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『幕府海禁令によりバタヴィアに追放された混血児・その後』 

 

はじめに 

1976 年より三年間、私は政府派遣教員としてジャカルタ日本人学校に勤務する機会を得た。

当時のジャカルタ日本人社会は、そのすぐ前に起こった田中角栄首相訪イ時に発生した反日暴

動の影響もあって、インドネシア国民の動向をうかがい、緊張の内に生活を送るという状況であ

った。 

当時政権の座にあったスハルト大統領は、「9・30 事件」で断交した中華人民共和国と、近い

将来に国交を回復させようとする意図を持っていた。そのため、スカルノ政権の辿った共産化の

過去を繰り返さないようにと、慎重に国内の共産主義復活の気配を押さえながら、国交回復の機

会を得ようとしていた。 

国交が回復されれば、中国人子弟の教育機関がジャカルタに出来るわけで、そこでの思想教育

には当然のことながら神経質になっていた。それを未然に防ごうとして決定されたのが、全イン

ドネシア外国人学校が待っていた治外法権的体制を撤廃し、一私立学校として文部省の管轄下

に置くという制度の制定であった。 

当時日本人学校は、「駐インドネシア日本大使館付属ジャカルタ日本人学校」と称していた。

それが、このインドネシア政府外交政策の変化を受けて、77 年度よりインドネシア文部省管轄

下の「ジャカルタ日本人学校」となる事が決まっていた。また教授内容についても文部省の指示

があり、インドネシア地理・歴史とインドネシア語の授業の義務化が決定していた。ここで言う

「インドネシア地理」とは、日本の教科に当てはめてみるとそれは、「地理」と「歴史」である。

地理については、赴任当初からある程度の理解は出来ていたが、歴史となると歴代の政権によっ

て自己に都合のよい内容に代えられており、なかなか本当の姿を知ることは難しい状況であっ

た。その例が、1978 年 2 月、バンドンを中心として発生した大学生による反政府集会である。

このニュースは世界を駆け遜った。日本からわが家に送られてきた朝日新聞は、その報道部分が

黒く塗りつぶされており、オランダの植民地統治時代以来このようなことは当たり前のことで

あった。国民に知らさないと言う姿勢が色濃く残っていた時代であったといえる。 

赴任と同時に、社会科教師としての私に課せられた課題は、教授資料の収集と授業内容の計画
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立案であった。その調査の過程で、この地にかって多くの日本人が関わってきた歴史があり、オ

ランダ東インド会社の設立当時から今までの日本人の歩みを知ることになった。その中に日本

から多くの混血児が追放されて住み、日本人社会が形成されていた事を知った。このような諸事

実の発掘を経て私は、歴史の教授内容を『日本とインドネシアの交渉関係』に焦点化して、実施

しようと考えたのである。 

ここで纏めようとする論文は、この時私が作った資料集を元にして、1640 年追放されてバタ

ヴィアに到着した、日本人混血児達がなぜ追放され、どの様に生きたのかを明らかにしようとす

るものである。 
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第一章 南蛮 ・紅毛貿易の実態と推移 

 

第一節 ポルトガル船来抗 

わが国におけるヨーロッパ勢力との接触点は、地理的な状況からいっても九州地方が有利な

環境にあった。1543 年のポルトガル船種子島漂着は、その最初といわれているが、実際にはそ

うではなくもっと早くから、ヨーロッパから来た人たちとの接触は行われていたと考えられる。 

その理由は当時東シナ海を中心とした海域で、貿易の実権を握

っていたのは王直1を中心としたいわゆる「海賊八幡船」で、彼等

はこの地域の、どこにでも入津して補給や商売を行っていた。こ

の王直が支配するまでの八幡船貿易は知られているように北九州

や瀬戸内海賊が活躍する場であったが、その勢力はもっと大きな

力に統合されつつあった。 

教科書では種子島を支配していた種子島時尭2が、鉄砲の入手に大変な努力を重ねた結果、わ

が国に鉄砲が伝えられることになったと言われているが、その後の鉄砲の普及状況を考えると、

鉄砲が入ってきたルートは複数でなければならない。鉄砲が I挺か 2 挺輸入されたところで、そ

れをすぐに実戦に使うようなことは出来ない。それには、鉄砲の作り方だけではなく硝石の確保、

火薬の作り方、銃弾に使用する鉛のことなど、日本に産出しない品目をどの様なルートで調達す

るかを整える必要があった。そしてこれには、東アジアを中心と

した世界貿易の商品供給ルートに乗るか、またはその交易の実権

を握ることが不可欠であつた。 

ポルトガルが東南アジアや東アジア地域にやってきたのは、

1509年のディオゴ・ロペス・セケイラ3指揮の船隊が最初である。

丁子やにくずく等の香料を求めて来た彼等は、1512 年に香料諸島

の中心地であるアンボンを占領し、そこに商館を築いた。 

ポルトガルはこの後約 100 年間、この地域で覇権を握る。その

根拠となったのが法王の仲介でスペインとの間で結ぼれたサラゴッサ条約4である。この条約に

 

1 挿画は編者による。 

2 たねがしま ときたか 

3 挿画(wikipedia から)は編者による。Diogo Lopez de Sequeira 

4 Treaty of Zaragoza 

王 直 

ディオゴ・ロペス・セケイラ 
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よってアジアにおける香料貿易に本格的に参入する権利を獲得し得た結果が、日本との交流開

始に繋がったのである。 

当時ポルトガル植民地となっていたマラッカやマカオには、イエズス会宣教師達が多く滞在

していて、そこにやって来た日本人と接触する機会があった。その中でキリスト教布教と貿易の

両面で、日本が将来重要な国になり得るという認識を得たことで、今後のアジア貿易政策の発展

を図るために大きな決断を為す契機となった。 

フランシスコ・ザビエル5がマラッカで会ったというヤジロウという日本人の態度や能力は、

アジア人の能力を自分たちより余程程度の低い民族と思っていた彼等には、新鮮な出会いであ

ったと言える。 

その頃ようやくヨーロッパ新興勢力の勃興に将来への危機感を持っていたポルトガルは、新

しい貿易相手国として日本進出を積極的に計ろうとした。 

 

わが国にとって鉄砲の伝来は、当時の戦国社会に大きな影響を与え、信長による日本統一への

大きな足がかりとなった。次いでこれをきっかけとした、1549 年のフランシスコ・ザビエルを

中心としたキリスト教の日本伝道は、文化の面において大きな影響をわが国に与え、新しい 「南

蛮文化」が開花するきっかけとなったといえる。 

 

季節風を利用して日本に来航する場合、北九州の、中でも平戸や長崎は絶好の寄港地であった。

風待ちも出来る良港がある。積極的な便宜を図る領主がいる。忍耐力があり安い賃金で働く人間

が多い。高い理解力・技術力を待った国民である。等々、日本側にも彼等を受け入れる体制は問

題がなかった。中でも平戸は八幡船の王直がここを根拠地としていたことや、松浦氏自身が海洋

で活躍してきた領主であったこともあり、好条件がそろっていたと言える。こうして日本最初の

「南蛮文化」は、平戸を中心とした地域から全国に広まっていったのである。 

 

ところでポルトガルという国の貿易政策は、オランダやイギリスとは違っていて、彼等を現地

に同化させるという方針を推奨しており、その結果として、盛んな国際結婚が行われた。その結

果、ポルトガル植民地には混血児が増加するという現象が各地で発生することになった。 

またこの国は国策として、現地への同化と共に、キリスト教布教と貿易を一体として行う政策

 

5 Francisco de Xavier 
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をとった。こうしてキリスト教化された国や地域は、やがて植民地としてポルトガルに支配され

ると言う事になり、これは同じ旧教国であるスペインも同様の政策をとっていたこともあって、

やがて布教と貿易を切り離す政策をとったオランダやイギリスと比較され、大きな警戒心をわ

が国の為政者に与えることになった。 

しかしこのような意図は別にして、ルイス・フロイス6などの宣教師の活躍は信長の積極的導

入政策もあり、大きな実を結んだ。我が国では彼等が、知らない地域から来た人々であったこと

から『南蛮人』と呼び、また触れたことも無い文化の中身に対しても「南蛮文化」と呼んで迎え

たのである。南蛮という言葉は則ち「珍奇」そのものに繋がっていた。 

キリスト教については、ザビエルの布教努力もあって大きな利潤をもたらす南蛮貿易の魅力

と共に、西国大名の中には自ら改宗して切支丹大名となる者が出るようになった。その中の一人

大村氏は、自分の領土であった長崎を教会に与えることで、多くのポルトガル船の寄港を計ろう

としたのである。 

 

第二節 オランダ東インド会社の成立と発展 

ポルトガルやスペインと争い、やがて東南アジアにおける最大の植民地を築くことになるオラン

ダは、大航海時代の先駆者となることは出来なかった。当時のネーデルランド地域は、イスパニアの

属州に置かれていたからである。これは 1516年カスチーリア地方の王

位を、カルロス 1 世が継承した結果であり、旧教国であるイスパニア

は、ネーデルランド地方に多かった新教徒に対し過酷な弾圧を加えた。

これを原因として 1568 年オランダはイスパニアとの長い独立 80 年戦

争に突入する。 

1592 年。はじめスペインやポルトガルに滞在し、後インドに渡りゴ

アの大司教の秘書を勤めていたヤン・ホイヘン・ファン・リンスホーテ

ン7が帰国し、『東インドすなわちポルトガル領インドの航海誌』をオラ

ンダ語で出版し国内に渡航熱が高揚った。イスパニアの属国としての地位しか与えられていない彼

等にとって、航海と貿易による国の発展は、自分たちの自決へと繋がっていたからである。さらにこ

の年、リスボンから帰国したコルネリウス・ハウトマンによってもたらされた、東インド航路の海図

は、この渡航熱を更に煽ることになった。 

 

