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はじめに
‘Since I arrived in the Netherlands, I 

have encountered many reminders 

of the long history that binds our two 

countries. One was the trading permit 

issued by the Shogun to the VOC, which 

I saw at the ceremony marking the 

start of our anniversary celebrations 

in 2008. I was deeply touched by the 

fact that the permit had been preserved 

so well and with such great care in the 

National Archives in The Hague. This 

shows how much the Dutch people 

cherish our unique historical ties. Having 

experienced a tragic episode in our 

recent history, we know how valuable our 

current cordial relations are. With this in 

mind, I look forward to celebrating this 

anniversary and to further consolidating 

and enhancing our friendship.’

「オランダに赴任して以来、しばしば日本と
オランダとの長い歴史を物語るさまざまな
ものを目にしてきました。例えば、徳川将軍
がオランダの東インド会社に与えた通商許
可証である御朱印状です。私はその現存す
る実物を、2008年に記念祝賀行事の最初
を飾る式典で目にしました。家康公の御朱
印状が、今も大変良い状態で、ハーグの国
立公文書館に保存されているという事実に
いたく感銘を受けたものです。なぜならそれ
は、オランダの人々が日本との歴史的な絆
を大切にして下さっている証だからです。そ
う遠くない過去に両国がともに経験した悲
しい出来事を考えれば、私たちは現在の心
の通い合った二国関係がいかに貴重である
かがよくわかります。ですから、私はこのたび
の日本オランダ年祝賀行事に大いに期待す
ると同時に、両国間の友好がいっそう確か
なものになるよう願っています」。

The unique nature of the friendship between Japan and Netherlands is something many will acknowledge. Friendship takes 

energy, time and investment. It involves practical issues, like exchanging knowledge, trading and visiting each other. But it also 

occasionally requires something extra, to show that you still value the friendship. That is why the two countries are celebrating 

in 2008 and 2009. For the former year marks 150 years of diplomatic relations and 2009 marks four centuries of commercial 

ties. In other words, 1609 and 1858 are important milestones in the bilateral history of our two countries. But this is not just 

about dates. We want to peep behind the scenes, at the people who contributed, directly or indirectly, to this shared history. This 

little book seeks, by looking at individuals, events and objects, to bring that history to life. It is by no means comprehensive, but 

it does give some idea of the path we have travelled together so far. And it sets the tone for our shared relationship, which might 

well last for another four hundred years!

Minoru Shibuya and Philip de Heer

Minoru Shibuya, Ambassador of 

Japan in the Netherlands

渋谷 實
駐オランダ日本大使



5

Foreword

日本とオランダとの友好関係がほかでは見られないユニークな絆で結ばれていることは、多くの方が認めるところです。友好関係にはエネル
ギーと時間と投資が求められます。例えば、知識・情報の交換、通商、相互訪問というような実際的な行動によるものです。しかし、時にはもっ
と踏みこんで、この友好関係を大切にしていることをなおもはっきりと示す必要があります。だからこそ今、両国が協力して2008年と2009年
に記念行事を行なうことにしたのです。2008年は日蘭外交関係開設150周年、そして2009年は通商関係が始まって400周年にあたるから
です。言い換えれば、1609年と1858年は日蘭史における重要な節目の年ということになります。ただし、私たちはただ年数や時代にこだわっ
ているわけではありません。私たちが注目したいのはその舞台裏であり、この二国間の歴史に直接的、間接的に貢献した人々なのです。この小
冊子が目指しているのは、さまざまな人々、出来事、物事に目を向けて、歴史に息を吹き込むことです。もちろん、すべてを網羅するようなもので
はありませんが、日本とオランダがこれまで共に歩いてきた道がどのような道程であったのか、大まかにつかんでいただけることと存じます。そ
して、それは両国が築いていく関係を方向付けるものとなり、さらに400年先も続くこととなるでしょう！

渋谷 實、フィリップ・ドゥ・ヘーア

‘Nowadays it is hard to imagine that for 

many centuries, the Japanese archipelago 

was completely isolated from the West. 

Between 1639 and 1854, the only West-

ern country that had a toehold there was 

the Netherlands. A small Dutch presence 

lived on the tiny island of Deshima. As 

the present Dutch ambassador to Japan 

I see this as having special significance. 

The grant of exclusive trading rights was 

a gesture of trust, and over the centuries 

it led to close ties between our two coun-

tries. Despite a difficult period during 

and after the Second World War, these 

ties have remained strong. I am proud of 

that, because it means something. If Ja-

pan and the Netherlands were to start a 

partnership in 2008, it would be with an 

eye to the very long term!’

「日本という島国が何世紀もの間に西洋か
ら完全に遮断していたことは、今日では想像
すら難しいことですが、1639年から1854
年まで、日本列島にかろうじて爪先をかける
ことのできた西洋の唯一の国はオランダで
した。出島という小さな島にごく少数のオラ
ンダ人が居住していたのです。駐日オランダ
大使である私の目に、これは特別意味のあ
ることとして映ります。独占的な交易権を認
められたことは信頼の証にほかならず、この
信頼ゆえにその後何世紀にもわたり、両国
が緊密な絆で結ばれることになったからで
す。第二次世界大戦の戦中・戦後という厳し
い時期もありましたが、それでも両国の絆は
しっかりと守られました。実に素晴らしいこ
とであり、私はそれを誇らしく思っています。
日本とオランダが手を組んで2008年から
始めるプロジェクトは、大変長期的な視点
に立つものとなるでしょう！」

Philip de Heer, Ambassador of the 

Kingdom of the Netherlands in Japan

フィリップ・ドゥ・ヘーア
駐日オランダ大使
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が商機を求めて東方へと出帆しました。日本にたどり着い
たのはそのうち1隻のみ。ほかの4隻はポルトガルやスペ
インの海賊に襲われて行方不明になったり、引き返さざ
るを得なくなるという運命をたどりました。ただ一隻、航
行を続けた「リーフデ（慈愛）」号も、やがて乗組員を次々
に失い、ついに1600年4月19日、大分県臼杵湾で座礁し
ました。

当時、日本は戦乱の時代でしたが、のちに初代将軍として
権力を握る徳川家康は、オランダ人たちを――とりわけ
彼らが持ち込んだ大砲を――心から歓迎しました。リーフ
デ号の船長ヤコブ・クワッケルナックと航海長ウィリアム・
アダムス、商人のヤン・ヨーステン、そして生き残った他の
オランダ人たちは、恐ろしい航海からは救われたものの、

The captain, Jacob Quaeckernaeck, his navigator 
William Adams, the merchant Jan Joosten and the 
other survivors recovered from their terrible voyage, 
but they were now without a vessel and were effec-
tively marooned. They made the best of their new 
lives, acting as advisors to the Shogun on foreign 
relations, navigation and shipbuilding. They married 
Japanese women, settled into Japanese society 
and thus smoothed the way for a lasting and stable 
friendship between Japan and the Netherlands that 
still exists today. 

1600年 - すべては「リーフデ（慈愛）」から
時は1598年、場所はロッテルダム港。5隻のオランダ船

1600 – It all started with Charity
The year is 1598, the place is the port of Rotter-
dam. Five Dutch vessels set sail for the East on a 
trading voyage. Only one was to reach Japan. All 
the others were either lost, taken by Portuguese 
or Spanish pirates, or simply forced to turn back 
halfway. The remaining vessel was called Liefde 
(Charity) and it ultimately ran aground in Usuki Bay 
on 19 April 1600, manned by a decimated crew.

A state of civil war was raging in Japan at the 
time, and Tokugawa Ieyasu, who was later to gain 
power as the first Shogun, welcomed the Dutch – or 
more particularly their cannons – with open arms. 
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presenting gifts. And thus it was that the agreement 
was signed on 25 July 1609 (date of the Japanese 
calendar), making Puyck and van den Broeck the 
Netherlands’ first official envoys, and establishing 
the first trading post in Japan. In the years that 
followed, the hamlet of Hirado would be the VOC’s 
Japanese base.

1609年 - 通商許可
臼杵湾の座礁から9年が経とうとする頃、こうしたオラン
ダ人たちの忍耐がようやく報われました。1609年、家康
が1605年に交易を許可するためにオランダへ送った朱
印状が、4年の長旅を経て江戸に戻って来たのです。朱印
状は、当時オランダ連邦共和国の総督であったオラニエ

Stadholder Prince Maurits and then sent back with 
the fleet of Admiral Pieter Willemsz Verhoeven. The 
fleet had sailed in 1607 with strict instructions to 
deliver the Prince’s letter to the Shogun. It was not 
until 1609 that the Red Lion with Arrows and the 
Griffin finally dropped anchor at the peaceful fishing 
village of Hirado, where VOC agents Nicolaes Puyck 
and Abraham van den Broeck were met by one of 
the survivors of the Charity, Melchior van Santvoort. 
He was at home in Japanese society, conversant 
with its customs and spoke fluent Japanese. He 
was given permission to travel to to travel to former 
Shogun Ieyasu, then residing in Sunpu in Shizuoka. 
Of course, this official visit was also an occasion for 

船を失い、孤島に取り残されたも同然の身となりました。
彼らは新しい生活に適応しようと精一杯努力し、海外事
情や航海術、造船術について幕府へ助言を与えました。
日本人の女性と結婚し、日本の社会に腰を落ち着け、今
日まで続く日本とオランダ両国間の長く安定した友好関
係の下地を作ったのです。

1609 – Trade Permit 
It was not until nine years had passed, in 1609, that 
the patience of the Dutch was rewarded. It took four 
years for the Trade Permit, which Ieyasu had issued 
in 1605 to Captain Quaeckernaeck and which was 
taken back to the Netherlands, to make the long 
journey back to Edo. It first had to be signed by 

用化された例は日本の各地に見られる。例えば、神
戸港と大阪港の設計はおおむねオランダ人による
もので、東京の水利システムの起源もまたオランダ
である。 

将軍の顧問として
漂着したリーフデ号の船員たちは、ヤン・ヨーステン

（次頁参照）のように、日本の事物に影響を与えた
多くのオランダ人の先駆けとなった。
オランダ人の持つ専門的な知識や工学技術が実

Consultants of the shogun

The shipwrecked mariners from the Charity, 

of which Jan Joosten (see monument at Tokyo 

station, p10) was one, were the first of many 

Dutchmen to influence Japanese affairs. 

