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第六章 じゃがたら文とは何か 

 

第一節 ジャガタラ在住の日本人 

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

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。』と言う記事が載っ

ている。恐らくこれは日本人がジヤワ島に進出していたことを物語る最初の記録ではないだろうか。

スンダは「スンダ・クラパ」と言いジャカルタのことである。 

追放された混血児達が結婚したり、社会の中でそれなりの地位を確保したりして、それぞれの生活

を確立した頃になると日本人社会も落ち着きを持つようになる。そんな折の居住者のデータがあり、

それによると彼等は市内各所に雑居し、日本人町を形成していなかった。 

これは限られた人による、限られた調査であろうとは思うが、日本人がこのバタヴィア城内におい

て相当の地位を占めており、市内目抜き通りに居住することが出来ていた事が判明する。現在解って

いるものを挙げると次のようになる。 

諸契約書の中から判明する、日本人の居任地 

ヤン浜田武左衛門 タイヘル堀割通 バタヴィア市東部目抜 

ミヒール楠市右衛門 タイヘル堀割通 

フランソア・カロン一家 タイヘル堀割通 

ウイルレム・フェルステーヘン一家  タイヘル堀割通 

平戸のスザソナ  タイヘル堀割通 

長崎のビンセント・ロメインの寡婦イサベラ タイヘル堀割通東側 

コルネリア タイヘル堀割通 現:JL ラダ 

ルイス六兵衛寡婦カタリナふく マラッカ通 バタヴィア市西部目抜 

ミヒール九郎兵衛  マラッカ通西側 

日本人アンドレ・ロドリゴ ヘーレ通 バタヴィア市東部目抜 

日本人ペドロ  ヘーレ通 

ジェロニマ春  ヨンケル通対岸 バタヴィア市西部目抜 

フランシスコ助九郎 大河の西岸 

ディエゴ又次郎  市内西部地区 

マリヤ助右衛門  市内西部地区 
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1639 年の禁令内容については既に触れた通りであるが、次に示すように指示は大変厳重であった。

贈り物についても、もらったものは死罪となっていた。しかし現実にはこの禁令はそのままにして、

バタヴィアとの交信が始まっていた。ただ、それがいつ頃から許可されるようになったのかについて

は判然としない。 

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。 

 

「延宝長崎記」には『例異国住宅之日本人たりといふとも 依異国差越候書状 並送荷物等迄も於

奉行所改之 依年行事方其主々江相渡之 年行事手前而手形取置候事 依日本人異国江遣候書状荷

物等 用人と与力と改之 書状にも荷物にも相封致遣候事』という記録があり、この年代には既に音

信を交換することが許回されていたことが解る。 

このような記録があり、実際には現在残っている消息文でこれ以前のものが存在することから、こ

の命令は実態とはかけ離れている事が解る。一方で、東インド会社の報告にもこの件の記録があり、

幕府の温情政策によって、便りの交換は 10年以上前の寛文年間から行われるようになっていたと判

断できる。これによって送られてきた便りが「じゃがたら文」と言われるものである。 

 

じゃがたら文をよこした女たちの中で、その名前と出自がある程度知られているのは三人である。

一人は、平戸商館長の娘であったコルネリア・ナイエンローデ。二人目は母と姉の三人で追放された

ジェロニマ・マリヌス。そして最後の三人目はふくという平戸で女中働きをしなければならなかった

身分の娘である。この、ふくについては家庭状況は不明である。たまたまかっての主人筋の所へ、バ

タヴィアから便りと品物を送ってきたことがあり、それが主人の家で保存されて来たため、現在我々

が目にすることが出来る。ただ彼女が、どのような事を理由とされてバタヴィアヘ渡ることになった

のかについては解らない。その他に、平戸歴史史料博物館で保存されている「こしょろ」と呼ばれる

女性の手紙があるが、これは袱紗に書かれたもので、経緯も含めて彼女がどの様な人生を送ったのか

を知る手がかりはない。 

ここでは、お春と呼ばれているジェロニマ・マリヌスとコルネリア・ナイエンローデの生き様を追

う事によって、ここで生きた追放混血児の実際を明らかにしたい。 
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第二節 ジェロニマ・マリヌスじゃがたらお春の生涯31をたどる 

1621年 8 月 14 日、イギリス平戸商館長 コックスの手紙によれば、『日が暮れてからイタリア人

で、ポルトガル人のパイロツトであった、ニコラース・マリンが予を訪ねてきた。これは昼間は彼も

そうする事が出来ないからであって・・・』こっそりとイギリス人の家を訪ねてきたニコラース・マ

リン。彼はポルトガル船の水先案内人として乗り込んでいたが、どの様な事情があったのか、ポルト

ガル船を下船しオランダ船への乗り組み替えを考えたらしい。その交渉のために平戸にいたイギリ

ス平戸商館長コツクスを尋ねたのである。その希望は伝えられたが、直ちに実現したわけではなく、

有為曲折があった。 

約 9年近く経った 1630 年 3月 5 日、オランダ使節ウイルレム・ヤンセンは次のような事を覚え書

きとして残している。『我々はここを出て、長崎の町を通り、ビセント・ロメインとニコラース・マ

リンの家を訪ねた。』ポルトガル船乗り組みのこの二人が、密かにその船からオランダ船への乗り換

えを希望したためである。 

当時、オランダ船とポルトガル船は、大洋で遭遇すれば直ちに海戦となった。オランダは日本への

航海の途上でポルトガル船に出遭えば、海賊行為を働いてもよいという許可状を出していた。そのよ

うな敵対関係にある船から、乗組員を引き抜こうとするわけであるから、見つかれば大変な事になっ

た。そのような事情からヤンセンは夜間、密かに二人を訪ねたのである。ここで、オランダ船に乗り

組もうとしているニコラース・マリンは、ジェロニマ・マリヌス。いわゆる「ジャガタラお春」の父

である。この 9 年の間、マリンは長崎に住んで日本女性を娶った。その結果 1625 年、ジェロニマ・

マリヌスは誕生している。彼女の三歳年上に姉のマダグレナがいる。それから逆算してみると、1621

年乗換を希望したその年ぐらいにマリンは結婚して以来、長崎に住んでいることになる。 

その後、この父のマリンの動向については解らないが、比較的早いうちに死亡したらしい。追放者

名簿には「亡伊太利人を夫とせる長崎のマリア(イサベラか)」と記されているからである。また、希

望していたオランダ船乗り組みが実現したことは間違いがない。それは彼の妻や子供達がポルトガ

ル人としての扱いを受けず、1639 年の追放組となってオランダ人の扱いを受けているからである。 

1639 年 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

両親の名前を差し出すように命令を出した。そして、6 月 16 日になると奉行所は、同年出帆の便船

で混血児達をバタヴィアヘ送付することを厳命したのである。 

10月初旬。オランダ船ブレダ号は平戸港を出航する。追放されるオランダ・イギリスの混血児 32

 

31 本書に名前が登場する人物の内のうちジェロニマ・マリヌス・春に関係する者の図を巻末に提示した。 
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名が乗船していた。 

ジェロニマ・マリヌスは母と姉そして姉マダグレナがマルテンとの間にもうけた子と四人でバタ

ヴィアヘ行く事になった。船は平戸南竜崎沖を通過。多くの縁故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。 

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、ここでマダグレナの子は台湾に

留め置かれ、補給を受けた船は一路南下し目的地に向かった。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、孫萬吉三歳、はる十五歳一家の内、満吉もタイオワンに残留させることにし

て出帆。満吉は間もなく死亡したらしい。ここで幼児二人がゼーランジャ城に残されているが、これ

はバタヴィアの風上が幼児の命を簡単に奪ってしまう事情を考慮してのことであろう。 

巷間ではこのイギリス人一家の娘「はる」を、をじゃがたら文の主「ジャガタラお春」として誤り

解釈されている例があるが、それは事実とは異なる。この一家がバタヴィアに着いてから、どの様な

人生を送ったのかについての消息は不明である。 

1640 年 1 月 1 日、ブレダ号は二ケ月に亘る航海の後バタヴィア港に到着。総督アントニオ・ファ

ン・ディーメンは、彼等の到着を大歓迎した。 

来航した者は全てがヨーロッパ人との混血か、またはその伴侶となった関係者である。 

いくら督促しても、本国からの女性は到着せず、たまにやって来る者

と言えばオランダで食い詰めた者か、ふしだらで品行方正でない女性

ばかりであった。そんなところへわざわざやってきてくれた訳である

から、大歓迎に価する出来事であった。 

東インド会社では、この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。 

バタヴィア地図 

バタヴィアには今後日本から更に多くの者が送られてくると言う話が伝えられた。 

1641 年 1 月 8日バタヴィア総督府報告書に、その事情が伺える報告書が記載されている。『その報

道によれば天主教のため日本からジャバヘ追放されるべき日本人男女は四百人を超えそうで、この

人達はバタヴィアにおいて随分役立つであろう』と言う内容であった。この追放者人数が真実かどう

かは判明し難い。幕府はこの年、追放された者と日本との音信を全て禁止した。到着から一年が経っ

ていた彼等が、日本と繋がりを持とうとしても、その手段まで断ち切られてしまった結果、バタヴィ

アで生活をすることを否応なしに認めなければならなかったと言える。 

1642 年 1 月 22 日。当時バタヴィア日本人社会の頭役であった村上武左衛門が、ジェロニマの姉
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マグダレナ 21 歳と結婚したという記事がある。その後二人の間に、娘コルネリアが誕生した。村上

武左衛門は長崎上町妙金の夫で、本後藤町の原源左衛門の弟、今魚町の森田喜兵衛の兄に当たる人で

ある。早くから朱印船貿易に従事して、スンダクラパへやって来た。しかし幕府の帰国禁止令により

日本への帰国が叶わなくなり、妻を日本に残したままここで生きることとなり、日本人社会で力を付

けていた。 

マグダレナについてはジェロニマの義妹であるという記述があるが、これが事実かどうかについ

ては解らない。彼女は、結婚後 4 年以内に死去した。若いジェロニマは唯一の身内を失ったのであ

る。 

1647 年 1 月 3 日、シモン・シモンセンとジェロニマ・マリヌスとの結婚の公示が出る。そして 3

回の公示に、異議の申し立てがなかったので、この結婚が成立したと言う記録がインドネシア国立公

文書館に残っている。それには、『若き東インド会社の商務員補で平戸生まれのシモン・シモンセン

と、長崎生まれの若き娘ジェロニマ・マリヌス。1647 年 1月 3日』と記す。ジェロニマは 22歳であ

った。 

国立公文書館 お春の結婚証書左上の印は 3 回の公示に異議無しを示す 

この 22 歳は、追放時の年齢から換算していくわけであるが、ここに面白いことが解る。この後、

コルネリアのところで述べるが彼女は 24歳で結婚している。ジェロニマ春が 22歳で結婚したのに、

何故彼女よりはるかに有名人で、然も裕福な財産家であったはずのコルネリアが結婚できなかった

のか。少し疑問がわくわけであるが。 

これはジェロニマには母がいたと言うことが、その理由となっていそうである。到着後の消息は不

明になってはいるが、お春が 22歳で結婚できたと言うことは、母が存命でなければ不可能な事であ

った。 

コルネリアの場合は、一人バタヴィアヘ送られるが、それは彼女を教育すると言う理由もあった事

は理解できるが、どこで教育されたのかと言えば、それは孤児院であった。父親は既に死亡。母親は

日本に残って日本人と結婚していた。バタヴィアに身寄りがあるわけもない孤児は、孤児院に入れら

れるのが当然の習慣であった。そしてそこを出て社会人として自立するためには、成人に達していな

ければならなかった。オランダの、法律では、成人は 24歳に達することで認められるという慣習が
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出来ていた。ジェロニマ春の場合は、母親が後見人となり、彼女の 24 歳までを保障することが出来

たと言うことである。 

「シモン・シモンセンとジェロニマ・マリヌスの結婚証書」 

上から三行目がそれにあたる インドネシア国立公文書館所蔵文書 
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ジェロニマ春は、当初から幸せな結婚が出来たと言う事である。 

 

ところでこのジェロニマ・マリヌス(お春)の結婚した日付については、今まで伝えられている事実

とは違っている。私は、国立公文書館に数回入って文書の確認・検証を行った結果、その件で村上・

岩生両教授が調査し、以下のような定説とされてきたことがどうも違っているのではないかと思う

ようになった。 

この件で「長崎市史 通交貿易編 西洋諸国部、482 ぺージ」に記載するお春夫婦の結婚について

の記述は、次のようになっている。 

『ハルという名は前出ジャバ在留者の中にも見えるが、此女がジャガタラ文のハルと同一人であ

らうか。婚姻登録簿に、「一六四六年十一月二十九日、会社の試補なる青年、平戸のシモン・シモン

セン Simon Simonsenと長崎生まれの若き娘ヒエロニマ・マリヌス Hieronima Marinus と、」とある

が、此女が前掲のハーグ文書のエロニマで一六四〇年に十五歳であったから、此時は二十一歳であっ

たらう。而してシモンシモンセンといふ平戸のオランダ商館員がゐたから、右シモンは其の日本生れ

の子であらう。然するとハルの嫁したのは長崎夜話草にある様に唐人ではなく、オランダ人と日本婦

人との混血児で東インド会社員であった』 

公文書館で、ここに記された月の、結婚証書綴りを、いくら探しても、この証書に合う個所は発見

されなかった。その検索を進めた結果、私が行き当たったのはここで示した、翌年の 1月、シモンセ

ン夫婦の結婚を伝える証拠であった。両教授が記述する公示の文面は同じであるが、日付が違ってい

るのである。 

シモンセンとジェロニマ夫婦は、間違いなく 1647 年 1月 3 日に結婚が認められている。 

ところでここに示される夫の、東インド会社での身分はどの程度であるのか。この会社における昇

進の制度は次のように在っている。 

初めは、商務員補(アシステント)である。シモンセンは結婚当時この地位にいた。この後、その仕

事ぶりや功績などを勘案して、少しずつ昇進していくのである。商務員補の次は下級商務員(オンデ

ル・コープマン)。更に商務員(コープマン)となっていく。会社員の殆どは、ここまでであるが、商務

員で多年の経験を積むか、又は功労・才幹のある者については上級商務員(オッペ・コープマン)への

道が開ける。上級商務員の上は商館長や商船隊指揮官・植民地総督と言う最高指揮官としての地位が

残されているばかりである。 

彼女たちが結婚した年の 11月 13日。ジェロ二マ春の消息が判る。 

それは、「ビンセント・ロメインの寡婦長崎のイサベラの遺言状によって、イサベラの住宅の前半、
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並びにその敷地。奥行 70ルード、後方に竹造小屋のある場所をマリヤ・マリヌスに贈る。専務員補

シモン・シモンスゾーンの妻ジェロニマ・マリヌスに対して、現金 200レアルを贈る。シモン・シモ

ンスゾーンに銀のナイフ 2 挺、銀の匙 2 本、銀のフォーク 2 本を贈る。ヘンドリック・ドッペルツ

ゾーンと共に、当地の教会内にあるイサベラの墓を贈る。」という内容である。このヴィンセント・

ロメインは、ブレダ号で一緒に追放されてきた元長崎在住紅毛人の富豪の妻イサベラ・ロメインの事

である。二人共に親しい仲であったのか。夫婦それぞれに遺贈が約束されている。この時シモンセン

はまだ、事務員補である。 

1647 年 4 月、シモンセンは、来航したカンボジア王使節の接待役を務めている。 

1648 年にはシモンセン自らが、東インド会社政庁使節として、東ジャワのジャパラ王国に赴き、

貿易交渉を行っている。 

1649 年 11月 9 日、ビンセント・ロメインの妻イサベラは五十九歳で死去した。公証人ハッキウス

の前にジェロニマ・マリヌスが出頭し、イサベラの遺した 200 レアルの金額を受け取った事を陳述

した。遺言状の内容が執行されたのである。次いで 12 月 9日、イサベラの遺言執行人フランソア・

カロンから、ジェロニマ春、楠市右衛門、浜田助右衛門、村上武左衛門、六兵衛の妻カタリナふく32

等は、遺贈分を受け取ったと言う報告が公証人役場に入った。ここで、全くの偶然のように「六兵衛

の妻カタリナふく」の名前が出てくる。これは平戸藩主松浦凞によって発見された、「木田藤右衛門

等口書写附評説」に出てくる手紙の送り主「ふく」である。この時彼女は六兵衛と結婚していること、

そしてその夫はまだ生存していることが判明する。しかし夫とどこで結婚したかについては判らな

い。ついでに触れるならば、3 月 25 日にルイス六兵衛は妻のカタリナとシモン・シモンスゾーン立

ち会いの下に遺言状を作成している。この時ふくの夫六兵衛は、すでに健康状態が思わしくなかった

のではないだろうか。 

1654 年 4 月 7日、「東部バタヴィア市内の塀割浚渫に関する寄付金額、及び前記堀割並びにその通

りのこの地域に居住する人々各自の寄付金は次の通り。」という記述が現れる。 

そこで各屋敷間口 1 ルード(約 3.76m)に付、6レアル 4分の 1を、1 レアル 1 スタイフェルの換算

で支払う。ニーウェ通に居住する平戸生まれのシモン・シモンセンは、1 ルード 4 分の 1 と 6 レアル

4 分の 1 を、それぞれ運河俊喋の費用負担金として支払っている。夫婦の居仕場所がここで判明す

る。居住していたのは運河に面したニーウエ通。目抜き通りとまでは行かなくても、町の重要な場所

に住んでいる。 

 