6 Luís Fróis 

7 Jan Huygen van Linschoten 

Jan Huygen van Linschoten 
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1595 年、彼は「COMPAGNIE VAN VERDE(ファン・フェルデ)」貸本金 29 万フローリンの会社

を作った。そして会社設立直後の 4 月 2 日には、ファン・フェルデ会社の船隊 4 隻と船団長にハウ

トマンを命じ、248 人を乗り組ませオランダのテクセル港8を出航。東インドへむかわせたのである。 

1596 年、6 月 23 日、ハウトマンの船団は、ジャワ島バンテン9沖に到着しポルトガル勢力と衝突

したが、何とかそれを防ぎ 11月 13 日、スンダクラパ(ジャヤカルタ)に到着することが出来た。1597

年 8 月 14 日、船団はその一隻を失いながらも、乗員中 89 人はジャワ島を周航しバリに立ち寄って

テクセルに帰港した。この周航は乗員の三分の二を失うという航海であったが、これによってヨーロ

ッパ世界はジャワ、スマトラ、バリ、オーストラリアの切り離しを確認することが出来た。ついにポ

ルトガル・スペインを凌ぐための橋頭堡を作ったと言えよう。 

この年オランダは直ちに、「NIEUWE COMPAGME VANDEVAERTE」を設立する。更に 1598 年、

C・V・V と N・C・V・V は合併して、OUDE COMPAGNIEとなり、1月新会社は 8隻からなるヤ

コブ・ファン・ネッケ指揮の大船団を組織して東インドに派遣した。6 月、船団は西ジャワのバンテ

ンに到着。当時ポルトガルと係争中であったバンテン王を援助して貿易に成功。そのうちの一隻は香

料諸島の中心地テルナテに至り、商館を建設し貿易の足場を作った。この船団の利益は百倍となった。 

1599 年、イザーク・ル・メールは新ブラバント会社を設立し、1600年、新ブラバント会社と OUDE 

COMPAGNIEは合併して、アムステルダム東インド会社となった。 

1602 年、3 月オランダ東インド会社が設立された。「VEREENIGHDE OOST INDISCHE 

COMPAGNIE」。この会社の資本金は 650 万グルデン。重役会を「17 人会」と称し、喜望峰以東マ

ゼラン海峡までの貿易独占権を付与国会よりされていた。日本が長崎の出島において貿易の相手と

し、日本でよく知られた「V・O・C」は、この東インド会社であった。 

 

これより先の 1600年 4 月 19 日、オランダ船リーフデ号が豊後、現在の臼杵市佐志生に漂着した。

船には 25 名の生存者がいたが、歩行できる者は僅かに 6 名であった。その中にイギリス人のウイリ

アム・アダムスとオランダ人のヤン・ヨースティン、メルヒオール・ファン・サントホールトが乗っ

ていた。彼等は全国政権を樹立したばかりの徳川家康の謁見を受け、彼の外交顧問として家臣となっ

た。 

家康としては外国貿易の利益だけでなく、海外の進んだ技術を取り入れ、統一事業の成果を高める

ために彼等の持つ能力は利用価値があると考えたからである。三人はやがてそれぞれの母国に対し

 

8 アムステルダム北方約 70km にある島 

9 ジャワ島西部の地域 
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て、貿易の斡旋を行うと共に助言を行い、イギリス・オランダとの貿易開始のきっかけを作ったので

ある。 

特にサントフォールトは 1609年、松浦鎮信の仕立てたジャンク船でオランダの根拠地であったパ

タニヘ行き、日本との交易の有利なことを進言した。この時クワルケナックとサントフォールトがパ

タニに着いたことで、1598 年 6月 7日フーレ

ーを出航した 6 隻の船団が全滅したこともオ

ランダ本国に判明したのである。 

1609 年初代東インド総督となったピーテ

ル・ポットはバンタム王国10と戦いスンダ・

クラパに要塞を建設する。現在のジャカル

タ、パサールイカンの地である。 

 

第三節 日本との貿易開始 

1609 年の 7 月、ピーテル・ウイルレムスゾーン・フェルフーフェン船隊の２隻が、オラニエ公マ

ウリッツの手紙を持って平戸に入港。8 月には家康に面会し、朱印状を得た。 

『日本へ商船被渡候春 不可有疎略候 国々所々 雖何之津湊 如何様に商買候共 可被心安候 押買

押売違乱在之間間敷 舟何程成共渡海可然候 委細従安仁方可申候也 

慶長十一年内拾月十日 

御印 

半南土美解留 

闍古邊果伽羅那加』 

注: 安仁=あんじん、三浦按針、ウイリアムアダムス 

 半南土美解留=パタニ商館長のフェルディナンド・ミヒールスゾーン 

 闍古邊果伽羅那加=ヤコブ・クワルケナック 

次いでこの年の 9月 20日には矢継ぎ早に平戸に商館を作ることを議決し、初代長官としてヤック

ス・スペックスを任命した。本格的な日本貿易の開始である。 

平戸には、城を望むことが出来る絶好の場所にオランダ商館の石造りの蔵が建ち並び、町には紅毛

の外国人が散歩する風景が見られるようになった。 

 

10 バンテンサルタン国 

17 世紀バタヴィア港図 

平戸オランダ商館 
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藩主であった松浦氏は、これを積極的に支援したため、住民の中には海外に雄飛しようとする者が

多く現れるまでになった。 

わが国にこのようにして西欧文化をもたらしたポルトガルとオランダを比較してみると、ポルト

ガルは先ず宣教師を中心として進出を計ったのに対して、オランダは純粋に交易による利益に特化

して、それと関係のない人々が来ることはなかった。 

17世紀初頭のわが国における両国の違いは、このような状態であった。 

 

(原注)*ジャヤカルタとは、ジャヤ=勝利 カルタ=都という意味で、異教徒に対するイスラ

ム教勝利の都の意味で。1527 年スンダクラバと呼ばれていた町を改称した。日本人は今もス

ンダクラパの名前を11使用している。ちなみにスンダクラパは「椰子の都」の意味で「加羅邑」

と記した。 

2011 年 12月 11日スンダクラパ港にて(編者撮影) 

 

 

11 「内国航路の港湾名として」を追加。 
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第二章 日本人の東インド諸島進出 

 

第一節 元和偃武12以降の海外進出 

戦国の世がまだ続いていた 1565 年。8 名の日本人がポルトガル船に乗りジャワへやって来たとい

う記録がある。そしてこの頃、九州地方を中心として多くの婦女子が奴隷として売られてきたという

記録もある。1567 年には、ルソン島の北カガヤン地方で日本船 12隻と日本人 5～6百名とイスパニ

ア人が交戦したという記録もある。これらを見ると、想像する以上に素早く日本人の海外渡航が行わ

れていたことが解る。 

更に時代が下がって織田信長、豊臣秀吉、次いで徳川家康による全国統一事業が行われ、大坂夏の

陣による戦争状態が終結すると、「元和偃武」と言われる時代が到来し、多くの武士が失業し沢山の

牢人13が発生する事になった。 

この牢人対策は放っておけば新生幕府を揺るがしかねない問題であり、幕府の頭を痛めた問題で

あった。その結果、生活の糧を失った彼等の中には、遠く海外にその力を使える場所を求めて進出を

図った者がいた。 

当時シャムにおいて六崑王として大活躍が伝えられていた山田長政の存在は、ある意味では彼等

牢人の希望の星であったかも知れない。そのことは、多くの日本人が兵士として彼の部隊に所属し、

その指揮下で活躍した彼等の勇敢さが伝えられていた事実からも解る。 

また彼等牢人達は、シャムのような日本人町を形成している地域ばかりではなく、アジアに進出を

してきたヨーロッパ勢力の傭兵となったり、中には奴隷として売られていく者もいた。 

当時日本兵の勇敢さは有名で、簡単な食事を与えれば満足し安価に使えるということは、ヨーロッ

パ人にとっては本国から兵隊を運ぶ必要もなく、その意味において日本は、貴重な戦闘人材の補給地

でもあった。 

1556 年 1 月 7 日、イルマン14のルイス・フロイスが、マラッカよりインドのイエズス会へ送って

手紙の中に『ディオゴ・ペレイラの船で、日本人 8 名がスンダからシナヘ着いた。』と記述がある。 

これは何を示しているのであろうか。既に多くの日本人がスンダ=スンダ・クラパ、今のジャカル

タにいたと言うことであり、彼等の一部がポルトガルの植民地であるシナ=マカオにやって来たと言

う内容である。この 8 名が、どの様な人であったのかについては記述がないが、1579 年の初めには

 

12 げんなえんぶ 

13 浪人 

14 平修道士 
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ポルトガル人の奴隷であった日本人が、ジャワで処刑されたと言う記事も見える。この頃多くの日本

