
　日本が明治維新へといたる大きな転換は、ペリー来航より約60年前に遡ります。大黒屋光太夫らを送還す
ることを理由に、通商を求めるためロシア船が根室に入港した「ラクスマンの来航」は、異国から開国を求められ
た最初の事件であり、日本はここから開国への道を歩み始めました。
　今年は、明治維新から150年。歴史の転換点に立ち会った鈴鹿の偉人大黒屋光太夫を、改めて紹介します。
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　極寒の中、イルクーツクにたどり着い
た光太夫たちは、帰国の許可を求めまし
たが断られます。しかし、この地で出会っ
たキリル・ラクスマンに助けられ、さらに
西へ向かいます。

　ペテルブルグに到着した
光太夫は、ロシア皇帝エカ
テリーナ２世に拝謁します。
エカテリーナ２世は、光太
夫の帰国を許可し、日本に
開国を迫りました。

　日本に来航した初めての黒船は、
光太夫を乗せたロシア船でした。
当時の人々は驚きを持って迎え
入れました。

❹エカテリーナ２世に拝謁

❺根室に来航したロシア船

❸シベリアを行く光太夫

❸

❹

イルクーツク

ペテルブルグ
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開国の道を拓いた大黒屋光太夫

～大黒屋光太夫ら神昌丸一行の軌跡～～大黒屋光太夫ら神昌丸一行の軌跡～
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黒屋光太夫は若松出身の船頭で、
1782 年に 17 人の乗組員とともに、
神昌丸で出航しました。江戸への航

海中に嵐に遭った神昌丸は、7カ月もの間漂流し、
ようやく漂着したのがアリューシャン列島の小島。
冬の寒さや飢えで乗組員が次々 と命を落として
いきますが、そのような状況の中でも、決して光
太夫は帰国を諦めませんでした。

　シベリアを横断し、当時のロシアの首都ペテルブ
ルグにたどり着いた光太夫は、女帝エカテリーナ
2世に拝謁を果たし、ようやく帰国が許されます。
　多くの仲間を失いながらも 10 年の歳月を生
き抜き、1792年の秋に北海道の根室へ帰国を
果たした光太夫。
　光太夫の帰国を機に、徳川幕府が築いてきた
泰平の世に「開国」のくさびが打ち込まれ、明治
維新へと続く激動の時代へと時計の針が動き
出すのです。

大

　帰国した光太夫は、江戸でロ
シア語を教えたり、海外情報を
伝えたりするなど、日本に新し
い知識をもたらしました。

　漂着したアムチトカ島で次々と
仲間を失いますが、4年後、ロシ
ア人と協力して船を作り、カム
チャッカ半島に渡りました。

❻ロシア語を披露する光太夫

❷カムチャッカへ脱出

❶

❷

❺

❻

　1782年12月13日、光太夫た
ちは神昌丸に米などを積み込み、
江戸に向かいました。しかし途中
で嵐に遭い漂流を余儀なくされ
ます。

❶光太夫、白子を出航

カムチャッカ半島

根室

江戸
白子

アムチトカ島
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　大黒屋光太夫の出身地の若松。港に近いこの地に建つ大黒屋光太夫記念館では、光太夫に関する貴重な資料
が多く保管・展示されています。今回、代田学芸員が、記念館をナビゲートします。

代田 美里ナビゲーター 文化財課  学芸員
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記念館で光太夫に出会う記念館で光太夫に出会う

　光太夫は、運命に翻弄されながらも諦め
ず、逆境の中で模索し、前向きに行動しま
した。生き残る手段としてロシア語を覚え
たり、帰国許可を求めて何千キロもの旅を
したり、さらには極限状態の中で、部下を
まとめ上げた手腕は「凄い」の一言です。
そんな光太夫だったから生きて帰って来ら
れたのでしょう。
　光太夫が初めて日本にもたらしたものは、
実はスケートや紅茶など、今では私たちの
生活に定着しているものがたくさんあります。
海外の情報が珍しかった江戸時代では、江
戸幕府をはじめ、大名や蘭学者、町人に至
るまで、光太夫が伝えた西洋の文化が与え
たインパクトはとても大きいものでした。

　光太夫の故郷・若松に建つ記念館では、
光太夫をさまざまな視点から知っていただく
ため、季節ごとに展示替えを行っています。
　白子廻船の船頭であり、日本の外交史に
大きな影響をあたえた漂流者であり、そし
て西洋文化の伝道者でもあった光太夫。そ
んな光太夫の偉大な功績の数 を々ご覧いた
だくことができます。

　記念館の入り口で皆さんを出迎えるのは、
光太夫の銅像です。毛織の帽子にステッ
キを握り、胸にはエカテリーナ２世からも
らった金メダル。当時の人びとは、このい
でたちで帰国した光太夫を見て、大変驚い
たことでしょう。

時代を生き抜いた光太夫時代を生き抜いた光太夫

光太夫を伝える記念館光太夫を伝える記念館

出迎える光太夫出迎える光太夫



❶展示室には約 60点の展示物　❷光太夫が書いたロ
シアの文字　❸光太夫の肖像画（左）　❹松前の町を
行くラクスマン一行。右から 2 人目が光太夫。左端が
ラクスマン（「漂流人帰国松前堅之図」　鈴鹿市蔵より）