32 Catharina Rockbee 
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1656 年。バタヴィアに居住する日本人に朗報が届く。幕府は、それまで追放された人々と日本人

親族との禁止していた音信を不憫として、家族・親戚との挨拶を許可したのである。最早、キリスト

教を布教するというような危険はなくなったと、判断したのであろう。 

バタヴィア日本人代表の村上武左衛門は、早速長崎奉行の甲斐庄喜左衛門に書翰を送り、近況を報

古している。これによって初めて、故国との音信のやりとりが可能となったのである。人々の喜びの

様子が見えるようではないか。 

1661 年 3 月 29 日。公証人ヤン・カイゼルス33の前で、ミヒール・ディヤス・惣兵衛が出頭して遺

言書を作成した。それは、「遺産を三等分してヤン・助右衛門とミヒール・武左衛門34、及び東インド

会社勤務の上席商務員で港務長兼許可証発行官のシモンセンに贈る。」と言う内容であった。 

遺言状はヨンケル通の対岸にある、シモンセンの家で作成された。このヨンケル通りは市内の目抜

き通りであり、上級住宅地である。更にこの時、この遺言状の内容によって、シモンセンが 「上席

商務員・港務長兼許可証発行官」に出世していることが判る。 

ここで言う惣兵衛は、太平洋戦争中まで日本総領事館庭内にあった墓の主である。 

当時日本関係者が多く住んだのは、中央を流れるカリ・ブッサールと呼ばれる運河を挟んだ両側。

東はタイヘル(ティヘル)堀通、西はヨンケル通といういずれも大通りであり、そこに日本人は散らぼ

って住み、日本人町を形成することはなかった。タイヘル堀通りには浜田助右衛門、楠市右衛門、フ

ランソア・カロン、ビセント・ロメイン一家が住み、シモンセン一家はヨンケル通りに住んだ。 

現在このヨンケル通りは、名前を変えて JL ロアマラカ35 

(JL はジャランと読んで「通り」のことである)と呼ばれてい

る。ジャカルタの中心を走る通りを北上すると、やがてコタと

呼ばれる古い地域に入る。 

ここにかって東インド会社の諸施設が集まった中心部が

あった。いわゆるバタヴィア城である。 

お春夫婦は、このような場所に住んでいた。 

1663 年 12月 4 日、シモン・シモンセンは、東インド政庁から本国勤務を命じられた。『午後総督

参議員の会議で、本国の会社重役が特殊の貿易用務のため召喚した前税関長シモン・シモンスゾーン

は彼とその妻並びにその家族一同が、日本人の血統なるが故に、当地に滞在することを熱望せるを以

 

33 Jan Keijsers 

34 Michiel Boesaijmon 

35 Jalan Roa Malaka 

JL ロアマラカ 
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て、これを適当と認めて、決議録の中に詳細に記入した。(バタヴィア城日誌)』 

 

復元した当時の地図 1650 年 
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ここでジェロニマの夫であるシモンセンの出自が、少し判明する。シモンセン自身も母親が日本人

であることが、この上申によって判るのである。彼がバタヴィアへ来るまでの間、平戸でどの様な生

活を送っていたのかについては判らないが、結婚証書に書かれた通り、平戸生まれの日本青年である

ことは間違いがない。 

二人のその後を考えてみると、この選択は賢明であったと言える。この後数年のうちに彼は東イン

ド会社を退職して、自ら貿易業務に従事したようだ。退職時は港務長兼許可証発行官、上級商務員、

税関長を兼ねた役職に就いていた。 

バタヴィアに居住できることが最終決定したこともあっただろうか、夫のシモンセンは、在住日本

人のために、各種の役を務めるようになる。1664 年 5月 10日には、「公証人アントニイ・ハイズマ

ン事務所に、東インド会社の前特許官で港務長であるシモン・シモシスゾーンと日本人キリスト教徒

ミヒール武左衛門、ヤン浜田助右衛門がミヒール惣兵衛の遺産後見人・管理人として出頭し、惣兵衛

が待っていた奴隷の解放を約束した。」という記事が見える。 

1665 年 2 月 13 日には「広東在住日本人商人キコ(林喜右衛門)の、東インド会社船による煙草貿易

に対する保証書が発行された。船代金 420 レイクスダルデル。二分の一を司法委員ヤコブ・カイゼル

が負担。残りは港務長兼許可証発行官、上級商務員のシモン・シモンセンと商務員のへンドリック・

スヘンケンブルグが支払う。」の記事がある。ここでは多額の支払いに応じており、それを実行でき

るだけの財力を備えるに至っていたことが判る。 
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この年の 2 月 13 日、シモン・シモンスゾーンと妻のジェロニマ・春は、公証人ホウメンスの役所

において遺言状を作成した。 

1665 年 4 月 19 日 老中稲葉美濃守正則は、オランダ商館長ヤコブ・フライスに命じて、「海外在

住日本人の居住地と人数」を報告させる。それを受けての報告は『カラッパ(現在のジャカルタ。当

時の日本人は古名スンダ・クラパをこのように呼んだ)在住日本人は男女合わせて 8 人。村上武左衛

門、ゑすてる、浜田助右衛門、はる、コルネリア、きく、ふく、みや。』としている。ここで解るこ

とは、混血児の内男子については対象とならないと言うことである。男子はオランダ人として扱われ、

報告の対象にはならなかったのであろう。 

この報告書にはじゃがたら文の主人公である三人が名を連ねている。はる、コルネリア、ふくの三

人である。 

なおシモンセンに関する記事を拾うと次のような動きが解る。 

1665 年 11月 11日 村上武左衛門が貸した 103 レイクスダールデルを受け取ったその経緯を、そ

の折りシモンセンとカタリナふくに依頼してオランダ語に訳した。 

1669 年 9 月 ヘステルの夫、アベル・ベンチングが遺言状を作成し、間もなく死去。証人の一人

に、シモン・シモンセンがいる。 

この年、シモンセンがバタヴィア孤児財産管理委員になる。 

1670 年 6 月 6 日 支那人船主リトンコが、広東在住リワンコの代理人として村上武左衛門から

220 レイクスダルデルの金額を受け取った。その伸介者としてシモン・シモンセン、支那人甲必丹の

子テンクワ、及び広東在住薩摩東郷出身のアントニオ鬼塚がいる。これは、広東在住でフェフォ日本

町の頭、ヨセフ塩村太兵衛が、リワンコから借りた金額で彼に代わって、武左衛門が負債を支払って

いる。 

この記事からバタヴィア在住日本人が、母国との交流を閉ざされた今、ヴェトナムのフェフォや中

国の広東在住日本人商人と関係を結んでおり、その活動範囲がアジア地域全体に及ぶものであった

事が理解できる。 

1672 年 2 月 2日(5月初旬の説有り)ジェロニマ春の夫、シモン・シモンスゾーン・ファン・デル・

ファイデは、持ち船によりバンタンに行き、胡淑の買い付けを行うが、帰宅後俄に死去する。彼はこ

の時、バタヴィアの教会の長老を勤めていた。 

シモンセンが死亡時、何歳であったかは不明である。若くしてバタヴィアヘ来た彼は、東インド会

社の事務員補から、遂には上級商務員・税関長にまで上り詰めた。そして退職後は、教会の長老職に

就くなど地域にも貢献する、人望のある人であったようだ。ジェロニマ春は、その妻として賢く子育
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てを行い、夫をフォローしている。 

 

1673 年、オランダ商館を介して幕府に、延宝年中 (1673～1680)の海外在留者の中で判明する者の

内バタヴィア居住者は、次の通りであると報告している。 

村上武右衛門(長崎上町妙金の夫。長崎本後藤町原源左衛門の弟。今魚町森田喜平の兄) 

ゑすてる(長崎今魚町山崎甚左衛門の姉) 

浜田助右衛門後家(長崎今魚町浜田長左衛門の母。平戸吉次久左衛門の姉) 

はる(長崎築町小柳理右衛門の養女。長崎酒屋町峰七兵衛の姪。長崎袋町本田與三郎の伯母) 

こるねりあ(平と判田五右衛門女房の娘) 

きく(平戸善三郎の妹。同所三次庄左衛門女房の妹) 

ふく(平戸谷村三藏、同五郎作譜代の下女。同所三吉の妹) 

みや(平戸立石清之助の妹。同所森田傳右衛門女房の姉) 

 

第三節 1674 年 6月 30 日、ミヒール・武左衛門の遺言状36 

『我が妹で生前上席商務員並びに港務長兼許可証発行官であった、故シモン・シモンセン・ファン・

デル・ファイデの尊敬すべき寡婦ジェロニマ・マリノに日本小判 25 校、内側にも外側にも絵が描い

てある屏風一双。マリノの手に委ねられている小判 24 枚の内からマリノの子女たち、ニコラース・

シモンセン・ファン，デル・ファイデとその妹で、尊敬すべきファン・デル・レー夫人、及びタニイ・

ジェロニマ・デ・ヨンゲ37にそれぞれ小判 5枚、その弟ヤン・シモンセン・ファン・デル・ファイデ

に日本小判 15 枚を贈る。』 

武左衛門は、春とその子女 4名に対し、合計 55 枚の小判を贈っている。これは、最初にその記述

があるようにジェロニマ春が彼の義妹に当たっているためである。ミヒール・武左衛門は春の姉マグ

ダレナと結婚し、二人の間には娘コルネリアが誕生していた。 

ここで財産を遺贈されているニコラース・シモンセン・ファン・デル・ファイデは女で、1692 年

以前に死亡している。フアン・デル・レー夫人とは、オランダ高等法院判事であるフランシス・ファ

ン・デル・レーと結婚した、マリヤ・シモンセンのことである。タニイ・ジェロニマ・デ・ヨンゲは、

この遺贈を受けた年に死亡したらしい。ヤン・シモンセン・ファン・デル・ファイデは 1679 年頃に

死亡している。男子である。 

 

36 全文は巻末のリンク先参照 

37 Thanie Jeronima de Jonge 
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この事からお春の子供達七人の内、夭逝した一人を除いて確実に四人は存命していたことが解る。

しかし、この他に長男のフィリップ・シモンセンと、一番下の子供ジェロニマ・シモンセンがいるは

ずであるが、何故かこの二人には遺産が渡っていない。疑問の残るところである。特にジェロニマ・

シモンセンは女の子で、1681 年母親が作成した、財産管理委任状の相手であり、存命しているはず

である。武左衛門が二人を除外した理由は解らない。 

1675 年 3 年 19 日、村上武左衛門の娘、コルネリア・武左衛門が結婚した、ヤン・デ・ブラインが

勤めた西部 H 区区長の職を、春の子ヤン・シモンセンが後任として市会から指名されている。しか

し彼はこの役職を勤めることが出来たのは、4年間であった。 

1681 年 5 月 21 日。この日、「東インド会社所属、ブラバント会社の判事、一般公証人のヤン・バ

プテスト・ジェラルド・ケイセルスの前で、シモン・シモンセンの寡婦ジェロニマ・シモン・ファン・

デル・フアイデがその娘に贈る財産に関する遺言状を作成」したと言う記事が発見された。その内容

は次のようである。 

 

第四節 お春の財産管理の委任状訳文 

『バタヴィアの住民 アーレント・ヤコベッツイに対する、物故したシモン・シモンス・ファンデ

ル・ファイデの寡婦ジェロニマ・シモンスの委任状』 

 

1681 年 5 月 21 日現在、私、当バタヴィアに居住し、東インド会社所属、ブラバント会社の判事に

して一般公証人である、ブレダの子ヤン・バプティスト・ジェラルド・ケイセルスの前において、物

故したシモン・シモンス・ファンデル・ファイでの寡婦、ジェロニマ・シモン・ファンデル・ファイ

デの娘に対して、私、公証人と衆知の証人によって、彼女の生存中、この遺言書が作成されたことを

証言する。 

住民、アーレント・ヤコベッツイへの指示は、どこに明示するか。 

ここ、遺言状の中に示された上記女性による特別処置として、名誉ある公の義務によって彼は、

3,000 リークスダルデルの資金からの利子を受け取ることが出来る。 

この金は、1676 年 10 月 6 日以来今日まで有効であるジェロニマ・ファンデル・ファイデと称す

る、同名の成人に達していない女子のための資金として指示されたものである。 

仲介人は、10 リークスダルデルの価値を有する家具を自由にし得、総額 20 リークスダルデルが、

貧乏人に対して、サルバドール・アントニュウスの斡旋によって支払われ、これらは、遺言状管理人

によって彼らの生死に関わらず、この中に選ばれた者に知らされ、区別が明らかにされ、貸借が明記
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される。この行為は、遺言状を管理する家で、バスティアン・ルイスと、書記ヘンドリック・イーベ

ルマンの前で、木曜日に作成された。 

証人として、信用有る登記人ヤコブ・ヤンツが立会人として署名し、かくの如く、公証人ケイセル

ス・ノットにより署名される。 

遺言・財産一般管理事務所バタヴィア 1681 年 5月 21 日 

 

七人の子供に恵まれたお春であったが、その死亡時に彼女を看取ることができたのは、長女のマリ

ア・シモンセンだけであった。 

彼女の死は 1697 年であるが、その直前の 1692 年以前に死亡したのが、ここに財産を遺贈されて

いるジェロニマ・シモンセンである。彼女は七番目の子供であったが、死亡当時何歳で有ったかは判

っていない。しかし夭折をした五番目の子供アンナ・クララとこれより以前に死亡しているタニ、ヤ

ンの三人を除いてお春は我が子または、その子にまで、財産の分与をしているので、ここに記された

金額から想像すると、お春の持っていた財産の総額は大変なものであったと思われる。 

ちなみに、ここで示す 3000 リークスダルデルが、どのくらいの貨幣価値を有するかであるが、こ

れを 7500 グルデンとして考えると、牛が 1500 頭買えるえる額になる。これが多いと考えるか少な

いとするかは、当時の様子をもっと知らなければならない。因みに、3,000 リークスダルデルは、3

億 3187 万 5千円に相当する。 

この管理された財産が、「ジェロニマ・ファンデル・ファイデと称する、同名の成人に達していな

い女子」に、彼女の成人を待って渡ったかどうかについては解らない。それは彼女が母親が死ぬ前に

死んでいたと言うことが判明しているからである。成人に達したと認められるのは 24歳である。し

かしその死亡年は解らない。 

 

1692 年 5 月 17 日、ジヱロニマ・マリヌス・春は既に作成してあった、4ぺージに及ぶ遺言状に追

加書を作成する。そこでは所有する男女奴隷 16名の処分を記し、内 12名は春の死亡後直ちに解放。

他は娘のマリヤ・シモンセンに譲渡し、マリヤが適宜解放することを定めている。遺言状は公証人役

場で、ダビット・レギュレット立会の下に作成されたものである。更に 1697 年 3 月 21 日、ジェロ

ニマ・マリヌス・春が作成した、遺言状追加補正書が成った。公証人レギュレット38の指示に「ぜら

うにましるし」と毛筆で確認のサインを認めた。それ以外の気力が無くなっていたと想像される。 

  

 

38 David Reguleth 
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インドネシア国立公文書館所蔵文書 
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第五節 お春の遺言状 