人が、ポルトガル人に買い取られて奴隷として海外で苦役に服していたと言う事もまた事実なので

ある。 

これから解ることは、日本人海外進出の始まりは奴隷と兵士であり、その中身は殆ど人買いによる、

半ばその意味を理解せずに出掛けた人々が多くいたと言うことである。 

ポルトガルやオランダ船の寄港が増えるようになると、日本人の中には積極的に海外に出掛け、そ

こでヨーロッパや中国勢と互角に交易を行う者も出てきた。その結果、交易の温点となった交趾=ヴ

ェトナムのフェフォ15、呂栄=マニラ、暹羅=タイ、安南=ハノイ16、高砂=台湾などには急速に海外渡

航者が増え日本人町が形成されるまでになった。 

オランダ人が平戸に来航し、商館を開設したのは 1609 年 9 月であるが、この事はその後、オラン

ダ東インド会社のあるバタヴィアにも日本人が増える契機となった。 

1613 年 2 月には、オランダ船、ローデ・レーウ・メットパイレン号が、68名の日本人兵士・水夫・

職人を輸送したと言う記録がある。この時平戸商館長ヘンドリック・ブルーウエルが、東インド総督

ピーテル・ポット宛に出した手紙に次のようなことが報告されている。 

『日本人は性質怜悧にして有能であるが、その絵料は低廉にして、米と塩魚など極めて安価な賄い

で養う事ができる。既に皇帝からも、必要なだけ海外に輸送できる許可を得たから・・・』 

皇帝とは家康のことである。家康は国内の牢人対策として、これを許可していた。次いで 1615 年、

フォルタイン・エンクハイヤン号は日本人 67名をバタヴィアに送致している。 

当時のバタヴィアはまだ砦が築かれた程度で、在地勢力の攻撃に苦慮しているときであった。その

ため本国より兵士を派遣しようとしても、そこは熱帯酷暑の地であり、ヨーロパ人にとっては余程の

報酬が約束されなければ、赴任するような所ではなかった。そんな所へ進んで出掛ける気力を持って

いる人たちが近くにいて、然も多く住んでいる地域が日本であった。 

1618年 3 月 30 日、東インド総督ヤン・ピエテルスゾーン・クーンは、平戸商館長ヤックス・スペ

ックス宛に次のような命令を出している。 

『バンタン及びジャガタラにおいて使用するため、傭い入れる事ができる中で最も有能にして勇

敢な日本人青年 35 名を、最初の機会に当地に送致する事。』 

その命令を受けて平戸商館は、1619 年ハリヤッセ・バンタンゴ号で、90 名の日本人をバタヴィア

 

15 ホイアンの旧名 

16 現在のベトナム人(京族)が支配したベトナム北・中部地方で首都はハノイ(河内)。当時ベトナム南部はチャム人が支配して

いた。 
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に送致してその要求に応えた。 

1620 年 6 月 26 日、総督クーンからスペツクスヘ再び次のような訓令が出さ

れた。 

『帆船及びジャンク船の便あるごとに時と事情の許す限り、多数の勇敢な日

本人を当地に送致されたい。これは労働のためではなく、むしろ戦争に使いた

いためである。更にもし会社の使用人ではない自由移民が得られるならば、そ

れは我々の歓迎するところであって、極めて好都合である。彼等の俸給の為に、

会社に過重の負担をかけぬように月給の約束をしない相当な人数を送る事が望

ましい。』 

 

この年、この訓令に従って平戸商館は 100 名の日本人を、シナ船で武器と共にバタヴィアに送致

した。しかしこの船は途中で沈没し、全員が水没したと言われている。記録されて残っている事故は

これ一件であるが、このようなことはもっと頻繁に起きていたことであろう。1628 年マタラム王国

の大軍は、二度に亘ってバタヴィアを攻撃する。このときオランダに雇われた日本兵 70 名が戦って

いる。この時の隊長は九郎兵衛であると記録されている。 

 

こうして送られた日本人兵士は、現地勢力との戦いだけではなく、ポルトガルやスペイン、それに

新しく進出しようとしていたイギリス勢力との争いにもかり出されたことであろう。ただこの様な

契約は、オランダとの間だけで行われていたわけではなかった。中にはイギリス人と一緒になって、

オランダと戦った兵士もいたようである。 

1623 年 2 月 11 日。香料諸島の中心地アンボンで起こった「アンボイナ

の悲劇事件」と称される、オランダ要塞に対する占領陰謀事件が、このよ

い例である。 

3 月 9日になると、拷間の末自供したとしてイギリス人 10 名、日本人七

蔵・久太夫等 9名が斬首され、作兵衛等 10名が釈放されたと言う事件結果

が報告されている。ところがこれは冤罪であったようで、30 年後のクロム

ウエル時代にオランダは、イギリスに 85,000 ポンドという大金を払って解

決を図っている。 

ここで重要なのはこの事件の内容ではなく、9 名が処刑され、10名が釈放されたと言う事である。

この小さな島に、数十名の日本人がイギリス側に雇用され、常時兵士として働いていたということで

総督クーン 
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ある。香料諸島は、アンボンは良港がありそ

の後も重要拠点ではあるが、実際の戦いが発

生していたのはテルナテやチドレ諸島であり、

ここには現在もなお要塞の跡が島内のあちら

こちらに残っている。中でもテルナテはその

中心であったから、当然のこととして、ここ

にはもっと多くの日本人兵士が派遣されてい

たであろうことは想像できる。 

いろいろな機会を使って，オランダ勢力は徐々にこの地域からポルトガル勢力を駆逐しようとし

ていた。また日本や中国への航路の途中で遭

遇したポルトガル船に対して、オランダ船隊

は果敢に海賊行為を行い、ポルトガル船を攻撃したため、その被害を幕府に訴えるまでになった。オ

ランダは、国家として海賊行為を認めていた。 

1621 年 6 月 25 日、ポルトガル植民地であるマカオの長老 3 名は、連署して嘆願書を老中上井大

炊功助利勝宛に提出する。 

『近年おらんだのばはん舟十三そう 海中ニうかめ居申候ニ付而 大黒船不成罷 小舟にて渡し 

何共迷惑仕候間 おなしくばはん舟 平とに不置召候様ニ被仰付被下候は 悉可存候』 

と陳情している。 

これを黙認し、寄港を許可している平戸公も同罪であると言うような主旨の文書である。それだけ

ポルトガル勢力が追い詰められていたということであろう。 

発足した徳川政権も家康の後将軍職を嗣いだ秀忠は、当初大名の廃絶等を強力に推進した。その結

果、牢人が大量に発生し社会不安に伴う政情不安が増すと徐々にそれを改め、天下の静謐を中心に据

えて政治を行わねばならなくなってきた。その結果、海外勢力が求めた人的資源の供給も劣悪な環境

での仕事に対する不満が発生し、以前のようには出来なくなってきた。 

 

1621 年 9 月 13 日(元和七年七月二十七日)幕府は、遂に日本人移民の海外輸送を禁止することにな

った。理由はオランダ船の海賊行為と、植民地獲得戦争に日本人を使用すると言う事を嫌ったためで

ある。幕府は西国大名の質問に答える形で老中土井利勝が次のような返書を出した。 

『抑黒船之渡海 先日是雖無寇難之妨至近年者 賊船数艘般相浮海上 大船之往来不任其心並び

白糸之売買欲及押奪之示諭 日本近々之海上者 依国主之命 堅制止海寇矣』 

ポルトガルのテルナテ要塞 
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として、西国大名宛同文命令書は細川忠利・大村民部少輔純頼・松浦隆信等の諸侯に対しても出さ

れた。 

『異国へ人売買並武具一切売渡申間敷之旨 元和七年七月二十七日付 急度申入候 仍而異国江

男女買取て 渡海之由被聞召 堅可停止之旨被仰出候 兼又 刀・脇差・総而武具之類 異国へ不可

差越之旨候 其上異国人等日本之体をまねび 於洋中ばはん仕之由 依有り其聞 傍以可制之申上

意候 右御法度之趣 御分領中被入御念可被仰付候 

恐々謹言 

土井大炊助利勝 

本多上野介正純 

酒井雅楽頭忠世 

細川内記殿』 

 

『異国江男女を買取て 渡海之由被聞召』と記すように、家康が許可していたことを本当に知らな

かったのかについては疑問が残るが、天下が落ち着いてきた現在、日本人の命が外国勢力に利用され

ることを改めようと考えたことは相違ない。 

 

1623 年 7 月、秀忠は将軍職を息子の家光に譲った。 

 

第二節 台湾事件発生 

1624 年当時の台湾貿易は『タイオワン港には、毎年日本船が同地に多量に産する鹿皮を買い上げ

るために来航する。特に漳州・南京ならびに北シナ各地から多量の生糸と絹織物を売りに来るシナの

貿易商人らと交易するために来航するが、日本人商人はこれを買い占めて日本に送る』という状況で

あった。 

この日本船の活動を見て、それに対抗するためにはバタヴィアと平戸との中間点に、中国産品の買

い付けなどを含めて行える砦の建設が必要と考えるようになった。そこで、マルティヌス・ソンクは

軍隊を澎湖島から台湾へ移動し、現在の台南にゼーランジャ城を築き全島の経略に乗り出そうとし

た。そのために必要とする資金の調達を、ここ台湾に寄港する全ての外国船から関税として徴収する

ことでその目的を達成しようとした。 
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これに対して末次船17船頭であった手代浜田弥兵衛は、台湾貿易はオランダより先に日本が開拓し

た市場であってその理由がないとして、課税されることを拒絶した。 

1626 年 2 月 3 日、弥兵衛は帰国後オランダの不法を幕府に訴えたので、平戸商館長のナイエンロ

ーデ18はその徴収の非と不当性をバタヴィア総督府に警告したが、東インド会社はその忠告を受け入

れなかった。平戸とバタヴィアとの間に意見の疎通を欠くような状況になったこともあり、12 月 13

日ナイエンローデはバタヴィアヘ書翰を選り、平戸商館長としての解任を願い出たのであった。そう

こうするうちに 1627 年 8 月、新台湾長官ピーテル・ヌイツは江戸に参府し、新将軍家光への謁見を

待ったが、その許可が下りないばかりか即刻帰国を命じられてしまった。ヌイツはこれに激怒し台湾

に帰った。 

1628 年 3 月。2 隻の朱印船が長崎を出航し台湾へ向かった。平戸のオランダ商館はこの船が武士

470 名と多くの武器を積んでいることを急報し、前任長官が差し押さえた生糸を返却するように提言

した。しかし、17 日後台湾に着いた朱印船は、オランダによって抑留・武装解除されてしまったの

である。その後 6 月 29 日までの数カ月間、交渉をしてみたが一向に埒が明かない。どうしても関税

を課税し徴収するという言葉に，憤慨した未次平蔵

船の船頭手代の浜田弥兵衛は、長官室に乱人して台

湾長官ピーテル・ヌイツを人質に取り、彼とオラン

ダ人 5 人の人質とを交換して帰国してきた。 

これに対する幕府の動きも速かった、日本の港に

いた全オランダ船を接収し、艤装を解いて抑留。さ

らに平戸商館の倉庫を封印し貿易を差し止めること

になった。日本はオランダとの貿易を完全に停止し

た。これに困ったのは、バタヴィアである。当時の対日本貿易額

は、徐々に増大しており、その将来性を考慮すれば東インド会社

経営の根幹に関わる事態であったからである。 

平戸商館長ナイエンローデは、身柄を拘束されることはなか

ったため、監禁された人質の保護とその解放のためにあらゆる

努力を計ることとなる。遂に 1636 年になって、かって平戸商館

長であり、日本の国情に通じていたバタヴィア総督ヤックス・ス

 