Instances of Dutch know-

how and engineering can 

be found all over Japan. 

The ports of Kobe and 

Osaka, for instance, were 

largely designed by the 

Dutch, and Tokyo’s water 

management system is 

also of Dutch origin. 
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‘Inside, the house was adorned with gold, 
silver, pearls and jade. The warehouse was 
built of cut stone... its appearance of beauty 
was overwhelming and passers-by would be 
wide-eyed seeing all this’.

This splendour was not destined to last very long, 
because the Shogun, seeking to keep Christianity 
at bay, outlawed any reference to the religion. The 
date on the façade – given according to the Chris-
tian calendar – was sufficient reason to order the 
building’s destruction.

ポイクとファン・デン・ブルックが初めてオランダからの公
式な外交使節として認められると同時に、日本に最初の
商館が設けられました。その後、平戸の小さな漁村がオラ
ンダ東インド会社の日本における拠点となりました。

1609-1641 – Hirado 
In 1609 Hirado was a tiny port on an island off the 
west coast of Kyushu, about 100 kilometres north 
of Nagasaki. Accounts of the Dutch trading post 
speak of large complexes of buildings, and of four 
houses with plaster walls and Japanese woven mats 
inside. In 1640 a Japanese observer described the 
new building as follows: 

公マウリッツが署名したのち、日本に送り返すべくピータ
ー・ヴィレムス・フェルホーフェン提督の船団に託されまし
た。船団はオラニエ公の親書を将軍に手渡すようにとの
厳命を受けて1607年に出航しました。2隻の「矢を持っ
た赤獅子」号と「グリフィン」号がようやく平戸ののどかな
漁港に錨を下ろしたのが1609年、オランダ東インド会社
の特使、ニコラス・ポイクとアブラハム・ファン・デン・ブル
ックは、リーフデ号の乗組員だったメルキオール・ファン・
サントフォールトとこの船上で出会いました。サントフォー
ルトは日本の社会と習慣に精通し、流暢な日本語を話し
ました。彼はオラニエ公の親書を渡すために、二人の外国
人を連れて江戸の将軍に会いに行くことを許されました。
この公式訪問は、将軍に贈り物を献上する機会でもあり
ました。こうして和暦1609年7月25日に協定が結ばれ、

Ieyasu 
Ieyasu issued four Trade Permits, one of which 

has been preserved. He also wrote to Prince 

Maurits: “… we shall gladly permit your trad-
ers to stay in this country to set up trading 
posts. Your ships may anchor in any harbour. 
Let us from now on deepen our friendship even 
more.”

徳川家康
家康は4通の朱印状を発行したが、そのうちの1通
が現存する。家康はまたオラニエ公マウリッツに以
下の内容を書き送っている。「貴国の商人がこの国
に商館を開設することを喜んで許可する。貴国の船
はどの港にも錨を下ろすことができる。今後、両国
の友好をいっそう深めていこう」。

ある「八重洲」の 一帯は、屋敷があった彼の名前
に由来し、八重洲は「ヤヨース」がなまったものであ
る。東京駅はアムステルダム中央駅を模して造られ
たという説もある。事実かどうかは別として、両駅に
は似ている点が多く、2006年に姉妹駅となった。

Jan Joosten

The fact that a monument to Jan Joosten 

can be seen outside Tokyo Station on Yaesu  

Avenue (see p9) shows how much this sea-

farer is still connected with the city. He even 

had an entire neighbourhood named after him: 

‘Yaesu’ (Yaesu being a Japanese approximation 

of his name). It is claimed that Tokyo Station 

was modelled on Amsterdam Central Station. 

Whether or not this is true, there is a strong 

resemblance between the two, and they have 

been partner stations now for some years 

ヤン・ヨーステン 
東京駅近くの八重洲通りにヤン・ヨーステン像が
設置されていることは、今なおこの船乗りが東京と
の強い結び付きを持つことを示している。東京駅が

Jan Joosten at Tokyo Station - 東京駅のヤン・ヨーステン像
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Gold. They were there mainly as representatives of 
a company, the VOC, which employed people of 
different nationalities. So the commercially-minded 
Dutch were allowed to remain, while the Spanish 
and Portuguese were told never to return to Japan. 
But the Dutch were still under some suspicion. In 
order to keep a better eye on them, they were 
transferred from Hirado, the old Dutch trading post, 
to the island of Deshima off the coast of Nagasaki. 
For over two centuries, the ‘Dutch base’ or ‘Oranda 
yashiki’, with its fluttering tricolour, would form Ja-
pan’s only contact with the West.

破壊の命令を受けることになりました」。

1639 – Isolation and Deshima
Hostility to Christianity was growing, and the Japa-
nese were increasingly resisting Western influences. 
Most European merchants were Christians. That 
was why the Portuguese merchants were banished 
from their closely-watched trading post in Nagasaki 
in 1639. A period of isolation, known as sakoku, 
began. The Dutch were the only Westerners allowed 
to stay. This was on account of their pragmatic 
approach: whereas the motto of the Spanish and 
Portuguese was God, Gold and Glory, the Dutch 
were not so much interested in God or Glory as in 

1609 – 1641年 - 平戸 
1609年、長崎の北100キロメートルに位置する平戸は、
九州西岸の島にある小さな港でした。オランダ商館の記
録によると、そこには複数の建物から成る大きな複合施
設が設けられ、そのうち4軒が漆喰の壁で、畳敷きの家
屋がありました。1640年、ある日本人がオランダのこの
新しい建物を次のように形容しています。「この家の内部
は金、銀、真珠そして翡翠で飾られていた。倉庫は石造り
で……その外観はじつに美しく、見る者を圧倒するほど
で、通りがかりの人々が目を丸くすることは間違いない」。
しかし、この壮麗な建物の運命ははかないものでした。キ
リスト教の伝播を食い止めようとした将軍が、キリスト教
に由来のある事物を一切禁止したからです。建物の正面
に年号――キリスト教の暦年――が刻まれていたため、

the world’s fIrst multInatIonal 
The Netherlands is not a big country, yet it 

brought forth the world’s first multinational – 

the Dutch East India Company (VOC), and is 

the world’s eighth biggest exporter. What is the 

connection? The VOC was the first company to 

issue shares, in order to equip its fleets. For 

a long time it was also the largest company 

in the West to do business with Asia. With en-

trepreneurship like this going back to 1602, it 

is hardly surprising that the Netherlands, with 

only 0.3% of the world’s population and around 

1/3500th of the world’s surface, should be so 

active globally, with multinationals making their 

mark in foodstuffs (Unilever, Heineken), serv-

ices (ING, Randstad) and consumer electronics 

(Philips).
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still looked to China, as they had done for over a 
thousand years. It was hard for them to conceive 
that the red-haired barbarians, who had only come 
to make money, were educated in their own way. 
A very modest start was made in 1649, when 
the VOC doctor Caspar Schamberger cured a 
patient’s gout. As luck would have it, this was no 
ordinary patient, but Inaba Masanori, the daimyo of 
Odawara and governor of Mino. In later years, the 
governor of Nagasaki began to order Dutch books 
on anatomy and botany. The skills of doctors who 
followed, and Dutch translations of books like Pinax 
microcosmographicus by Johann Remmelin did the 
rest. “Red-haired medicine”, with amputation and 

れ、スペイン人とポルトガル人は日本への再訪を禁じられ
ました。とはいえ、オランダ人にまったく疑惑の目が向け
られなかったわけではありません。彼らを厳重な監視下
に置くため、オランダ人は平戸から、ポルトガル人を収容
するために長崎の海岸に築造された出島へ移転すること
になりました。以後2世紀にわたり、このオランダ人の拠
点、三色旗をはためかせた「オランダ屋敷」が、日本にとっ
て唯一の西洋への窓口となったのです。

1649 – More than trade 
Despite the gradually increasing popularity of the 
Dutch and their exotic customs – as emerged 
from their reception on the route from Nagasaki 
to Edo – in the 17th century, the Japanese elite 