本、1692 年 5月 17日、東インド最高の公証人にして当バタヴィア市居住を許可された、予ダビッ

ト・レギュレツトの前に、下記の証人ら立ち会いの下に、生前当地に於いて東インド会社勤務の商務

員にして税関長であった、故シモン・シモンスゾーン・ファン・ファイデ39の寡婦、ジェロニマ・マ

リノ40が出頭して、予、公証人に、すでに周知の事ながら当市のヨンケル通りに住まい、身体強健、

記憶力も理解力もともに確かであり、かつ言語も明断なることを宣誓した。そして、彼女の埋葬執行

人、及び遺産管理人として、生前、バタヴィア城の司法委員であった故フランシス・ファン・デル・

レー41氏の寡婦なる、彼女の娘マリア・シモンセン夫人、当市の聖職にある、尊敬すべきドクトルテ

オドリウス・サス師、及び同じく会社勤務の商務員ウイルレム・サベラール等を指名委任し、彼らに

権限を与えることを厳命した。 

ついで、彼女出頭人の埋葬後、遺産を金子に換え、その遺産の勘定中から、埋葬費とその他の負債

を支払って、残金を相違なく、彼女の娘と孫たちの間に、正四等分せしめるものとす、すなわち、 

彼女の娘、マリア・シモンセン・ファン・ファイデに正四分の一を、彼女の息子、故フィリップ・

シモンセンの遺児なる相続人に、父に代わって同じく正四分の一、彼女の息子故ニコラース・シモン

セン・ファン・ファイデ42の遺児に前記と同額なる正四分の一、彼女の娘故ジェロニマ・シモンセン，

ファイデの遺児に、その母に代わって同じく正四分の一。 

また、これらの相続人の間に放いて、彼女の所有にかかる衣類を、いっさい除外なく全ての布地並

びに家庭用品や下着類の末に至るまで、おそらく彼女が売却する事を好まないようなものまでも、一

切分配せらるべし。なおまた、出頭人は自ら適当と思うような他の遺産を、別の遺言状によって遺贈

する権利と資格とを保留して、この部分については、前述の執行人と管理人とによって、今後ともに

払い渡されることを欲するものである。 

前記の管理人と執行人に委託して、彼らの一人または何人か、或いはその代理人に権限を与えて、

この遺言状が、彼女の死後直ちに提出され、これが遺言状追加書きまたは死後の遺贈状またはその他

の最終的遺言として、いずれも諸法律やその他、これに準ずるものに照らして最善なるべきことを認

め、効力を持たせるものとする。 

よって諸法律の規定に基づき、出頭人の家に於いて、ここに証人として申請されたヤコブ・レギュ

 

39 Simon Simonssen van der Heyde 

40 Jeronima Arino （お春） 

41 Juffr van der Lee 

42 Nicolaes Simonsen 
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レットと予の書記ピーテル・カルルの面前に於いて、かように作成し、確認するものである。 

           ジェロニマ・シモンズ 

           ヤコブ・レギュレット             ぜらうにま志るし 

           ピーテル・カルル 

           ダビット・レギュレット 公証人 

日本の歴史 第十四巻 中央公論社販 三百六十五ぺージ 

 

1695 年、現在もジャカルタのコタ地区に残る、シオン教会完成。

この教会はバタヴィアには珍しくカソリック教会である。 

日本から追放された混血児達は、その殆どがカソリック教徒であ

ったであろう。オランダは新教徒の国で、このような教会は造られる

こと自体が珍しいと言える。以来この教会は 「ポルトガル教会」と

言われて区別されてきた。前に示したバタヴィア地図で、この教会の

存在が確認できる。 

私のインドネシア滞在中に行った混血児調査の出発点は、この教

会であった。新教の教会を調べても意味のない

ことであるから、重点的に旧い教会を見つけて

はそこを調べてきた。ここは現在、「シオン教会」

と言われて、東インド会社のあったコタ地区にあり、やや寂れた古さの目立つ建

物である。入ると旧いパイプオルガンが据えられており、ボーイがやって来て人

力で風をパイプに吹き込む機械を回してくれる。 

壁や床には一面に東インド会社関係者の墓がはめ込まれている。大きさは縦 2メールもあろうか、

立派な墓ばかりが並んでいる。 

そんな教会の壁に私が見つけたのは教会建設に関わった功績者の名前を記した

木製の扁額であった。その中身を拾い読みをしている内に、そこに覚えていた人名

を発見することが出来、ここがお春に関係して残る唯一の教会であることが解っ

た。この扁額には遺言執行人の一人テオドール・サスの名前が認められたのであ

る。 

ジェロニマ春の遺言状追加補正書が書かれてから、少し後の 4月 25日。 

テオドリウス・サス牧師は、死亡したジェロニマ・マリヌスの遺贈を辞退している。この事から、

お春の遺言状 

シオン教会内部 
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遺言状追加書を行った 3月 21 日から、この間に彼女は死亡したと考えられる。73 歳であった。死亡

時に、生き残っていた子供は故フランシス・ファン・デル・レー氏の寡婦である娘のマリア・シモン

セン夫人ただ一人であった。 

岩生成一教授によって発見されジャカルタにある、インドネシア国立公文書館にあるはずのこの

文書は、いくら調べても発見できなかった。独立戦争中のどさくさ紛れに、多くのものが失われたと

聞いている。これも、その中の一つであろうか。 

 

お春について各所を廻り調査を行ったが、現在これがそうだと言えるものは、公文書館書類数点を

除けば、このシオン教会が唯一お春がそのキリスト像の前にぬかずいたであろうと想像できる建造

物である。会堂に流れるパイプオルガンの音色に、300 年の時を超えて彼女を偲ぶばかりである。 

 

第六節 コルネリア・ファン・ナイエンローデの生涯43をたどる 

コルネリアの父親、コルネリスの記事初見は 1607年である。この年コルネリス・ファン・ナイエ

ンローデは、ダイヤモンドの専門家としてデルフトの「連合東インド会社支部」が派遣したデルフト

号に乗船し東インド諸島に来航した。その後 1610 年から 22 年までの間の、最初 2 年間はアユタヤ。

12 年から 15年まではマレー半島北東岸のパタニ港。その後の 2年はシンゴラ(現在のソンクラー)に

駐在した事が知られている。1617年になるとアユタヤ商館長として赴任。1622 年までこの職にあっ

た。 

1622 年、東インド会社は中国遠征を実施したが、その折ウイレム・エイスブランツゾーン・ボン

テク船長の船に、デルフト出身のコルネリス・ファン・ナイエンローデが上級商務員及び小艦隊司令

官として乗船する。彼は上司や同僚とよく争ったが有能な会社職員であった。 

1623 年 11月 21日、艦隊食料積み込みのため平戸来航中に、平戸商館長レオナルト・カンプスが

死去した。その時平戸にいたオランダ人の中で、選挙により最高の地位にあったナイエンローデが商

館長に選出される。この人事は日本人に歓迎されたと言われる。 

 

この年オランダ勢力は台湾進出を計画し、そこに砦を築こうと考えた。後にこの場所がゼ―ランデ

ィア城となった。 

この城を築くための資金に窮したヌイツを中心としたオランダのタイオワン駐在者達は、全ての

 

43 本書に名前が登場する人物の内のうちコルネリア・ファン・ナイエンローデに関係する者の図を巻末に提示した。 
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入港船から徴税し、それによってゼーランジャ城を造ろうとしていた。これに対して、危惧感を抱い

ていたナイエンローデは 1626 年 12月 13日、バタヴィアヘ書翰を送り、平戸商館長としての解任を

願い出たのである。 

1627 年 8 月、新台湾長官ピーテル・ヌイツは江戸に参府し、将軍への謁見を待った。しかし許可

が下りないばかりか、即刻帰国を命じられてしまうのである。ヌイツはこの扱いに激怒し台湾に帰っ

た。このような状況の折、翌年の 3 月、2隻の朱印船が長崎出航した。 

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台湾に急報し、ト

ラブルを未然に防ごうとして、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。 

17 日後台湾に着いた朱印船は、オランダによって抑留・武装解除された。数ケ月間の交渉をした

が時が明かず、勝手に決められた関税の徴収に憤慨した末次平蔵船の船頭で手代の浜田弥兵衛は、6

月 29 日台湾長官ピーテル・ヌイツを襲って人質に取り、オランダ人 5人の人質と交換して帰国して

きた。 

台湾におけるオランダの扱いについての報告を聞いた幕府は、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。この時に

なって初めて、この問題の重要性に会社本部は気がつく状態であった。この時幸いにもナイエンロー

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

力を計ったのである。 

この長い交渉期間中、ナイエンローデは、二人の日本婦人トケシオ(竹)、スリシア(鶴)と同棲しそ

れぞれ一人ずつの女子をもうけ。トケシオの子はへステル。スリシアの子はコルネリアと呼ばれた。 

1631 年、そうこうしているうちに彼の健康状態は悪化し、9 月には半身不随になってしまった。

死期の近いことを悟った彼は、近親者に形見として財産の分与を始めた。 

ヌイツの書翰に『ナイエンローデはひどく弱っているので、もう 1年以上も自分の部屋から出たこ

とはなかった。その上彼は神罰を被って半身不随となり、四肢にはなんの感覚も残されていない』と

記され報告されている。また平戸商館文書に、「ヘステルに 10テールの重さの金鏈、4 テール 3 マー

スの重さを持つ日本小判。(重量百匁の金の大鏈と銀四百三十匁に当たる日本小判)コルネリアに 4テ

ール 3 マースの小判と、5 テール 5 マース 4 コンデリンの金鏈を贈与。(重量五十五匁四分の金鏈と

銀四百三十匁に当たる日本小判)約 6両。」したと記録がある。 

いよいよ病状が悪化し、近日中の死亡が確実となったとき、1633 年 1 月 17 日司令官ウイレム・ヤ

ンセンは、へーステルとコルネリアの母親達に、つぎのような証文を渡している。 

「予はへーステルを安らかに暮らせるよさに商務員の許に注意深く委ねて、且つ貴女は甲必丹か
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ら遺言状に基き、彼が死亡するやいなや三百タエルの支払いを受けるように要請されていたから、そ

の銀子を受け取られ、次いでこの事の結末をつけるために貴女の娘へ―ステルを我々に引渡され度

し。 

  寛永九年十二月八日     オランダ司令官  ウイルレム・ヤンセン 

ヘーステルの母親ヘ 

コルネリアの分は二百タエルにして、その証書の内容には更に一語を追加すべきものなし。」 

 

病気の父親に付き添って、二人の親がバタヴィアに渡ることは想像もしていないことであったと

思う。彼女らはそれぞれの子供を、自分たちで育てるよりも父親に任せた方がよいと判断したのであ

ろう。いわゆる手切れ金をもらって自由になった方がよい事は、当然のことである。 

1 月 19 日、ナイエンローデの荷物は、故国送還のため 39個の箱とトランクに分けられてへゥスデ

ン号に積載された。ナイエンローデは出帆間際の、1 月 31 日死去。そこで 2 月 3 日の出帆に会わせ

て遺言状が開封された。その結果、約束通りへステルの母親のトケシオには 300 テール。コルネリア

の母親のスリシアには 200 テールの贈与が確認された。一方で、彼の財産が非常な高額になること

が判明し、立会者から疑問の声が出される事になった。 

荷物を載せたへゥスデン号がバタヴィアに到着。検査の結果ナイエンローデの不正が暴かれ、彼の

財産は没収されることとなった。 

総督ヘンドリック，ブラウェルが、オランダ本部へ行った報告によれば、 

『上級商務員コルネリス・ファン・ナイエンローデはその死の前、長い間悪性の病気の上精神鏡乱

に陥り、生涯の最後において主なるキリストを放棄し、1633 年 1 月二人の日本婦人に産ませた二人

の幼い娘を遺して平戸で死去した。彼はその生涯において不忠実な行為あるいは非合法の私的な取

引で私腹を肥やした結果、月々の俸給は別として、その遺産は当地の公売により 23,604 グルデン 14

スタイフル 4 セントの値段で売れたほどであった。ナイエンローデはこのような多大な資産の蓄積

を通じて、会社の規約に反する行動をしたために、その遺産は検察当局によって残らずバタヴィア裁

判所に差し押さえられ没収を宣告された。』 

9 月 24 日になって商館長クーケバックルは、ナイエンローデの娘たちの母親へ遺言状に指定され

た金額を支払い、娘を母親達から取り上げた。 

1637 年 10月 7 日、平戸オランダ商館日記に記す。『今日プレシデントと会議員は次の決議をした。

故ナイエンローデの子供達を母親達から引取り、キリスト教により教育するためにバタヴィアに送

ること。ナイエンローデの遺言状および彼の死後、司令官ウイルレム・ヤンセンが与えた許可証に従
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い、この子供達には会社の財産から、それぞれ三百テ一ル、二百テールを与えること』 

これに従い 11 月 20 日、ヤハト船ガルヤス号で、ヘステルとコルネリアはバタヴィアに送付され

た。両親のいない彼女ら姉妹は、成人して結婚が認められるまでの間、バタヴィアの孤児院に収容さ

れたと考えられる。ジェロニマ・マリヌスが 22歳で結婚できたのと比べると、例え財産があっても

それを使用する権利もない未成人であった彼女たちの生活は、厳しくまたつらいものであったと思

われる。 

如見が考えたような、日本を恋しく思って涙する毎日という生活はあり得なかった。そこでは、キ

リスト教による、厳しい躾が教育されたからである。 

 

将来のコルネリアの夫になるピーテル・クノルは、1647 年、月額手当 18グルデンの若き事務員補

としてオランダからバタヴィアに上陸し、東インド会社経理部の帳簿管理者であったウィレム・フェ

ルステーヘンの配下となった。将に薄給事務員補からの出発である。彼は独身であったからよかった

ものの、ヨーロッパ形式の生活をするには、とても足りない給料額である。 

1651 年、クノル。商務員補に昇進し、月額 45グルデンとなる。昇進競争の第一歩に就いた。1652

年コルネリアは、この若き商務員補ピーテル・クノルと結婚。バタヴィアにおいては当時、成人とし

て認められる年齢は 24 歳である。コルネリアはそれを待って結婚し自立した大人としての生活に人

った。 

その後のコルネリアの動向を見ると、出産に次ぐ出産である。1653 年 8 月 28 日第一子カタリー

ナ出産。1654 年 11月 1日第二子ヤコブ出産。1656 年 6月 21 日第三子ピーテル出産。1657 年 12 月

27 日第四子男子コルネリス出産。この子供は、コルネリア第二信送付時まで生存し、さらに唯一人

成人に達した。彼の名付け親になったのは日本人頭目ニコラース・スヘモンの妻、スザンナ・スヘモ

ン44で、彼女はニコラース・クーケバックルの娘である。日本人の有力者が名付け親になったと言う

事である。 

第四子が生まれたこの年、父親となったクノルは、自分の不動産を担保に入れることによって出納

官に任命された。 

引き続き 1658 年 12月 26 日、第五子ヘステル出産。この子供は、コルネリア第二信送付時まで生

存していた。3 名が名付け親になった。そのうちのフリシウス夫人。彼女の夫は 1649 年、江戸参府

を行っている。同じくハルツィンク夫人の夫は、カーレル・ハルツィンクで平戸に勤務し、コルネリ

 

44 Susanna Scheijimon 
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アの古き友人であった。ウイルレム・フェルベック閣下は前台湾長官。この年クノルはこのフリシウ

スの支持によりバタヴィア城内の会社職員民兵隊少尉に任官する。縁故を辿りそれを十二分に使っ

た昇進運動が、成果を挙げたと言うことである。 

1660 年、地位の上昇によってクノルは住宅を城内から移し、テイヘル運河沿いの目抜き通りに求

めた。この年、彼はジャカトラ街道沿いの園地を小作に出している。この転居を理由にクノルは、教

会に行くのに暑い陽射しを避けるという名目で今後の生活に馬車を使用する許可を得た。この馬車

にはクノルの紋章である「蕪」が描かれていた。この年の 6 月 17 日、クノルは会社職員民兵隊の中

尉に任官する。 

1662 年 6 月 10 日、クノルは、バルタザル・ボルトが中国遠征司令官として不在中、バタヴィア城

次席上級商務員を臨時代行する。8 月 20 日には、第六子ヨハシネス出産。 

1663 年、この年より以前に、長崎奉行所は海外との音信の往復を許可した。これを受けて 5 月 21

日、コルネリア・クノルから、平戸の判田五右衛門夫婦へ第一信が発信された。これが名高い 「じ

ゃがたら文」である。 

この手紙は現在、平戸のオラ

ンダ歴史史料館に保存されてい

る。 

この文章を読むと、当時の形

式に則って書かれている。 

紙ほどうやら日本製ではなさ

そうである。幼いときにバタヴィアへ渡り、長い間孤児院で暮らした子供が、このような流暢な筆跡

で、然も手紙の形式を踏んで文章化するような力はなかったと思われる。孤児院の教育はよきキリス

ト者としての内容で、日本語を教育することは考えられない。彼女は在住日本人に頼んで、この手紙

を完成させたと思って間違いない。 

7 月 I6 日、クノル。バタヴィア城首席上級商務員に任命される。月額 120 グルデン。会社の金庫

の鍵を預かり会社本部の現金収支を管轄した。こうした短期間にここまで上り詰めることが出来た

のは、彼の能力の優秀さが評価されたのであろう。 

 