17 すえつぐぶね 江戸初期、末次平蔵が安南や台湾などとの貿易を行った朱印船のこと 

18 Cornelis van Nijenro(o)de または Cornelis van Nieuwroode 

ヌイツをとらえようとする弥兵衛達 

ゼーランジャ城 
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ペックは、これを打開し貿易差し止めを解除させるために、ヌイツを日本側に引き渡すことを決定し

た。 

商館員のカロンは、早速江戸に上りぺルシヤ絨毯 2 校、黒天鵞織 1反と、アムステルダム製の回転

大灯籠を献上した。 

将軍家光は特に大灯篭を気に入り、東照宮陽明門前の石段上左側に

飾ることにして、ヌイツの釈放と貿易再開を約束。台湾事件はやっと

終息することが出来た。この時送られた青銅製回転炉籠は今も日光東

照宮を飾っているが、このような経過でここに据えられたことを知る

人は殆どいない。この上部には徳

川家の葵の紋が附けられている

が、オランダ人には解らなかった

のだろう。天地が逆の葵紋となっ

ているのが面白い。 

この事件を経て、オランダは日本との貿易継続の将来を確保し

たと言えよう。 

 

 

東照宮回転灯籠 
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第三章 寛永の海禁令と混血児追放 

 

第一節 寛永の危機と島原の乱 

秀忠が強力に推し進めた、諸侯の改易や断絶による大名の整理統廃合の結果は、大きな社会不安を

残した。世の中が落ち着いてくるようになると、徳川幕府の体制自体に対する不満も出てくるように

なった。それまでは在地勢力として土地を実質支配していた有力土豪が、その実権を奪われたことに

よる反抗、新領主による農民を狩り出しての築城や河川改修等土木工事の増大、天災も含めての干害

や水害の多発とそれによる農民の逃散。いろいろの矛盾がここへ来て多発するようになってきた。い

わゆる「寛永の危機」である。 

その中で起こったのが、寛永十四年十月に発生した最大の反乱である「島原の乱」である。切支丹

宗門についてはそれより前から、徐々に制禁が加えられてきていたが、信者の多かった島原・天草地

方はもともと地味豊かな場所では無く、他所へ出ることによって生計を立てる者が多い地域であっ

た。そのようなところへ新領主として派遣された松倉氏は、島原城の築城、江戸城の改築、東照宮の

造営など相次ぐ工事の負担の全てを農民の肩に負わせ、過重な年貢を取り立てた。然もその負担に耐

えられない農民を、拘引し処刑。同時に切支丹宗徒に対する残酷な拷問、中でも島原温泉で行った処

刑方法には、オランダ人の間からも批判の言葉が出る状況であった。このような行為に対して次第に

領主への不満がたかまっていった。 

寺沢広高が領主となった天草は切支丹大名であった小西行長の支配地であって、もともとキリス

ト教徒が多かった。彼はこの天草地方の石高を実際の 2 倍に算定して支配を行った。これは支配地域

の農民にとっては、耐えられない過酷な負担となってのしかかる。徴税は過酷を極め農民に限らず全

ての支配地住民を追い詰めていった。 

またこれとは別に、この地域には佐々成政や加藤忠広、さらに小西行長や転封された有馬氏等に仕

えて牢人した多くの在地土豪達がいた。彼等の中には、こうした新領主の施政に対する不満が年々昂

じるばかりであったといえる。 

『徳川実記』には、この反乱発生について次のような記述がある。 

「九日松倉長門守勝家所領肥前国島原にて。天主教を奉ずるもの一揆をくはだて。松倉が城下の市

井を放火し。有馬といへる所に楯籠もりたる旨。豊後府内目付の輩より注進ありければ。板倉内膳正

重昌に。目付石谷十蔵貞清いそぎかの地におもむかしめられ。長門守勝家。日根野織部正吉明も速に

所領にかへり。もしかの一揆等松倉が手の者征し得ざらんには。同国の故をもて鍋島信濃守勝茂。寺

沢堅高が手の者加勢すべき旨令せられ。また細川越中守忠利。立花飛騨守宗茂。有馬玄蕃頭豊氏。中
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川内膳正久盛。稲葉民都少輔一通。木下右衛門太夫延俊は府にありといへども。手のものして速に加

勢すべきよし。」 

上使として総指揮を行った御書院番頭板倉重昌は、12 月に入って原城に立て籠もった一揆勢に対

して総攻撃を 3 回に亘って行ったが、その悉くが撃退される有様であった。幕府はこれを重規し、第

二次上使として老中松平信綱の派遣を決定する。上使として派遣されながら敗退を繰り返しその結

果、老中が派遣されることは、武士としてその面子を保ち得ない事であり、恥辱以上の何ものでもな

かった。 

重昌の叔父大垣藩主戸田氏鉄は、自分たちの到着前に城を落とすことを勧告している。 

『この通りにて差し置き候はば 上使先江も出 諸勢をも進め候はば乗取り申すべく候処上使衆

へ居られ下知もこれ無く候間其儀なく候と申し候はば 上使の越度たるべく候』 

*このままにしておれば 「上使が先に出て諸藩の軍勢をも進むようにさせれば、城を乗っ取ることが出

来たのに、上使衆が背後に居られて下知も無かったので前へ出ませんでした」と諸藩が申すとすれば、上

使の越度となるであろう。「中公新書 武士と世間 山本博文著」 

このような助言まで受けては、戦況云々を考えている場合ではない。彼は、寛永十五年正月一日を

総攻撃の日と決める。そして不利な戦況の中で堀端まで進み、塀に取り付こうとしたところを、鉄砲

で眉間を撃ち抜かれて戦死した。 

総大将まで戦死をしたと言う事実を受けて、信綱は 12 万の軍勢を集めて原城を包囲し、更には平

戸の商館長クーケバックルに要請し、デ・ライプ号とべッテン号の 2隻を島原に派遣、攻撃を行わせ

た。この効果は少なかったが、籠城勢には心理的重圧があったであろうことは予想できる。 

こうしてやっと乱は鎮圧できたが、最初の農民一揆のような反乱が途中からは天草四郎を戴いて、

切支丹一揆の様相を見せたことと、全員が最後まで戦って死んだことなどから、幕府は切支丹宗徒の

持つ怖さを胆に命じて知ることとなった。 

これより先の 1613 年 (慶長 18)家康は切支丹禁令をこれは多分に仏教徒側か

らの排除を迫る内容で、家康の命令で出されたものとは言え、天海などが主導し

たもので 

『かの伴天連の徒党みな件の政令に反し、神道を嫌凝し、正法を誹謗し、義を

残なひ、義を損なふ。刑人あるを見れば、すなはち欣び、すなはち奔り、自ら礼

す。これを以て宗の本懐となす。邪法にあらずして何ぞや』 

と言うものであった。 

2 代将軍となった秀忠は 1616 年、唐船以外の外国船は長崎と平戸以外への入港を禁止し切支丹宗

初期の紙踏絵 
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徒の拡がりを防ごうと計った。 

しかしこの時には、貿易の面で新興東インド会社船が、どこまで必要とする物品を調達できるのか

見極めがつかなかったこともあり、切支丹禁令は徹底された内容ではなかった。 

オランダは、ポルトガル追い落としのチヤンス到来と判断しキリスト教布教を目的としない国で

あることや、ポルトガルの非法等もまじえて幕府に訴え、自分たちの交易能力を宣伝した。こうした

こともあって幕府は、オランダをポルトガルに取って代えても、貿易内容の維持が可能であると判断

した。1623 年(元和 9)幕府は、ポルトガル人の居住を制限し、更に 1636 年 (寛永 13)5 月 28 日長崎

に築島を造ってそこへ収容、遂に 9 月、4 隻のポルトガル船で、ポルトガル人及びその妻子 287 人を

マラッカに追放したのである。 

オランダもこの禁教の動きは察知していて、将来に禍根を残さないために 1626 年 2 月 3日、バ

タヴィア総督カルペンチールは東インド会社本部の重役宛に手紙を出した。それは次のような内容

であった。 

『日本においては、ローマ・キリスト教の追求が日々厳しくなって、皇帝の名による緊急の命によ

って、我等の船舶で日本人及びシナ人キリスト教徒を決して連れ込まないよう警告された。これは一

に伴天連またはローマ教徒を同国から遠ざけるためである。ポルトガル人やイスパニア人も今後は

日本に居住することはできない』 

1636 年 4 月 11 日。新しく就任したばかりの総督アントニオ・ファン・ディーメンは、バタヴィア

総督府で次のような決議をした。 

『日本の皇帝が、死刑の厳罰をもって、国民の海外渡航を禁止したので、この機会を利用し、彼等

国民が従来渡航していた地方、中でもカンボジアのように、かって我々が貿易を行っていなかった地

方に、会社の貿易を拡大することを決定した。』 

オランダにとっては、貿易を独占出来る好機到来である。そのためには何より、キリスト教に関す

るポルトガルの轍を踏まないことが重要課題であった。 

幕府による禁令は、1633 年(寛永 10)年 2 月 28日、日本船及び日本人の海外渡航を禁止し19、事実

上の海禁政策に舵を切っていたが、1635 年 (寛永 12)5 月 28 日にはさらにこの禁令を強化し20、全

日本船の渡航と海外在住日本人の帰国禁止を命じていた。 

1639 年 (寛永 16)になると、いよいよ海禁令を厳しくすることに決し、次のような法令を出した。

 