1639年 - 鎖国と出島
キリスト教への敵意はさらに増大し、日本は次第に西洋
の影響を拒むようになりました。西洋の商人は大半がキ
リスト教徒だったため、ポルトガルの商人たちは長崎の商
館でも厳重な見張りを受け、1639年には国外退去とな
ります。鎖国と呼ばれる孤立化の時代が始まったのです。
西洋人の中では、唯一オランダ人だけが日本に留まるこ
とを許されました。これはオランダ人の実用主義的な考
え方のおかげでした。スペイン人とポルトガル人が「神、
金、栄光」に価値を置いていたのに対し、オランダ人は神
や栄光に対しては金ほどの関心を寄せませんでした。日
本に居住したオランダ人たちは、主にオランダ東インド会
社の駐在員であり、さまざまな国籍を有しました。商売一
筋だったオランダ人は、西洋人として唯一居住を認めら

平戸
当時の平戸の様子を描いたものは希少である。今
日の平戸はオランダ時代をしのぶことのできる観
光地となっている。オランダ商館は港への入口にあ
る丘の麓にあり、石壁で補強された波止場地帯の
角にはオランダの三色旗が高 と々掲げられていた。
その裏手には、くねくねと斜面を登る階段が高台の
監視所へと続いた。この「オランダ坂」、別名「オラン
ダ石畳」は現在も残っている。近くには「オランダ井
戸」も残っており、井戸のまわりに巡らされた石壁
には本物のオランダ製レンガも積まれていた。船の
バラストとして運ばれたものである。

hIrado

Very few images of Hirado have been pre-

served. Present-day Hirado has tourist sites 

that recall the Dutch period. The Dutch trading 

post lay at the foot of the hill at the entrance 

to the harbour. On the corner of the quayside, 

reinforced with high stone walls, the Dutch flag 

proudly waved. Behind it, steps wound up the 

hill to a higher building, an observation post. 

This ‘Dutch stairway’ or ‘Oranda Ishidatami’ still 

survives. The same applies to the ‘Dutch well’, 

close by, and the surrounding walls of piled 

stones and masonry, incorporating genuine 

Dutch bricks. These were transported in ships 

as ballast.

世界初の多国籍企業
オランダは小国でありながら世界初の多国籍
企業――オランダ東インド会社――を創設し
た国であり、世界で8番目に大きな輸出国で
ある。この点のつながりは？　オランダ東イン
ド会社は船団を整えるために世界で初めて株
式を発行した会社である。同社はまた、長年に
わたりアジアで事業を展開する西洋で最大の
会社でもあった。このような起業家活動の起
源が1602年にさかのぼることを考えれば、世
界全体のわずか0.3%の人口と3500分の1の
面積しか持たないオランダが、世界をまたに
かけ、オランダの多国籍企業が食料品（ユニリ
ーバ、ハイネケン）、サービス（ING、ランスタッ
ド）、家庭用電化製品（フィリップス）の各業界
で活躍しているのもうなずける。
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のようなオランダ語書物の和訳が紹介されるに至り、変
化は決定的となりました。切断手術や瀉血を顕著な特徴
とする「紅毛医術」が、日本とオランダとの知識交流の土
台を作りました。それからの数十年間で日本人は、オラン
ダ（もしくは西欧）について学ぶことは、自国の伝統を脅か
すのではなく、むしろ高めうることに気がついたのです。フ
ランス人やドイツ人の学者たちが著した書物のオランダ
語訳が日本にもたらされるようになります。こうして長い
年月の間に、西洋への窓口としてのオランダの役割は一
層大きくなりました。長崎と出島を結ぶ橋は、単なる物理
的な構造物から、もっと象徴的な、新しい知識の世界へつ
なぐ掛け橋へとその性格を変化させていきました。

1649年 - 交易を超えた交流
長崎から江戸への往来により、17世紀にはオランダ人と
その風変わりな風俗に対する人気が次第に高まりまし
た。しかし、日本人エリート層の目は、それまでの千年以
上と変わらず、中国に向けられたままでした。彼らにして
みれば、単に金儲けにやって来た紅毛の野蛮人がそれな
りの教育を受けていることなど思いも寄らなかったので
す。ところが1649年、東インド会社医師のカスパル・シャ
ムベルゲルが患者の痛風を治したことをきっかけに、少し
ずつ変化が見られ始めます。運のいいことに、この患者は
相模国小田原藩主で老中の稲葉美濃守正則だったので
す。のちに、長崎奉行は解剖学や植物学に関するオランダ
の書籍を取り寄せるようになります。医者たちの腕の良さ
がこれを後押しし、ヨハン・レメリンの著書『小宇宙の鏡』

blood-letting as rather gruesome but fascinating 
features, formed the basis of knowledge exchange 
between Japan and the Netherlands. In the decades 
that followed, the Japanese came to realise that 
Dutch (or European) learning could be seen as en-
hancing rather than threatening their own traditions. 
Dutch translations of works by French and German 
scholars found their way to Japan. Thus, over the 
years, the Netherlands’ role as the window on the 
Western world grew. The bridge between Nagasaki 
and Deshima was transformed from a purely physi-
cal structure to something much more symbolic – a 
connection with a new world of knowledge. 

without a special permit. The entire island was 

surrounded by a stone wall to prevent people 

from escaping, and fell under the supervision 

of the central authorities in Edo, rather than of 

the Nagasaki local authorities.

the sights of Nagasaki, probably because it led 

to something satisfyingly mysterious. No wom-

en were allowed on the island (with the excep-

tion of courtesans), unofficial contacts were 

forbidden, and no one was allowed on or off 

lIttle Island

Deshima was no more than a tiny speck of land, 

no bigger than Dam Square in Amsterdam (in-

cluding the Palace): measuring 650 Rhineland 

feet (one Rhineland foot, or half ell, being equiv-

alent to 12.39 inches) along 

its southern edge, 550 along 

its northern edge and 220 feet 

across. Its total surface area 

was around 15,395 square 

metres. Contact with the local 

population was very strictly 

regulated and monitored by 

Japanese guards, who kept 

a close eye on the bridge be-

tween Nagasaki and Deshima. 

In fact, the bridge was one of 
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formal encounters also provided opportunities for 
the exchange of knowledge. The Japanese and the 
Dutch picked up information about each other’s 
languages, traditions and customs, and wanted to 
learn more. Although this ran counter to the Sho-
gun’s policy, it was an unstoppable process. The 
Dutch were received with interest in the villages 
they passed through and in Edo itself, and the de-
mand for knowledge from the West could not be 
assuaged. More and more Japanese people began 
to learn Dutch, so as to have access to translated 
books on science, technology and culture.

to receive anyone other than members of the high-
est military caste: the daimyo or feudal lord. For the 
duration of the visit, therefore, the chief factor was 
accorded the status of daimyo. He was borne in 
a palanquin, followed by his retinue on horseback. 
During the stay in Edo, he lodged for two to three 
weeks in Nagasaki-ya in Nihonbashi, a residence 
made specially available to the visitors. After this 
short stay, the party began the return journey. De-
spite being such a long affair, the entire trip was 
seen as a welcome diversion from the monotonous 
life on Deshima.

Besides being good for diplomatic relations, these 

The journey to Edo (Edo sanpu)
Besides maintaining informal contacts in Nagasaki, 
the Dutch were authorised to leave the walls of their 
own island once a year, to pay a formal visit to the 
court in the distant capital of Edo – a journey that 
took many weeks to complete. It was largely a cer-
emonial occasion on which the opperhoofd (chief 
factor), who was in charge of the Deshima trading 
post for a year at a time, would thank the Shogun 
for permitting trade to continue, pay his respects 
and offer gifts. It was also significant in a diplomatic 
sense, because although the VOC had authorised 
the Chief Factor to sign agreements and maintain 
diplomatic relations, the Shogun was not permitted 

dutCh Images

In 1641, the populations on each side of the 

bridge were still complete strangers to one an-

other, and this is plain from the way in which the 

Japanese assiduously documented everything 

to do with the Dutch. Surviving prints show their 

fascination: stereotypical images of weirdly 

dressed, gluttonous, red-haired barbarians.

紅毛人像
1641年の時点では、橋に隔てられた出島内外の
人々は、互いに全く見知らぬ者同士であった。これ
については、オランダ人に関することを何から何ま
で書き付けた日本人の記録からも明らかである。
現存する版画には、“奇妙な服、大食漢、紅毛の野
蛮人”像が描かれ、日本人が驚きつつも興味を引か
れた様子が伺われる。

小さな島
出島は、アムステルダムのダム広場ほどの広さ（王
宮を含む）しかない小さな一郭だった。島の南側は
全長650ラインラント・フィート（1ラインラント・フ
ィートは2分の1エル、12.39インチ、約31.5センチ
メートルに当たる）、北側は全長550ラインラント・
フィート、南北が220ラインラント・フィートで、総
面積は約1万5395平方メートルだった。一般市民
との接触は大変厳しく制限され、日本人の番人が
長崎と出島を結ぶ橋に監視の目を光らせていた。
謎に包まれたところが人々の好奇をそそったから
か、この橋は長崎の名所であった。女性は（遊女を
除き）出島に渡ることが許されず、非公式な接触は
禁止され、特別許可を持たない者は出島への出入
りができなかった。島全体が、逃亡を防ぐための石
壁でぐるりと囲まれ、江戸幕府の直轄下にあった。 

© Rijksmuseum Amsterdam
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られ、日本人の西洋の知識に対する強い要求は満たされ
ることがありませんでした。オランダ語を習い、科学や技
術、文化に関する翻訳書に手を伸ばそうとする日本人が
ますます増えていきました。

Trade
The activity of trading, which had been the point 
of it all, contrasted sharply with the mind-numbing 
tedium of everyday life. Confined within the walls of 
Deshima, the Dutch were condemned to a routine in 
which each day was identical to the previous one. It 
was a continual wait for the moment when the first 
thunderous salutes echoed from the ships sailing in 
from Batavia – the signal for manic activity.