この頃、彼の注文によって、この年ラインラント号で病人慰安員として来航した、新来画家クーマ

ンにより家族肖像画が完成した。この家族図は長くロシア人が所蔵し、1914 年パリで売り立てられ

フランス人、次いでオランダ人の手を経て、1961 年アムステルダム国立博物館の所蔵となった。現
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在この複製画が平戸商館に展示されている。 

コルネリアの出産は更に続く。10 月 4 日第七子アンナ出産。

1666 年 6 月 24 日、第八子マルタ出産。この子供は、コルネリア

第二信送付時まで生存。 

1668 年 8 月 29 日、第九子マリア出産。3 名の名付け親のうち

へルマン・ビュスホッフ。コルネリス・レーンデルトについては

不明。アベルス・ベンチングはコルネリアの姉ヘステルの再婚

相手である。1670 年 9 月 7 日、第十子エリザベート・カタリー

ナ出産。この子供は、コルネリア第二信送付時まで生存していた。彼女の出産はこれで終わる。 

それにしても殆ど毎年の如くの出産である。そしてその殆どが死んでしまい、成人になるまで生存

するものが大変少ない。これは日本でも上流階級では行われていたことであるが、生まれた子供は乳

母を雇ってそれに育児を任せる。その結異母体の早期妊娠が可能となり、このような出産つづきの人

生となってしまうのである。 

1671 年 4 月 21 日、コルネリアは第二信を発信する。自分の母親の再婚相手である判田五右衛門

夫婦への手紙である。ここでは四人の子供が生存し、みな無事である事を知らせる。手紙本文のほと

んどに平仮名が使用され、日本語の中でも特に漢字忘れ去ってしまっている事が解る。この手紙をコ

ルネリア本人が書いたのかどうかについてはやや疑問が残る。例え平仮名交じりとは言え、筆を使っ

ての手紙は困難ではなかったかと想像される。 

1627 年から 31年までの間に二人の姉妹が生まれたことが解るので、日本を出たときは 11歳ぐら

いに成長していた。そうするとこの第二信を出した年のコル

ネリアは、40 歳になっていただろうと考えられる。彼女にと

って、最も幸せな時であった。 

1672 年 2 月 15 日。クノルは病床に就いている。すでに死

期の近いことを悟っていた。公証人アントニー・ハイスマンは、

上級商務員ピーテル・クノルの病床に呼ばれ、遺言状作成を行

った。立会人、ピーテル・バウ。コンスタンティン・ノーベル

は、クノルの同僚であり友人である。遺言状を作成した二日後

の 2月 17日、コルネリアの夫、ピーテル・クノルは死去した。 

クノルは遺してゆく妻子の将来を心配して、あらゆる手段を講じて遺産が確実に家族のものとし

て使われるように配慮して死んだ。 

右端がコルネリア隣がクノル 

コルネリアの第二信 
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第七節 ピーテル・クノルの遺言内容 

1672 年 2 月 15 日 遺言状作成 

「我が主の名においてアーメン。本 1672 年 2 月 15 日午前 8 時頃オランダ法廷の公証人にしてオ

ランダ領東インドのバタヴィア市に住むことをも認められた予アントニイ・ハイズマンの面前に、以

下に記された証人立会の下に、予公証人並びに証人等にもよく知られている夫妻である当城の筆頭

上席商務員、デルフトのピーテル・クノル殿と敬愛する日本平戸生まれのコルネリア・ナイエンロー

デ殿とが出頭した。 

さて前記のクノル殿は病臥して立居も自由ならず、その妻は健康で言語も明晰であるが、両人は世

人も承知しているように、理解力、意識も知能も確かであって、これによってその心中を語り会い、

死は確実であるが、その訪れる日時の何時とも計り難いことを慮って、彼等の遺言状を作成して、こ

の世に所有している資産を次のような方法で処介することに決定した。 

まず何より第一に、彼等はその霊を肉体から離れた時に全能の神の恵み深い御手にゆだねて、その

なきがらを適当に埋葬するものとす。 

子供が結婚または就職したとき  それぞれ 40,000 レイクスダルデルを遺贈。 

コルネリアが死亡したときの形見として、姉の子ヨハシネス・ベンチングに 500 レイクスダルデ

ルを遺贈。オランダ本国にいるクノルの妹二人にも 500 レイクスダルデルを遺贈。バタヴィア居住

の貧民への喜捨として 200 レイクスダルデル。但し使用する奴隷解放等の記述はない。 

クノルは、コルネリアを唯一の全財産の相続人に指名。子供が成人したとき一名に付、40,000 レ

イクスダールデルを渡す。 

クノルの亡骸は埋葬する。 

*一レイクスダルデル=二グルデン半の大型銀貨 

 

第八節 クノルの死後の悲劇 

1673 年 

延宝年中の海外在留者中、消息が判明する者の内バタヴィア居住者の報告が為された。 

村上武右衛門(長崎上町妙金の夫。長崎本後藤町原源左衛門の弟。今魚町森田喜兵衛の兄) 

ゑすてる(長崎築町山崎甚左衛門の姉)コルネリアの異母姉ヘステルのことか。コルネリアの第二信

にも義姉のことは触れられていない。彼女については、1676 年、コルネリアが結婚した年、ヘステ

ルは寡婦となり遺言状を作成したとの記事が出てくる。 

浜田助右衛門後家(長崎今魚町浜田長左衛門の母。平戸吉沢久左衛門の姉) 
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はる(長崎築町小柳理右衛門の養女。長崎酒屋町峰セ兵衛の姪。長崎袋町本田興三郎の伯母) 

ころねりや(平戸判田五右衛門女房の娘) 

きく(平戸善三郎の妹。同新三次庄左衛門女房の妹) 

ふく(平戸谷村三藏、同五郎作譜代の下女。同所三吉の妹) 

みや(平戸立石清之助の妹。同所森田傳右衛門女房の姉) 

 

1673 年 3 月 8 日、コルネリアにとって夫の死は全く予期せぬ出来事であり、この地にあって生き

てゆくことの厳しさを知る間もないままに別れを迎えたということであろうか。彼女は早速に、公証

人ハイズマンの役場で検事アースト・ダイストを法定代理人に選定する。財産の管理を頼んだのであ

ろう。 

1675 年 1 月、オランダで食い詰めたヨハン・ビッター夫妻と 5 人の子供は、セイロン号に乗船し

てテクセルを出発。新天地である東インド会社勤務の途に就いた。 

月給は 100 グルデンであった。これだけの絵料があれば、親子 7 人でも充分に暮らしていけると

考えたのである。一家の旅は大変な状況下におかれることとなる。途中の寄港地ケープタウンを出航

したセイロン号は、長い航海を経て 6 月 22 日バタヴィア到着したが、この間にビッターの妻バルタ・

エイヘルスと子供一人が死亡。ビツターは 4 人の子供を抱えて、慣れない新しい職場での仕事に就く

ことになる。その彼を最も悩ましたのは、バタヴィアの物価高であった。当然のこととして、オラン

ダ式の生活様式で暮らしてゆこうとしてみると、親子 5 人の生活は月給 100 グルデンでは、とても

足りないと言うことがすぐに解った。 

その彼が次にとった行動は、金持ちの後家を捜すことだった。そして夫に先立たれて間もない、然

も大金持ちと言われるコルネリアは、彼の目指す相手としては最高の条件を備えた人物であった。こ

の頃のバタヴィア社会の様子を、イギリスの歴史家ジョン・クローファードが報告しているが、それ

は次のような興味ある内容のものである。 

『女性が寡婦となり、普通、死の翌日に執り行われるなきがらの埋葬が済むやいなや、彼女がとも

かくも金持ちならば、すぐに多くの求婚者が現れた。私のバタヴィア滞在中、夫を亡くしたある婦人

は、寡婦になって四週間目には四番目の愛人ができ、三か月めの末には結婚した。そして、法律さえ

それを許せば、もっと早く再婚したことだろう。』 

バタヴィアヘ上陸して一年も経っていない 1676 年 3 月 26 日、ビッターはコルネリアと結婚出来

たのである。妻の財産が目的であったこの結婚は、夫婦の間にすぐ危機的状況をもたらした。 

9 月 15 日、ビッターの 4 人の子どもを里子に出すという条件で、やっと新しい夫婦財産契約書に
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コルネリアが署名を行った。この後、次々とこの夫婦の記事が散見する。9月 29 日、コルネリアは、

自宅から息子のコルネリスの許に逃避。夫婦のスキャンダルが公然のものとなった。10月 1日の「バ

タヴィア教会信徒代表委員会議事録」によれば、教会の信徒代表委員会は、ビッターとその妻との間

の争いに対して、聖餐式への参加禁止を決足している。 

何故このようなことになったのであろうか。それには二人の結婚に対する思惑がある。ビッターは、

よりよい生活を送るために妻の財産を横領する事を考えていた。コルネリアは、どうやら彼の東イン

ド会社における地位を利用して、亡夫クノルの時代と同じ、バタヴィア社交界で活躍する事を望んで

いたのではないかと思われるふしがある。 

生前のクノルが、暑い陽射しを避けて教会のミサに出席するためと言う理由で許可を取った馬車

の使用。その馬車には、ビッターと結婚した今もなお、これ見よがしに『蕪』の家紋が描かれていた。

蕪とは「クノル」と発音する。 

またビッターが、妻の財産を狙ったのも理由がある。当時、オランダの法律では結婚した妻の法律

的権利は夫に移り、財産管理も含めて夫は妻のそれを自由に出来るという内容であった。ビッターの

論理からすれば、当然の権利行使と言うことであろう。但しここでそうも行かないのではないかと思

わせる事がある。それはクノルの残した遺言内容と、彼女が、公証人ハイズマンの役場で検事アース

ト・ダイストを法定代理人に選定したという事実である。そのため財産の使用を巡って、今後二人の

間に壮絶な戦いが始まるが、コルネリアが善戦していると言うことである。 

9 月 8日、バタヴィア港を出港したエウローパ号で、ビッターが未加工ダイヤモンドをオランダヘ

送った。この事を知ったコルネリアは、東インド会社重役宛に書翰を 11 月 11 日出航のエウローパ

号に託した。コルネリアの戦いは続く。 

12月 22日、コルネリアは夫のビッターに対して訴訟を起こす。総督と理事会はコルネリアがビッ

ターを召還することを認める。更に 1677 年 2 月 15 日、コルネリアは、彼女の財産に対する窃盗と

虐待の罪でビッターを告発した。 

7 月 29 日、東インド会社取締役会は、エウローパ号航海士モヤン・ハイを召還し厳しく尋問した。

その結果彼は、役員の前に 24 個の未加工ダイヤモンドを差し出した。17人重役会は東インドでのビ

ッターの勤務状況から、ダイヤモンド密輸事件を起こした彼を「無役・無給」として、本国への召還

を決定する。 

1678 年 1 月 3 日、バタヴィアの信徒代表委員会でザス師は、一年以上続いているビッター夫妻の

問題に義認の決議を求めた。このザス師は、ジェロニマ春の遺言執行人となる人である。 

6 月 6日、シナ号と、ラント・ファン・スハウエン号バタヴィア到着。午後、17 人重役会の書翰に
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より彼を召還。ビッターの送った未加工ダイヤモンドが、オランダ東インド会社から社規に反してい

ることが指摘され、取り調べ命令が出される。ビッターは司法委員の身分停止。直ちに解任された。

ビッターは追い詰められていく。 

久しぶりによいニュースがあった。10月 11日、コルネリアの息子。コルネリス・クノルは、ヒッ

レホンダ・デュッペルと結婚のため、守備隊曹長の職の解任を理事会へ求めている。クノルとの間に

生まれた子供が成人し、夫との泥まみれの闘争の途中のよい出来事であった。 

1679 年 11月 4 日、裁判所は、コルネリアの寝食分離要求を許可する。同時にビッターの、二つの

夫婦財産契約から発生した全ての利益を剥奪し、返還を命令した。 

11月 11日、ダイヤモンド密輸事件の判決言い渡しが行われ。ビッターは有罪。地位剥奪の上本国

帰還が命令される。1680 年 3月 15日、ビッターを送還する船団、バタヴィアを出発。 

この年、コルネリス・クノルの子ども、ピーテル出生。48 歳になったコルネリアにとって初めて

の孫の誕生である。名付け親は、総督コルネリス・スペールマンが勤めた。 

1681 年 2 月 27 日、ホラント州裁判所は、ヨハン・ビッターの請求に基づき、妻コルネリアが会社

の金庫に預けた 34000 レイクス・ダールデルと、ビッターが預けた 12000 レイクス・ダールデルの

資産を差し押さえた。更に 1682 年 10 月の第一月曜日に裁判所に出頭することを命令した。34000

レイクスダルデル＝1億 8806 万円 1682 年 12月 22 日、コルネリアの代理人アドリアーン・ファン・

ステッレフェルト。及びビッターの代理人ヘオルヘ・ローセンボームによって訴訟は進行し、この日

刊決。ビッターの差し押さえぼ無効。ビッターの敗訴が決定した。 

この年、コルネリス・クノルの子アンナ出生。 

1683 年、コルネリアの異母姉妹ヘステル死去。この姉との交流を示す記録は、コルネリアが日本

に送って手紙の中で、ヘステルからその母に品物を送ったことが記されている。何かあれば姉妹が互

いに助けあい、情報の交換もしあったのではないだろうか。たった一人の肉親に別れたとき、彼女は

夫との裁判の係争中であった。強い味方を失ったと言うべきであろう。 

本国での裁判に敗れたビッターは、バタヴィアで再起を計るため 11 月 27 日、ホラントの騎士号

に乗船しバタヴィアに到着した。 

コルネリアを陰に陽に助けてきた前総督コルネルス・スペールマンが、1684 年 1 月 11 日死去し

た。コルネリス・ナイエンローデは、二人の夫人と共に弔辞を受ける。この後、コルネリアは公的場

所に姿を見せなくなった。彼女にとっては姉に続いて強力な味方を失ったことになる。 

1686 年 11月 25日、港務総長による。ビッタ一夫妻和解実現勧告が失敗する。バタヴィア総督府

としては、もういい加減にして欲しい。これ以上の問題をもたらす場合は、本国へ帰ってやって欲し
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いと言う意向が伝えられる。 