19 第一次鎖国令 (前文と現代語訳は巻末参照) 

20 第三次鎖国令 (前文と現代語訳は巻末参照) 
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これがいわゆる「寛永の鎖国令」21である。しかしこの禁令は、この年一度に出されたものではなく、

ポルトガル人に対する命令を手初めとして徐々にその厳しさを増していき、この年に出されたのは

第 5回目の通達である。 

この禁令には、当初「鎖国」という言葉は使用されていなかった。これは幕末になって使い出した

ものである。幕府には、国を閉ざすと言う認識はなく、長崎でオランダと、松前ではアイヌと、対馬

では李氏朝鮮と、薩摩では琉球との交易を許可していた。中国人に対しては比較的緩やかな規制をか

けたに過ぎなかった。当時の東アジアの諸国にとって海禁は伝統的政策であり、明・清の勘合符貿易

や朝貢貿易など地域や期間、港などを限って従来から行われていたことであった。 

 

【寛永 10 年二月令】 

一、異国江奉書船之外、舟遣候儀、堅停止之事、 

一、奉書船之外ニ、日本人異国江遣申間敷候、若忍候而乗まいり候もの於有之ハ、其ものハ死罪、其船並

船主共ニ留置、言上可仕之事、 

一、異国江渡り住宅在之日本人来候ハハ、死罪可申付候、但、不及是非仕合有之而、異国ニ致逗留、五

年より内ニ罷帰候ものハ、遂穿鑿、日本ニとまり可申ニつきては、御免、併異国江又可立帰ニおゐて

は、死罪可申付候事、 

一、伴天連宗旨有之所江ハ、従両人可申遣之事、(以下略) 

 

【寛永 12 年五月令 (第三次鎖国令)】 

条々 

一、異国江日本之船遣之儀、堅停止之事。 

一、日本人異国江遣し申間敷候。若忍ひ候而乗渡る者於有之ハ、其者ハ死罪、其船、船主共ニ留置、言上

可仕事。 

一、異国江渡り住宅仕有之日本人来り候ハハ、死罪可申付事。 

一、伴天連之宗旨有之所江ハ、両人より申遣し、可遂穿鑿事。 

一、伴天連訴人褒美之事。 

附、伴天連之訴人者、某品ニ寄、成ハ三百枚、或ハ弐百枚たるへし。某外ハ此以前之如く相計可申事。 

一、異国船申分有之而、江戸江言上之間、番船之事、此以前之如く大村方江可申越事。 

 

21 第五次鎖国令 (前文と現代語訳は巻末参照) 
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一、伴天連之宗旨改候南蛮人、某外悪名之者有之時ハ、如前々大村之龍ニ可入貴事。 

一、伴天連之儀、船中之改迄、念入可申付事。 

一、南蛮人子孫不残置、詳ニ堅可申付事。若令違背、残置族有之におゐてハ、其者ハ死罪、一類之者ハ

科之軽重ニより可申付事。 

一、南蛮人長崎ニ而持候子並右之子供之内養子ニ仕族之父母等、悉雖為死罪、身命を助ケ南蛮人江被

遣候間、自然彼者共之内、重而日本江来歟、又者文通有之おゐてハ、本人者勿論死罪、親類以下迄

随科之軽重可申付事。 

寛永十二年五月十九日加賀守 (堀田正盛)判 

 

【寛永 16 年七月令 (第五次鎖国令)】 

一、日本国被戒御制禁候切支丹宗門之儀、乍存其趣、弘彼宗之者、今ニ密々差渡之事。 

一、宗門之族、結徒党企邪儀、則御誅罰之事。 

一、伴天連同宗旨之者かくれ居所江、彼国よりつけ届物送りあたふる事。 

右因茲、自今以後、かれうた渡海之儀被停止之畢。此上若差渡ニおゐては、破却其船、並乗来者速可被

処斬之旨、所被仰出也。仍執達如件。 

寛永十六年卯七月五日 対馬守 (安部重次) 在判 

 

この通達の中に初めは含まれていなかった条目がある。それは、 

『一、南蛮人子孫不残置、詳二堅可申付事。若令違背、残置族有之二おゐてハ、其者ハ死罪、一類之者

ハ科之軽重ニより可申付事。 

一、南蛮人長崎ニ而持候子並右之子供之内養子ニ仕族之父母等、悉雖為死罪、身命を助ケ南蛮人江

被遣候間、自然彼者共之内、重而日本江来歟、又者文通有之おゐてハ、本人者勿論死罪、親類以下迄随

科之軽重可申付事。』 

の二ケ条である。これは島原の乱の平定に苦慮した幕府が、将来の禍根を断つという意志を示した

ものと言える。 

一時期ポルトガル人を収容したものの、すぐに国外追放されてしまったため、長崎の乙名22達が請

け貰って造り上げた出島は無人になってしまっていた。多くの借財を背貰った彼等は長崎奉行に、打

開策を講じてもらいたいと泣きついた。その結果、打ち出されたのが平戸に商館を構えていたオラン

 

22 (編者註)成年した人、もしくは精神的に成熟した、理性のある自立した人を指す言葉。 
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ダ人をここへ移すことであった。丁度、平戸に造られた石造倉庫にキリスト年号が刻まれているとい

うことを理由にして、それを破却させ、1641 年、彼等が「牢獄」と呼んだ出島へ移転させ、ここを

貿易拠点とさせた。 

貿易拠点を出島に限定することは、幕府にとっていろいろな面で利点があった。乙名達の不満に応

えることが出来たし、入港するオランダ船を監視下に置くことも出来た。 

何より日本人と隔離させることによって、キリスト教流入の心配はなくなった。この出島は 1855

年日蘭和親条約が締結され、その 4 年後にオランダ商館を廃止して領事館を開設するまで使われる

ことになった。 

 

1639 年 3 月 25 日(寛永 16 年 2 月 21 日)老中安藤対馬守・河郎豊後守・松平伊豆守は連署して、

長崎奉行馬場三郎左衛門宛に次のような文書が出された。 

おらんた人 於日本子を持候儀 可為停止 

一、此跡持つ子者 その父につれ母ともに異国之可遣之事 

一、平戸に在之南蛮人之子 已前きりしたん宗門穿鑿之儀ニ付 忠節申出侯 天川之越候者 罪にあふ事

可有之間 いつれの国与不及差図 其身之心次第 異国之可遣之事 

一、長崎在住之唐人 改帰国度と申者之儀 以来商売にハ渡候とも 居住不仕様ニ申付 望次第妻子とも

に可遣之事 

一、長崎に令住宅おらんた人 右同前之事 

一、異国に被遣者之内 孫を養ひ候うは之儀 母相果 孫をうはかんとくいたし候之間其まま差置事 

以上の内容であった。ポルトガル関係の混血児達が追放されたのは、つい先日のことであった。こ

の命令を受けて 4 月 7 日、平戸藩奉行所はオランダ商館長に対し、平戸領内居住オランダ人子女の

氏名と両親の名前を書き出すよう命じた。次いで 6 月 16 日奉行所は同年出帆の便船で混血児達の送

付を厳命するに至った。 

直接キリスト散布教に関わることもなかったので、このようなことが起こるとは思ってもいなか

った彼等平戸・長崎在住オランダ人子女は、この悲報をどう受け止めたのであろうか。6 月に命令を

受けて、その年に出帆する船に乗せると言うことは大変慌ただしいことであった、どうしても季節風

を利用しての航海を行うわけであるから、遅くとも 10 月初めまでに平戸を出なければならない。出

航時間は限られたもので、追放される者達とその親族が別れを十分にする暇などなかったことであ

ろう。長崎に在住する者達は陸路集結のため、平戸へ向かった。 
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そうして平戸へ集められた者達は、10 月オランダ船ブレダ号に乗せら

れた。平戸を出た船は平戸島と本土との間の水道である南竜崎沖を通過。

多くの縁牧者が南竜崎に笛や太鼓・三味線などの楽器を持って集まり、沖

を行く船と最後の別れを惜しんだ。 

追放される紅毛人の混血児と関係者 32 名乗船。ブレダ号は台南にあっ

たオランダ根拠地、ゼーランジャ城に寄港。ここで補給し南下。 

この折同行していたイギリス人女房三十七歳と、混血娘まん十九歳、その子萬吉三歳、娘はる十五

歳という一家がいた。この内、幼なすぎたと言う事情もあったのだろうか、満吉をタイオワンに残し

て出帆。萬吉は程なく死亡したらしい。この一家の娘「はる」をじゃがたら文の主「ジヤガタラお春」

として誤り解釈されている例がある。しかしこれは同姓・同名の別人であり、この一家のその後の消

息は不明である。 

 

第二節 混血児追放とブレダ号乗船者 

ブレダ号は 1640 年 1 月 1 日、バタヴィア港に着いた。総督アントニオ・ファン・ディーメンは、

彼専一行の到着を大歓迎したことが記録されている。 

オランダのハーグ文書館には、この時の名簿が所蔵されている。 

 

『ブレダ号によりバタヴィアに若いた追放者名簿」 

自由居留民 メルヒオール・ファン・サントフォールト(リーフデ号乗組員) 

イサベラ・ファン・サントフォールト 

ヴィンセント・ロメイン (長崎在住紅毛人の富豪) 

イサベラ・ロメイン 

亡伊太利人を夫とせる長崎のマリア (イサベラか) 

その女 マデレーナ (マグダレナ) 十八歳 

同 エロニマ (ジェロニマ)23 十五歳 

英人を夫とせる平戸のマリア 

その女 サン・ジョアンナ 十八歳 

司令官カレール・リーフェンスの子の母イサベラ 

 

23 Jeronima 

現在の南竜崎付近 
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ヤコブ・ハーウ船長がこの夫人に生ませたる女 