随行者たちが続きました。江戸での宿泊先には、この一行
のために日本橋の長崎屋が特別に用意されました。ここ
に2、3週間ほど滞在したのち、一行は帰途につきました。
大がかりで膨大な時間のかかる旅であったにもかかわら
ず、江戸参府は出島での単調な暮らしに変化を与える息
抜きとして歓迎されました。

このような交流が外交関係に役立つのはもちろんのこ
と、二国における情報交換の機会をもたらしました。日本
人とオランダ人は、それぞれ互いの言語、伝統、風習につ
いての情報を収集し、一層多くの知識を求めました。これ
は将軍の政策に反するものだったとはいえ、もはや止める
ことのできない進展でした。長旅の途中で訪れた村々や
江戸の市中では、オランダ人は大きな関心を持って迎え

江戸への旅
長崎で日本人との非公式な接触を続ける中、オランダ人
は年に一度この出島から外へ出ることを許されました。は
るかかなたの江戸まで何週間もかけて幕府を公式訪問
するのです。訪問の目的は儀礼的なもので、一年ごとに交
替する出島の商館長が、交易の継続許可を将軍に謝し、
敬意を表するとともに貢物を献上するというものでした。
この江戸参府はまた、外交上意義のあるものでした。それ
というのも、商館長は協定書に調印し、外交関係を維持
する権限をオランダ東インド会社から認められていまし
たが、日本側で将軍への謁見を許されていたのは直属家
臣の大名や旗本だけだったのです。そのため江戸参府の
期間のみ、オランダ人商館長には大名の地位が与えられ
ました。商館長は駕籠に乗せられ、その後ろに馬に乗った

許され、見たことをことごとく記録した。彼の手にな
るこの版画から参府行列の長さと正装した一行の
様子がわかる。江戸参府は当初１年に１度行われ

たが、1790年以降
は4年に1度に減ら
された。理由は莫大
な費用（2万ライク
スダールダー）がか
かるからで、約60人

（商館長、事務官、
医者、助手、通訳、
役人）が90日かけて
2000キロの旅をす
ることを考えれば驚
くような金額ではな
い。

江戸参府
1690年から1692年に出島に滞在した医師のエ
ンゲルベルト・ケンペルは、2度の江戸参府随行を

Journey to the shogun 
This engraving by Engelbert Kaempfer, the 

doctor on Deshima from 1690 to 1692, who 

was allowed to undertake the journey to the 

Shogun on two occasions and who recorded 

everything he saw, shows the length of the pro-

cession and its panoply. 

The journey initially took place once a year, 

but from 1790 the frequency was reduced to 

once every four years, because of its huge ex-

pense – 20,000 rijksdaalders – hardly surpris-

ing when one considers that it involved around 

60 people (Chief Factor, secretary, doctor, as-

sistants, interpreters, officials) travelling a dis-

tance of 2000 km over a ninety-day period.
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Although Deshima has now been swallowed 
up by the modern city of Nagasaki, in 1641 
it was an artificial and closely-monitored little 
island near the coast.

Its name literally meant ‘the sticking out is-
land’, and it was constructed in the shape of 
a fan. Legend has it that this was the wish of 
the Shogun. When he was asked what shape 
the island was to be given, he simply opened 
his fan by way of answer.

In the two centuries that followed, the Dutch 
led a strictly regulated existence, but could 
do little to protest. Once they did travel to Edo 
in an attempt to register an official complaint. 
They tried to persuade the Shogun that the 
curtailment of their liberty on Deshima con-
flicted with the ‘freedom of trade’ promised in 
the trade permit issued by Tokugawa Ieyasu, 
but to no avail. The authorities in Edo inter-
preted ‘free trade’ as the ‘freedom’ to come 
to Japan and trade there, as long as the 
local laws were respected. And if the Dutch 
did not like this, they were free to leave. But 

they stayed. Apparently there were sufficient 
reasons to stay.

Gradually the strict regime relaxed as the 
Dutch had hoped. Right from the beginning, 
they had been allowed to visit Japanese 
women in the Maruyama district, where the 
brothels were to be found – though they did 
need a permit, and had to go under escort. 
The women classified as Oranda-yuki (des-
tined for the Dutch) formed a separate group. 
They had regular customers with whom they 
sometimes had long-term relationships, and 
some could even speak a little Dutch. Initially, 
such women had only been allowed on Deshi-
ma for brief visits, but gradually they were 
allowed to stay for longer periods, in some 
cases semi-permanently. Children naturally 
resulted from these relationships, and thus 
the Japanese and Dutch worlds wove their 
own, informal web of connections. 

出島は今でこそ近代的な長崎市の一部となって
いますが、1641年には湾沿いにある小さな人工
の島に過ぎず、幕府の監視下にありました。

また、出島という名が示す通り「突き出た島」で、
扇形に造られました。これは将軍の意向によるも
のだそうで、伝えられるところによれば、島をどう
いう形にするかお伺いを立てたところ、将軍はた
だ扇を開いてみせたということです。

それから2世紀にわたり、オランダ人は日本に居
住を許されながらも厳しい制約を受けました。し
かし、抗議はほとんどできませんでした。そこで江
戸への参府の折、公式に苦情を申し立てようとし
たことがありました。オランダ人たちは、出島での
不自由な制限が徳川家康の発行した朱印状にあ
る「交易の自由」に反すると将軍に直訴を試みま
した。しかし、結局は認められませんでした。江戸
幕府は「自由貿易」という言葉を、日本の法令を遵
守することを条件に、「日本に来航して交易をする
自由」と解釈したのです。それが気に入らないので
あれば日本を出て行ってよいという回答を突きつ
けました。それでもオランダ人たちは日本を去り
ませんでした。明らかに、留まるだけの理由があっ
たのです。

とはいえ、厳格な体制は、オランダ人が望んでい
たように徐々に緩み始めました。当初からオラン
ダ人は、許可を得て付き添い人を伴えば、娼家が

建ち並ぶ丸山地区に出入りを認
められていました。遊女たちの中
には「オランダ行き」と呼ばれる
特定の女たちがおり、決まった
客を相手に長年付き合う者もい
て、多少のオランダ語を話す者
もいました。遊女たちの訪問は、
最初は出島での短いものでした
が、次第に長期間の滞在が認め
られるようになり、ほとんど定住
に近い者も現われました。自然
の成り行きで子どもが生まれ、
日本とオランダは互いの世界を
織り込んだ独自で非公式なつな
がりを作り上げていきました。

1641 - Deshima  出島

© Rijksmuseum Amsterdam
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帆船が水先案内を受けて入港する間に、何から何まで準
備を整えなければなりません。そして、日本側のさまざま
な検査に備え、出島は押し合いへし合いの混雑の場とな
りました。船が錨を下ろすやいなや検査が始まります。聖
書を隠さなければなりません。武器と弾薬は没収されま
した。徹底的な検査を経たのちに、ようやく積み荷をボー
トで運び、陸に揚げることができました。 

それからようやく貿易業務が始まります。商品の計測、包
装、搬送が行なわれました。これは3カ月がかりの大仕事
でした。やがて帆船は任期を終えた商館長を乗せ、バタビ
アに向かって出航します。そして、出島には再び眠気を誘
うような、何もない日常の繰り返しが戻るのです。

to complete. The vessel then set sail for Batavia, 
taking with it the departing chief factor. Daily life 
could resume its uneventful routine. 

交易 
そもそも最大の目的である交易活動は、感覚が麻痺して
しまうほどの日常の退屈さとは好対照を成していました。
出島の壁内に閉じこめられたオランダ人たちは、来る日も
来る日も前日とまったく変わらない日課を強いられてい
ました。ただひたすら耐え続けていると、ある日、バタビア 

（ジャカルタ）から寄港した帆船が彼らの待ちわびた礼
砲を轟かせます。それは熱狂の渦に巻き込まれるような
活動開始の合図でした。

Everything had to be made ready as the ships were 
piloted into the harbour; from then on Deshima was 
the scene of hustle and bustle in anticipation of ex-
tensive checks by the Japanese. (cont. p18)

As soon as the ship dropped anchor, these checks 
began. Bibles had to be hidden away, arms and 
ammunition were confiscated; only after a thorough 
search could the cargo be rowed ashore, to be un-
loaded at the water gate.

