成19（2007）年２月、日本郵船歴史博物館野崎利夫館長代理を取材したが、野崎氏の話に拠れば、
文書記録は最早無いのだが、明治36（1903）年９月下旬、日本郵船の船が米国に向けて横浜を
出帆していることは事実として確かであるとのことであった。おそらくそれは信濃丸であり、山
下夫妻が上船していたものではなかっただろうか。
明治39（1906）年７月、嘉納師範は随従者５名と共に京都へ赴いた。目的は、大日本武徳会
柔道形制定委員会に委員長として出席する為である。随従する５名の中に山下義韶が居た。帰朝
の後も山下が嘉納に高く評価され、深く信頼されていた証左と言えよう。
因みに他の随従者は、横山作次郎、磯貝一、佐藤法賢、永岡秀一（ひでいち）である。このう
ち磯貝と永岡は、後に追贈でない初の十段に列せられる人々だ。京都出張は豪華な陣容の錚々た
るメンバーで構成されたものだったのである。
嘉納が晩年、古式の形を演じる際、受け手にはよく山下を選んだ。形の演技では、受と取の所
作、呼吸の合っていないことほど厄介なこともない。これを逆に言えば、形の演技の成功は、動
作も呼吸も良く合った者同士で行うことが条件である。又、形では特に受の役割が重要である。
受が取の動作に正しく応じられなければ、両者に拠って施される形は流動性に欠け、ために拙く
ぎこちなく、文字通り、 形無し

である。

晩年、
嘉納の古式の形を受けたのは山下であった。師範が山下に全幅の信頼をおいていた証（あ
かし）であると言えよう。次の文章に嘉納の山下に対する真情が滲み出ている。

Ⅵ．史上初の十段
永訣の辞29
君は予の門下に在ること50余年、その間終始一貫講道館の事業を助け、以って柔道の発展に
貢献したり。明治17年始めて予の門人に入るや、つとに頭角を顕し、20幾歳にして既に各地
より集れる柔術の諸大家と角逐して、常に優秀の技量を示せり。明治21年我が海軍兵学校に於
いて初めて生徒に柔道を課するや、君は初代の教師として赴任し、良くその任務を尽せり。そ
の他東京帝国大学・警視庁・慶應義塾・東京高等師範学校・早稲田大学・皇宮警察部・国士舘
専門学校等、東京に於ける殆ど全ての重なる道場の教授に任じ、その成績を挙げたるのみなら
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ず、また遠く海外に出でて柔道を指導し、柔道の世界的普及の端緒を開けり。
今日講道館は国内に於いては柔道の内容の充実を図り、海外に対してはその宣伝普及を策す
るの大方針の下に、館員一同の一致協力を要望せり。この時に当たって、君の如き予が特に信
頼せる講道館最高段の門下を失いたるは、予の最も遺憾とするところなり。ここにおいて、予
は君に贈るに左の旌頌
（せいしょう。
功労を公表し褒め称えること）を以
ってせんとす。
九段

山下義韶

常に予の教旨を守り
取を修め

柔道の形乱

技熟達に至れり

又終始

一貫斯道の普及に努めその成果国内
にあまねく遠く海外にも及び
功績きわめて顕著也

その

今や幽明界を

異にすここに永訣を告ぐるに当たっ
て特に十段を贈る
昭和10年11月24日
講道館師範

写真資料４

嘉納治五郎

嘉納が直筆で山下に追贈した講道館柔道史上初
の十段証書

山下義韶は昭和10（1935）年10月26日死去した。29日告別式。翌11月24日講道館葬。享年71。

写真資料５

晩年の山下義韶
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Ⅶ．まとめ
１．嘉納治五郎は柔道創始当初から柔道の海外普及を目論んでいた。
２．米国人鉄道王サミュエル・ヒルは、親交のあったエール大学（米国）留学生柴田一能（慶應
義塾出身）より柔道について聴かされ、また日本出張の際、柔道を観て、甘ったれ息子の心身
鍛練の手段として柔道こそ最適であると魅了された。
３．嘉納は山下義韶を米国へ派遣し、山下は現地の格闘家と対戦して勝ち、駐米武官竹下勇が山
下を時の大統領テオドア・ルーズヴェルトに紹介すると、大統領は山下の門下生となった。
４．山下は、日露戦争の勝利を直接ルーズヴェルトから耳打ちされたこと、及びその報にまだ接
していない駐米日本公使館に勝利の第一報を伝えたことを生涯の誇りとしていた。
５．柔道を海外へ普及しようとする嘉納の胸にあったものは、明治という新生日本の発展に寄与
した諸外国の労を恩として捉え、他国文化の真似事でない日本独自の文化の海外移出を以って
恩を返すことが、やがて日本を助ける道に通じるという視点であった。山下はその任務を果た
すべく海外へ派遣された講道館柔道史第１号と位置付けられよう。
謝辞