 ヘレナ 七ケ月 

商事役ウイルレム・フヱルステーフェン 

 スザンナ・ファン，サントフォールト 

幼児 へラールト・フェルステーフェン 二歳 

商事役補蘭館員 アウグスティン・ミュレル 

 スザンナ 

 アンドリュース 十一歳 

 アンネケ 九歳 

 ニコラース 五歳 

 ラツフェル 三歳 

ズワン号乗組の下モアールトが婦人コミナに生ませた女 

  アリアートフェン 五歳 

東京のジャンクで殺された商事役補ハイブレハト・ヘムズが婦人に生ませた女 

 スザンナ 十四歳 

船長バールが生ませた 

 マチアス・バール 六歳 

フェンロー号乗組のチャボス・ヘンドリックスが女オフクに生ませた 

 マダレーナ 五歳 

 フィケショ 

 

おらんだ 

一、ヒセンテ  七十歳 

一、女房  五十歳 

いぎりす 

一、女房  三十七歳 

一、 娘 まん 十九歳 

一、 同 はる 十五歳 

一、 孫 萬吉 三歳 

寛永十六年卯九月十四日 筑後町乙名 久保十右衛門 
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進上 

 御奉行様 

 

おらんだ 

一、 めいす 七十歳 

一、 女房 五十一歳 

おらんだ 

一、 ういろん 二十九歳 

一、 女房 十六歳 

むす子 

一、 けらる 

〆 五人 

榎津町乙名 田中庄右衛門 

同 組頭 西 次兵衛 

同    宮崎 仁兵衛 

寛永十六年卯九月十四日 

進上 

御奉行様 

右表書之男女五人 六人 当秋罷戻り候おらんた船ニ慥ニ相渡遣可申候也 

仰九月十七日 

大河内善兵衛 

馬場三郎左衛門 

 

松浦肥前守殿 

 馬場三郎左衛門  渋谷勘右衛門 

右検使  家老中 

大河内善兵衛  内 由井平右衛門 

 

おらんだ人のひせんて夫婦並びに、いぎりす人の女房と二人の娘、そして娘が産んだ子の計六人と、

おらんだ人のめいすとその女房、同じオランダ人ういろん若夫婦とむす子の五人については項目を
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代えて出身地域の乙名が証明をしている。彼等十一人は他の者達が平戸に集結するとき同行せず、遅

れて参集したのか何らかの理由がある事であろう。しかしこの文面から読み取る事は出来ない。 

この名簿については、参考文献として使用した上記『長崎年表 第一巻 小澤敏夫著 昭和 10年

版』と、下記『長崎市史 通交貿易編 西洋諸国邦 昭和 56年 5 月 復刻版』に記す追放者名簿が

この部分において違っている。 

 

『1640年1月 I目、スヒップ船ブレダで日本からバタヴィアに来た、結婚した者その他と、その子女の覚書』 

自由居留民 メルヒオール・ファン・サントフォールト(リーフデ号乗組員) 

イサベラ・ファン・サントフォールト 

 

ヴィンセント・ロメイン (長崎在住紅毛人の富豪) 

イサベラ・ロメイン 

 

貿易事務員 ウイルレム・フエルステーフエン 

スザンナ・フアン・サントフオールト 

幼児 ヘラールト・フェルステーフエン 二歳 

 

貿易事務員補 アウグスチン・ミュレル 

スザンナ 

アンドリース 十一歳 

アンネケ 九歳 

ニコラース 五歳 

ラフエル 三歳 

 

亡伊太利人を夫とせる長崎のマリア (イザベルか) 

その女  マダグレナ 十八歳 

同  エロニマ 十五歳 

マルテン君とのマダグレナの子は台湾に留置きたり 

英人を夫とせる平戸のマリア 

その女  ジョアンナ 十八歳 
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マルテン君との子オフクは台湾に留置きたり 

司令官カレル・リーフェンスの子の母イサベラ 

船長ヤコブ・ハーウがこの夫人に生ませたる女 

  ヘレナ 七か月 

 コミナ 

 

フロイト船ズワン乗組の下士アールトが右の夫人に生ませたる女 

 アリアーントヘン 五歳 

 フウケショ 

 

東京のジャンク船にて殺された商人補ハイブレフト・ヘムスがこの婦人に生ませた女 

 スザンナ  四歳 

 オフケ 

 

フェンロー号乗組のチヤボス・ヘンドリックスが生ませたる女 

  マダレナ  五歳 

  フイケショ 

船長バールが生ませたる 

  マチアス・バール 六歳 

ウイルレム・ヤンセン 

ピーテル・ファン・ヤンテン 

 

現在ハーグ文書館所蔵の追放者名簿を実際に調査した人で、現存者がいるのかについて私は知ら

ない。この名簿については全て、村上・岩生両教授の研究に負うところである。 

今、我々が見ることができる名簿には上記 2 種類があり、その理由は不明である。なおジャカルタ

にあるインドネシア国立公文書館には、彼らが乗ったブレダ号の着船記録があり、それを探し出すこ

とが出来たが、文書は傷みが激しくそのためコピーしても、読み取れない部分がある。この文献の内

容については今後の研究に待ちたいと思う。 

ところでバタヴィアの地は風土病猖獗の地であり、当時の様子を『日本大王国志』は次のように記

している。  
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ブレダ号着船記録 インドネシア国立公文書館 

 

「当時東印度に行く者は殆ど堕落漢同様に認められ、また東洋における生活状態は欧羅巴夫人に

とり奇怪不快と伝えられ、余程の物数奇にあらざる限り出掛けなかったからである。<中略>市民は

支那人と競争して勝てる筈はない。阿蘭陀人は支那人のように穴や間隙に這入り込んで此処彼処に

少許の利益を捜す性質を有ってはいぬ。欧州人が概して難儀の仕事を避け放蕩懶惰に身を持ち崩し

ていることは、バタヴィアにおいて明白に見られる。かかる輩は結局貧窮に陥り、会社の手数と経費

とを増加するばかりだ。」 

1617 年第 4代総督となったヤン・ピエテルスゾーン・クーンは、一家を連れて赴任をしてきたが、

その家族は数年の内に死に絶えてしまったと伝えられている。このような事実からオランダ東イン

ド会社は、創設して間もなくバタヴィアヘ行こうとする女性のいないことで悩み、社員のためにこの

問題解決を計ろうとした。ピーテル・ポット総督の意向を受けて本国から希望する女性 36名を送り

出したことがあったが、その女達全てが売春婦であったと言うことが判明して大きな問題になった。

総督は手紙を書き『あなた方は、本国のくず同前のあぶれ者を送って寄越すばかり、現地の者も矢張

りくずばかり我々に売りつける。若い女性を送って頂ければ、会社運営はもっと順調に行くだろう。』



第三章 寛永の海禁令と混血児追放 

28 R2 

と要求した。 

その次に計画されたのが本国の孤児院に収容されている、若い女性を送ろうとしたことである。12

歳から 20 歳までの彼女らは、どんな男と結婚するかは解らないままに、長い航海をしてバタヴィア

へやって来た。貧しくて、その日の食も満足に得られず、将来の展望もないという孤児院育ちとなる

よりも、遥かにバタヴィアヘ来れば若き女と言うだけで結婚話しは降るようにあった。しかしこの話

しも最初はうまく進むように思われたが、結局成功しなかった。それは目的地が本国から 15,000 マ

イルと言う遠隔地にあると言う事、さらにヨーロッパの自然環境の中で育った女性達にとって熱帯

の自然が過酷すぎたと言うことであった。 

私自身が赴任していた頃も、コレラ、腸チフス、デング熱、マラリアなどの感染症の発生は日常的

なことであった。17 世紀初頭のことを考えれば、まともなオランダ人の行く場所ではない。と考え

られたのも致し方ないのかも知れない。 

そんなときにやって来た追放混血児達は、その理由自体がヨーロッパ人の血を引いているという

ことであるから、大歓迎されたのも当然のことであった。会社はこうしてやって来た者の内、男は原

則として本国に送り、女はバタヴィアに住まわせる政策をとった。 

バタヴィアでは、混血児達の到着前の 12月 1 日。総督以下が参集して、日本鎖国の祝賀と感謝の

催しを行った。 

こうして後顧の憂いを断った幕府は、オランダ平戸商館を取り壊させ、オランダ人を長崎出島に移

し、そこを限って貿易を許可することにした。 

また商館に対して海外在住日本人との書信・伝言・贈り物の取り次ぎを禁止したのである。 

 

イギリスの新聞掲載の出島 
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第四章 出島の貿易 

 

長崎奉行所の監督下で行われた交易は、どの様な内容であったのだろうか。家光の親政が開始され

た翌 1633 年、長崎奉行であった豊後府内城主竹中重義は、不正・私曲があったことが暴露されて失

脚。その後この役目は、側近の旗本を任命する制度に改められた。長崎奉行という役職が実入りのよ

い役職であったと言う事である。 

家光は竹中に代わり任命した今村正長・曽我古裕両名の赴任に当たり、老中連署の下知状「考中奉

書」を渡し、職務内容に関する指令を行った。それは次のような内容であった。 

① 日本人の海外渡航・帰国の規制。これは後に禁止と改められた。 

② 禁教政策の督励。 

③ 異国船との交易に関する諸規則。 

の 3点であり、この下知状は、以後新たに任命される長崎奉行赴任の度ごとに下付される例となっ

た。またこの適用範囲は長崎奉行所直轄地の外にも、異国船交易に関わる西南諸藩にも伝達された。 

これは長崎奉行所の交易権を確保すると共に、倭寇「ばはん船」と区別し難い私貿易を規制するこ

とにあった。当時の九州地域には、五島や平戸に活動拠点を待った王直の流れを汲む中国人の海商の

支配を受けた、他民族の混合交易集団があった。彼等の活動海域は、対馬から平戸、五島から長崎、

薩摩・大隅から豊後まで、更に島原半島や彼杵半島までと広範囲であり、なかなか彼等を統括するこ

とが困難な状況であった。 

そのために先ずポルトガル船の来航が、モンスーン利用のため限られた時期であることを考え、彼

等の寄港地を長崎。オランダは平戸に限定し、これにより長崎においてポルトガル船の管理を厳格化

して、宣教師の入国を断とうとした。同時に中国産生糸・絹織物の供給源を確保し管理統制も併せて

行おうとしたのである。 

その結果、オランダ勢力はやがてポルトガルを駆逐する勢いとなり、その貿易額は 1535 年以降急

増することとなった。また奉行所はオランダを国際情報の供給源として使用を考えた。これが後に

「オランダ風説書」の幕府への提出となって実を結ぶことになる。 

 

