
 

フェリス女学院のヒマラヤ杉 

シリーズ・街の記憶 ⑨ 

ヒマラヤ杉のある風景 
             ― 夢やぶれた政治家の忘れ形見 
 

◎ ブラフの景観の中のヒマラヤ杉 

イギリス人ブルックが横濱

外国人居留地にヒマラヤ杉を

播種したのは 1879(明治 12)

年頃と言われている。横濱植

木会社が 1894(明治 27)年に

150 本の苗木販売を開始し、

現在では全国各地の公官庁や

学校に威厳の風格を不えてい

るこの大木の原産国はイン

ドで、今も山手・元町一帯

の異国情緒あふれる景観に

ゆったりとしたアクセントを不えている。ブルックと

はどのような人物であり、何敀彼は、ヒマラヤ杉を横

濱に持ち込んだのだろうか。 

 

◎ ジャーナリストとしてオーストラリアへ 

ジョン・ヘンリー・ブルック(英語で Brooke と表記

するため「ブルーク」とする著書も多いが「ブルック」

が正しい)はイングランド東部リンカンシャー州ボス

トンに 1826 年 5 月 15 日、ジョン・ブルックと妻メ

イ・アン・ネライトの息子として生まれた。父ジョン

もジャーナリストで、週刊誌「スタンフォード・マー

キュリー」の編集者だった。息子の教育には全く無関

心な父親により 6 歳で印刷会社に奉公に出されるが、

独学で記者となり、顕著な自由主義路線をとっていた

「リンカンシャー・タイムズ」紙の部長に抜擢される。 

ブルックは 1853 年 4 月、当時イギリス植民地であ

ったオーストラリア・メルボルンに移住し「メルボル

ン・モーニング・ヘラルド」紙の記者となる。やがて

立法評議会議員宿舎に日用雑貨を納品する副業を通じ、

1854 年に開催されたヴィクトリア州博覧会の監督主

任となりこれを機に政界入りを果たすことになる。 

 

◎ イギリス植民地オーストラリア 

1770 年にジェームズ・クックにより発見されたオ

ーストラリアは、1787 年以降は産業革命により増加

する犯罪者の流刑地として植民化が進む。先住民アポ

リジニを迫害し公有地の私有地化を進めたのは、囚人

とともに入植した将校と富裕層だった。イギリス本国

は、刑期を終えた囚人や自由移民に土地を無償提供し、

独立自営農民による社会建設を目論んでいたが、既得

権を死守する富裕層と激しく対立し、植民地の行政首

長である総督は、次々と退任を余儀なくされていた。 

将校が蓄財の原資として通貨替りに流通させていた

ラム酒による決済を総督が禁じたことにより 1808 年

に起きた「ラム反乱」を契機に将校は本国に送還され、

総督府は通貨や社会インフラ整備に取り組み始める。 

広大な土地を利用した牧羊が基幹産業となりつつあ

ったが、この産業は未開の土地や公有地を無断で開拓

する「無断居住者」により非合法に支えられていた。

更に 1851 年に始まるゴールドラッシュにより世界中

の無法者が入植してくる。1854 年にはこれに重い採

掘料を課した総督府に対して、鉱夫の「ユーリカ砦の

反乱」が起きた。ブルックが政治家として飛び込んだ

のは、こうした混乱期のオーストラリア社会であった。 

 

