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第一節 混血児追放後 

江戸時代を通じて、バタヴィアヘ追放された混血児達が話題になるようなことは殆どなかった。僅

かに藩の歴史を調査し、自分たちの祖先が歩んだその跡をたどろうとする風潮が化政29以後各藩に起

こり、その中で解ってきたことなどがあった。しかしそれは、その藩内での研究に過ぎず、国民的関

心を引くような事柄ではなかったと言える。 

 

第二節 西川如見によるじゃがたら文の紹介 

長崎に生まれた天文学者の西川如見は七十三歳。1720 年 1 月(享保 5)江戸滞在中に書店の求めに

より、次男正休に郷土長崎に関する見聞を口述しそれを上梓した。それが『長崎夜話草』で、この中

で『紅毛人子孫流之事付』を書き追放された混血児のことに触れたのである。ここで彼は、「じゃが

たら文」と称する追放された混血児の手紙を紹介し、「じゃがたらお春」という女性の生涯に触れた。 

内容は、異国の地に追放された可憐なお春が、日本を恋しく想い、日々を涙の内に暮らしていると

いうものであるが、美文調の、古語を随所に散りばめた手紙は、この本が出版された時から偽物では

ないかと言う評判が立った。それはここで紹介された手紙が彼の創作であるとするものであった。し

かし彼の本によって人々は初めて、じゃがたら文と称する消息文と少女の運命を知ることが出来た

と言えよう。 

では彼はなぜ手紙を創作したのか、その意図は何であったのだろうか。 

1802 年 (享和 2 年)になって、山村昌永は『訂正増補采覧異言』第五帖「ロソン」の中でじゃがた

ら文に言及し、「其文辞悲切ニダ〆観ルベシ 然モ人多クコレヲ偽作ナランカト疑フ者アリ」として

いる。折角の新しい史実の掘り起こしを行ったのに、彼のこういった学問上の姿勢が、多くの人々か

ら疑いの目を持って見られ、正しい理解がなされなかったことは残念なことである。 

その内容は次の通りである。 

 

『長崎夜話草』より『紅毛人子孫還流之事付ジャガタラ文』 

千はやふる神無月とよ、うらめしの嵐や。まだ宵月の空も心もうちくもり、時雨とともにふる里を出しその

日をかぎりとなし、又ふみも見じあし原の、浦路はるかにへだヽれど、かよう心のおくれれば、 

 
29 文化・文政時代 
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おもひやるやまとの道のはるけきも ゆめにまちかくこえぬ夜ぞなき 