阿蘭陀から日本にもたらされた物品には、砂糖・蘇木 (スハウ)・藤24・羅紗・大鵞織25・奧嶋(サン

 

24 籐 
25 ビロード 
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トメ)26・海黄(カイキ)27・木香 阿仙薬28 丁子・山皈淶・胡淑・硝子器 (ビイドロ)・目鏡・珍器・

奇鳥獣。中国白生糸・象牙・檀香木・食料品・金・あらゆる絹・麝香・漆器・中国製家具・米・生活

物質等があった。 

日本からは棹銅・米・樟脳・かます魚・漆器・小麦・丁銀があり、中でも銀が第一の輸出品であっ

た。 

いまここに時代は少し下がるけれども、オランダ船を記した刷り物がある。それには次のようなこ

とが記されている。 

天明二年刊行オランダ船絵図より 

阿蘭陀一名ハ和蘭又紅毛(ホンモウ)ト称ス 則業諸垤爾蘭徳

亜(ネエデルランデヤ)ノ中ノ一州也 ソレニ子ヱデルランデヤノ世

界ハ、西北辺欧羅巴分野ノ国也 其地七川十七都会アリ ヲラン

ダモ其中ノ一州也 本邦モ惣名ハ日本ニテ其中ニ四国九州杯ト

分ルガ如し ヲランダハ北極ノ出地五十度ヨリ五十三度ニ至ル甚

寒地也 其人物ニ五ツノ異相アリ 長鼻(ハナタカク)緑眼(メアオ

ク)紅毛(ケアカク)白色(イロシロク)長高(タケタカシ)也 文字ヲレッ

テルト云其筆法ハ横ニ書ス 日本唐山(カラ)等ノ人ニ不読 其服

ハブルックトテ日本ノ股引ノ如キ物ヲ着シ衣ハロッコトテ襦袢ノ如

キ物ヲ礼服トス 其ノ食物ハブロードトテ小麦ノ粉ヲ餅ニ造テ炙食

フ世ニパント云モノ也 其外鳥獣、膏梁(アブラユキ)ノ物ヲ好又生

蘿蔔(ナマダイコン)ヲ多食ス 其国日本ヲ去ル事 日本道一万三

千里也 其中日本ヨリ爪哇ヘ三千里爪哇ヨリヲランダヘ一万里也 

扨毎年日本ヘ来ルヲランダ人ハ本国ヨリ来ルニハ非ず 皆爪蛙

ヨリ来レリ 爪珪ハヲランダヨリ押領シタル国ニテ出張(デバリ)ノ

城アル所ヲバタヴィアト云 日本ノ紅毛舗 (ヲランダヤシキ)ヲ出

嶋ト云ガ如シ 爪珪ハ日本ノ正南ニ当レリ 此故ニ五月入徽(ツ

ユ)ノ節南風ヲ得テ日本へ来舶シ 九月北風ヲ待テ皈帆ス 是ヲ定式トス 扨ヲランダ人船ヲ呼テシキップト

 
26 南蛮貿易により、遠い南方の島からから渡ってくる織物の柄を、「島物」といい、筋織、島渡り、奧嶋（おくじま）、間道（かん

とう）、唐桟（とうざん）、などといわれていたようです。< http://yokohama-kimono-asobi.com/monyoo/monyoo069.html> 
27 絹織物の一。ふつう縦糸も横糸もともに練り糸を用いた平織。滑らかで光沢がある。近世初期に渡来した中国産 < 

https://www.weblio.jp/content/海黄> 
28 Uncaria gambir Roxburgh（Rubiaceae アカネ科）の葉及び若枝から得た水製乾燥エキス < https://www.tokyo-

shoyaku.com/wakan.php?id=4 > 
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云 其船ノ制甚壮大ナリ マヅ大材ヲ用テ船ノ骨組ヲ作り 栗ノ角材ヲ以テ縦横ニ打合セ 空隙(スキマ)ノ処

ハ漆或ハチャンヲ込 又外面水ニ入処ハ悉ク鉛ヲ以テ包ム 船ノ大サ横三丈余 長十五丈 深サ三丈八尺 

船ノ内ハ惣三階也 階毎ニ九尺帆柱都(スベ)テ四本アリ 中央ノ大柱高キコト十九丈也 都テ帆ノ数十七 

織(ハタ)ノ数十二 四面ニ大砲三十余口ヲ設けク 炮毎ニ三貫目ノ玉ヲ入ベシ 扨其船乗来ル人凡百余人

也 其中カピタン、ヘトル、レケップル、コウフマン、スチュルマン杯ト云ハ役名ニテ 上役ノヲランダ人也 其

余ノ下人ヲマタロースト云 甚賎(イヤシキ)風俗也 又下人ノ中一種スフドルヨンブト云モノアリ 世ニ黒ボウ

ト云モノ是也 是ハ本国ノ人ニハ非ズ ジャガタラ、ブウギス、ボウトン、テーメル杯云南海ノ嶋々ノ下人ヲヲ

ランダ人買取テ名々の使ヒ者トスル也 皆熱国ナル故其人甚黒色也 又船毎ニ名アリ 或ハゼードイン、或

スタアベニス、或ハホイストスペーギ杯ト云他 日本ニテ何丸ト名ヅクルガ如シ 扨其船ニ載来ルモノハ砂

糖、蘇木 (スハウ)、藤、羅紗、大鷲降、奧嶋(サントメ)、海黄ノ類 木香、阿仙薬、丁子、山帰来、胡淑、又硝

子器 (ビイドロ)、眼鏡、其外珍奇鳥獣也 又其食料ニ牛、豚、鶏、鵞ノ類 各数百千ヲ載ス 亦日本ヨリ積帰

ル物ハ 銅百万斤ヲ定式トシテ 其外傘、磁器 (ヤキモノ)、漆器、銅鑵(ヤカン)、銅銭、小間物類ニ又食物

ニハ界酒、芥子、粕漬、大根、諸菓(クダモノ)ノ漬物又各数百千ヲ積出 船凡千万斤ヲ受 扨其国開闢ヨリ

今年迄五千四百二年ニナル 阿蘭陀ト云号立シ国立ヨリ今年迄千七百七十六年国主統絿(トウミョウ)変革

ナシ 寛永十七年商売免許アリシヨリ今年迄百四十三年綿々不絶揖也  天明二年記 

 

奧嶋の見本帳 棹銅を入れた箱 砂糖袋を積み上げた出島倉庫 

16世紀から 17 世紀にかけて輸入された木綿織物について言えば、需要は桃山時代より勃興してき

た新興町人層や武士層の嗜好がある。安価な綿布類は、家臣への給付に用いられた。当時日本で生産

されている木綿は、綿の繊維が短い種類で、インド産のような長繊維の綿花は存在していなかった。

このため木綿織物と言えば、ごつごつした、丈夫一辺倒の織物であり、仕事着として重宝されていた。

舶載品綿布は良質なうえに、インド産が多く木綿織物でありながら光沢を持ち絹のような感触を有

していた。これが当時の江戸町人達に大いに好まれ、それを着ることが「いき」とされたのである。 
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当時日本において綿織物は、国内で供給され常用されていたので、幕府はそれを外国産品目とは認

めていなかった。そんなことからこの製品の輸入に関しては、規制が甘かったと言える。東インド会

社の交易品目の中に、コロマンデルからオランダ、及び東インド会社の基地バンタムに送られた品物

に、ギニア 6000 反・ギンガム 1000 反・チンツ 50 箱・ベティレ 2000 反・サレンボーリ 4000 反な

どが見える。これらの殆どが、日本に入ってきたと考えられるので、その総量は莫大であったと言え

る。 

東インド会社が行う交易は、日本・中国・台湾の東アジアを中心とした 「絹糸・銀交易圏」。東南

アジアの「香料交易圏」。インドの「胡淑・綿布交易圏」ネットワークを、バタヴィアで統合しよう

としていた。 

出島では、この方針に従い日本がいちばん要求する中国産絹織物を中心に、インド産綿織物、更に

ヨーロッパから運んだ毛織物などが重要交易品であった。しかしこの内容は、日本人の生活の向上に

したがって、砂糖が大きな比重を占めるようになる。 

またここで行われた交易には「本方」と呼ばれる正式ルートでの貿易品と、「脇荷」と言い乗組員

に一定量を限って許可した私貿易品の二種類があった。 

この脇荷とは商館員や船員が、一定の額許された私貿易によって扱われた品物である。その中身は

硝子製品、装飾品、工芸品、書籍、学術用品、薬種、学術用具、医薬品などがあった。当初遠慮がち

に行われていたが、段々とそれに関わる者達の欲望は拡大するばかりで、遂には本方を排除して自分

の荷物を送るようになった。 

1799 年、オランダ東インド会社は 143,400 万ギルダーという真大な負債を出して倒産すること

になる。この原因は、私貿易の増加によって会社の利益が計られなくなってしまったことにあった。

しかし後に触れることになるが、この私貿易が認められていたからじゃがたら文の主達は、多くの土

産を日本の親族に送り、自分たちの必要な物品の注文を出すことが出来た。 

出島に輸入された商品を、平戸市史のリストから見てみると砂糖も白砂糖だけではなく氷砂糖も

人ってきている。砂糖については、当時の市民から見れば羨望の的になった品物で、出島に入ること

を許された唯一の日本人である長崎の遊女達は、これを何とか手に入れようとしたらしい。最初は小

さな紙に包んだ「おひねり」くらいの物で、それを彼女たちは「小もらい」と言った。その後この要

求は増すばかりで遂には重箱を一杯にして帰ることが目的となった。それは「大もらい」と呼ばれた。

困った商館は、彼女たちの要求の増大を奉行所に訴えたらしい。奉行所ははそれを受けて彼女たちの

要求を控えめにさせた。 

1636 年の統計を見ると、この年台湾産の白砂糖は 13,000 片。黒砂糖は 11 万片がもたらされ、翌
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年にはジヤワ産白砂糖が 20万斤人ってきている。籠に入れられた砂糖は 234 キログラム。袋に人っ