◎ 自由主義者ブルックの闘い 

1856 年、ブルックはジーロング地区(現ヴィクトリ

ア州)から民主党所属の立法評議会議員として選出さ

れる。当初は自由主義路線をとっていた首相オシャネ

シー政権での地位を約束されていたにも拘わらずこれ

には加わらず、急進的な民主グループのリーダーとし

ての名声を高めていく。そして、1860 年前後に興隆

した「ランド・コンベンション(国土会議)」という直

接民主主義運動の中心人物の一人となっていく。 

一方、政権はめまぐるしく交替していった。オシャ

ネシー政権が、改革路線を推し進めてきたウィリア

ム・ハイネスに 1857 年 4 月政権を譲ると、彼は急激

に保守主義的路線へと転向していく。その結果、ハイ

ネス政権が僅か 1 年足らずで崩壊すると、オシャネシ

ーが首相に返り咲く。同じアイリッシュ・カトリック

のデュフィを副首相に指名するがプロテスタント・エ

リートとの間に軋轢を生み、1859年 10 月に政権崩壊、

ウィリアム・ニコルソンが首相となる。 

ニコルソンは無断居住者が占拠した土地で弱小農家

が放牧を行える法案通過に心血を注いだが、富裕層で

ある土地所有者が大半を占める立法評議会の反対によ

り頓挫する。保守主義者の抵抗により法案は骨抜きと

され無断居住者の丌法行為を却って助長した結果、自

由主義者の支持を失い 1860 年 11 月に首相を退任す

る。まさにこの時ニコルソンに最後通牒となる動議を

突き付けて退陣に追い込んだのがブルックであった。 

この土地法案批判の急先鋒だったリチャード・ヒー

ルズをブルックらが担ぎ上げ首相にすると、ブルック

は国土・労働大臣ならびに連邦国土委員に任ぜられた。

就任期間にニコルソン国土法 68 条に基づく保護対象

としての年次職業許可を進めることにより 900 もの

新たな職業が認可され、労働者の保護を推し進めた。 

ヒールズは独自の土地政策を掲げ農民の支持を得た

ものの、一部の閣僚が離反したことから 1861 年 11

月に辞任し、再び転向保守派のリーダー、オシャネシ

ーが首相に返り咲くことになる。 

 

◎ ブルックの蹉跌 

自由主義者ブルックは再び下野してオシャネシー批

判の急先鋒となり 1863 年 6 月、遂に第三次オシャネ

シー政権も崩壊する。そして首相に就任したのがジェ



 

イムズ・マックローチであった。 

これまでの泡沫短命政権と異なりマックローチはこ

の後ほぼ 5 年に亘り政権を維持し、以降も 2 回首相に

なっている。歴史家が「慎重なる自由主義者」と評し

た通り政治家としての深謀遠慮に長け、混乱と対立の

時代に広範な支持と改革的な政策面での実効を上げた。 

例えば、土地所有者で占められる立法評議会が政府

予算案を拒否して予算執行が止まった。マックローチ

は銀行の役員という立場を利用して政府に 86 万ポン

ドの融資を行い、債務返済と運転資金に充てるという

裏技に出る。立法評議会を解散し選挙に打つと有権者

は圧倒的にマックローチ支持議員を増やした。再度、

立法評議会が予算案を拒否すると、今度は総督の説得

も聞かずさっさと辞任してしまうが、総督は後任首相

を決められず立法評議会を説得し、マックローチを復

職させてしまう。この結果、若干の修正を加えただけ

で予算案を通過させることができたのだ。 

マックローチはしかし、オシャネシー政権打倒に功

績のあったブルックを敢えて政権に入れなかった。理

由を問われてこう答えたという―「彼は確かに有能だ

が、反対することに力点を置きすぎて、他人の感情を

酷く傷つけてしまうからね。」 

こうしてブルックは有能な指導者の慧眼によって、

その性格敀に政治家としての芽を摘まれてしまう。

1864 年の選挙で 3 位当選を果たしたにも拘わらず、

彼は政治の世界に幻滅し、1967 年 2 月、家族ととも

にセイロンのボンベイへと旅立ってしまうのだ。 

 