御ゆかしさのまヽ、腰おれかき付参らせそうろう。前業とは申ながら、かヽるうき世にかひなき命ながらへ

申さむよりは、たゞ世になき身となり候はゞ、いかにうれしからましを、たまたま花の世界にうまれきて此身と

なれるとし月をかぞふれば、十とせあまり四とせがほどヽこそおぼへ候に、かくうらめしき遠き夷の島になが

されつヽ、きのふけふとおもひながら、はや三とせの春もすぎ、けふは卯月朔日。まだ東雲に、あすは出船

と人の聞えつるに、せめて筆の跡してもとぞんじ、なみだながら硯にむかひ参らせそうろう。いまだ夜ふかき

ほどにて、いたふくらければ、ともし火すごすごとかヽげつヽ、おもひ出る事共かきつたへるに、此文のうら山

しくも、古郷にかへるよと思へば、我丈ながら、ありしよりけにものかなしくて 

水ぐきのあとはなみだにかきくれて むかしをいかに人の見ましや 

はづかしながら筆にまかせ参らせそうろう。そこもとよりの御文、ことに御ゐんしんとゞきまいらせ候まづま

づ御つヽがなく御ざなされ候よし、めでたくぞんじ参らせそうろう。さてさてそこもとの御文、くりかへし見参ら

せそうろうへば、ひとしほひとしほ御なつかしさ、御すいもじなされくださるべく候。わが身はいまにつれなき

いのちにて、ながらへゐ参らせそうろう。いつのとき日にか、日本を出参らせそうろうや、いまはさだかにも

わきまへがたふ、こなたのとし月にはなぞらへがたく、たゞよるひるとなく、ふるさとのこと、つかのまもわす

れやらず、おもひなぐさむひまも御ざなく候。たまたま故郷にて見申たるにおなじものとては、月日のひかり

ばかりこそ、そこもとにかはらず候ゆへ、ひるに日の出るかたをながめ、夜るは月の出るかたを打ながめ、

袖のかはくまも御ざなく候。かる憂世にながらへて、かへらぬむかしをこひしやとのみおもはんより、たゞ此

世になき身ともがなとこそいのりまいらせ候。さりながら、又うちかへし思ひかへせば、世をも人をもうらむべ

きにては御ざなく候。幾萬づの人か、此世にむまれきたる中に、我身いかなれば異国の人の子とむまれ出

たる事も、前の世のむくひありてこそとおもひ参らせそうろう。しからば今さら、世をも人をもうらみ申まじき事

にて御ざ候。もにすむ虫のわれからと、ねをこそなかめ世をば恨みじと、二条の后もつらねさせ給ひしと、承

り候へば、いさヽか世をも人をも恨み申さず。われからとなくより外は御ざなく候。さりながら、此まヽにては

なんとは存申さず候。たゞ一たび神や仏の御あはれみにて、日本へ帰申べしとこそおもひ参らせそうろう。た

とへ三日をすぐし侍らで、きへ果参りそうろう共、いさヽかくるしからず候。とかくすへは日本のつちとなり候

はんとぞんじ参らせそうろう。あはれあはれ神や仏の御はからひにて、今一度御けんに入申たくと候と、くれ

ぐれ念願にて御ざ候。もしも又此世にて逢申さず候はゞ、わが身かねがね申たるごとく、友たちは七世の契

と承り奉らせそうろうへば、かならずかならず来世にてはめぐりあひ申べく候。げにげに御かたみの短尺、又

おし鳥の羽など、かた時も身をはなし申さず持参らせそうろう。必ず必ず来世にては、これをしるしにてめぐ

りあひ申べく候。又ぞやわが身花だんのはなと仰せられて、御みせなされ候こそ、しづこころなくきへかへり

参らせそうろう。此花のさかりには、そもじさまとこそながめまいらせ候に、かれがれになりはてヽ、ひとりな
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がむる山ぶきの、とへどこたへぬいろなれば、あははあふかはもろ共に、つゐに消なん露の身のわれや先