1687 年、この年、コルネリス・クノルの子ヤコブス・ウニイブラント出生。これを機会にコルネ

リア一家は、オランダヘ帰国することを決意したらしい。11月 18日、息子のコルネリス・クノルの

要請で、喜望峰までコックと幼児の乳母の同伴が許可されるよう申請が出る。クノルは健康に心配の

ある母に付き添うことで、本国帰国を決意した。 

一家は、12 月 2 日、コルネリアの持つ全ての財産の公売を実施。帰国の準備が整った。12 月 15

日、「非常に衰弱した健康状態で、息子のコルネリス・クノルとその家族に付き添われた」コルネリ

アはエンホールン号で住み慣れたバタヴィアを出発。途中船は寄港して補給するためケープタウン

に入港した。そこで彼女に最大の不幸が襲う。息子のコルネリスが突然病気で死去してしまったので

ある。悲しみの内に、コルネリアと息子の妻、乳母、そして孫達。彼等の乗船したエンホールン号は

やっと 1688 年 8月 10日、マース河口に到着。オランダの地を踏んだ。 

この年の 12月 23日。バタヴィアの「一般報告」は、ビッタ一夫妻の噂を報告する。それは「自分

たちの不和を解決できなかったことで、本国へ向けて出発することが命じられた」という内容であっ

た。 

1691年 7 月 4日、裁判所の判決が出された。それは 「コルネリアは夫の元に戻り、彼と共に平和

に、神を畏れる生活を送ること。」と言う事である。しかし、オランダまで来て何を今さらという気

持ちだったのではなかろうか。この後も彼女は裁判所の裁定に充分服さなかった。 

9 月になったけれども、コルネリアとビッター夫婦に関する法廷の審理は再開されなかった。この

ことから夏の間に、コルネリアは死去したと考えられ、死亡時は 63 歳位と推定される。 

1714 年 3 月 17 日、かってコルネリアの夫であった、ヨハン・ビッタ一死去。コルネリアとの結婚

は、彼が望んだ大金を遺すことはなく、ビッターは生存中に強奪した金額で満足しなければならなか

った。 

コルネリス・クノルの遺した資産は、約 20万グルデンに達しており、これはコルネリスの遺児達

に渡った。20 万グルデン=約 29 億 4999 百円相当に当たる。 

このように生きたコルネリアの生涯は、三つに分けることが出来る。父親の死によってバタヴィア

ヘ送られ、そこの孤児院で暮らした成人するまでの年月。クノルと結婚して幸せだったが出産に継ぐ

出産、そして子供の死。ビッターと結婚した後の裁判と夫婦喧嘩の日々。 

バタヴィアの年代記作者ファン・デ・ウアッルが描いたコルネリアの人物像の記録がある。それに

よれば、 

『ネール (コルネリア)の話しぶりは独特だった。経験によれば、盛り上がった両の腕が太った腰
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に置かれ、小さな眼が細く尖ってきたときはいつも、彼女の唇からその場にぴったりの罵り言葉が日

本語で次々に発せられ、いまにも雷が落ちそうになって来るのだ。』夫婦喧嘩の場に居合わせるよう

な、臨場感さえこの文は持っている。 

 

同じ年に夫に先立たれた、ジェロニマ春とコルネリア。二人のバタヴィアにげる生活は、両極端の

生活と言えなくもない。 

お春夫婦は、シモンセンは平戸生まれの日本人との混血。お春は長崎生まれ。お

互いに父が東インド会社の重要ポストにいたという記録もなく、そろって第一歩か

らの生活の組み立てを計らなければならない、いわゆる苦労人育ちである。 

そのため夫の死後、彼女の生活は子供を守り、残された財産を殖やし、自分自身

も言い寄ってくる男性には目もくれず家政を行った、堅実に生きた女と言える。死

ぬときは、六人いた子供のうち一人が枕頭にいるだけとはなったが、死んだ子供に

もそれぞれ家庭が作られていて、子供のいる、彼女にとっては多くの孫がいる一家

であった。 

自分の死後、残された一家を心配しなければならないと言う事は、なかったと言

えよう。幼少時、世話になった日本へも、充分な事が出来た。友人がいて彼女の家

では、その人達との集まりがよく開かれていた。ジェロニマ春は、幸せな老後を過

ごせたと言う事である。 

一方でコルネリアは、父はその死後になって生前の行動が問題化したとは言え、

平戸商館長として台湾事件の解決に当たった功績者である。そしてコルネリア自身は、成人まで孤児

院で育てられたが、それば会社として必要な教育を彼女に施す目的のためであり、その意味では東イ

ンド会社「子飼いの女性」と言えなくもない。バタヴィア社交界にデビューすることを約束された人

間であったと言うことである。 

このような経緯もあって、彼女は誇り高き女であった。だからオランダを食いつめてやって来たビ

ッターが、自分の専門である法律をかざして、如何に戦おうと一歩も譲る意志などなかったのである。

この意味で彼は、結婚する女性を間違って選んでしまったとも言える。 

十人も産んだ子僕達は、次々と死んでいきオランダヘ共に帰ることを決意して、乗船してくれた、

たった一人残った息子も、ケープタウンで失うことになる。闘った裁判についても、オランダ国内で

もバタヴィア同様厄介者扱いにされ、最終的には決着がつかないままに終わっている。死亡時、彼女

の待っていた財産は、大変高額の内容であり、少々の賛沢をしても無くなるような額ではなかった。

コルネリアの肖

像画 
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しかし彼女が望んだバタヴィア社交界は門戸を閉ざしていたし、当然オランダ帰国後もこのような

席に連なることは、体調不良もあり出来なかった。 

気位は高く、それだけの生まれと金を持ってはいたが、少なくとも幸せな人生だったとは言えない。

最後は悪く噂され、つまはじきされるような、寂しい生き様であったように思う。 

 

第九節 じゃがたら文から見える生活状況 

私がジェロニマお春の手紙があるという事を知ったのは、最近のことである。岩生成一教授の作成

された文献を調べているうちに、「しもんすこけ おはる」と題する彼女からの手紙があることが解

った。最初これを知ったとき、そこには『早稲田大学区書館』に、それが所蔵されていると言うこと

だったから、直ちにそれを調べに行った。 

大学図書館で司書の方がいろいろ調べてはくれたが、結論は所蔵されていないと言うことであっ

た。手紙の内容は既に判明しているので、直ちに困ると言う問題ではなかったが私にとっては、最後

の詰めができていないような気待ちになり、機会あるごとに方々関係機関を尋ねて所蔵について聞

く事をしてきた。 

それが、ひょんな事から判ったのは、メールによって長崎歴史文化博物館に問い合わせたことから

であった。ある日、そこの学芸員である岡本健一郎氏から、わが家に電話があり、当館に写本を保存

しているという返事を戴いたのである。早速無理なお願いをしたところ快く写本の全ぺージコピー

を送って頂いたのである。これにより私の全ての疑問は解決でき、岩生成一氏の原文と照らし合わせ

て、以下に示すお春の手紙が修正完了したのである。以下に示す手紙は現在、長崎歴史文化博物館に

その写しが所蔵されている 

 

第十節 『しもんすこけのおはる』の手紙原文と現代語訳 

1672 年の夫の死後、送られた手紙である。追放されバタヴィアに住んでから、すでに多くの歳月

が流れた。今まではこんな時に代筆を頼むことが出来た人々の多くが、既に鬼籍に入ってしまい、春

は、自分の力でこの手紙を書かねばならなかった。そのため、文章のほとんどに平仮名を使っている。

難しい漢字の多くは、忘れ果ててしまったことが察せられる。しかし手紙全体は、形式に則って書か

れており、冒頭には長崎奉行所への感謝の言葉が述べられている。 

なをなを申いれ候こんとそこもとへわたられ

候かひたん、われわれしんるいとうせんの人に

て候まゝこんとの にもついかほとにてもも

更に改めて申し上げます。今度出島へ渡られま

したカピタンは、私どもと親類付き合いをしてい

るような間柄でありまして、今度の渡航に当たっ
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ちわたるへきよう申され候 まゝかのひとに、

ことつてつかハし申候 

てどんな荷物でも待って行きますと言われまし

たので、その方にお願いして送る事に致しまし

た。 

【解説】現在の船長託送のようなものであるが、送る品の規模が大きい。私貿易が公然と行われて

いたことを示す。また船長と親類づきあいをしていると言うことから、夫が生前行っていた商業活

動で形成した人脈を利用したのであろう。 

まいねん長崎御両まんところさまよりくわう

たいの御志ひをかうむりきよねんおらんたの

くろふねならひにとうしんひんきに両との文

ゐんしん物ともたしかにうけとりかすかすく

わぶんにそんしまゐらせ候 

毎年、長崎の御奉行様からは大きな御慈悲を頂戴

しており、そのお陰で便宜を計らつて頂き、去年

はオランダ船と唐人船に託して両度に亘る手紙

と便りの品物の数々を受取り、満足に思っていま

す。 

【解説】毎年長崎両政所様という決まった表現が使われる。これは長崎奉行所が、初期には西・東

役所があり、二人が交代で職務を遂付した。後、西役所・立山役所に分かれたことから市政所とい

う記述をしている。 

またここでは、出島ルートの商品輸送だけではなく、長崎唐人屋敷に関係する中国人ルートもあ

ったことが判る。これによってじゃがたら文は、出島を経由しての交流と考えがちであるが、唐人

屋敷経由もあり、現在その痕跡は判明しないが、じゃがたら文はもっと多くあって、然も頻繁に音

信の往復が有ったろうと予想できる。 

また、「1670 年 6月 6日、支那人船主リトンコが、広東在住リワンコの代理人として村上武左衛門

から 220 レイクスダルデルの金額を受け取った。その伸介者としてシモン・シモンセン、支那人

甲必丹の子テンクワ・・」の記事があり、生前夫が広い地域でのシナ人甲必丹等と交流があり、そ

れを彼女は受け継ぐことが出来ていたのではなかろうか。それが最後の所に「さいしや」「たうに

やう」がまだ長崎に戻っていないことを心配する記述になっている。このようなオランダルートだ

けではない、東南アジア各地の支那入甲必丹の力が、大いに役立つておりそれを利用する事が出来

たのだろうと考えられる。 

そこもとけないいつれもそくさいのよしまん

そくに思ひまいらせ候 

すこしつかハす物之事 

そちら様皆様お元気にてお暮らしの事伺い、満

足に思っています。 

今度、少々送りました品物は次の通りです。 
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一、上々はらから志ろもめん    小かす九十四

たん、一丸ニして 

一、上等のはらから白木綿    小かす(不明)九十

四たんを一巻きにして 

【解説】94反は 1071.6 メートルに相当する。一巻きにされた状態で送ってきたが、この量は大変

なものである。インド産バルカッレ木綿、バルカル木綿、白金巾などと言う。 

無地の目の細かい木綿。輸入品として非常に珍重された。 

一、よろっこま物入ひつ 一ツ 此志るし

にてにかす二ッ同うちに入こま物之事 

一、小間物入れ櫃 一ツ  鍵は書いた通りの形

で、二ッを櫃の中に入れました。 

【解説】鍵の形を図示している。当時の櫃の素材をを想像すると、これは紫壇か黒檀製のものであ

ろう。現在もなお作られていることを思えば、送る方はそんなに負担ではなかったが、日本では大

変珍重された。 

一、上々にいしん           正ミ三斤 一、上等の人参  正味で三斤 

【解説】朝鮮人参三斤は、480 匁=1800 グラム、国内では最高級薬品である。 

一、しろ里んす             六十壱たん 一、自綸子 61反 

【解説】61 反は 695.4 メートル 紋織物の一種で厚く清らかで光沢と粘気がある絹織物である。

幕府はこうした絹織物を送付することに禁令を出していたが、余り守られなかったのだろうか。疑

問が残る。しかし個人が送ってくるにしては大変な分量である。国内の需要は高く、高額で販売さ

れたはずである。 

一、あさきしゆす           二たん 一、浅黄色の繻子 2 反 

【解説】帯地にする絹織物、表面は滑らかで光沢がある。 

一、大かなきん四き物        六たん 一、大金布  良質のもの 6 反 

【解説】キャラコ  細かく薄地に織った綿織物。 

一、もゑ紀あるもしん        三ひき 一、萌葱のあるもしん 三疋 

【解説】絹織物 「かいき」、「海気」、「海黄」、又は「甲斐絹」という。海貴、海黄、改機とも書

く。元亀(1570～1573)、天正(1573～1592)の頃から慶長 (1596～1615)末年までの間にオランダ人

によって舶載された。経緯糸に本練絹糸で、緯糸は経糸の倍の太さを用いた平織。滑らかで光沢が
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ある。無地のものを海気といい、文様を織り出したものを紋海気という。紋の部分を地の部分より

織糸を疎らにすることによりそれを表している。茶入・仕覆の裏裂として用いられた。先染めした

練絹系を経糸・緯糸ともに用いた平組織の織物。色糸の使い分けにより、無地・縞・格子・玉虫・

霧降などの種類がある。平滑ですべりが良く絹鳴りする。桃山時代にオランダ人によって舶載され

た。 

一、色さや                   二たん 一、色さや   二反 

【解説】紗綾・さや・しゃあやと言う。絹織物で菱垣・稲妻模様がある 

一 、 上 々 ら し や 志 や う 志 や う ひ        

はしたくしらのしやくにて十二ニすこし

たらすこれはこゝもとにて一はんにてい

かにもしなやかにきるものになり候する

にて候でじまにももちまいり候 たちに

てハなく候 

一、上等の羅紗。猩々緋織物の一端、鯨尺で十二足ば

かり。これはここでも晴れ着として着るものであって、

出島には無い物であります。 

【解説】羅紗や猩々緋は毛織物で、ヨーロッパから将来されたものである。鯨尺で十二尺は約四メ

ートル五十センチである。出島には無い品物であるとわざわざ断っているのは、バタヴィアから出

すことが簡単には出来なかったと言えよう。これは武士達が陣羽織などに仕立てて着用している。 

一、ちつさらさ               四たん 一、ちつ更紗 四反 

【解説】インド産バティック  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紗は、多くが裁断され、着物や帯、陣羽織等の衣架。茶の湯の席を飾る掛け

軸や風炉先屏風の表具裂、茶碗、茶人れ、茶杓の包み布、煎茶の敷物・抹茶の仕覆・風呂敷などに

使われたため。輸入当時の状態を伝えている例は少ない。このデザインなどは、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。 
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古渡りインド更紗を使用した、前田育徳会所蔵「格天井」名の前田慶寧の陣羽織、祇園祭り南観

音山の前掛けなどがある。更紗の語源はポルトガル語である。 

現在、ジヤワ島を中心としてインドネシア各地方には、多くのジヤワ更紗が作られている。この

手紙の時代は、更紗はどちらかと言えばインド産が高級であり、それ以外の産地のものは一段と劣

る製品と考えられていた。ジヤワ産更沙がインディゴによって染められた製品が多いのに対して、

インド産はベンガラなどを使って鮮やかな赤色に染められていた。それが日本では人気商品であ

った。 

一、さらさたちもの         壱たん 一、更紗断ち物 一反 

【解説】着物として作ってあるもの。これが和服かどうかについては解らない。 

コルネリア一家の画像から考えると、洋服ではなかったか。 

一、ぬのさよミ               三たん 一、ぬのさよみ  二反 

【解説】麻を原料とした平織物。糸は細く、太さも整い、薄くて軽い。肌触りも良い。 

一、くろさや                 一たん 一、黒紗綾 一反 

【解説】黒色に染めた絹織物。色さやと同じであるが模様がない。 

一、くろ里んす               一たん 一、黒綸子 一反 
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一、はりいろいろ             すこし 

此六品は七郎兵衛とのかもし二郎右衛門ふ

う婦かたへのいんしんものかきつけのこと

く見わけうけとらるへく候 

 

一、針    縫い物用など色々な針を少し 

この六品は、七郎兵衛と二郎右衛門夫婦方への便り

の品物です。書き付けておきました通りに見て頂き

お受け取り下さい。 

 【解説】ジェロニマ春は、長崎酒屋町に住んでいる峰七兵衛の姪に当たる。伯父さん宛に送った品

物である。 

一、志ま           壱ひ紀 一、木綿の縞織り 一疋45 

【解説】この縞織りは「奥嶋」のことである。日本から遠いところを 「シマ」と言い、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」は唐横縞と同じである。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の北にあるマスリバタンも更沙産地である。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。現在この島織物は日本で生産されてい

る。川越だけで行われているので、「川越唐桟」という商品名で売られている。 

「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、粋で、人気を博した。

しかし、それは大変に値段が高く、庶民が簡単に入手できる衣類ではなかった。ところが、安政の

開国以後、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。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。 

 

45 2 反続きの反物の単位 
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 川越唐桟 唐桟を着た女性 
 

一、色々そめませのさらさ    一たん 一、いろいろに染め混ぜをしてあります更沙 一

反 

【解説】パッチワークのようなものか。 

一、しまたち物               一たん 

 

一、縞織り木綿の断ち物 一反 

 
【解説】これもサントメ、唐桟のことである。着物に仕立ててあるもの。 

 
【解説】ジェロニマ春は、長崎酒屋町に住んでいる峰七兵衛の姪に当たる。伯父さん宛に送った品

物である。 

一、はりすこし 

これはしまはらにて七ろうへもん殿にやうは

うきくかたへゐんしん申候とりまぎれなく御

わたし給はるへく候きょねんこゝもとよりつ

かはし候志な乃むきちかひ候するやうに候へ

ともさためてワがかきちかへとそんし候こん

ともいつれものはしにゐんばんつき候そのは

うそんしられ候ことくおさな紀ときよりそは

におきたるものにて候へは昔こひしくかすか

すふひんに候。 

一、針  少し 

これは島原に居ます七郎右衛門の女房「きく」

に対する便りの品物です。間違いなくお渡し下さ

い。去年こちらから送りました品物が違っていた

という話しがありましたが、きっと私の書き違え

でありましょう。今度は全ての品物に間違わない

ように印を押しました。そちら様もご存じのよう

に、きくは、私が幼い頃から側にいて仕えてくれ

ました者で、昔を恋しく思い出して、今も不偶に

思っています。 
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【解説】かって育ててくれた乳母が縁づいて島原に住んでいる。それへの贈り物である。文面から