It was only then that the business of trading began: 
goods were weighed, measured, packaged and 
carted off – a mammoth job that took three months 

great saIlIng shIps

The image of those great sailing ships enter-

ing the bay made a deep impression on the 

local inhabitants of Nagasaki, and were the 

subject of a great many prints. Brightly deco-

rated, alien, immense and powerful, the ships 

were a visual metaphor for all that was Dutch, 

and their images (in varying price catego-

ries) were hugely popular. Even the advent of 

steamships in the 19th century could not un-

dermine the enduring appeal of tall ships, and 

pictures of such vessels remained popular for 

many years

大型帆船
大型帆船が湾に入ってくる様子は、長崎の住民た
ちに深い感銘を与え、多くのすばらしい図絵の被

に約60キロの銅）、人夫が倉庫まで運んだ。そのほ
かにも織物（インドのプリント綿布やヨーロッパの
毛織物など）、木材、象牙などが取引された。

Copper 
Copper was the main export, sugar one of 

the main imports. The copper was delivered 

from the Japanese mines in the form of small 

bars weighing around 300 grams. On arrival 

in Deshima it was weighed, packed in chests 

(around 60 kilos of copper per chest), lugged 

away by coolies and stored in a warehouse. 

Other products were also traded: textiles (such 

as printed cotton from India and woollen fab-

rics from Europe), wood and ivory.

銅
銅は主要な輸出品、砂糖は主要な輸入品目のひ
とつだった。銅は日本各地の鉱山で採掘され、重
さ300グラム程度の小さな棒状にして運ばれた。 
出島に到着した銅は計量後、大箱に収められ（1箱
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tricolour still flew. But Dutch vessels were no longer 
allowed to sail to Deshima, so there was little to do. 
Doeff spent his free time compiling the first ever Japa-
nese-Dutch dictionary and writing Japanese haiku. 

ヨーロッパにおける変化
1808年
ヨーロッパではフランスが覇権を握り、オランダ連邦共
和国はナポレオンによって併合されていました。当時の出
島の商館長はヘンドリック・ドゥーフで、フランス支配のこ
の時代に、オランダの三色旗が翻っていたのは世界中で
唯一この小さな島だけでした。しかし、本国の船は出島へ
の寄港を禁じられてしまい、そのためドゥーフは、手すさ
びに初めての蘭和辞書を編纂し、俳句を物しました。

に耕作地が確保され、じゃがいも（19世紀初め）をはじ
め、野菜や果物が栽培されました。日本人の料理人もこう
した食材を徐々に取り入れるようになります。タマネギ、
キャベツ、イチゴは、出島の畑から日本の台所に入りまし
た。ビールやコーヒーを日本に紹介したのもオランダ人で
した。

Changes in Europe 
1808 
In Europe, it was the age of French hegemony and 
the Republic of the Netherlands had been annexed 
by Napoleon. Hendrik Doeff was the chief factor on 
Deshima, and during the years of French rule, that little 
island was the only place in the world where the Dutch 

Dutch food
Cut off from the mainland, the Dutch community had 
to provide its own food. Space was found on the 
tiny island for gardens in which fruit and vegetables 
were grown, including (as of the early 19th century) 
potatoes. Japanese cooks gradually adopted some 
of these foodstuffs. Onions, cabbage and strawber-
ries entered Japanese kitchens through the gardens 
on Deshima. The Dutch also introduced beer and 
coffee to Japan.

オランダの食べ物 
本国から切り離されたオランダ人のコミュニティーは、独
自に食料を調達しなければなりませんでした。小さな島

写体として描かれた。鮮
やかな色彩が施された外
国の強大な帆船のイメー
ジは、そのままオランダを
表わす視覚的な象徴であ
り、それらの図絵は（値段
もさまざまだったが）大人
気を博した。19世紀に入
り蒸気船が到来してから
も、大型帆船の持つ揺る
ぎない魅力は薄れること
がなく、そのような船舶を
描いた絵はその後も長年
人気の的であった。
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Cock Blomhoff brought his wife and son with him 
to Deshima, in flagrant disregard of the regulations. 
The Japanese were fascinated. Though they were 
only there for five weeks before the Shogun ordered 
them to leave the country, Titia and little Johannes 
caused quite a stir. The few artists who were al-
lowed on Deshima produced picture after picture of 
Titia and Johannes, the wet nurse and the slave girl 
accompanying them. Years later, the prints were 
still being produced, showing Titia in various poses 
and situations: with the wet nurse, turning to drink, 
sunk in misery, with her little son.

Titia remained the defining image of Western women 

、そしてイギリス、フランスとの競争に対処しきれなかった
のが原因です。1798年、オランダ東インド会社は解散し、
その負債と資産はオランダ連邦共和国に引き継がれまし
た。1815年以降、ネーデルランド連合王国が樹立し、出
島のオランダ人たちは新国王ヴィレム一世の支配下に置
かれました。

1817
Pioneering women in Japan
While the Japanese got fairly used to the sight of 
Western men after many decades, Western women 
remained a complete mistery, since the Japanese 
authorities did not allow women on Deshima. The 
mystery lasted until 1817, when chief factor Jan 

1815
The VOC’s trade had been dropping off since the 
middle of the 18th century. The company could not 
cope with war, corruption (in the form of private 
trade) and British and French competition. In 1798 
the VOC had ceased to exist, and its debts and as-
sets passed to the Republic. From 1815, with the 
advent of the monarchy, the Dutchmen on Deshima 
came under the responsibility of the Dutch govern-
ment, under the new King Willem I.

1815年
18世紀半ばから、オランダ東インド会社の貿易事業は悪
化の一途をたどっていました。戦争と腐敗（私的な取引）

の人気が絶頂を迎える頃には、商品に箔を付ける
ために「オランダ」もしくは「オランダ渡り」と冠する
名称さえ用いられた。

the weather 
When they were not tending crops that would 

become staples in Japan, the Dutch on Deshi-

ma were keeping an eye on the weather. Using 

Western meteorological instruments, they kept 

very accurate records of the weather and the 

height of Dutch popularity, the prefix ‘Oranda’ 

or ‘Oranda-watari’ (from the Netherlands) was 

even used to give a product extra cachet.

蘭学
蘭学（拡大解釈しての「西洋の知識」）は今も現代
日本に概念として存在する。蘭学は医学として始ま
り、この新しい学問に触れるためのオランダ語習
得をも意味した。結果としてオランダ語は「東洋の
ラテン語」と呼ばれた。のちに蘭学には動植物の研
究、化学、物理、天文学も含まれるようになった。十
九世紀の図には、江戸参府の折に実演された静電
起電機が描かれている。今日の日本にもオランダか
ら受けた影響の名残を見ることができる。医学、化
学、農業、造船などの分野で使われる約350語の
用語はオランダ語を語源とし、そのうち半数は今も
常用されている。江戸時代後期にかけて、オランダ

dutCh studIes

Rangaku or Dutch Studies (by extension ‘West-

ern knowledge’) is still a concept in modern-

day Japan. It began with medical science and 

involved learning Dutch to get access to this 

new learning. Dutch was consequently dubbed 

the “Latin of the East”. In later years, rangaku 

expanded to embrace the study of fauna and 

flora, chemistry, physics and astronomy. Illus-

trations from the 19th century show an elec-

trostatic generator being demonstrated on a 

court journey to the Shogun. Even in today’s 

Japan, Dutch influence can still be traced. 

Around 350 words in the field of medicine, 

chemistry, agriculture and shipbuilding were 

adopted from Dutch, and half are still in regular 

use. Towards the end of the Edo period, at the 
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「オランダ人女性」が現われました。スイス人の製図者カ
ール・ユベール・ドゥ・フィレネーフの妻ミミです。彼女の美
しさは大きな感銘を与え、「オランダ美人」という言葉を
生みました。しかし、彼女もまた出島を出なければならず、
島は再び男たちの砦となりました。

Mutual artistic influences
Besides being interested in each other’s commer-
cial wares, medicine and language, the two peoples 
have long been fascinated by each other’s art. 
Japanese lacquerwork and porcelain, for instance, 
were very popular among the Dutch. Huge consign-
ments of Arita porcelain were imported into the 
Netherlands, in turn greatly influencing domestic 

かれたのは1817年、商館長のヤン・コック・ブロンホフが
規則に反し、妻と息子を伴って出島に赴任した時でした。
残念ながら徳川幕府が強制出国を命じたため、滞在はわ
ずか5週間でしたが、日本人たちはブロンホフの妻ティツ
ィアと幼い息子ヨハネスに夢中になりました。出島の出入
りを許されたひと握りの絵師たちは、こぞってティツィア
がヨハネスや召使の女性と一緒にいる絵などを描きまし
た。数年経ってからも、彼女を題材にした絵が次々に制作
され続け、乳母との絵、飲み物を口にしようとするする絵、
悲しみに沈む絵、幼い息子といる絵など、ありとあらゆる
ポーズが描かれました。

このティツィアが日本人にとっての西洋女性像として長ら
く定着していましたが、1829年になってようやく新たな 

in Japan until new inspiration appeared in 1829, in 
the person of the ‘Dutchwoman’ Mimi, wife of the 
Swiss draughtsman Carl Hubert de Villeneuve. Her 
beauty made a great impression, giving rise to the 
term ‘Oranda bijin’ (Dutch beauty). Yet she, too, had 
to leave the island, and Deshima reverted to being 
a male bastion.