だつ、人やおくるヽ。うらめしやありし世にだに恋しきを、めがれなく契そうろうはで、今は何事も、みなあだご

とヽなり行く、むかし語と成参らせそうろう事こそ、ふかきおもひのたねとあこがれ参らせそうろう。あらこひし

きのそまさまや，しのばしの友人や。ひとへ二重の色のみか、やへ山吹をおくり玉ふ情のいろくちはてずお

もへとの、御心のうちとこそおしはかられ参らせそうろう。 

山ぶきの花の千しほはかはるとも いはぬいろをばわれわすれめや 

われらこころの中、いさヽかかはりなふくれぐれおもひ参らをせそうろう 

もろともにうえてながめし山ぶきの ちりてもはなのおもかげぞ見る 

なつかしやこひしや。故郷を出しは、いつの時日にやと思へば、袖のかはくまも御ざなく候。いやしき夷の

島にすみ参らせそうろうとても、御おもひすてくだされまじく候。わがみの露は秋の田の、穂のうへてらすい

なずまの、光のまもわすれ申さず候。折から雨風のそよぐにつけても、御なつかしさおぼしめしやられくださ

るべく侯。あまり日本のこひしくてやるかたなき折ふしは、あたりの海原をながめ侯より外は御さなく候。げに

や古き歌に大ぞらはこひしき人のかたみかはものおもふごとにながめこそすれと、読し人までも、身のうへ

におもひあはせ参らせそうろう。又すぎにし弥生三日の日、家の内の女ばう達、みなみなあそびに出られ侯

に、わが身もさそはれ侯へ共、参申さず侯。それにつけても、そのもとの御事共おもひ出参らせそうろう。そ

もじ様へかやうにわかれ申事、かねてより存まいらせ候はゞ、よるひるとなく離れ申さず、なれむつび侯はん

物を、いつまでもと思ふものから、有のすさびにもてなし参らせそうろうこと、今さら今さら心にかへり参らせ

そうろう。わするべき時しなければむば玉のよるはすがらにゆめに見えつヽ、と、古ことの葉におしはかり下

さるべく侯。細々申入たき事、湊の真砂のかすかずに候へ共、あまりあまり心乱れ、あとさき分かちかね侯

まヽ、あらまし申参らせそうろう。助右衛門様同じことに申参らせそうろう。又ぞやこうぜん町おかた様へ、文

まいらせたく候へ共出船いそぎ候まヽ、そへ筆申参らせそうろう。おたつ様へ申入候、何とて御文こまごまと

あそぼしくだされず候や。心もとなく存参らせそうろう。かならずかならず此舟のかへさには、御文くはしくあ

そぼし下さるべく侯。まことに我身居申時とおぼしめし、きくを御見捨くださるまじく候。かならずかならず秋

の頃は、こまごまとの御文まち入参らせそうらう。何ぞゐんしん申たく候へども、めづらしき物も御ざなく侯

まヽ、その儀なく候。心ざしばかりにおび一すじおくりしんじ参らせそうろう。もはや日本のはななどは、みな

みなわすれ候て、あらましおぼへ候ものぼかりぬい参らせそうろう。もし人の笑ひ申候はゞ、絵そらごととお

ほせ被降候。又また平吉様へ申参らせそうろう。御無事のよしめでたくぞんじ候。ことにお文うれしくおもひ

参らせそうろう。しかれば何とて毎年御文くだされず候や。それのみふしんに思ひ参らせそうろう。たとへそ

れがしかたへ文たまひ候はずとても、御心がはりとは存申さず候。かまひてかまひて比便には、御文こまご

ままち入参らせそう。かやうに申候もせめて御筆の跡成共とぞんじ、ながめ参らせそうろうはんまヽ、こまご



丸山克彦著「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」 

41 R2 

まとあそばしくださるべく候。あらむかしこひしや。かしこ 

一、おたつ様へ申参らせそうろう。爰もとあつき国にて候ゆへ、それより少持わたり参らせそうろうを、

皆々つかひきり候まヽひようぶきやう一かい、比便にたのみ参らせそうろう。細々申たく候へ共、筆にはつく

しがたく候。下のうばへも申参らせそうろう。ずいぶんずいぶん息才におはし候へ。わがみのやがて帰朝い

たし、御げんもじにて申まいらせたく侯。あら日本こひしや、ゆかしや、なつかしや、見たや 見たや。 

一、松かさ この手がしわのたね 杉のたね はうきぐさのたね 御ゐんしんたのみ参らせそうろう。かへ

すがへすなみだにくれてかき参らせそうろうへば、しどろもどろにてよめかね申つらまく、はやはや夏のむし

たのみ入候。我身事今までは異国の衣しやう一日もいたし申さず候。いこくにながされ候とも、なにしにあら

ゑびすとは、なれ申べしや。あら日本恋しやゆかしや、見たや 見たや 見たや 

じゃがたら 

はるより 

日本にて 

 おたつ様 

まいる 

 

此女人年たけて後、唐人に嫁して子などありて、日本へたびたび文おこせたり。元禄九年の頃までながら

へ、七十六七才にて死せしよし、便りに憩え侍りぬ。そののち、子なるが文おこせしかど、公けより止させ給

ひててのちは、いかが成行けん、しらず。 

西川如見 『町人嚢・百姓嚢・長崎夜話』岩波文庫 飯島忠夫・西川忠幸校訂 昭和一七年六月発行 

 

この文章を詳細に検討していくと、全くの創作ではないと感じる。それは現在残っている彼女たち

の手紙と比較することによって、共通する文面があり、これを全く見ないで創作できる内容ではない

と考えるからである。 

但し彼の書いたものは、向こう受けを狙った悲劇の主人公を作る手紙となっていることから言え

ば、内容そのものは全く事実とは異なっているといえる。 

文章中疑問に思われる個所を挙げてみれば、次のようなものがそれと言える。 

① 「前業とは申ながら」という仏教用語。キリスト教の世界で、少女が新しく仏教に関する知識を

得ることは不可能である。 

② 「はや三とせの春もすぎ」これを換算すると春は十七歳である。十四歳で渡った少女にこの内容

の文章を書く能力は無い。それ以上に、日本語を忘れる方が多かったのではなかろうか。現在残
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っている手紙からも、それを知ることが出来る。 

③ 「けふは卯月朔日」これは四月のことである。この時期季節風を利用して航海をするオランダ船

は日本近海に姿を見せることはない。長崎から出航するのは毎年 9 月から 10 月までと決まって

いた。30 

④ 春は敬虔なクリスチヤンであったから、「神や仏の御あはれみにて」とか「神や仏の御はからひ

にて」の言い回しを彼女はしないはずである。 

⑤ 「異国の衣しやう一日もいたし申さず候。いこくにながされ候とも、なにしにあらゑびすとは、

なれ申べしや」については、自分の夫や子供のことを考えれば、彼女はもっと冷静であったし、

例え日本を恋しく思っていても、自分のおかれた環境の中でしっかりと生きている人物であっ

た。例え和服を着たとしても、それは特別の日であった。 

この物語を読んだ当時の人々の感覚は、「黄表紙」と同じ物語の世界ではなかっただろうか。 

 