毎年贈っていることが判明する。ジェロニマ春の母親は、一緒に渡航して来たが、その後の様子は

判明しない。彼女が結婚した二十二歳までは生存していただろう事は予想できるが、その後は解ら

ない。自分を育ててくれたたった一人の乳母に対して、いつまでも懐かしく思い慕っていたことが

解る。 

乳母について言えば、貴族社会では平安時代には乳母を雇うことが一般的風習になっていた。そ

して乳母によって育てられた子供は、一生大事に扱うと共に、結婚を含めて諸行事には必ず乳母を

呼び、一緒に祝った。また育てた子の生涯に亘り意見を具申し、時には生母以上に子供への支配が

及んだこともある。こういった風習であったために、春は、本来ならば、決めごとの度に相淡する

はづであったわけであるから、いつまでも乳母を懐かしんだのである。 

そめものゝためつかハす物之おほへ 

 

そちらで染めて貰いたいと思って送ります物 

【解説】ここからはお春の注文である。これも毎年バタヴィアでは出来ないものについていろいろ

と注文をしてきている事が解る。 

 一、しろちりめん    壱たん 

これハかたかのこてほんハ色あしく候むらさ紀

あさきの色もずいふんよく 

一、白縮緬                一反 

これは、鹿の子型染めに。送りました手本は色

が良くありません。浅黄色にして、良い色に染

め上げてください。 

【解説】全体を絞りで埋めたものを総絞り、または総鹿の子とよぶ。鹿の子絞りのうちで、やや大

型に絞ったものを疋田絞り、疋田鹿の子と呼ぶこともあるが、同じ意味で使われていることもあ

る。染めで鹿の子絞りと同じような模様を染めたものを描き疋田、型で染めたものを型疋田とよ

ぶ。 
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 お春の注文した「型鹿の子」は萌黄色の指定であるが、一色染めではなくここに示したような型模

様入りのものであろう。 

一、しろしゆす          はんたん 

色よくもえ紀 

 

一、自繻子    これは萌葱の良い色にして下さ

い。 【解説】これは襦袢等の下着として着る物である。 

一、もめん上中         六たん 

内二たんハてほんぬいつけ候 

一、木綿上中      六反 

このうち二反は手本を縫い付けてあります。 

【解説】上中の意味は不明である。手本の通りにして欲しいと言うことである。 

一、しろさや          一たん 一、白紗綾 一反 

一、しろあや              一たん 

この二たんハ上ゝ本むらさ紀に色よくそめら

るべく候にセハかへつてやくたゝす候まゝい

やにて候いつれもかミかたへ御のほせそめた

まはるへく候たゝしこんねんの一はんふねに

まいり候やうにもしこんとのかきあいニにな

るましく候ハヘ、右の志ろものニくわへうりな

さるべく候。 

一、白綾  一反 

この二反は上等本紫の良い色に染めて下さい。

偽物の色は役に立ちません。嫌でございます。い

ずれも京都へ送って染めさせて下さい。但し今年

の一番船に間に合いますようどうかお頼み申し

上げます。もし今度の出船に間に合わなかった場

合には、売り払って下さい。 

 

【解説】蘇木(スハウ)は出島から大量に輸入された染材で、漢方薬としても使われた。暗赤色の芯

材からブラジレインという染料が抽出され、これを小袖の染色に用いた。これは媒染を行うときの
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触媒によって、多様な色に染めることが出来たのでよく使われている。偽物の色とは蘇木で染めた

生地のことで、鉄を触媒にして染めると紫色に染めることが出来たが、安物の色と言えよう。 

紫根染めの本紫は染め上がりの色も良い代わりに、高額であり染めるのに手間がかかった。わざわ

ざバタヴィアから紫に染めるのに蘇木でも良いと言うことはあり得ない。コルネリアも同じ要求

をしている事から考えると、彼女たちの中には、これが一種のステイタスシンボルともなっていた

のではなかろうか。 

一、ふき銀かけめ       百五十四匁 

きんまとうくのちがねのためつかハし候これ

もなるほといそきこんねんのかきあいになり

候やうにたのミ申候らいねんハいらす候すな

はちてほんのため銀のひんろうし入一ッつか

ハし候いつれも志ろものともさうはにう里た

て候て 

一、吹き銀 (銀塊) 154 匁あります。これは蒟

醤道具を造るための地金として送ります。これも

是非急いで今年の出船に間に合いますようお頼

み申し上げます。来年になってしまうようでは要

りません。見本として銀の蒟醤子入れ一ッ送りま

す。これら見本の品物は売り払って下さい。 

 

【解説】キンマとはビンロウジと石灰とキンマの葉を噛む習慣を言う。キンマの語は、タイ語にお

ける「キン(食べる)+マーク(ビンロウジ)」(ビンロウジ(檳榔子)を食べる、の意)という語の誰で

ある。ヤシ科 Areca catechu、檳榔樹の実のことを言う。 

マークという言葉の本来の意味は「実」であったが、貴賎問わず広く服用され日常性が高かったた

めに、「実を食べる」という略語的用法がそのまま「キンマを用いる」という意味になっていった。

日本においては江戸時代から知られるようになり、「蒟醤」と字を当てて書かれた。のちに日本で

は「キンマ」の言葉自体が、元々の「実(あるいはビンロウジ)を食べる」という本来の意味からは

ずれ、ビンロウジと一緒に口に入れる葉の名前として借用されることになった。キンマは東南アジ

ア地域では広く愛好され、疾壷やキンマの道具入れなどの用具が発達し、上流階級では漆を塗った

りして、凝ったものを作るようになっていった。 

これが江戸時代の日本にも輸出され、蒟醤手という名で茶人の香入れとして愛用された。 

一、丁銀四百五十目ハ ミね七ひやうへとのへ、 

一、同、五十目       おはつ方へ 

いんしん申候こんとはゐんしんの銀すこしか

さにつかハしたく候へともこんねんもおひ

たゝしきそんいたしそれによりわつかの銀つ

かハし候 

一、丁銀 450 匁は  峯七兵衛殿へ 

 (丁銀 450 匁は 10 枚分) 同じく 50 匁はおは

つ方への便りの物です。今度の贈り物は、もっと

沢山差し上げたいと思いましたが、昨年に続き今

年も大変な損を致しました。そのためほんの少し

の銀しか送れません。 
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【解説】丁銀 スホイト銀という。彼女はここで、自分の行った貿易で大きな損害を出したことを

述べている。彼女の夫であったシモンセンも、税関長を最後に退職してからはジャワ島東部地方

のスラバヤや更に進んでルソン辺りにも出掛けて交易を行ったらしい。これを私貿易と言った。

私貿易には出島における船員や水夫達の密かな荷物の持ち込みによ

る私的交易活動が挙げられているが、これが東インド会社を破綻させ

たわけでもない。この私貿易はオランダ船が航行する場所の全てで行

われたのである。夫の死去後、お春もその意志を継いで行っていたと言

うことである。儲けも多い割に当然損をすることもあった。ここではそ

れを報告している。 

一、こんとよるづあつらへもの共ととのへられ

のこる銀にてハいかにもすこしこまかの金小

はんかいはまた茂左ヱ門とのヨリまいり候は

こニ入いつれもとうせんにたまはるべく候 

一、今度の誂え物を調えて頂くためには、残る銀

では如何にも少しの金額かと思います。そのため

細かい金小判を買いました。浜田茂左衛門より送

ってくれます箱に入れて唐船に託して送って下

さい。 

【解説】東インド会社が日本貿易に使って得た、金小判を入手していたことが判明する。またオラ

ンダ船だけではなく、中国船のうちバタヴィアヘ航行する船を使って品物のやりとりをしている。

出島の交易は大変厳しいように思われるが、中国船を利用したこういった抜け道もあり、本音と建

て前の使い分けをすれば、いろいろなことが出来たと言えよう。 

一、さいしや事いまたそこもとへきちやう申さ

す候よしさてさてきのとくにて候もし此さい

しやか、又ハたうにやうかその方ニまいり候

ハゝまへまへふミに申候ふん、たしかに御うけ

とりたまハるへく候 

一、さいしや(人名カ)の件、未だにそちらへ帰っ

ていないとの事本当にお気の毒と存じます。もし

このさいしやか「たうにやう」(人名カ 唐人名

のようだ)がそちらへ来ましたら、前々回の手紙

に記してありました事、全て受け取った事をお伝

え下さい。 

【解説】バタヴィアとの音信のやりとりが、オランダ船を通すだけではなく、バタヴィア寄港の中

国船なども使い、多方面の機会を利用していたことが解る。 

このことから「じゃがたら文」は、出島を通して渡されたものだけではなく、別のルート。ここで

は中国船を使った唐人屋敷からの通信の手段があったと考えられる。唐人屋敷ルートの文書は残

ってはいないが、今後の研究が待たれる。これは予想に過ぎないが、中国人経由の文書について

は、切支丹宗門とは関係がないので、比較的見過ごされた部分があったのではないだろうか。 

スホイト銀 
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一、七兵衛とのいもとかたへそへふて申候きよ

ねんはかすかすむつかしき事ともあつらへ候

ところに見な見なけつこうにとゝのへたまハ

りなにともくわふんにそんしまいらせ候 

一、七兵衛殿の妹方へ申し送ります。去年は数々

難しい誂え物をお願い致しましたが、全て整えて

お送り下さいました。大変有り難く思います。 

【解説】七兵衛の妹からも毎年品物を送っている。春から言ってくる注文品をそれぞれ用意する担

当をしていたのであろうか。 

一、二郎右衛門殿ふう婦かたへもとうせんに申

侯まいれしいんしん申され候ことにおもしろ

き草紙、いよいようれ敷そんしまいらせ候 

一、二郎右衛門夫婦方に対しては唐船に頼みまし

た。毎年お便りをいただき、特に面白い草紙をい

ろいろと送って頂き嬉しく思います。 

【解説】当時流行の絵草紙と言われる庶民が愛した物語。黒表紙とか赤表紙と言われ、内容はお伽

噺や仇討ち話など仮字で書かれた仮名草子、浮世草子、草双紙などと言われた。 

一、きよねんそこもとよりこゝろミ乃たあとて

たいこんつちにいけたまハり候へともこれハ

ふねにてうせ候するか又ハあけ候てよりうせ

候やうけとらす侯かやうのやさいのたくいな

にゝてもふだんと紀ハに御さ候木のミなとハ

かたゑたに花さ紀候ヘハかたゑたにハ見なり

てなき物ハくり志ひなどにて候文のそミのも

のハこゝもとヨリ申こすへく候まゝなににて

もあつらへさる物はむやうにて候そのしさい

はそのはうへざうさかけ候事なにともめいは

くニ候さハ申なから 

一、去年そちらから試しにという事で、大根を土

に生けて送って頂きましたが、これは船中で無く

なってしまったようで受け取る事が出来ません

でした。このような野菜類については、こちらに

は、どんな物でも何時もあります。木の実等は片

方の枝には花が咲き、もう一方の役には実がなる

と言う具合にて、無い物は栗と椎の実ぐらいであ

ります。欲しい物はこちらから申し上げますの

で、誂えない物については今後は無用に願いま

す。その理由は、それによってそちら様へ大変な

雑作をお掛けする事にも成りご迷惑となるから

であります。そのように申しながらも 

【解説】この記述から判明することは、大変細々とした物、大根のような物まで送ると言うこと

は、日本で日常使っていた食材まで送っていたと言うことであり、考える以上の日本的生活を送

ろうとしていたことが解る。しかし本土ではバタヴィアの事情が判明しないために、とにかく喜

びそうなものをなんでも送ろうとしたのではないだろうか。それが『誂えないものは要らない』と

いう表現になったのであろう。 

一、くれないのきく、さきわけおなしくそのほ

かいつれめつらしききく候ハゝちと大きなる

一、紅色の菊、咲き分けの菊その他どんな物でも、

珍しい菊がありましたら少し大きな鉢にでも植
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ものにうへたまハり候ハヘうれしくそんし候 

これはきよねんそこもとよりまいり候するを

あまりちそういたし候ゆへかきへ候て一本も

なく候へちにハなにゝてもうへすたゝきくは

かりよく侯たゝしいかにもわかめたち又この

さしたるをうへ候ヘハミちにてめたちよく候

すいふんねんを入うへたまハるへく候 

えて頂きますと嬉しく思います。これは昨年、そ

ちらから送って頂きました菊を、来客のために使

いましたため、皆無くなってしまいました。どん

な物でも若芽立ちした苗かこれを挿して植えた

物を送って頂き、それを我が家の前の道に植えれ

ばきっと目立つ事と思います。ぜひ芽立ちがよい

苗を植えて送って下さい。 

【解説】菊の花を自邸の庭園に咲かせたり、家の中に飾って人を招いたりしたと言うことが解る。

特に菊は生命力も強く、天候の激変にもある程度耐えることが出来、長く鑑賞することが出来るな

ど利点が多かったのではないだろうか。10 センチに満たない菊の苗を注文している事を知ると、

彼女の菊作りは年季の人っていたものであったようだ。そして毎日を家の中に引っ込んで暮らし

ているというのではなく、人を招いておしゃべりをしたり、食事会を開催したりして交流を深めて

生活を楽しんでいたことが解る。 

一、七ひやうへとのへ申候まつ申へ紀通きよれ

んハこまこまゐんしんのうへのり物ともたま

ハりなにともうれしく候へともくわふんのい

んしんなかなかめいわくにそんし候 

七兵衛殿へ申し上げます。先ずもって去年は細々

したお便りの上に、乗り物(女駕籠)を送って頂き

何とも嬉しく存じましたが、このような大変な物

は何とも迷惑でもあります。 

【解説】女乗り物とは「駕籠」のことである。この記述によって、とても常識では考えられないよ

うな品物まで送っていたことと、それが長崎奉行によって許可されていたと言うことが解る。これ

を使うには、バタヴィアでは許可が必要であるし、また相当な障害が生じ、熱帯の町では暑くて乗

れなかったのではなかろうか。 

一、 こんとあつらへ候さけ大たるを二ゑ

おけにこしらへでじまにかると申人二すこし

いてふねヨリまへニわたさるべく候さもなく

候ヘハこゝもとへすぐにまいる舟ニつかへ候

ときこぐしやどもぬすみ申へ紀かとそんし候

こまこまハあとより申へく候。めてたくかしこ 

五月七日 

しんもんすこけ 

    お  は  るヨリ 

一、今度お願いしました酒、大樽を二重の桶に拵

え、出島のカル(カピタンヵ)という人に、出船よ

り少し前に渡して頂けませんか。そのようにして

下さるとここまで着ける事が出来ます。そうでも

しないと水夫たちが盗み飲んでしまいます。細々

した事は後で申し上げます。めでたくかしこ 

五月七日 

しんもんす後家 

    おはる  より 
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ミね七ひやうへとの 

同二郎右衛門との 

                  まゐる 

右者阿蘭陀通事今村瀬右衛門方所持之直筆状

写也 

峯 七兵衛 殿 

同二郎右衛門澱 

               まいる 

【解説】酒については、このような送り方が出来たことが判明し興味深い。江戸中期以後、薩摩藩

を中心にした貿易で波佐見焼の壺に入れて醤油と酒をオランダに輸出した事実があり、現在その

名残である商品名を記した壺が多く発見されている。このときの蓋の充填剤には「チャン」が使わ

れていた。日本の酒は醤油・と共に大変珍重された。 

 

手紙の中に出てくる品物の単位 

一反＝鯨尺 38 ㎝ x 30＝11.4メートル 94反＝1071.6メートル 

61反＝695・4メートル 

丁銀一枚＝平均四十三匁 

一斤＝160匁＝600 グラム 

 