1817年
日本を訪れた西洋女性の先駆け 
西洋人を初めて目にしてから数十年が経つと、日本人も
その姿形には慣れてきたとはいえ、西洋人の女性となる
とまだまったくの謎でした。女性は貿易に従事できなかっ
たので、来日する機会がなかったのです。謎のベールが解

段めずらしい出来事ではなかった。 （P.19参照） 何
世紀もにわたりオランダは農業国だったからだ。今
日、オランダは世界有数の農産物輸出国である。日
本におけるオランダからの主な輸入品は、球根、野
菜、乳製品、豚肉、ココア、コーヒー、紅茶などがある。

land of tulIps and Cheese 
The ‘export’ of agricultural produce (see p18)

from Deshima to Japan was not an isolated 

phenomenon. For centuries, the Netherlands 

has been a farming nation; today it is one of 

the world’s biggest ex-

porters of agricultural 

produce. The main Dutch 

imports in Japan are 

flower bulbs, vegetables, 

dairy produce, pork, co-

coa, coffee and tea.

チューリップとチー
ズの国
農作物が出島から日本の本
土へ「輸出」されたことは別

climate. These have been preserved, and are 

being used in combination with historic Japa-

nese and Dutch data and research into natural 

phenomena to chart long-term climate cycles. 

Such findings are valuable for studies of cli-

mate change, typhoons and global warming.

天候
日本の常食となる作物づくりの手が空くと、出島の
オランダ人たちは天候の観測を続けた。西洋の気
象観測機器を用いて非常に正確な天候と気候の
記録をつけていたのだ。この気象観測記録は保存
されており、自然現象に関する歴史的な日本とオラ
ンダのデータや研究を組み合わせることで、長期
的な気候周期のチャート作成に利用されている。こ
れらの観測結果は、気候変動や台風、地球温暖化
の研究において貴重なものである。 
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るように、オランダ国内の磁器製品に大きな影響を与え
ました。そしてこれがまた日本人のオランダ製磁器への
興味をかきたてたのです。

写真もまた出島から1856年に日本へ紹介されました。オ
ランダの役人で科学者でもあったヤン・ファン・デン・ブル
ック博士が、写真の撮影方法を教えてほしいと日本人に
頼まれ、カメラの使用説明書を訳したのがきっかけでし
た。

オランダでは、日本の家具と室内装備品が人気を博した
証拠を今もハウステンボス宮のジャパニーズ・ルームに見
ることができます。18世紀に造られたこの部屋の壁は、木

と々草花を描いた見事な絹と金襴の織物で覆われていま

wall fabrics depicting flowers and trees. Dutch 
artists were intrigued by the traditional skills and 
aesthetics of their Japanese counterparts. Back in 
the 17th century, Rembrandt printed his etchings 
on Japanese paper, and over two centuries later, 
Vincent van Gogh was captivated by the Japanese 
art of print-making (see p42, 1876 - Japonisme).

美術の相互影響 
互いに相手の国の商品、医療、言語に関心を抱いていた
日本人とオランダ人は、美術品においても同様に強く惹
きつけられました。例えば、日本の漆器と瀬戸物はオラン
ダ人の間で大変人気を呼びました。有田焼は大量にオラ
ンダへ輸出され、有名なところではデルフト焼きに見られ

porcelain products, most notably Delft Blue. This 
awakened an interest in Dutch porcelain among the 
Japanese.

Photography was also introduced to Japan via 
Deshima, in 1856, when the Dutch official and 
scientist Dr Jan van den Broek translated a set of 
instructions on how to use a camera, after the Japa-
nese had asked him to give photography lessons.

In the Netherlands, evidence of the popularity of 
Japanese furniture and furnishings can still be seen 
today at Huis ten Bosch Palace, whose 18th-century 
Japanese room features exquisite silk and brocade 

Oine von Siebold, the half-Japanese • 

daughter of the well-known VOC physician 

and botanist Philipp von Siebold. Some 

decades after Titia’s arrival she became 

the first woman doctor in Japan, and was 

even given the post of imperial obstetri-

cian in 1877.

Fumiko Saiga who, in 2008, was the • 

first Japanese judge to be appointed to the 

International Criminal Court in The Hague, 

and the first female Asian judge on the 

ICC. 

ティツィア
今日もなお長崎の人々は初来日したこのオランダ
人女性に魅了されている。200年近くを経た今で
も、土産物店ではティツィアと息子の絵柄を用いた

tItIa

To this day, the people of Nagasaki remain fas-

cinated by the image of this pioneering Dutch 

wife of the chief factor. Almost 200 years 

later, souvenir shops in Nagasaki still sell ob-

jects bearing the image of Titia and her son, 

postcards, noren (linen door screens), tea-

cups, and wooden and porcelain figurines. As 

a result, many Japanese households contain, 

perhaps unaware, a small piece of Japanese-

Dutch history.

Despite the fact that Titia was not allowed to 

remain, as the first Western woman to set foot 

in the country, she made an enduring contribu-

tion to Japanese-Dutch history. Other women 

have followed suit, including:
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grant the US access to its ports, announcing that 
he would return in a year for their answer. His 
strategy succeeded, and in 1854 a peace treaty 
was signed: the Perry Convention. Townsend Harris 
was appointed the first American consul-general to 
Japan.

Still confined to Deshima, the Dutch entered into 
negotiations of their own. On 30 January 1856 
they signed a peace treaty modelled on the one the 
Americans had concluded two years earlier. The 
Dutch were permitted to operate outside Deshima 
and to appoint a consul. They were also given the 
assurance that if the ports were ever opened, Dutch 

1850年  - 鎖国政策に生じたひび割れ
1600年に敷かれた幕政は、変化しようとする社会をもは
や制御できない状態になっており、鎖国政策は重圧にさ
らされていました。諸外国では産業革命の気運が大いに
高まっており、日本との交易を望む国々が四方八方から
日本に要求を突きつけていました。

1854
On the other side of the ocean, in America, Com-
modore Matthew Perry was poised to open up the 
archipelago, the one part of Asia that remained 
closed to the Western world. In 1853, backed by 
a vast fleet of ‘black ships’, Perry sailed into Edo 
Bay – now Tokyo Bay – and demanded that Japan 

す。オランダのアーティストたちは日本の同業者たちの持
つ伝統的な技能と美学に好奇心をそそられました。早く
も17世紀にレンブラントは和紙にエッチングを刷り、その
2世紀後、フィンセント・ファン・ゴッホは日本の版画に魅
せられました。（P.42,「1876年 - ジャポニズム」参照）

1850 – Isolationism begins to show cracks 
In the meantime it seemed that the shogunate, 
which dated from 1600, was no longer equipped to 
control a changing society. The policy of isolation-
ism was under pressure; the industrial revolution 
was in full swing elsewhere in the world, and on all 
sides foreign countries were attempting to push 
their way into Japan in order to conduct trade. 

ーグにある国際刑事裁判所の判事に任命され
た。日本人の選出は初めてで、アジア出身の女
性裁判官としても初めての就任。

miffy
The clear, minimalist lines of miffy (or Nijntje, 

to give her Dutch name) provide a perfect ex-

ample of how Japanese and Dutch design tra-

ditions still meet today. She is such a familiar 

picturebook character in Japan that many are 

not even aware that her creator, Dick Bruna, is 

Dutch, not Japanese.

ミッフィー
「ミッフィー（オランダ名はナインチェ）」を素描す
る簡潔ですっきりとしたラインを見れば、現在も受

ティツィアは滞在を許されなかったにもかかわら
ず、日本を訪れた最初の西洋女性として日蘭史に
消えることのない足跡を残した。ティツィアに続き、
以下の女性たちも功績を残している。

イネ・フォン・シーボルト • 
（楠本イネ）。オランダ東イ
ンド会社の著名な医師で植
物学者であったフィリップ・
フォン・シーボルトと日本人
妻の間に生まれた娘。ティツ
ィアの来日から数十年後、
イネは日本初の女医にな
り、1877年には産科医とし
て宮内庁御用掛にも任じら
れた。

斎賀富美子。2008年、ハ• 

絵葉書、暖簾、茶碗、木製人形や土製の古賀人形
などの商品が並んでいる。このため、恐らく知らない
うちに、日本の多くの家庭にも日蘭史を物語る品物
が潜んでいるかもしれない。
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naval power in the 1700s, by the mid-nineteenth 
century the Netherlands had re-established its 
reputation as a country with extensive expertise in 
seamanship and a legion of well-trained instructors. 
It came as no surprise then that the Japanese en-
listed the help of the chief factor of Deshima, Janus 
Henricus Donker Curtius, whose intermediary led 
to the Dutch Government’s sending the ship Soem-
bing (later re-christened the Kanko-maru) as a gift 
to Japan.  Its captain, Gerhardus Fabius, and other 
naval officers and personnel taught seamanship to 
the Japanese from both a theoretical and a practi-
cal perspective and aided in the construction of a 
‘steamship factory’ in Nagasaki. In 1860, six years 

を始めました。1856年1月30日、アメリカ人が2年前に
結んだ条約にならって、オランダも日蘭和親条約を締結
しました。これにより、オランダ人が出島の外に出ること、
および領事の任命が許されました。また日本が開港した
場合、オランダ船舶の港湾使用を認めることが確約され
ました。

1855 – The beginnings of the Japanese navy
Deeply impressed by the American steamships, the 
Japanese realised that they would need to mod-
ernise their navy if they were to have any hope of 
defending themselves. The formation of a modern 
navy became a national project. Even though Brit-
ain had established itself as the world’s pre-eminent 

ships would also be granted access. 