第三節 平戸十一代藩主松浦凞の事蹟 

平戸藩主十代松浦静山は宝暦十年一月、女中の子としてこの世に誕生したため、山代英三郎「殿」

と言われて、藩士たちに紹介されることもなかった。松浦家一族として扱われなかったのである。し

かし、藩主の世子の死去により父が世子となると、それを受けて彼は嫡子の扱いとなった。山代から

松浦英三郎「様」と呼ばれることになる。殿から様への変化は、平戸藩を継ぐ事になる運命の子とし

ての変化であった。 

藩主就封後の彼は、四代前の藩主が寺社奉行を拝命したことを受けて、何とかして幕府の官職を得

たいと、涙ぐましい努力を重ねる事になる。 

しかし五代将軍鋼吉の行ったような、外様大名起用の幕政は最早行われるような時代ではなかっ

た。外様大名の彼にとっては、その道はもう閉ざされていたと言うべきであろう。幕府役人への道は

この時代になると殆どルートが決まっていて、当然旗本が任命され、その中でも番方に就くことが出

世コースであると言われるような時代で、奉行職に外様大名が当てられることは無くなっていたの

である。 

世は田沼時代。先生を呼んで三奉行実務の勉強までしたのに、強力な縁故があるわけでもなし、頼

みとする妻の兄の老中松平信明も、義弟を援助しようとする意思も無いままに、彼の猟官運動は挫折

してしまう。 

 

30 https://nagasakidejima.jp/history/によれば、季節風の関係でオランダ船の来航は毎年 6月 7月に最も多かったとのこと

であるから、四月にバタヴィアを出港する船があっても当然である。 

https://nagasakidejima.jp/history/
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大名の中でも学識も高いとされ名前も売れていたのに、遂に彼は

周囲の慰留を振り切って隠居してしまうのである。その後、彼の後

輩が次々と出世していくのを唯眺めていなければならない境遇と

なり、憤懣やるかたない日々を過ごす事になるのが、彼の下屋敷で

の数十年の人生であった。 

子供は三人いたが、長男章は病弱で、発育不全であった。又次男

武も同様であることから廃嫡し、三男の凞を八歳と言う幼少であっ

たが、藩主の座に着けて、自分の叶わなかった夢をこの子供に託し

たのである。 

三男松浦凞はこのようにして藩主の座に就いたが、彼は珍しく平

戸生まれの殿様であった。父の静山は夢を叶えようと息子の嫁に老

中松平定信の娘シンを嫁を娶せ、その縁で、猟官運動を成功させよ

うとした。凞は父の期待に添いたいと努力を重ねたが、幕府の役職

に就くことは出来なかった。またこのような役職についてもらっては困るという家臣の反対にもあ

った。これは役職に就いた者が経験する、膨大な額の藩費用の持ち出しである。貧乏な平戸藩ではこ

れを負担出来るような経済能力は、なかったのではなかろうか。 

それが反対する家臣達の理由であった、生涯二度しか国入りをしなかった静山と比べれば、平戸生

まれの彼はこの地を愛し、江戸に住もうとは考えてもいなかった。 

父と家臣達との板挟みになった彼は、天保十二年、隠居して平戸に住んだ。平戸での彼は家督を譲

った曜とその後を継いだ詮の後見をして、慶応三年七十七歳で没した。法号は龍瑞院殿前肥州大守乾

乾観中大居士。 

彼の平戸での事蹟は、大きなものがある。地元を愛する藩主であったこともあって、平戸に伝わる

諸芸能を初めとする伝統文化の掘り起こしと保存。江戸で活躍した父静山の事蹟の整理とその出版。

静山を有名にしている「甲子夜話」も、彼が整理して出版しなかったら、世に伝わることなく埋もれ

てしまっていたことであろう。こういった活動の中で、平戸藩政史の整理もあった。この調査の過程

で「じゃがたら文」に光が当たる。 

文政二年五月、町方の木田藤右衛門家より裏に書付のある袱紗が発見される。次いで谷村三右衛門

家より三藏・勘八の名前が記された墨の注文が判る手紙の発見。津上又平治家から、宗陽公松浦隆信

のオランダ人宛文書二通、及びオランダ人(商館長クーケバックルか)よりの指出し文書が発見された

のである。 
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この手紙類について、文政二年八月二十四日附、乾々齋観中公松浦凞直筆の書があり、それには木

田家の照袱紗二枚、菱小判銀一枚について『珍敷品に存候、此度所望致候間、為証拠書面遣之置候也』

とわざわざ断り書きを附けての証文が残っている。 

 