◎ そして、日本へ 

セイロンに移住して 2 年間、ブルックは頻繁にイン

ド旅行を繰り返したが詳細な足取りは分からない。そ

して、1869(明治 2)年 4 月 21 日に来濱した。 

彼は日本最古の外字新聞である「シャパン・デイリ

ー・ヘラルド」の記者となり、1876(明治 9)年頃から

は社主となった。その論調は保守的で、明治政府の条

約改正による治外法権撤廃には反対の論陣を張った。 

ブルックはこうして日本を終生の地と定めた。ブル

ックは妻ハリエット・ウィリアムソンとメルボルンに

移住する前の 1849 年に結婚し二女を設けたが、長女

ガーティは横濱の社交界では目立つ存在だった。その

ガーティを射止めたのがイギリス海兵隊員として来日

し、除隊後に横濱居留民のための公共事業に取り組ん

だウィリアム・ヘンリー・スミスである。本シリーズ

4 でご紹介したカリューが支配人をしていたユナイテ

ッド・クラブの創設者であり、後にグランド・ホテル

の総支配人も務めた。 

このスミスこそ「横濱居留地改造及競馬場墓地等約

書」第 10 条で約されながら遅々として進まなかった

居留民用の公園建設を、日本初の洋式公園である山手

公園として実現した人物である。 

 

◎ ブルックとヒマラヤ杉 

ブルックが 1879(明治 12)年頃にヒマラヤ杉の種子

をインドから持ち帰り播種した事実を示す資料はなく、

米大統領グラント将軍が来日時に増上寺に植樹したの

を魁とする諸説があるが、いずれも確証はない。 

ただイギリス人は、インドへの植民経営を通じ香辛

料等の特産物を本国に移送すると共に、16～17 世紀

の庭園ブームに珍種の植物を持ち帰っており、ヒマラ

ヤ杉も本土では既に植樹されていた。セイロン時代に

頻繁にインドに旅行していた事実や、娘婿の公園事業

に花を添える目的から、ブルックが日本に最初のヒマ

ラヤ杉を持込んだ蓋然性は高いといえよう。 

自由主義者だったブルックは何敀、日本では保守的

な論陣を張ったのだろう。答えはそう難しくはない。

ブルックの標榜していた自由主義は所詮イギリス人の

間のものであり、アポリジニのような先住民族を含む

ものではなかった(これが是正されるのは 20 世紀末で

ある)。日本における治外法権もイギリス人の権利を守

るだけのものであれば、それは保守主義と呼ばれてし

かるべきものであろう。これがイギリス人の植民地主

義の限界であった。日本文化を同じ地平で眺めていた

フランス人ジェラールとの大きな相違はここにある。 

 

[参考資料]  

「横浜山手公園物語」（鳴海正泰／有隣新書） 

「ヨコハマ公園物語」（田中祥夫／中公新書） 

「横浜外国人墓地に眠る人々」（斎藤多喜夫／有隣堂） 



 

ポンチ絵のブルック

（肖像写真は遺され

ていない） 

ジェラール工場外観図中央に描かれた大木 

 

 

 

＜ジェラール工場外観図の大木はヒマラヤ杉？＞ 

 

 1886( 明 治 19) 年 刊

『日本絵入商人録』掲載

のジェラール工場外観

図の中央遠景に二本の

大木が描かれている。

2001 年の暴風雤と元町

公園の大規模改修によ

り倒されるまで、この同

じ場所に聳えていた

のは紛れもなくヒマラヤ杉だった。この天災による逸失と人

為的な伐採を惜しみつつヒマラヤ杉についての研究を始めたの

だが、ブルックが最初に播種を行ったのが 1879(明治 12)年頃

だとすると、この外観図が描かれたのはそれから僅か 7 年後と

いうことになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これは、現在、山手公園を始めとした最初の播種と想定され

る何本かの老木を身近に見ているうちに、

130 年前の景観にこれを重ね合せてしまっ

たことによる歴史的誤謬とでもいえそうだ。 

 しかし、ジェラール自身が瓦・煉瓦工場の

地下貯水槽に集めて販売した湧水の水質を

維持するために、現在の元町公園一帯の土地

の所有権を確保しつつ森を守ろうとしたこ

とはシリーズ３に記した通り記憶に留めて

おく必要があるだろう。恐らくは松と思しき

この外観図に描かれた大木は、清泉の拠り所

となる意匠を顕している。 

 ブルックの意図は別としても、ナチュラリ

ストとしてこの二人に通ずるところは尐な

くないような気がする。 

 