1854年
海の向こうのアメリカでは、マシュー・ペリー提督がアジ
アで唯一西洋に門戸を閉ざしている島国を開国させよう
と準備を整えていました。1853年、巨大な「黒船」艦隊を
従えたペリーは、アメリカが港を使用する許可を日本に
要求し、一年後に回答をもらいにくると約束して戻りまし
た。ペリーの作戦は功を奏し、1854年に和親条約が結
ばれました。これが日米和親条約（神奈川条約）です。タウ
ンゼンド・ハリスが初代の駐日アメリカ総領事に任命され
ました。

まだ出島に閉じ込められていたオランダ人も独自に交渉

は製品の多くを現代アーティストがデザインしてい
る。しかし、同工房には伝統的な製造過程における
豊かなノウハウが貯えられているため、アンティー
クのデルフト焼きの復元も引き受けている。

CeramICs

Ceramics are still very popular in the Nether-

lands. The oldest Dutch company producing 

authentic Makkum pottery has now given its 

products a contemporary look. Makkum pot-

tery has been produced by the Tichelaar fam-

ily since 1572, and nowadays much of their 

range is designed by modern artists. But their 

know-how of traditional production processes 

is so considerable that they are also asked to 

restore antique Delft Blue pieces.

陶器
オランダでは今も窯業が盛んである。真正のマッカ
ム焼きを製造しているオランダ最古の陶器工房は
目下、自社製品に現代的な表情を与えている。マッ
カム焼きは1572年にティヒラー家が創業し、現在

け継がれている日本とオランダのデザインに共通
する伝統がどのようなものであるかがわかる。ミッ
フィーは日本ではあまりにも身近な絵本の主人公
であるために、ミッフィーの生みの親が日本人では
なく、オランダ人のディック・ブルーナであることを
知らない人々も多い。

© Mercis bv © Royal Tichelaar Makkum
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書き記しています。「ファビウス船長の教えがあればこそ
日本海軍の基礎が築かれたことは記憶にとどめられるべ
きである」。

1858
Although the peace treaties had been signed, it was 
some time before the diplomatic treaties could be 
concluded. In 1858 a Treaty of Amity and Commerce 
was signed by the Americans. The Netherlands, in 
the person of Donker Curtius, signed its own treaty 
of friendship on 18 August 1858. France and Great 
Britain concluded treaties of their own in the same 
year, so that by the end of 1858 four Western 
countries had agreements with Japan. The official 

界屈指の海軍王国として君臨していましたが、19世紀半
ばにはオランダが、蒸気船の熟練技術と優れた指導者を
擁する国として再び名声を博していました。ですから、日
本が出島の商館長ヤン・ヘンドリック・ドンケル・クルチウ
スに協力を求めたのも不思議ではありません。ドンケル・
クルチウスの仲介により、オランダ政府は軍艦「スンビン」
号（のち観光丸と改名）を献上し、来航したファビウス艦
長と同船の海軍士官たちが指導の任に就きました。オラ
ンダの士官たちは理論と実践の両方の見地に立った指
導をし、長崎に造船所を建造することに尽力しました。教
えを受けてから6年後、伝習生たちは咸臨丸で太平洋を
横断し、日本人初の外交使節団がアメリカ合衆国へ渡り
ます。元教え子で指揮官として乗船した明治維新の立役
者でもある勝海舟は、ファビウス艦長について次のように

after their first lesson, the students took the Kanrin-
maru across the Pacific, carrying the first Japanese 
diplomatic mission to the United States. Ex-student 
and future admiral Kaishu Katsu, a major political 
figure of the Meiji restoration, wrote that ‘Captain 
Fabius should be remembered as the man under 
whose guidance the foundations were laid for the 
Japanese navy’.

1855年 - 日本海軍の創成期
アメリカの蒸気船に深く感銘を受けた日本人は、自国の
防衛のためには海軍の近代化が必要であることに気づき
ました。こうして、近代的な海軍の編成が国家的な一大プ
ロジェクトになったのです。1700年代にはイギリスが世

photography

The introduction of photography in Japan (see 

p22) laid the foundations for what was later to be-

come a cornerstone of the Japanese economy. 

Firms like Canon, Minolta and Nikon are regarded 

as the world’s best camera makers. In fact, the 

ten most popular digital camera brands in the 

world are all Japanese, and the country accounts 

for around 90% of the world’s camera market.

写真
日本に写真が紹介されたことは（P.22参照）、のちの
日本経済の礎石を築く下地作りとなった。キャノン、
ミノルタ、ニコンなどの企業は世界有数のカメラメー
カーと目されている。実際、世界のデジタルカメラ・
ブランドのトップ10社はすべて日本企業であり、日
本が世界のカメラ市場の9割方を占めている。

菱重工業株式会社長崎造船所に払い下げられ、現
在は日本国内3位の規模の造船所となっている。系
列会社である三菱自動車工業株式会社もまたオラ
ンダとゆかりが深い。同社の「コルト」を製造してい
るのはオランダのネッドカー社で、毎年7万台のコ
ルトが同社の工場から出荷されている。

mItsubIshI 
The Dutch-built shipyard fell into disuse by 1859 

because the shogunal government moved the 

Naval Institute to Edo. Later the site was taken 

over by Mitsubishi Heavy Industry Shipyards. It 

is now the third largest shipyard in the country. 

Its sister company, Mitsubishi Motors, 

also has close ties to the Netherlands. 

For many years its Colt model has 

been manufactured by the Dutch firm 

Nedcar, where 70,000 Colts roll off the 

assembly line each year.

三菱との縁 
幕府が海軍伝習所を江戸に移したため、オ
ランダ人が建てた造船所は1859年には
使用されなくなっていた。のちにここは三
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Passionate collector and miracle doctor 
The more the two countries traded with each other, 
the more they exchanged knowledge. One of the 
most influential scientists to leave his mark on Ja-
pan was the German-born Philipp Franz von Siebold, 
who was sent to Deshima in 1823 as a VOC physi-
cian. But his curiosity extended beyond medicine 
to embrace geography, government, and the flora 
and fauna of Japan – hitherto a country of mystery. 
Von Siebold quickly became very popular. He taught 
Japanese doctors – first clandestinely (by smug-
gling them on to Deshima as assistant interpreters) 
and later with the permission of the authorities. The 
lingua franca was Dutch. Later he was allowed to 
treat Japanese patients and collect medicinal herbs 
on the mainland. He even set up a school of medi-
cine in Nagasaki: Narutaki Juku. He gave lectures 
there once a week, and created a botanic garden 
with medicinal herbs. He was regarded as a miracle 
doctor because of his cataract operations and his 
teachings on anaesthetics and obstetrics.

But Von Siebold’s achievements extended beyond 
the field of medicine. His privileged position enabled 
him to see much more of Japan than his predeces-
sors. His patients paid him in kind with a variety of 
everyday objects and artefacts. These formed the 
basis of his extensive ethnographical collection, 
which comprised not only plants, herbs, crops and 
stuffed animals, but also beautiful lacquerwork 
items, books and coins.

From the moment that he was allowed to go on the 
annual journey to Edo, his collection grew rapidly, 
and in a very short time he had surrounded himself 
with a large network of Japanese scholars, scien-
tists and dignitaries. An enthusiastic and inquiring 
man, he exchanged information on Western politics 
for Japanese maps and carried out measurements. 
He also became increasingly ambitious. Around the 
time that he was due to return to the Netherlands to 
document his findings, the Japanese rulers decided 

that Von Siebold’s passion for knowledge had gone 
too far. He was accused of espionage and told never 
to return to Japan. He was extremely sad at having 
to leave behind his wife Sonogi and his two-year old 
daughter Oine. But the country remained his great 
passion, and on his return to the Netherlands, he 
continued his studies. He set up a Japanese Mu-
seum in Leiden, where he lived, to which scholars 
flocked. The plants that he had brought with him 
were given a place in the botanic garden of Leiden 
University.

Von Siebold wrote books and set up an influential 
network. Thirty years after his banishment, in 1859, 
he was at last able to return to his beloved Japan. 
Alas, the country was then in a state of upheaval, 
and he was eventually forced to return to Germany, 
the country of his birth, to devote his last years to 
science. But at least he did meet his daughter again 
and was delighted to be able to discuss medical 
matters with her.