❶ ❹

❷ ❸❸
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　収蔵品の中でも、注目していただきたいのは、
光太夫直筆のロシア文字です。光太夫は、帰国後、
ロシア語を教えたり、ロシアの辞書を作る協力を
したりしましたが、求めに応じてロシアの文字を
書くこともありました。異国の情緒が漂うロシア
文字は当時の人にとって大変珍しかったのです。
記念館には、光太夫直筆のロシア文字を多数収
蔵しています。光太夫の芸術的な筆さばきを、
ぜひご覧ください。

　亀井高孝（1886-1977）は、光太夫に魅せられ、半世紀以上にわたって追
い続けた光太夫研究の第一人者です。それまでほとんど世に知られていな
かった「北槎聞略」に価値を見いだ
し、光太夫の業績を一般の人にも
わかりやすく紹介しました。
　亀井高孝の遺した資料が当市に
寄贈されたことを記念して、12月
24日㈪まで特別展を開催中です。
亀井高孝が惚れ込んだ光太夫の魅
力に触れていただきたいと思います。

光太夫直筆のロシア文字は必見光太夫直筆のロシア文字は必見

光太夫を愛し研究した亀井高孝特別展光太夫を愛し研究した亀井高孝特別展

所 在 地 若松中一丁目1-8
利用時間 10時～16時
休 館 日 月・火曜日、第3水曜日
 （ただし、月曜日のみ休日の場合は開館）
 年末年始（12月28日～1月4日）
入 館 料 無料

大黒屋光太夫記念館

かめ　い　たかよしかめ　い　たかよし

　光太夫から聴取した内容をまとめた
ロシアの地誌・見聞録

から聴取した内容
北槎聞略北槎聞略

亀井高孝

ほく さ   ぶんりゃくほく さ   ぶんりゃく



　佐佐木信綱の魅力を、畠学芸員がナビゲートします。

　明治維新をきっかけに西洋の文化が次 と々流入した時代。西洋詩が流行し、和歌の革新を唱える声が高まる中、
この運動に参加し、多くの人々 へ和歌の普及を目指したのが石薬師町出身の佐佐木信綱でした。
　佐佐木信綱の魅力を、畠学芸員がナビゲートします。
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佐佐木信綱
明治維新150年
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和歌を革新した和歌を革新した

✿和歌を広めた信綱
　明治中期、西洋の詩に対し
て和歌の表現には限界がある
とされていましたが、信綱は西
洋詩を否定するのではなく、
雑誌『心の花』の創刊などに
よって人々 に和歌を広め、歌人
たちにはそれぞれ独自の作風を
奨励することで、表現の多様
性を確保しようとしました。
　明治は、個人の自由の確立
が求められた時代でした。和
歌においてその理想を追求した
のが、佐佐木信綱でした。

『心の花』創刊号畠　一穂
ナビゲーター
文化財課  学芸員

若かりし頃の信綱若かりし頃の信綱

生家から卯の花を望む生家から卯の花を望む

敷地内に立つ歌碑敷地内に立つ歌碑
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✿信綱を伝える
　　　　佐佐木信綱記念館

✿記念館の見どころ 所 在 地 石薬師町1707-3
利用時間 9時～16時30分
休 館 日 月曜日、第3火曜日
 （ただし休日の場合は翌日）
 年末年始（12月28日～1月4日）
入 館 料 無料

佐佐木信綱記念館

　昭和 45 年に開館した記念館は、佐佐木信
綱の生家や土蔵、石薬師文庫、資料館から
構成されています。登録有形文化財である生
家や土蔵は、明治元年に建てられたもので、
かつての東海道筋の町並みがしのばれます。
　資料館には、信綱やその門下の短冊や色紙、
掛け軸、書簡、写真などを展示しています。

　信綱を中心に創刊された雑誌が『心の花』で、
歌人たちの自由な交流を目指しました。和歌
の革新運動が収まって以降は、広い題材と深
い意義、自由で独自な作風の追求をモットーに、
個性豊かな歌人たちを世に送り出しました。
　記念館では、『心の花』創刊号や歌人たち
の系図を展示しています。信綱から始まるそ
の長い歴史を感じていただければと思います。
　また、今年度は『心の花』の創刊 120 周
年にあたります。これを記念して『心の花』
から出た歌人・川田順や柳原白蓮、前川佐美
雄らを紹介します。
　自由に独自の作風を求めた歌人たち。明治
から昭和にわたる彼らの歩みを、ぜひご覧く
ださい。

382-9031　　382-9071　　bunkazai@city.suzuka. lg . jp
今回の特集に関するご意見・ご感想は文化財課

と　　き 11月 ７日㈬～12月16日㈰
展示解説 11月17日㈯　10時30分から
 12月 8日㈯　14時30分から

～信綱と『心の花』の歌人たち～～信綱と『心の花』の歌人たち～

平成 30年 佐佐木信綱記念館特別展

（竹柏会 1918）
川田順『伎芸天』
（竹柏会 1918） （竹柏会 1915）

柳原白蓮『踏絵』
（竹柏会 1915）（竹柏会 1924）

木下利玄『一路』
（竹柏会 1924）
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展示される『心の花』歌人の歌集展示される『心の花』歌人の歌集