ジャガタラお春とは、ジェロニマ・マリヌスのことである。彼女は長崎築町小柳理右衛門の養女で、

長崎酒屋町峰七兵衛の姪。長崎袋町本田與三郎の伯母に当たる。彼女の夫はシモン・シモンスゾーン・

ファンデル・ファイデ。シモン・シモンセンと普段は呼ばれている。 

ここで、あえて誰がお春なのかを問題にするのは、なくなったイタリア人を夫とする長崎のマリア

(イサベラの説有り)。そしてその娘マデレーナ(マグダレナ)十八歳と、ジェロニマと呼ぶ十五歳の娘

を抱える一家のことである。ところが同じ追放者名簿に、「いぎりす」として、女房三十七歳。娘の

まん十九歳。同はる十五歳。孫萬吉三歳の家族が名簿に記載されているのである。このイギリス娘「は

る」が、誤解を生んでじゃがたら文の主と勘違いされてきた経緯がある。この誤りは既に、西川如見

が口述した読み物の中に原因があるように思う。 

本当の主である「はる」は、バタヴィアにおいて自分の名前を「はる」と言う事は少なかったので

はないかと思う。それは、委任状や、遺言状の記載も含めてそこで「はる」と言う名前は使っていな

いからである。彼女は敬虔なクリスチヤンであり、その事もあって 「ジェロニマ・マリヌス」と言

う名前を大切にしたのだと思う。 
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第十一節 コルネリア・ファン・ナイエンローデの資料から 

寛文三年四月二十八日  コルネリアの第一信 

        以上 以て上す 

【解説】改まった手紙の書き方にこのように表現するときがあり「いじょう」とは読まず 「もっ 

てしょうす」と読む。 

毎年□□□御両政所様より蒙 毎年長崎の両お奉行様の。 

【解説】この三字分抜けているところは「長崎表」と読んでよいだろう。 

御慈悲壬寅九月廿一日之書状并 御慈悲を戴き、みずのえとら九月二十一日の手

紙と 

御音信物数々無相違請取□□□候 お送り頂いた数々の品物、相違なく請け取りま

した。 

【解説】抜けている三字は「致上申」であろう。 

奉長久御左右可承候 皆様おげんきでいらっしやいますでしょうか。

知りたく思います。 

今度音信ニ指遣ス覚 今度当方から送ります品物の記録 

一、から草 壹端 姥様御方へ 一、から草             壱端  姥様御方へ 

【解説】唐草模様の更沙。彼女の乳母宛に送っている。 

一、上々龍脳 弐斤 一、上々龍脳 弐斤 

【解説】ボルネオやスマトラに産する「竜脳樹」の樹脂。強い清涼感を持ち、漢方薬の気付け、香

料としては線香の材料、防腐剤としては墨の中に混ぜ込んで用いられた。宋代中国ではお茶に混ぜ

て楽しんだともいう。その白い結晶が、脳髄に似ていることから「竜の脳」と名づけられた。竜脳

樹自体が稀少のため貴重品であった。これは樟脳で代用することが多いが、わが国では薩摩藩の樟

脳が有名で、これば出島からの輸出品目になっている。コルネリアは 1200 グラムを送ってきてい

る。 

一、きんかんとうふくしま 三端 一、きんかんとうふくしま 三端 

【解説】ギンガムは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  霜ふりさらさと縞木綿ギンガン ぎがん (同じ物か)きんかん・どうふく
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しまは gingam 胴服縞 唐ふく縞とも言う。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。 

一、霜ふりさらさ       壱端 

右三色半田五右衛門殿夫婦御方へ 

一、霜ふりさらさ      壱端 

有三色半田五右衛門殿夫婦御方へ 

【解説】霜ふり模様の更紗を母親とその夫に送っている。 

一、キンカン□□□ゑすてる殿かゝ様御方へ 一、キンカン□□□ゑすてる殿かゝ様御方へ 

【解説】前記のきんかん唐ふくしまを義姉の母親宛に送っている。これはエステルから頼まれた品

物であろう。 

抜けている文字は 「唐ふくしま」であろう。 

一、霜ふりさらさ□二端コルネリアちはゝ方へ 一、霜ふりさらさ□二端こるねりやちはゝ方へ 

【解説】霜ふり模様の更紗を自分の父母宛に送っている。抜けている二字は不明。 

一、濱田助右衛門女共申候御そくさいニおハし

まし数々御喜悦御音信慥請取うれしく思ひまゐ

らせ候□□□□コルネリア儀聊御気遣存問敷候 

このる殿儀結構なる人二テ弥仕合よく御なり候 

少分ニ候へ共 ちつさらさ壱端吉次久左衛門方

へ遣候 慥御受請取政可被下候 

浜田助右衛門の女房から申しておりますが、皆

様お元気でいらっしゃると言うことを 

聞き、嬉しく思います。戴きました音信の品物

確かに請け取りました。    コルネ 

リア様のことは何もご心配にされることもな

く、クノル様はいよいよご出世なされ、 

お幸せであります。少しではありますが、ちつ

更沙一反を吉沢久左衛門方へ送ります。 

確かにお受け取り下さい。 

【解説】日本への手紙が送られる場合には、同じ思いを持っている人たちがその思いを託した。 

それがこの表現になっている。 
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一、御無心申事ニ候へ共右此巻絵香盤六枚 

つげくし御求可被下候  恐惶謹言 

癸卯四月十八日 

 

干支 

                        このる 

                        コルネリア 

判田五右衛門殿御夫婦様殿へ 

じゃがたらより 

一、無心のお願いをいたします。このような蒔

絵の香盤を六枚と、黄楊の櫛をお買い求め下さ

ってお送り下さい。お願い致します。 

 

癸卯    四月廿八日 

                        このる 

                        ころねりや 

判田五右衛門殿御夫婦様殿へ 

               じゃがたらより 

 

この第一信として現存する手紙は、内容を読めば解る通りコルネリアが送った最初の手紙ではな

い。『毎年長崎表御両政所様より蒙御慈悲壬寅九月廿一日之書状并御音信物数々無相違請取致申上候』

と記していることから、既に何回かの音信の往復が行われている事が判る。またこの中に義姉のエス

テルから、彼女の実母への音信も取り次いでいる。 

ジェロニマお春と比較すれば、送ってくる品物も要求するものも、しとやかな要求とでも言えよう

か。余り目立った事はしていない。これまでの経緯が判明しないので、この文から見る限りでは、慎

ましい生活状態ではなかったのかと想像される。 

第二信は 1671 年である。第一信が 1663 年であったから、随分時が経過している。この間一度も

手紙の往復をしなかったと考えるのは、誤っていることであろう。このように考えて第二信を検討し

たい。 

 

第十二節 寛文十一年四月二十一日付  コルネリアの第二信 

右の欄の口語訳は岩生成一教授による 

なおなお申あげ候 まづ申すべきを しつ

ねんいたし候 おちちさまうばさま御両人御

かたへおらんだぬの二たん これ一わ大あに 

そのいもと両人ほうよりしん上申候 たいせ

つのしるしまでに候 白ちりめん二たんをほ

んむらさきにそめたまわるべく候 

なお最初に申し上げねばならないことを忘れて

おりました。おじいさまおぼあ様御両人様へ、オ

ランダ布二たん送ります。これは長男とその妹の

両人より進上申し上げる品で、お二方様を大事に

思っている、ご挨拶の印としてお送り致します。 

【解説】追伸、最初に申し上げなければならなかったことを忘れておりました。お爺さまとお婆さ
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まへ、オランダ布二反を送ります。これは四番目のコルネリス、十四歳と、五番目のへステル、十

二歳からお二方を大事に思ってご挨拶の印としてお送りいたす品であります。 

まいねん長崎御両まんどころ様より広大の

御慈悲を蒙りつちのえさるの九月十一日の御

文ならびにいんしん物とも、注文のおもむき同

十月廿七日にうけとり方々へ相とどけいずれ

もよろこびくわぶんのよし申され□□□ここ

もと一人ぶじにて、きよかのえいぬの四月むす

めをもうけ、いまこども四人ともそくさいにま

いらせ候まま御心やすがるべく候。 

毎年長崎の両政所さまより大変なお慈悲を蒙り、

戊申の九月十一日の御文並びにことずけ物など、

同十月二十七目に受け取り方々へ相届けますと、

いすれも喜ばれて大変幸せの由、申されていま

す。私こと一人無事にて、去る庚戌の四月に娘を

もうけ、いま子供四人ともに息災でございますか

ら、ご安心下さい。 

【解説】戊申は寛文 18 年。1668 年である。この手紙は 1671 年であるから三年間便りをしなかっ

たわけである。日本からの便りには、方々へ届けて欲しいと言う内容のものが入っていた。それを

届けてみんなに喜ばれたことを述べている。 

こんど少しいんしん物の覚 今度致しました、少しばかりのことずけ物の覚え 

一、上々さらんふりもめん           一たん 一、上々さらんふり木綿               一端 

【解説】最上等の大金巾  サランブーリス 細かく分類すれば違いが有るのであろう。 

一、上々かなきんもめん         一たん 一、上々大かなきん木綿               一端 

【解説】最上等の大金巾  サランブーリス 

一、上々小かなきんもめん            一たん ー、上々かかなきん木綿               一端 

【解説】最上等の小金巾  パルッカレ。はらから木綿と同じ品と思われる。 

一、さらんふりもめん             廿五たん 一、さらんふり木綿               二十五端 

【解説】大金巾 サランブーリス、さらんふり木綿という。大かなきん一大キャラコ 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され

たもの。 

一、はくかくもめん                 廿たん 一、はらから木綿                    二十端 

【解説】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。チンツ加工もカレンダー仕上げの一種) 
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一、ちつさらさ                     二たん 一、ちつさらさ                        三端 

【解説】ちつ更沙 バティック  Chints 更紗のこと。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。 

右ははん田五へもんとの御ふうふへ 右は判田五右衛門どのの御夫婦へ 

【解説】母親の嫁いだ判田五右衛門夫婦へ先ず送っている。 

一、四たんつづき同もめん 一たん  ゑすとろ

かかさまへ 

一、四端つづきの白木綿  一つ  えすとろかかさ

まへ 

【解説】義姉のエストロの母へ、白木綿は金巾のことである。 

一、はらからもめん 一たん      ちはさまへ 一、はらから木綿            一端  ちは様へ 

【解説】これは自分の乳母へ。「乳の母」と言う事である。 

一、つちのとり かのへいぬ 此両年ここもと

より訪づれ申し上げず候ゆえ御こころもとな

くおぼしめ され候だんもっともに候。しかれ

どもいささかしさいこれなくぶじに候間御心

にかけらるまじく候 わがみ事子供十人の母

になりまいらせ侯つるが 六人はうしないい

ま四人さかんにおわし候  大あに十四さい 

そのいもと十二さい  又此いもと  六さい 

此つぎにいもと八ケ月になり いずれもそく

さいにまいらせ なかんづくおちちさまうば

さまへ大あにとつぎのいもとそへふで申あげ

まいらせ候 御そくさいにおわしまし候よし

かずかずされしく思いまいらせ そこもとよ

りの御ふみのやうすうけたまわり ひとへに

けんざんのここちしてそでをぬらしまいらせ

候 

一、 己酉、庚戌この両年、こちらよりお便り

を差し上げなかったので、ご心配されたのももっ

ともに存じます。しかし、少しも変わりなく過ご

しておりますからお気になさらないでください。

私こと子供十人の母になりましたけれども、六人

を失い、いま四人は元気でおります。長男は十四

歳、妹は十二歳、またその妹六歳、その次の妹は

八ケ月になり、いずれも息災でおります。とりわ

け長男と次の妹から、おじいさまとおばあさまへ

宜しくとのことでございます。承ればご息災にお

わす由、かえすがえすもうれしく存じます。そち

らよりの御文でご様子を承り、お会い出来たよう

な心地がいたしまして、そぞろに涙ぐみました。 

【解説】寛文 9 年と 10年には便りを出さなかったと言っている。 

第二信発信時に生存していた子供は次の通りである。第四子 コルネリス 十四歳。 

彼だけが生き残り成人する。第五子ヘステル、十二歳。第八子マルタ、六歳。第九子カタリーナ、
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八ケ月の四人である。 

「承ればご息災におわす由、かえすがえすもうれしく存じます。そちらよりの御文でご様子を承

り、お会い出来たような心地がいたしまして、そぞろに涙ぐみました。」の文章は、二人の子僕達

からの伝言である。 

一、 村上ふさへもん申候 まいねんいん

しんかきつけのごとく  たしかにうけとり 

かたじけなく候 ここもと大へとる このる

どのふうふこども いちだんそくさいにおわ

し候 それにつき此両年このるどのふうふよ

り ふみつかはさざるによって おぼつかな

くおぼしめし候むねことわりとぞんじ候 此

大へとるの役しやうときにより・・・にあたわ

ず□ さてまたうりものなど いずれもへと

る一人にてさばかれ候ゆへのことに候 せう

ぶん三人とも白りんず一たんこころざしまで

にしんぜ候 

一、村上武左衛門殿から申し出ておりますが 

毎年のことずけ物は、確かにお手紙のように受け

取り、有り難く存じます。なおまた当地で大ヘト

ル殿夫婦と子供達も一段息災におわします。それ

について、この両年コノル殿から手紙を差し上げ

ないのでご心配の由、ごもっともと存じます。こ

のへトルの役裳は寸暇もなく、なおまた・・・・

売買のことなどいずれもへトル一人でさばいて

いるためであります。少しばかりの物でございま

すが、白綸子一端、ほんの心持ちだけお送り致し

ます。 

【解説】村上武左衛門殿から申し上げます。毎年送って頂きます品物は、確かに手紙にあります通

り受け取ることが出来、有り難く存じます。この両年クノル殿からお手紙を差し上げておりません

ので、ご心配されたことと存じます。クノル殿は現在ヘトルという役目で、大変忙しくされていま

す。この方が居られないと会社の商売が成り立ちません。そのような訳で、仕事をお一人で捌いて

おられますために手紙を差し上げることが出来なかったわけであります。少しばかりですが、白綸

子一反、ほんの気持ちとしてお送りいたします。 

村上武左衛門 (長崎上町妙金の夫。長崎本後藤町原源左衛門の弟。今魚町森田喜兵衛の兄)。彼は

春の義姉マグダレナ・万と結婚 娘コルネリアが誕生している。 

一、はま田助へもんこけ申候 まい年ん御いん

しんとも かきつけのままたしかにうけとり

うれしく思ひまいらせ候 ここもとこのるど

のふうふこどもみなみなぶじにおわし候 く

わしくは村上ふさへもんどのほうより申こさ

れ候まま つぶさからず候 せうぶんに候へ

一、浜田助右衛門後家から申し出ておりますが、

毎年のことずけ物など書き付けの通り頂き大変

嬉しく思っております。こちらのこのる殿ご夫婦

子供、皆お元気でいらっしゃいます。詳しいこと

は村上武左衛門殿の方より申し上げますので、私

からは詳細には申し上げません。少のうはござい
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どもはくかく白もめん一たんそくさいのしる

しにおくりまいらせ候 

ますが、はらから白木綿一反、無事の印にお送り

いたします。 

【解説】浜田助右衛門後家から申し出ていますが、毎年書付にありますように送って戴き、大変嬉

しく思います。コルネリア様とクノル様ご夫婦はお元気でいらっしやいます。 

詳しいことは村上武左衛門から申し上げますので、私からは致しません。はらから木綿一反を、私

ども無事の印としてお送りいたします。 

この内容から、同じ便で村上武左衛門も、手紙を出していることが判る。 

一、うば様御事さるの八月廿六日御年七十さい

にてびやうしのよし さてさて御くわほうし

やしゅんしとこそ思ひまいらせ侯 尚かさね

てぶじの御左右まちまいらせ候 

めでたくかしこ 

 (一六七一年) 

一、叔母様御事、申の八月二十六日、御年七十歳

にて病死されました由、さてさて御果報な方、順

に亡くなられたわけですから致し方ない事と思

います。なお重ねて皆様のご様子お知らせ下さ

い。お待ち申し上げております。めでたくかしこ  

(一六七一年) 

【解説】叔母様が寛文 8年、1668 年に七十歳でお亡くなりになった事、年を考えれば致し方ない

事と思います。さてさてお幸せの御生涯であったと思います。なお皆様のご様子是非お知らせ下さ

い。 

口語訳  日本の歴史 第十四巻鎖国   中央公論社 

 