第四節 木田藤右衛門等口書写附評説 

一、小ふくさ 二つ 

内壱ツ 裏に書附有り 

一、銀小判  壱枚 

右之品ハ平戸町人木屋藤右衛門家蔵

二而、先祖之内何某之娘南京江嫁入し

て彼地より後ニ贈り遣候品之由申伝有

之、其頃ハ平戸町人之内も唐土と互二

通商せし事ニ而、夫故此方よりも婚姻共

ととのへ候由、唐土江出船之時分ハ親

類共皆々南竜崎辺迄見送りニ参り候旨、

老人共覚し者の咄共近頃迄有り申候咄

聞かせしと、申伝候由、唐土より贈来候

品も此品外ニも衣類・衣具其外ウンカウ

ルノ(犀角)食物・香之物類もつき候、小

臼・小杵或ウンカウルノ箸十膳揃も有り、

磁器等其外文書等も数々伝へ有しかと

も、只今ハ方々失ひ候而、右之品共計伝

へ居候よし、文政二年卯五月ニ藤右衛

門呼出尋候節申候なり、 

 

 

一、銀判も拾両程、当藤右衛門若年の頃

迄有りしを、不用の物なりと思ひ、此壱両

の外ハ皆外の器物を拵候とて地金とせし

よしなり、煙管どもニも拵へたるよし、咄

一、小ふくさ 二つ 

その内壱つには裏に書附が有ります 

一、銀小判 壱枚 

右の品は平戸町人木屋藤右衛門家が所蔵するもので、

先祖のうち何とか言う者の娘が南京へ嫁入致し、その地

より後になって贈って寄越しました品であると伝えられ

てきました。その頃は平戸の町では誰でも中国とお互い

に商売をしておりましたので、そんなこともあってあち

らから婚姻話しが参りました。中国へ向けて舟が出ると

きは、親類一同皆が南竜崎辺まで見送りに行きましたそ

うで、それを覚えておりました老人どもが最近まで咄し

ておりましたと、私たちは聞いた覚えがあります。中国

より贈って参りました品物も、この品の外に、衣類・衣具

やウンカウルノ(犀角)・食物・香の物等もありました。ま

た、小臼・小杵やウンカウルノで造りました箸も十膳揃

ったものがあり、磁器やその外手紙等も数々伝えられて

おりました。しかし只今となってはそれも失われてしま

い、ここに挙げました品ばかりが伝えられている状態で

す。文政二年卯五月に藤右衛門に対しお呼び出しがあり、

お尋ね頂きました折申し上げた次第であります。 

 

一、 銀小判も拾両程、私が若い頃まではありました

が、最早不用の物だからと思いまして、この壱両以外は

みな外の器物を拵えようと致しまして、地金として使っ

てしまいました。煙管などを造りましたそうで、そのよ
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申候、 

 

一、唐江出船の時、南竜崎まて見送りニ

行し時、小謡・三味線等ニ面賑々しく有り

たるよし共、木田の老母の咄有りしを、其

家にむかし乳母に居申候由、久加屋治

右衛門と云ものヽ母、近頃迄存命二而咄

申候由、藤右衛門申之候、 

 

 

〇谷村三右衛門家蔵の本古の内より、じ

ゃがたらよりの文壱通見出候由に而、指

出候、此文書之事、元より其家ニ而ハ何

たる事も申伝へも一向無之、勿論此頃見

出候事故、何の考も無之候由、是又文政

二卯五月、三右衛門申候、三右衛門家、

先祖は川内浦ニ住居候処、寛永年中阿

蘭船入津之義、川内浦入津商売禁せら

れ、長崎江引候後、当町ニ住居還申候

旨、左候ヘハ川内ニ居候内、親類之者ジ

ヤガタラへ罷在候より贈り遣候物ニ而可

有之と存候由申之候  

三藏・勘八と申名書中ニ有之、何も先祖之名、

三藏初而平戸江来り、其子勘八後三右衛門ニ

改、 

 

 

 

 

〇津上文平治と申町人之家蔵ニ、宗陽

うに聞いております。 

 

一、中国へ舟が出ますときに、南龍崎まで見送りに参り

ましたが、その折、小謡・三味線等唄ったり囃したりして

賑やかに送りましたと、木田の老母が咄をしておりまし

たそうです。その家にむかし乳母になっておりました者、

これは久加屋治右衛門と言う者の母でありますが、近頃

まで生きておりまして、見送りをしたことなどを藤右衛

門に話して聞かせたそうであります。 

 

