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1879年 10月 のノルデンショルドの長崎来訪

演講

田 中 敏 朗 (高島高等学校 )

長崎県地学会では,ス ウェーデンのノ

周年を記念 して,昭和 54年 10月 21

高島高校の田中敏朗教諭 (次頁写真 )よ

その録音を阪目和員J理事 (長崎南高校 )

ルデンショルドによる長崎市の茂木植物化石発見 100

日に特別巡検会を現地で開催 した。その際 ,長崎県立

り当時の歴史的背景について講演 して頂いた。本稿は ,

によって文章化されたものである。 (長崎県地学会 )

かって昭和 29年頃 , α
茂本植物化石 と西浜

町の傘ぼこ"と いう題のちょっとした論文みた

いな随筆みたいなものを書 きましたが,今 日 ,

鎌田先生のお目にとまって ,何か喋れというこ

とになったわけであります。

これは出島の三学者 とよばれます ,シ ーボル

ト,ケ ンペル9ツ ンベ リーと,そ のツンベ リー

の渡来 100年記含会がありましたとき,当時

東大の先生であ りました/」 A倉謙 さん,植物学者

ですが ,こ の方から偶然にもノルデンショル ド

の航海 日誌の中の部分の英語版 ,本当はスウェ

ニデン語版ですが ,英語で 10年 ほどあとで出

た本で,そ れの長崎関係の部分を送 ってもらい

ましたので,そ れを読みながら現地 と照 らし合

せて,そ してその文を書いたわけです。それに

よって ,ち ょっとご紹介 しようと思います。

百科辞典でノルデンショル ドを弓|き ますと ,

たいがいノルデンシェル ドと書いてあ ります。

それぞれ表をつくってみますと,航海 日誌の年

号が全部ずれます。だから日本にはプルデンシ

ョル ドについてはあまりよくわかっていないの

ではないか ,た いがい書いている執筆者は地理

が多いわけで,どれが本当なのか私にも良 くlll

りませんが,航海日誌 といわれるものを中心 と

して話 しをしたい。航海日誌 といっても,日誌

が もともとあって,それを帰 ってから何年か経

って整理 しながら書いたものでありまして,現

場その ものの話ではございません。そういうこ

とで ,彼の記憶まちがいもあれば,訂正 しなけ

ればならないところもあるようであります。

ノルデンショル ドはあまり有名ではありませ

んが ,終戦後の地理の付図 といいますか ,教科

書に付随する地理の本には ,ソ ビエ トのちょう

ど北の方の西倶Jの方にノルデンショル ド海とい

う名前がついてお りました。ところが現在の地

図帳にはその名前が消えてお ります。何故かと

いうと,ソ 連の現地の名前をつかうことにな り

ソ連の名前が入 ってきたのでノルデンショル ド

という名前は忘れられてしまいました。それで

は9ノ ルデンショル ドは北極探険家 ,南極探険

家の中にどのような位置を占めるのかといいま

すと,北極点 とか南極点に到達 したということ

は,ヒ ラリーにして もアムンゼンにして もスコ

ットにして も有名なのですけれども,ノ ルデン

ショル ドというのは ,あ まりに知 られない。と

ころが彼の最も偉大な理由の一つはヨーロッパ

から北極海を経由してアジアを通 って帰 ってき

た ,北極海航路の中の北東航路を完成 した人で

す。

だからちょうど太平洋をマゼランがわたって
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地球を一周 したというのを実証 したと同じよう