た品は 59 キログラムであった。1斤は 600 グラムであるから、20万斤は 120 トンになる。オランダ

が取引を行った砂糖産地は台湾や中国・シヤム・クイナムなどの地域もあり、そこからの輸入も考え

られるので、実際の額はこれ以上であった。 

その他変わった物としては香木の伽羅・沈香。動物もあった。1635 年のスヒップ船ワーペン・フ

ァン・デルフト号がもたらした品目は、七面鳥・鸚鵡・砂糖鳥・火食鳥・極楽鳥・孔雀・インコ・兎

などもリストに記入されている。武具の材料として台湾産の鹿皮や刀の鞘に使う鮫皮なども量が多

い品物であった。 

織物は国内の需要が増すにつれて、いろいろな種類の品が入ってきた。 

1. 奧嶋 

日本から遠いところを「シマ」といった。遠い島々の産物を「シマ物」という。その織物の多くに

筋があり、シマは=筋ものである。したがって「島」と「縞」は同義語である。「奥ジマ」は唐桟縞と

同じである。奥ジマの産地はインドのサントメであり、そのため「唐桟トメ」とも言っていた。イン

ドは当時の日本船が交易に向かったシャムからは遠くにあるため、奥にあると考えられ、そのためサ

ントメの産物である織物を「奥島」と呼んだ。唐桟の本場はインドのマドラスであり、マドラス産更

紗は天下の逸品とされた。マドラスの北にあるマスリバタンも更紗産地である。この一帯は「コロマ

ンデル海岸」と言い、古くから綿織物の産地であった。奥嶋の中で特にべンガラで産する綿織物を 

「ベンガラジマ」という。この辺りの上は赤いのでそれを染色に使用した。そのため赤いものを「ベ

ニガラ」という。ベンガル地方。大量取引商品。 

2. 唐桟 

「唐桟」(とうざん)とは、江戸時代、東南アジアからもたらされた縞木綿のことである。特色は、

平織りで、極めて細い双糸を使うことで、木綿でありながら、絹そっくりの風合いを待っている。江

戸時代、遠い南の国からもたらされたエキゾチックな縦縞の「唐桟」は大変に値段が高く、庶民のも

のとはいえなかった。しかし、粋を求める江戸の住民達には大変な人気を博し、浮世絵などには唐桟

を着た江戸の男や女たちがよく描かれている。それが、開国によって、わが国ではどうしても紡げな

かった極めて細い木綿糸が、産業革命以後の欧米諸国から安く輸入できるようになったので、川越商

人は、いち早くこの点に着目し、当時絹織物の産地として栄えていた川越の機屋に「唐桟」を織らせ

た。これが川越唐桟のはじまりである。現在唐桟は川越を除けば、ほとんど個人の職人芸として作ら

れているに過ぎない。 
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3. ギニア木綿 

アフリカのギニアから取った名前 奴隷入手の必要物品。ロング・クロス。コロマンデル産の並質

の綿布。型押し捺染用に主としてイギリスに輸出された。長さ 37 ヤード、幅 1.25 ヤード。大量取引

商品。 

4. 更紗 

天保時代になると、ヨーロッパを主産地とする、「オランダ更紗」が多く輸入された。江戸期にお

けるわが国の更紗という呼び名は、外来の異国趣味のある染色を言い、広義に使われていた。守貞漫

稿に、江戸・京・大坂の三都では下着に更紗が使われ値が安いと記されている。これはヨーロッパが

近代的な大量生産の時代に入り綿布の製造や染色に大きな変化があったからである。襦袢・風呂敷・

足袋・亀の子半天・婦人の帯・子供の着物・夜具類・煙草入れ・組入れに使われた。 

ちつ更沙:バティック chints 更紗(チンツ加工もカレンダー仕上げの一種。17 世紀にフランス人

によって銅板捺染法が発明され、ローラー捺染法となってチンツ更紗を飛躍的に発展させた。)イン

ド産木綿。チンツとは、ヒンディー語の多彩色という意味の「チント」がなまったもので、世界各国

にチンツブームが起こり、近代服飾革命の先駆けになった。 

日本に輸入された更沙は、煎茶の敷物・抹茶の仕覆・風呂敷・陣羽織などに使われた。特に江戸時

代に発達した、繊細華麗な友禅染の模様発生の素因になった。 

5. 小金巾 

パルッカレという。きんからーキャラコ。細い上質の糸 薄地平織り 織った後純白に曝し強い糊

を付け、カレンダー仕上げを行い、表面を平滑に仕上げる。 

(カレンダーという機械を使った仕上げのこと。これは、回転しているローラーの間に生地を通し、

生地の表面を平滑にして光沢を出したり、表面変化を与える加工。チンツ加エもカレンダー仕上げの

一種) 

6. 大金巾 

サランブーリス、さらんふり木綿という。きんからーキャラコ 大かなきんー大キャラコ インド

南東部コロマンデル沿岸一帯地方産 サレンボーリ木綿 並質の綿布、無地・青・茶色。長さ 16ヤ

ード、幅 1 ヤード。輸入品として非常に珍重された。寝台掛けに使う コロマンデルから命名 

7. 天竺木綿 

バフタ 白地シーツ用 厚手木綿幅広木綿 

8. ギンガム 

マレー語のギンガン。ギガン縞 (細糸木綿の縞)縦縞に由来する。先染めの格子縞 あらい綿織物 
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霜ふりさらさー縞木綿ギンガン ぎがん (同じ物か) きんかん・どうふくしまーgingam 胴服縞 イ

ンドコロマンデル産縞木綿 縫いやすい。長さ 20ヤード、幅 1ヤード。 

9. またふ布 

レイワーテン レインワーテンという。マダフ布ともいう。インド産。無地又は捺染綿布。長さ 7

～8メートル。 

10. 無量 

ムーリス藍染の平織り コロマンデル産 

11. ベティレ 

非常に高級なモスリン。インドグジャラート地方のブローチ産 金巾。ポルトガル語の「ベティラ」

(ヴェール)を語源とする。ネッカチーフ用にヨーロッパで大きな需要のあった上質モスリンの一種。

赤染め、縦縞、刺繍入りも有る。長さ 14～15 ヤード。幅 1.25 ヤード。 

12. はらから木綿 

インド産バルカッレ木綿 バルカル木綿 日金巾 無地の目の細かい木綿。輸入品として非常に珍

重された。 

13. カンガン布 

中国産木綿大量取引商品 

 

絹織物 

1. あるもしん:かいき 

絹織物。薄い繻子のような織物。オルムスの名からアルモセイネンと呼ばれた。あれしゃー光沢の

ある多色の絹織物。ルーツは南蛮貿易によってもたらされた生地「海気」。郡内織物の起源はおよそ

千年前の文献に見ることができるが、甲斐絹そのものの起源は約四百年前、その「海気」を元に織ら

れた絹織物と言われている。江戸中期には「郡内海気」と呼ばれ「甲斐絹」という文字が使われ始め

たのは明治に入ってから。その頃に質・量ともに最盛期を迎え太平洋戦争勃発と共に終焉を迎えるが、

戦後から現在まで、甲斐絹の伝統をしっかり受け継いだ『先染め，細番手・高密度』の織物が洋傘地、

裏地などとして織られている。 

繻子は帯などに使う 

2. 貲 (布) (さよみ) 布さよみ くろさや 

奈良時代の布の 1種で、麻を原料とした平織物。植物繊維製品としては最も上質とされている。糸

は細く、太さも整い、薄くて軽い。肌触りも良い。「さよめぬの」ともいう 
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3. 紗綾 (さあや・さや・しゃあや) 

絹織物の一種菱垣・稲妻模様。 

 

その他この織物に関連して大量に輸入されたのが「蘇木(スハウ)」である。これはオランダ船ばか

りでなく中国船も運んだが、これはインドやカレ一半島を産出地とし、絹の赤色染料である。スハウ

はその名前が SAPANGといい、それがわが国ではこのように発音された。木材の芯部分が暗赤色を

しており、そこからブラジレインが抽出される。それを媒染の折、いろいろな種類の触媒を使えば、

多様な色に染めることが出来重宝な染色材であった。少し後になるが、文政 2 年の輸入額は 19.2 ト

ン、更に同じ年 288 トンが入ってきており、これから 28.8トンのブラジレインが出来る。これを使

えば絹織物 6 万 8 千反の染色が可能となった。これは小袖の染色に使われ、鉄を触媒にすると紫色

に染まるので、本紫による染色と区別するため、これを「似紫」と呼んだ。 

 

このような品物の注文者には日本国皇帝陛下として徳川家光の名前が見え、以下諸大名、そしてそ

れらを扱った取引商人が名前を連ねる。商人は江戸・長崎・京都・堺・大坂で殆どを占めており、こ

の積み荷を一手に扱うことによって大きな特権と利益を得た。 

砂糖を例にすれば、貴重品の砂糖は販売は仲間を作らせて限定し、それを使って菓子を作ることの

出来る菓子商を決めた。江戸においても現在老舗として残っている店などは、こうした特権を与えら

れて発展した商人である。砂糖を買うことのできない商人達は、砂糖を使わない菓子を作ろうとして、

現在に伝わる多くの地方特有の特産物となった。 

 