1671 年、しばらくぶりに便りをしたコルネリアは、親族の無事を尋ねている。この間夫のクノル

は出世して、東インド会社の経済官僚として責任ある立場に立つまでになった。コルネリアとしては、

幸福の絶頂期であったと思う。 

ふるさとへの贈り物も、各種配慮の跡が見られ、バタヴィアでの豊かな生活が見て取れる内容であ

る。しかしジェロニマ春と比較してみると、中身はやや見劣りがする。春の豪華な贈り物は、彼女の

行っていた貿易の利益が大きかったことを示しでいる。その点で、コルネリアは、夫に従う形での音

信の交換である。 

 

第十三節 おふくの手紙から 

1665 年 4 月 13 日付の、カタリナおふくの手紙が現在、平戸のオランダ商館に残っている。余り知

られることのなかったおふくであるが、その生活の様子は送られてきた手紙から垣間見ることが出

来る。 
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彼女についてバタヴィアでの記録は、次の四点である。 

1649 年 12月 9 日、イサベラの遺言執行人フランソア・カロンから、ジェロニマ春、楠市右衛門、

浜田助右衛門、村上武左衛門、六兵衛の妻カタリナふく等は、遺贈分を受ける。 

1665 年 4 月 19 日、老中稲葉美濃守正則。オランダ商館長ヤコブ，フライスに命じて、「海外在住

日本人の居住地と人数」を報告させる。 

『カラッパ(現在のジャカルタ。当時の日本人は古名スンダ・クラパをこのように呼んだ)在住日本

人は男女合わせて 8 人。村上武左衛門、ゑすてる、浜田助右衛門、はる、ころねりや、きく、ふく、

みや。』と報告。 

1666 年 11月 11日、村上武左衛門が貸した 103 レイクスダールテルを受け取ったその経緯を、そ

の折りシモンセンとカタリナふくに依頼してオランダ語に訳した。 

1673 年、延宝年中 (1673～1680)の海外在留者中、消息が判明する者の内バタヴィア居住者は、次

の通りであるとして、彼女の名前が出てくる。 

『ふく(平戸谷村三藏、同五郎作譜代の下女。同所三吉の妹)』。 

 

谷村三藏 同五郎作譜代の下女である六兵衛後家ふくの手紙 

毎年長崎 御両政所様 広大之蒙御慈悲 甲

辰ノ九月十六日之御ふ三並御音信物ハ 

同十一月十三日ニ到来 注文ノごとく慥 請

取り うれしく思ひまいらせ候 

毎年長崎のお奉行様の大きな御慈悲を戴いてお

ります。1664 年、寛文 4 年 9 月 16 日付の手紙

を 11 月 13 日に受け取りました。注文いたしま

した通りの品物確かに受取うれしく思います 

一、五郎作殿内儀方御果候由□□力落段堂察思

ひ□□□□なれども前世□□□□さきたつなら

い□□□□まゝ御心ヲ慰められ□□□□ 

今度少々音信物ノ覚  

五郎作殿の御内儀様、お亡くなりになったとの

こと、さぞかし力落としのこととお察しいたし

ます。誰もが年寄りから先立つ習いとは申

せ、・・・御心を慰められますように。 

今度少々送りました品物の記録 

光明寺へ白木綿                 壱端 

一、上々竜脳               正実二斤九十匁 

 

光明寺さまに白木綿 一反 

一、最上等の竜脳 正味二斤九十匁(937・5 グラ

ム) 

菩提珠                 正実百斤 菩提樹の実 数珠を作るのに使う。     正味

100 斤  (60キログラム) 

白砂糖      まいる      壱ツ 白砂糖 差し上げます     I つ 



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」 

105 R2 

【解説】これは砂糖を入れた包みを一つと言う事であろう。包みの中身は 59キロである。 

右三色ハ五郎作殿三藏殿三吉殿 この 3 種類は五郎作殿、三藏殿、三吉殿 

一、ゆかた 壱ツ 

小刀 弐本 

れうつめノ帯 壱ツ 

右は五郎作殿へ 

一、ゆかた                 壱ッ 

小刀                    弐本 

れうつめノ帯           壱ッ 

右は五郎作殿へ 

【解説】浴衣         1つ  これは更沙か 

小刀         2 本  形状は判らないが、ジヤワにはクリスという刀がある。 

両方をつめた帯。一本    ・両詰めの意味は不明。 

これは五郎作殿へ ・ 

一、ふとんさらさ 壱端 

紫ちりめん帯 壱筋 

右五郎作殿子息平吉殿へ 

一、ふとんさらさ        壱端 

紫ちりめん帯           壱筋 

右五郎作殿子息平吉殿へ 

更沙ふとん生地 一反 

紫ちりめんの帯 壱筋 

これは五郎作殿の息子平吉殿へ 

更沙ふとん生地 一反 

紫ちりめんの帯 壱筋 

これは五郎作殿の息子平吉殿へ 

                          壱端 

                   常    壱筋 

                 はり     壱疋46 

               作るいとめにあるく 

        壱ッ           小刀弐本 

□□里んずノ帯  壱筋 

    右は三藏殿へ 

・・・・・・・・・一反 

帯 一筋 

針 一疋 

           作るいとめにあるく 

・・・・一つ  小刀 2 本 

□□綸子の帯 一筋 

これはは三藏殿へ 

【解説】この□部分の二字は「しろ」か「くろ」が入るカ 

一、ふとんさらさ    壱端 

糸  少々     はり     壱疋 

    右三藏殿内儀方へ 

ー、ふとんさらさ    壱反 

糸  少々     はり     壱疋 

右三藏殿内儀方へ 

一、ふとんさらさ    壱端     一、更沙ふとん生地        一反 

 

46 縫い針 50 本 
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伽羅    弐きれ 

紫ちりめん帯    壱端     

ふくさ物壱ッ 

    右三藏殿子そく勘八殿へ 

伽羅                    2 切れ 

紫ちりめんの帯      一反 

袱紗に使えるもの       I つ 

これは三藏殿の子息勘八殿へ 

一、ゆかた    壱ッ          

小刀  弐本 

れう染めノ帯    壱筋 

    右三吉殿へ 

浴衣                  Ⅰつ 

小刀                  2 本 

両染めの帯           一筋 

これは三吉殿へ 

一、ふとんさらさ           壱端 

糸     少々          

はり壱疋 

      右は三吉殿内儀殿 

更紗ふとん生地        一反 

糸    少々 

針                      1 疋 

これは三吉殿お内儀へ 

一、ふとんさらさ           壱端 

紫ちりめんノ帯        壱筋 

        有三吉殿子そくへ 

更沙ふとん生地         一反 

紫ちりめんの帯        一筋 

これは三吉殿子息へ 

一、流りノ単物        壱ッきれ 

ふとんさらさ         壱ッ 

里んずノ帯           壱端 

右三吉澱むすめおもん方へ 

流離の単物              1 つ切れ 

更紗ふとん生地      一反 

綸子の帯             一反 

これは三吉殿の娘おもん様へ 

右ノ通慥に相被届頼まいらせそうろう いよい

よ無事ノ御へんちまちまいらせそうろう 

日出度くかしこ 

寛文五乙巳四月十三日 六兵衛後家    ふく 

五郎蔵殿 

三藏殿 

この通り送りましたので、確実にお届け下きい。

皆様ご無事の返事をお待ちいたしております。 

 

寛文五乙巳四月十三日 六兵衛後家    ふく 

五郎蔵殿 

三藏殿 

 

1673 年に報告した在住日本人の中に名前が記録され、それによれば、おふくは平戸谷村三藏、同五

郎作譜代の下女。同所三吉の妹となっている。この手紙では、旧主筋の誰彼となくあいさつを行って

いるが、おふくには日本に残した肉親は三吉以外にはいなかったのであろう。 

「谷村三藏 同五郎作譜代の下女」と言うから、彼女はそこの家に付いている、男で言えば子飼い
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の家の子郎党。女であるから代々の下働きの下女となっており、その家の隷属民であったと思われる。

村における身分はないようなもので、中世には奴隷に近い扱いを受けている人が存在しているが、お

ふくも同じ様な身分制度の中で生きていたのではないだろうか。 

その彼女がどの様な理由でバタヴィア追放者に

入ったのかは、おふくの主人であった谷村三藏と

五郎作が、そのバタヴィア追放を仕方のない処直

として承認し、奉行所も平戸に住んでいる誰もが

それを認めていたからこそ追放されたのである事

を思うと興味のわくところである。 

その日々の生活がどのようなものであったか。

どこかでオランダ人との接点があったのであろ

う。このような階級出身のおふくにとって、バタヴ

ィアに住むことで自分というものを見出し、六兵

衛という伴侶も得て、幸福な生活を送ることが出

来たと考える事は出来ないだろうか。 

記録に残る記事の中で、借金返済の経緯を説明

するために「シモンセンとカタリナふくに依頼してオラ

ンダ語に訳した」と言う記録がある。シモンセンは春の

夫である。それと肩を互するだけの、オランダ語翻訳能力を持っていたと言うことは、法律用語も駆

使しなければならず簡単な作業ではない。それをおふくは出来たと言う事である。 

この手紙は 1664 年に出されているが、この時既に彼女は後家と記されており、ひとりになったこ

とが解る。そのようなおふくが迷ってきたものの中で特徴的なのは、砂糖と伽羅である。白砂糖とわ

ざわざ断っているので、これは出島に輸入された品と同じと考えてよい。砂糖は貴重品であり、それ

以上に伽羅は庶民の持つ品物ではない。当時、砂糖は籠と袋の両方に入れて送られてきている。籠は

約 300キロ、袋は約 50 キ口入っていた。砂糖はすぐに消費された事であろうが、伽羅はどうなった

のであろうか。谷村三藏と言う家が、代々の下女としておふくを使っていたわけであるから、そこで

は当時流行していた 「茶を飲み、香を聞く会」を開くだけの、社会的地位を持っていた家であった

のだろう。興味のわくところである。 

たった一枚の、然も破損していて十分に読み取る事の出来ない手紙ではあるが、ここから浮かんで

くるカタリナおふくという人物像は、「堅実な女性」といえる姿である。日本に残っている兄の三吉

上二つが伽羅 下は沈香 
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を思い、主筋の人々を思って、贈り物や挨拶を欠かさなかった女。日本を思いながらもその感情に流

されることなく、日々を生きた女性と言えよう。 

 

第十四節 その他の女性の断片的史料から 

現在残っている史料の中から、三人の女の様子が少し判明する。 

ともに、どの様な生き方をしたのかまでは解るだけの史料がない。断片的なものと言うことである。

三人とは 「こしょろ」「おきゃら」「サラ・スペツクス」である。 

おきゃらは、ジェロニマ春が死んだ後も、ただ一人生存する日本女性として、音信を寄こしたこと

が知られている。 

1698 年 (元禄 11)7 月、バタヴィア在住のおきゃらと言う女性が、長崎入港のオランダ船に、長崎

西築町峯七郎兵衛宛の手紙を託す。七郎兵衛の姪は、お春である。長崎見聞集に所載する記事は、

1699 年 (元禄 12)7 月 8日 

『西ニ而 七郎兵衛罷出候序ニ じゃがたらおきゃら方ヨリ 峯次郎吉方江書簡並送り物之儀申来侯 此

書付七郎兵衛江御渡し侯ニ村 早速和ケ仕 七郎兵衛差上申候』 

と記す。ジェロニマ春の親戚に当たる七郎兵衛が、長崎奉行所西役所に出向いて、手紙と品物を受

け取ったと言う内容である。 

この記事で少し不審に思うことがあるが、「和ケ仕」という個所である。これは早速日本文に訳し

たと読むのが正しく、「和解した」と言う事である。そうするとこのおきゃらは、オランダ語の手紙

を寄こしたと言う事であろうか。これは、おきゃらには日本文の手紙を書く能力が失われていると言

うことであり、彼女に代わって書いてくれる人も既にいなかったと言う事を示している。 

9 月、峯次郎吉。おきゃらへの返事と詠物と贈物をオランダ船に託す。 

続いて、1701 年 (元禄 I4)7 月、おきゃらが手紙を送ってきた。1704 年 (宝永元)8 月、おきゃら、

手紙を次郎吉に送る。1705 年 (宝永 2)7 月、おきゃら、手紙を迷ってくる。1706 年(宝永 3)7 月、

おきゃらの手紙。そして最後に、1707年(宝永 4)8 月、おきゃらからの手紙がきて、これで日本人と

の音信の交換に関する記録は終了する。 

おきゃらの年齢について、考えてみる事は出来ないだろうか。 

彼女がバタヴィアヘ渡った年齢が、1 歳とか 2歳とかと言う年ではなく、もう少し年を重ねていた

と言う事は予想出来る。それは、追放された中に 3 歳という幼児二人が含まれていて、途中立ち寄っ

た台湾のゼーランジヤ域で二人とも留置されているからで、これは、このままバタヴィアヘ行ったと

ころで、感染症が猛威を振るぅ場所で生き延びることが困難であると考えての、措置ではないかと思
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うからである。 

この時東インド会社の方針は、男子は出来るなら本国へ、女子は会社員との結婚対策もあってバタ

ヴィア止まり、と言うのが基本的な考えであった。 

おきゃらが、ここに住むことが出来たのは、それに従っているわけで問題はない。しかしここへ来

られたのは、相当の年齢に達していたからであろうと思われる。追放時 15歳であったお春より若か

ったであろうから、1707 年に最後の手紙を寄こしたおきゃらが追放時 10 歳と考えても、死亡時の年

齢は 78歳以上となる。これは大変高齢であったと言えるのである。よくぞここまで生きたと言うべ

きなのかも知れない。 

 

今一人非常な人生を送った女性がいる。これは平戸在住の谷原茂氏の研究であるが、この方は、そ

の成果を『大航海時代の平戸と女性達展』解説書に載せている。 

名前は「サラ・スペックス」という。彼女は東インド総督となった、ヤックス・スペックスが彼が

20代前半の頃平戸商館長であった時に、日本婦人との間に産ませた娘である。 

サラは父の商館長勤務が終了するときに父に伴われてバタヴィアに渡った。その後サラだけはバ

タヴィアに残留し、そこで成長した。1628 年、オランダヘ帰っていた父のヤックスは、次期総督に

任命されてこの年 10月に出発する船団で東インドヘ向かうことになった。しかし何かの都合が発生

し、10月出発船団に乗船できなかったのである。 

1629 年 6 月、12歳になっていたサラは、総督ヤン・ピエテルスゾーン・クーンの決定によって鞭

打ちの刑に処せられた後、溺死させられることになった。 

罪状は、総督官邸内で 15 歳の少年と関係を持ったと言う事であった。少年はアムステルダム市の

書記官の甥で、二人は結婚の約束をしていた仲であった。しかし総督は、少年を斬首の刑に処しサラ

には鞭打ちが行われた。しかし評議会や各方面の嘆願を受け入れ、総督は次期総督の娘の命だけは助

けたのである。 

その後 1632 年になって、サラはまたバタヴィアで大きな噂の主人公となる。この年 5 月、サラは

結婚することになりその公示が行われた。結婚に異議がないかどうかを問うものである。相手は 35

歳の宣教師ジョルジウス・カンデデュタスである。あまりの年の差と新婦の若さが噂となった。結届

この結婚は成立し、二人は翌年 6月、夫と共に台湾に渡りゼーランジャ城のある新港で暮らすことと

なった。 

そして 3年、サラは熱病に感染して死んだ。19 歳であったと言う。 

総督の娘として生まれながら、波澗方丈の生き方をした娘がいたことに、また自分の信じる道を突
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き進んだという意味において、ある爽やかさをも覚えるのである。 

 

第十五節 こしょろ 

今一人記録に残る女性がいる。それが「こしょろ」である。 

こしょろが、どの様な人生を歩んだか、どんな生活をしたのかは解らない。しかし彼女が平戸へ送

つてきた手紙は、じゃがたら文の代表であるかも知れない。それは、袱紗に書かれた次のようなもの

であったからである。 

 

こしょろの文 

日本こいしやこいしや 

かりそめにたちいでて 

又とかえらぬふるさとと 

思へば心も 

こころならず 

なみだにむせび 

めもくれ 

ゆめうつつとも 

さらにわき 

まへず候へども 

あまりのことに 

ちゃづつみ一つ 

しんじまいらせ侯 

あらにほんこひしやこひしやこひしや 

                             こしょろ 

うば様参る 

 

流麗な筆捌きで書かれたこ袱紗の文章は、これを見た長崎・平戸の人々の涙を誘ったに違いない。

そして私は西川如見も、この袱紗を見た一人だったのではないかと思っている。そうでなければ、あ

のような内容の話は生まれては来なかったと思うのである。この手紙に解説を加える必要はないで

あろう。 