〇谷村三右衛門家で所蔵しております古い文書類の内よ

り、じゃがたらよりの手紙が壱通見つかりましたそうで、

お殿様に指し出し致しました。この文書の事については、

もとよりその家ではどういうことなのかも何も申し伝え

られた事はありません。もちろん最近見出しましたこと

なので、どういうことなのか訳もわからない状態です。

これもまた、文政二年卯五月、三右衛門が申しました通

りであります。三右衛門家の先祖は川内浦に住んでおり

まして、商いをしておりましたが、寛永年中にそれまで

入ってきた阿蘭船の入津と商売が禁止され、長崎だけで

行う事となりましたので、当町に住居を移しました。そ

んなことでありますから川内に住んでおりました頃、親

類の者でジヤガタラへ行った者が居り、そこから贈って

参りました物であろうと存じまして、そのように申し上

げました。 

三藏・勘八と申す名前が手紙の中にありますが、いづれも先祖の

名前であります。三藏は初めて平戸に来ました。その子勘八は後に

三右衛門と名前を改めております。 

 

〇津上文平治と申します町人の家には、宗陽様より阿蘭
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様より阿蘭陀江被下置候御書二通並阿

蘭陀より指出候書附一通所持候、是又

承(知)候へ共、何故右之品持伝居候と申

義一向伝無之候由、当又平次郎申之

候、是も文政二卯四月承之候、此津上之

組ハ大野村より出候者ニ而、大野源五

郎定久より出候者のよし書付等持伝へ

有之候由、当人申之評ニ、木田藤右衛

門家持伝へ候ふくさ、表地唐皿紗ニ而有

之、此地合ハ阿蘭陀より持来候(物)ニ而

有之、 

 

且又其頃長崎並平戸江居候南蛮人、阿

蘭陀人之種子本残御取糺之上、其本国

共江被遣候由、右木田氏之女も其阿蘭

陀人(種)子類ニ而、ジャガタラへ被遣候

内に而可有之、其後ニ至り異国の義ハな

べて唐土と申候而、且後ニハ南京共と迄

誤り伝へ候かも計(義候)、且又右之女死

失之便りも有之、此元ニ而法事なと誓願

寺ニ而執行いたし候旨、位牌等も干今有

之、百年忌之法事も藤右衛門若年頃い

たし候旨、左候ヘハ、年暦も大概寛永年

中此方よりジャガタラニ参りたるものニ而

可有歟、谷村江伝へ候文書も同類之物

ニ而、阿蘭陀紙ニも認メ、且墨の注文も

有之候事ニ而、蛮国ハ筆墨も此方ニ用

候とハ格別異なり候故頼遣候義と被存

候、 

陀へ下されました御書二通と阿蘭陀より指し出しました

書附一通を所持しております。これもまた有ることは知

っておりましたが、なぜこの品を持ち伝えているのかと

言う事につきましては、何も伝えられていないと当主の

又平次郎が申して居ります。これも、文政二年卯四月承

りました。この津上の先祖は大野村より出て参りました

者で、初代は大野源五郎定久であると言うことを、書付

として持ち伝へております。当人が申しますには、木田

藤右衛門家で持ち伝へて参りました袱紗、表地は唐更紗

であります。この品は阿蘭陀より贈って参りました品で

あります。 

 

またその頃、長崎や平戸に居りました南蛮人や阿蘭陀

人の血を引いております者は、残らずお取り調べの上、

その本国へ送られましたそうで、右木田氏の女も阿蘭陀

人との混血のため、ジャガタラへ送られました。その後

になって、異国の事を全て唐土と呼ぶようになりました。

また後になると南京などとまで誤り伝えられています。

また追放されました女たちが死去したとの便りが有り、

こちらで法事などを誓願寺で行って参りました。位牌等

今もあり、百年忌の法事も藤右衛門が若い頃に致しまし

た。そんなことでありますので、年暦もおおよそ寛永年

中のことであります。こちらからよりジャガタラに参り

ました者であろうかと思われます。谷村へ伝へられてお

ります手紙も同じ物でありまして、阿蘭陀紙に書いてあ

り、また墨の注文もありましたことから、蛮国では筆墨

もこちらで使っております物とは異なっておりますよう

で、頼みを聞き入れて送ってやりました。 
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現・平戸市オランダ史料館蔵「木田家主書」半紙半切紙四校 

 

松浦凞のこうした努力は、平戸松浦藩に大きな足跡を残したが、この時発見されたと言われるじゃ

がたら文関係文書五通の内、現在も所在が判明するのは四通である。彼の事蹟はそれなりの成果を上

げたと言えるが、この分野に対する世間の感心は低く、そのためもあってか散逸したものもあるよう

だ。 

その後、1853 年(嘉永 6 年)『通航一覧』にじゃがたら文を引用した例があるが、それを知る人は

いなかったと言える。 
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第五節 昭和日本の南進政策のなかで 