に,彼は 2年 ほどかかって北東航路を完成 した

人です。そのとき乗 っていた船がヴェガ号 とい

う船であります。

1878年 6月 22日 カールスクローナという

スウェーデンのずっと南の港を出て,デンマー

クとの間のカテガ ト海峡を通 り,ノ ルウェーの

上のウィンターリングに到着 します。そこで約

1年弱お りまして ,そ れからベー リング海峡を

経て , 10月 2日 に横浜に入港 します。 2日 に

入港 してその時はじめて北極海を通って来た人

だということがわ力>り ,歓迎会を 10日 に (8

日ばか りおくれ )グ ランドで歓迎会をした り,

そのときには川村純義海軍卿が案内して歓迎会

をした りしました。

横浜に 10月 11日 までお りましてその日出

港 して神戸に寄る。神戸に寄 ったときには ,大

阪から琵琶湖に行 って琵琶湖の甲殻類とか藻類

とかを採集しました。もともとノルデンショル

ドという人はスウェーデンの国立博物館の鉱物

部長だから,今 でいえば地質学者みたいなもの

であったと思います。

横浜について 10日 ほどすると,今度ノルデ

ンショル ドが長崎にも寄るらしいという情報が

長崎にも入 ってまいりました。これは前には書

かなかったのですが ,実は昨日,こ のことがあ

ったために図書館にも少し資料がないかと思 っ

て,午後から年体をもらって行 ったら,こ うい

う記事が明治 12年 10月 13日 (月 )の 西海新聞

に偶然発見されました。その中に,記事は変で

すが ,歓迎会の準備会で 54名 が 9月 8日 大浦

の某館に集合して行われた。その主催者はアメ

リカ領事マンガム,館主 ロシア人のオラフスキ

ー,英人のグラバー, トルコ人エルソー,フ ラ

ンス人ピーナテル (商人 ),オ ランダ人ポーク

(医者 ),日 本人志賀親朋 ,中 国人永吉祥 ,

ス ウェーデン人 フイッセル ,デ ンマーク人

ペテルソン 等 10名 が役員。入港後の記事

は全くない。明治 12年 10月 21日 ノルデン

ショル ドの長崎来訪の主な理由は高島炭坑 と,

植物化石を是非見たい。

当時高島炭坑は,明治初年に佐賀藩 とグラバ

ーとの共同経営で行われてお りましたので,道

具 もイギ リスから買 ってお りますし,日 本最初

の洋式の炭坑でございますので ,相当外国にも

聞こえた炭坑であっただろうと思われる。そこ

でノルデンショル ドもどこで知 ったのか ,日 本

に寄 ったら是非高島炭坑によりたいと希望をも

って長崎にやって来たのだろうと思われます。

そこで,ノ ルデンショル ドは次の朝 と書いて

お りますが ,そ れがちょっとまちがいで,次の

日は歓迎会が行われてお ります。歓迎会のいき

さつは ,いろいろお もしろいことがあるのです

が,ノ ルデンショル ドはスウェーデン人で言葉

が長崎に住んでいる限 りの外国人の言葉はすべ

てわからない。わからない人の話を彼は延々と

聞いておくからということで ,日 本代表の志賀

親朋 というのは稲佐の庄屋の子供でございます。

現在志賀の波止といって駅の方から鉄橋が掛っ
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ていますがそれが着いた所が志賀の波止 といっ