ここに拙稿を纏めるにあたり、外交資料館へ足を運び、嘉納治五郎、山下義韶等の渡航に

関わる貴重な資料館収蔵文書を取り寄せ、学術的協力をしてくれた学友内田賢次君に衷心より
謝意を表します。
引用文献
１）第５回中央講道館有段者会に於ける嘉納会長の講演大要，作興第６巻第９号，講道館文化会，
p.29-33，1927
２）嘉納先生伝記編纂会，嘉納治五郎，講道館，p.531，1964
３）石井光次郎他（監），写真図説

柔道百年の歴史，講談社，p.81，1970

４）嘉納先生伝記編纂会，前掲書，p.541-542
５）石井他（監）
，前掲書，p.98
６）神山典士，ライオンの夢，小学館，p.72，1997
７）神山，同上書，p.73
８）The United States Judo Federation，Judo in the U.S.;A Century of Dedication，North
Atlantic Books，p.23，2005
９）The US Judo F，同上書，p.23
10）講道館記事，国士第６巻第52号（復刻），講道館，p.293，1903
11）The US Judo F，前掲書，p.24
12）金澤冬三郎（代表），慶應義塾柔道部史，三田柔友会，p.99-102，1933
13）The US Judo F，前掲書，p.23
14）井上俊，武道の誕生，吉川弘文館，p.63，2004
15）下村富士男，一八八九−一九一二年の日本，日清日露戦争，世界文化社，p.44-54，1968
16）下村，同上書，p.44-46
17）下村，同上書，p.46
18）松村劭，三千年の海戦史，中央公論社，p.218-219，2006
19）神山，前掲書，p.63-64
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20）神山，同上書，p.62
21）神山，同上書，p.63-64
22）石井他（監）
，前掲書，p.82
23）石井，同上書，p.83
24）The US Judo F，前掲書，p.24
25）石井他（監）
，前掲書，p.82-83
26）金澤（代表）
，前掲書，p.133-134
27）大島英助，嘉納塾同窓会雑誌第26号，嘉納塾，p.77-78，1906
28）大島，同上書，p.78
29）故十段山下指南役講道館葬儀の際、嘉納館長の朗読したもの。「柔道」第６巻第12号，講道
館文化会，p.2-3，1935
注
注１）Theodore Roosevelt 米国第26代大統領（1901−1908）
。共和党選出。日露戦争の講和を斡旋、
モロッコ問題を解決。ノーベル賞。1858−1919
注２）明治37（1904）年−38（1905）年、我が国が帝政ロシアと満州・朝鮮の制覇を争った戦争。
明治37年２月の国交断絶以来、同年８月以降の旅順攻囲、38年３月の奉天大会戦、同年５月
の日本海海戦等での日本の勝利を経て38年９月、米国大統領ルーズヴェルトの斡旋により、ポ
ーツマスに於いて講和条約成立
注３）日露戦争前の10年間、日本は軍備拡張に国家予算の約半分を注ぎ続けた。小神野正弘「歴
史の授業で教えない大日本帝国の謎」彩図社，p.13，2014 に詳細
注４）米合衆国の北部と南部との間に起こった内乱。北部諸州は商工業を主とし、南部諸州は農
業を主とし、北部は奴隷解放を主張し、南部は奴隷存続に固執していた。1860年、共和党の
リンカーンが大統領に当選すると南部諸州が合衆国から離脱した。これに端を発して61年以後
65年に南軍が降伏するまで前後５年に亘り戦乱が続いた。
注５）明治35（1902）年５月出帆説（
「嘉納治五郎」
，昭和39，講道館発行，ｐ.688がこれ。しか
し同書p.534では、明治36（1903）年に米国へ渡り、約５ヵ年…云々とある。「柔道大事典」も
類似）
、明治40（1907）年帰朝説等がある。拙稿では山下の出帆を明治36年９月22日、帰朝を
明治39（1906）年５月31日としているので、在米期間は２年８ヶ月となる。外務省外交資料
館収蔵「外國旅券下付表
山下義韶

士族

山下フデ

自明治三十六年七月
仝上

柔道教授

至仝

年九月

東京府」資料に、
「721018

九月二日」で外國旅券下付の記録あり。この資

料からしても、山下の出国は明治36年９月であったことが裏付けられると言ってよかろう。