幕末を迎え日本は、日米和親条約及び通商航海条約等の締結により、それまで唯一の貿易相手国で

あったオランダとの関係は、大きくその比重を低下させ、わが国の外交は、アメリカ、イギリス等西

欧列強との関係重視に舵を切った。その結果明治維新以来、オランダやその植民地であった東南アジ

ア地域に関する関心もなく、その地域の研究には大きな進展がなかった。 

しかし、日中戦争の開戦によって、陸軍が掲げた「北進論」に対抗する形で、海軍は「南進論」を

展開し、それが大きな力となって政治を動かすようになってきた。 

「南進論」はこれより先、日清戦争の結果、わが国が台湾を確保した事によって、ここを拠点とし

て資源確保のための対外政策として採用されたものであった。当時オランダの植民地であった東イ

ンド諸島は、わが国にとって多くの魅力ある資源を有する地域であった事から、何れこの地域の資源

の利用と確保を図る必要があり、わが国の対外政策の一つとして「南進論」に関心が待たれたといっ

て良いであろう。 

この政策に治って、東インド地域の研究も「国策研究」として大いに進んだと言える。村上直次郎

外語大教授、岩生成一東京帝大教授を中心とするオランダ東インド会社公文書の研充も、広い意味で、

この政策に治ったものであった。そしてこの調査研究の中から、寛永の鎖国令により追放された混血

児の消息の各種質料が発見されることになり、初めて彼等に関する詳細な事実が明らかになってい

ったのである。 

ここに、昭和 15 年 9 月発行の『蘭領印度叢書』という本がある。内容は新聞社が主催した「蘭領

印度」に関する講演会の記録で、講師として招かれたのは外務省事務官・領事・海軍少将・南洋商事・

爪哇日報・南洋興発・日蘭丸船長等である。彼等が一致して述べていることは、この地域の需要性が

拡大してきたこと。その理由として挙げているのが、人的資源と天然資源が豊富であること。更に天

然資源の内でも日本が最も重要であると考えている石油・パーム油・ボーキサイト・ゴムなどがここ

には存在すると言うことである。そして『最近の国際情勢の変化によって日本の将来の運命に非常に

重要なる関係を持つようになった』と結論づけている。 

南進論はこのような中で醸成され、当時『内南洋から外南洋へ、そして蘭印へ』という合い言葉の

ようなものが語られた。 

蘭領印度の研究は、太平洋戦争開始により 1942 年 3 月 8 日、日本軍がジヤワ島に上陸、連合軍の

降伏によって更に詳細な研究が進んだと言える。 
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第六節 戦後の研究成果 

戦後の日本は、インドネシアと関係を深めていくことになる。1945 年の独立宣言に日本人の多く

が関わり、さらに 5 年間の独立戦争に多くの日本将兵が参加して戦った事もあり関係は深まってい

った。わが国は賠償問題についていち早く解決をして、日本企業の進出を図った。その中でインドネ

シア研究は、今までとは違った視点で、幅広く行われることになったが、岩生教授の成果を引き継ぐ

研究は、独立戦争中に多くの文書が公文書館から失われた事もあって、行われては来なかったといえ

よう。 

この当時の日本進出を示す言葉がある。それはインドネシアに伝わっている次の言葉で、両国の関

係を端的に物語っていると言える。 

『日本は、わが国に 3 回やって来た。第 1 回目は、びんたとふんどしで。第 2 回目は、女を献じ

て。第 3 回目は、カバンを待って。』 

この意味するところは、次のように解説出来る。「びんたとふんどし」は、日本軍による占領であ

る。この国の資源確保を最大の目的として占領政策は行われた。これは人的資源の利用も入っており、

やがて泥沼化するビルマ北部のインパール作戦には多くのインドネシア人が徴発されて重労働に従

事した。現在も「ロウムシヤ」という言葉がこの国には残っている。「女を献じて」は戦後初代大統

領となったスカルノへのリベートの一つであった。最後の 「カバンを待って」は、洪水の如くの日

本企業の進出であろう。 

特に企業進出の結果、多くの研究が為され、その積み重ねはいまや両国にとっても大きな財産とな

っている。ただ、ここでテーマとしている 「じゃがたら文」に関係するような日蘭関係史研究は、

殆ど為されては来なかった。 

 

第七節 近代における研究の歴史 

西川如見以来の研究の歴史を、年代を追って見ると次のようになる。 

 

1720 年 1 月(享保 5 年) 