て庄屋 さんの屋敷があったわけで,現在この志

賀親朋の墓は悟真寺の中志賀家の墓地にありま

す。この人は最初オランダ通詞をめざしてオラ

ンダ語の勉強をしてお りましたけれども,ロ シ

アの艦隊が入 って くることにな りまして急拠 ロ

シア語の勉強をして ,そ して幕末にはもう函館

あた りでロシア人 との交渉にあたった り,カ ラ

フトの中で日本 とロシアとの国境線を定める時

にこの人が通訳 として明治 4年 にロシア人 との

通訳 をし,ロ シアまで行 って帰 ってまたロシア

語の通であ りました。この人はそれから後明治

9年 まで明治政府の朝廷の明治天皇の方に仕え

て皇后陛下 ,内親王その他のロシアからの通訳

に当っておった。明治 9年 どうしたことか長崎

に帰 ってきて悠々自適のところに,こ ういう事

件にということが起るわけです。そのために彼

は大和言葉で,平安時代の言葉で祝詞をのべる。

ちょうど神主 さんの祝詞のような ものですが ,

その金文が後に
は
志賀翁一 日会談"と いう新聞

の中にのっております。ところが ちょうど当時

内海という県知事 (県令 )が上京して不在のた

め高橋 という書記官 (副知事級 )の人がお りま

す。この人が ,い ちゃもんをつけて ,大和言葉

で祝詞をするとは伺事か とい うことで文句を

つ け ると,高橋書記官という人が嫌われてい

る人 らしくて ,朝廷では,ず っとロシア語の報

告でも手紙でも大和言葉で翻訳 してさし上げる

ということになっているので一つも差支 えない

という。そういうことをや りながら高橋書記官

と大騒動を起 します。

それから,そ の時グラバーも出席 している訳

ですから,グ ラバーは当時高島炭坑を4年位で

破算 して手を引 きますけれども,そ の後高島炭

坑は鉱務省の直轄 ,国営にな りまして ,そ の後 ,

後藤象次郎に買われます。後藤象次郎 も炭坑経

営が うまくいかないので ,今 度はグラバーに個

人的に委託 しておったときがちょう度明治 10

～ 12年 にかけてです。たぶんグラバーが言っ

たのではないかと思 うのですが ,高島炭坑の化

石はどうにかしてやるから,展示会でも見なさ

いということにしたらしいのであ ります。そこ

で展示会には高島炭坑の ものもありましたでし

ょうが ,茂本の植物化石 というのが目について ,

それでは茂本に行 ってみようとなって,彼の日

誌では次の朝 ,そ れが何日になるかはっきりし

ませんが ,茂木まで出掛けてきた。茂本では茂

本の有志が出迎 えてくれたんだそうです。掘る

のは近所の子供を動員 しまして ,女の子供はす

べて赤ちゃんをからっておったのだそうです。

このあた りにやって来て,赤 ちゃんをからった

女の子 と赤ちゃんをからわない男の子が一緒に

なってその化石を掘 ったのでしょう。のちに持

って帰 って分類 してナ トホルス トに 4年 たって

から分類して もらったら 60種 ほどあったとい

うことですから,相当の量持 って帰 ったのでは

ないでしょうか。そういうことで ,こ こではイ

ンテリ的世話役は ドクトルという医者が案内し

たらしい。この本を書 くときに,こ こに来て調

べたのですが ,当時医者 というのは森玄道 さん

という人が一人いたということで ,今 降 りて来

ましたお宮の向う側の家ですが ,長大に昔 ,森

先生 という数学の大家がいらっしゃいました。

その御親戚にあたる方ですが ,その人が案内し

たのではないかという結論に達 しました。その

他ノルデンショル ドについてのいきさつは ,茂

本の役場でも茂本の古老にもわか りません。

その後 ,日 本側の代表の中にまじって長崎の

西浜町 (今佐賀銀行になっている )に雪屋 とい

うロープ屋があ りました。これは江戸時代から

ずっとつづいた長崎の旧家であ りました。代々

西浜町の傘ぼこ費用から傘ぼこ自体から全部出

すのを
は
手持ち"と いうのです。現在では,く

んちの傘ぼこを 1軒の家で費用から全部まかな

うという方はありません。丁度その年は くんち

が 11月 11日 に行われることになっていまし
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て ,そ のためもあったのでしょうか ,その志賀

親朋 という人が森栄之 という雪屋の主人の従兄

弟 くらいに当るので ,叔父の親憲 これが親朋の

お父 さんですが ,こ れを通 して何んとか ,北極

航路 をやって来た非常に偉いスウェーデン国大

博士のノルデンスキオル ドという人にサインを

してもらえないか ,丁度 くんちも出すし,英語

で西浜町 というのはカッコイイからということ

もあ りましょう,サ インをしてもらうことにな

ります。出港の前の日位の日だと思いますけれ

ど暴風雨をついて港内に停泊中のヴェガ号にた

どりついて ,絹本 (絹の布 )と 墨 とを持参しま

して西浜町 という字とOCtの 16日 ということ

とノルデンショル ドというサインをもらって帰

ってきますもこの直筆は森家か ら長崎市の方に

寄贈 されましたので ,現在市の博物館にござい

ます。それで ,そ の西浜の町の傘ぼこはその年

はどうも森栄之の日誌を見ますと使 っていない

様子です。森栄之の日誌によれば,ノ ルデンシ

ョル ドと会 ったのは 10月 10日 と書いてあり

ます。たぶん彼が使 ったのは旧暦でノルデンシ

ョル ドの使 っている方は新暦の 21日 というの

を使 ってお ります。それで書いた日付は 26日

と書いておりますから長崎を出港する日に書い

た。明日帰るからというので慌てていたという

ことを
は
志賀氏の一日会談"に は書いてお りま

す。

こうして茂本の植物化石が世界的には知 られ

るようにな りますけれども,日 本的に知 られる

ようにな りますのは ,こ れが私 も昨日知 ったの

ですが ,小川琢治 (湯川秀樹博士の父 )と いう

京都大学の先生がそのころ地質をやめて地理の

先生になっておられましたが ,彼が大正 13年

の 7月 に茂本にやって来まして,そ して調べて

淡水性の化石ばか りだから,こ れは瀬戸内海が

湖であったときの延長がここまで来ていて,こ

こに北側の自山系の火山と南の方の火山との間

に湖盆があって (そ ういう説はあったが )そ の

延長上の中に湖盆ができたのであろうという説

を唱える。長崎新聞は大正 14年 6月 茂本植物

化石 という小 さなレポー トを出しておりまして ,

こんな小川さんが言ったような立派な化石層が

あるのだから早 く文化財にしなければならんと

いうことを論説 として掲げます。大正 15年 ,

長崎史跡名所調査委員会というのがあ り,そ の

第 3集に茂本植物の写真と解説が載 ります。こ

れは長崎中学校におられました博物学の先生の

石井一太郎 さんという人がたぶん調べ られてそ

れの補佐を調査委員のこれは役人ですが内山好

郎 さんという人が書かれたことにな ります。そ

して茂本鉄道の開通によって ,こ こに鉄道を開

通するということで,さ っきフェンスを張って

ありました掘割 りができたわけです。これで茂

本まで喜 津々のあたりから鉄道を敷いてという,

そのために茂本の人たちは一生懸命ここを掘 っ

たわけですね。そのとき化石がぞくぞくと出て

まい りまして再び脚光を浴びる。それから戦争

を迎え,後 いろんな地学の勃興によって化石が

知 られる。その間矢部さん ,遠藤 さんの報告が

昭和 4年に出ておるということであります。以

上です。御清聴あ りがとうございました。
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