西川如見『長崎夜話草』出版 江戸滞在中の如見は書店の求めにより、次男正休に郷土長崎に

関する見聞を口述しそれを上梓、初めてじゃがたら文と称する消息文が民間に流布する七十三

歳。 

1802 年 (享和 2 年) 

山村昌永『訂正増補采覧異言』第五帖「ロソン」の中で、じゃがたら文に言及。「其文辞悲切
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ニ〆観るベシ 恭モ人多クコレヲ偽作ナランカト疑フ者アリ」とする。 

1819 年 (文政 2 年) 

五月平戸藩主松浦凞による、家臣所蔵文書の調査が行われる 

町方の木田藤右衛門家より裏に書付のある袱紗が発見される。次いで谷村三右衛門家より三

藏・勘八の名前が記された墨の注文が判る手紙の発見。津上又平治家から、宗陽公松浦隆信のオ

ランダ人宛文書二通、及びオランダ人(商館長クーケバックルか)よりの指出し分書発見。 

八月二十四日附 乾々齋観中公松浦凞直筆、木田家の照袱紗二枚、菱小判銀一枚についての

『珍敷品に存候、此度所望致候間、為証拠書面遣之置候也』証文が残る 

 

1853 年 (嘉永 6 年) 

『通航一覧』にじゃがたら文頻用の例あり 

1892 年 (明治 25 年) 

1 月 28 日 オランダ領東インド地方文書館バタヴィアのガジャマダ通りに開館する。 

初代館長ファン・デル・シャイス 第 30 代総督レイニール・デ・クレルクの官邸を使用する。 

1898 年 (明治 31 年) 

『西川如見遺書』として西川忠亮編として出版 

中川清次郎著『西方東漸史』の中でじゃがたら文の本文を引用。 

1909 年 (明治 42 年) 

松浦伯爵の命で平戸を訪れた佐藤独嘨の「日欧交通史研究」により、じゃがたら文再発見され

る 

1910 年 (明治 43 年) 

佐藤独嘨『じゃがたら文の新発見』歴史地理第一六巻第一、第二、第五号の談叢記事で報告、

第二号では五通全文を紹介した 

第一通・第三通コルネリア生母宛自筆誓状第二通ふくによる抱主谷村三藏宛書状 第四は後

闞、第五はこしょろ文 

1917 年 (大正 6 年) 

村上宣次郎『貿易史上の平戸』日本学術普及会刊で、お春のじゃがたら文全文を記載 

1926 年 (大正 15 年) 

長崎市役所編『長崎叢書』として如見の内容が出版される 

1927 年 (昭和 2 年) 
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黒板勝美・岩生成一によるバタヴィア地方文書館の研究が始まる 以来昭和 5 年、昭和 14 年

と調査実施その結果、お春の遺言状を初めとする多くの文書を発見する。 

1930 年 (昭和 5 年) 

岩生成一、オランダのハーグに出張。国立文書館で調査研究の結果、バタヴィア在住日本人の

動向が判明 

1934 年 (昭和 9 年) 

村上宣次郎「ジャガタラの日本人」刊 台北帝国大学文政学部史学科研究年報の中でお春のじ

ゃがたら文全文が掲載される 

1935 年 (昭和 10 年) 

『長崎市史』通交貿易編西洋諸国部 長崎市役所刊 この中でお春のじゃがたら文全文と、ブ

レダ号追放乗船者名簿・婚姻登録簿が紹介されている。 

岩生成一『バタヴィア移住日本人の活動』史学雑誌刊 

1936 年 (昭和 11 年) 

黒板勝美『更訂国史の研究』岩波書店刊 じゃがたら文を取り上げ歴史的事実として研究され

るようになった 

1942 年 (昭和 17 年) 

岩波文庫から『町人嚢・百姓嚢・長崎夜話草』出版 

1944 年 (昭和 19 年) 

岩生成一『近世に於ける日本民族の南方発展』南方文化講座刊 

1948 年 (昭和 23 年) 

二月「バタフィア地方文書館と所蔵日本関係文書」国民の歴史二ノ二 岩生成一著によりジャ

カルタ国立公文書館所蔵の日本関係文書の概要を紹介 

1951 年 (昭和 26 年) 

九月『ジャガタラお春』平凡社世界歴史辞典第四巻月報 岩生成一著 

1953 年 (昭和 28 年) 

9 月『史上のジヤガタラお春』長崎叢書三六 岩生成一著 

1954 年 (昭和 29 年) 

四月『南海交渉史ジヤガタラお春の遺言状』天地人通巻八号 岩生成一著 

その後、詳しい研究が為されているかについては、寡聞にして私の知り得るところでない。 

 