情熱の収集家で神業を持つ医師
両国の交易が続くにつれ、知識・情報の交換が盛んにな
りました。日本に重要な影響を与えた学者の中で真っ先
に名前が挙がる人物は、ドイツ生まれのフィリップ・フラン
ツ・フォン・シーボルトです。シーボルトは、1823年にオラ
ンダ東インド会社の医師として出島に派遣されました。し
かし、彼の好奇心は医学にとどまらず、それまでは神秘の
国であった日本の地理、政治体制、動植物にまで向けら
れました。シーボルトはたちまち話題の人になりました。
彼は日本人医師たちに――はじめは秘密裏に（彼らを通
訳の助手と称して出島へ渡らせ）、のちには御上の許可を
得て公に、西洋医術を教えました。共通語はオランダ語で
した。やがて、日本人の患者の診療や本土での薬草の収
集も許されるようになりました。さらには、長崎に鳴滝塾
という学塾を開設します。そこで１週間に１日講義を行な
うとともに、薬草を集めた植物園を造りました。シーボル
トは白内障の手術や麻酔、産科学の実践によって、神業
を持つ医師と見なされました。

シーボルトの功績は、医学分野にとどまりませんでした。
特権を得た彼は、それまでの出島付き医師たちよりもか
なり広く日本を見て回ることができました。患者たちは診
療代の代わりにさまざまな日用品や工芸品を彼に渡しま
した。これらが彼の膨大な民俗学上のコレクションの基
礎を築いたのです。収集品は、植物、薬草、農作物、動物の
剥製のみならず、美しい漆器、書籍、硬貨と多岐にわたり
ました。

江戸参府への随行を許されるようになると、コレクション
はみるみる大きくなり、彼を中心に日本人学者や科学者、
政府高官たちのネットワークがあっという間に拡がりまし
た。何事にも前向きで探究心旺盛なシーボルトは、西洋
の政治に関する情報と引き換えに日本地図を手に入れた
り、測量を行なったりしました。彼の野心はますます大き
くなり、自らの収集の成果を記録に残すためにオランダ
へ帰国しようという頃、江戸幕府からその知識欲は常軌
を逸しているとの判断が下されます。シーボルトはスパイ
容疑で告発され、国外永久追放を言い渡されました。日
本人妻の其扇（そのぎ・本名楠本瀧）と、のちに卓越した
産科医として活躍する当時２歳の娘イネを残して去らな
ければならない別れはつらいものでした。それでも彼の日
本に対する情熱は冷めやらず、オランダに戻ってからも日
本についての研究を続けました。そして、居住地のライデ
ンに日本博物館を創設し、多くの学者がここに押しかけま
した。日本から持ち帰った植物は、ライデン大学の植物園
に移植されました。

シーボルトは書物を著し、影響力のあるネットワークを築
き上げました。国外追放後30年を経て、1859年にようや
く愛する日本への帰還を果たしますが、残念なことに当
時の日本は動乱期にありました。彼はやがて母国である
ドイツに帰ることを余儀なくされ、晩年を科学に捧げて過
ごしました。再来日の間、開業医となった娘のイネと再会
を果たせたことは、シーボルトにとってせめてもの喜びで
した。同じ西洋医学の道に進んだ娘に、直接医術を授け
ることができたのです。

Von Siebold  シーボルト
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1858年
和親条約が調印されたものの、外交条約の締結までに
は少し間がありました。1858年にアメリカとの修好通商
条約が締結されると、オランダもドンケル・クルチウスに
より、1858年8月18日、日蘭修好通商条約を締結しまし
た。フランスとイギリスがこれに続き、同年末までに西洋
の4カ国が日本と条約を結ぶに至りました。これらの条約
の公用語はオランダ語でした。「……これらの条約にはす
べて同じ意味と内容が盛り込まれているが、オランダ版
をその原本とみなすべきものとする」。オランダとの条約
の冒頭は以下のように記されていました。

｢オランダ国王陛下は、江戸に駐在する外交官お
よびこの条約によってオランダとの通商を目的

the Netherlands, and Consuls or Consular 
Agents for any or all of the ports of the 
Netherlands.”

With that, Donker Curtius became the first Dutch 
envoy to Japan with the official title of ‘Netherlands 
Commissioner in Japan’. Yet he remained on Deshi-
ma because the situation in Edo was too unstable. 
Many ronin were extremely hostile to foreigners, on 
account of the changes sparked by the ‘opening’ of 
the country. For that reason the Shogun preferred 
to keep the foreign emissaries at a distance.

language of all these treaties was Dutch: ‘…all the 
versions having the same meaning and (cont. p28) 
intention, but the Dutch version shall be considered 
as being the original’. The opening of the Dutch 
treaty read as follows:

“His Majesty the King of the Netherlands 
may appoint a Diplomatic Agent to reside 
at the city of Edo, and Consuls and Consu-
lar Agents to reside in some or all of the 
the ports of Japan which are opened for 
Netherlands commerce by this Treaty […] 
The Government of Japan may appoint a 
Diplomatic Agent to reside at the Capital of 

henry heusken

Not long after arriving in Japan, the Americans 

made the dismaying discovery that English 

was useless as a medium of communication. 

As Dutch and Chinese were at that time the 

diplomatic languages spoken in Japan, an in-

terpreter had to be called in to draw up the 

treaty. Therefore, Townsend Harris enlisted the 

services of Henry Heusken, a Dutchman who 

was living in New York at the time. Initially hired 

as a secretary/translator, Heusken eventually 

became First Secretary of the American Lega-

tion when Harris was appointed minister resi-

dent. In 1861 Heusken met a violent end at the 

hands of marauding ronin, who saw Western-

ers in Edo as legitimate targets. He was buried 

at Korinji Temple in Tokyo where his grave can 

はじめ多くの木々や灌木は、元 シ々ーボルトが日本で
収集した植物を育てた庭から広まったものである。

sIebold In the netherlands 
Von Siebold did much to unlock the mysteries 

of Japan. Part of his massive Japanese collec-

tion is now on display in his original museum 

on Rapenburg, Leiden, now called the “Siebold 

huis”. He also introduced many plants to the 

West. Europe’s peonies, chrysanthemums, lil-

ies and many trees and shrubs originally came 

from his gardens, where he maintained his 

Japanese collection. 

オランダに息づくシーボルト
シーボルトは日本の神秘を解き明かすことに大きく
貢献した。日本で集めた膨大な収集品の一部は、現
在ライデンのラーペンブルフにある「シーボルトハウ
ス」という博物館に展示されている。彼はまた多くの
花を西洋に紹介した。ヨーロッパの芍薬、菊、百合を
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1862年 - 学問と知識の共有 
その後、オランダから指導者となる人物が次々に来日し
ました。その反対に、日本の学生や政府の使節団がオラ
ンダに派遣されることもありました。1862年、15人の学
生からなる一行がオランダに到着しました。造船術と航
海術を習得しに来た者もいれば、医術や「洋学」をライデ
ン大学で学ぶ者もいました。それらの学生の多くはのち
に傑出した知識人となり、明治維新で主導的な役割を演
じました

Shipbuilding 
Seamanship had been taught in Nagasaki since 
1855, but building an entire fleet from scratch 
takes time. For that reason Japan ordered a large 

1862
Scholarship and knowledge sharing 
In the years that followed, Dutch advisers were 
brought to Japan. But the system also worked the 
other way, with Japanese students and government 
emissaries making the journey to the Netherlands. 
In 1862 a group of 15 students arrived in the 
Netherlands. Some had come to learn shipbuild-
ing and navigation; others were in the country to 
study medicine and ‘Western learning’ at Leiden 
University. Several of these students later became 
prominent intellectuals who played a leading role in 
the Meiji restoration.

に開港する日本国内のいくつか、もしくは、すべて
の港に駐在する領事ならびに領事代理人を任命
する。（中略）日本国政府はオランダの首都に駐
在する外交官およびオランダ国内のどこかの、あ
るいは、すべての港に駐在する領事もしくは領事
代理人を任命する」。

これによってドンケル・クルチウスはオランダの最初の駐
日外交官として、「駐日オランダ領事館」を拝命しました。
ところが、江戸は社会情勢が非常に不安定だったことか
ら、そのまま出島に留まりました。開国によって起こった
変化を良しとせず、外国人に強い敵意をいだく浪人が多
数いたため、幕府は外国からの使節をあえて近づけまい
としたのです。

東京の光林寺にある彼の墓は今も訪れることがで
き、命日である1月16日ごろに毎年慰霊祭が執り
行われている。

still be seen and where, every year around 

16 January, the date of his murder, a me-

morial ceremony is held.

ヘンリー・ヒュースケン
アメリカ人たちが来日すると間もなく、日本で
は英語が通用しないことに気づいた。当時日
本で外交上使われていた言語がオランダ語と
中国語だったため、条約締結のために通訳の
立ち会いが必要だった。こうしてタウンゼンド・
ハリスはニューヨーク在住のオランダ人、ヘン
リー・ヒュースケンの助力を求めた。当初ヒュー
スケンは秘書兼通訳として雇われたが、ハリス
が駐日公使に任命されたのに伴い、アメリカ公
使館の一等書記官に就任した。1861年、ヒュ
ースケンは江戸にいる西洋人を標的にしてい
た攘夷浪士の手にかかり非業の死を遂げた。
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びました。完成した船は全長70メートルで、鋼鉄製のマス
トと帆桁、蒸気駆動のプロペラを備え、オランダの造船所
で造られた最大の軍艦でした。のちに開陽丸と命名され、
揺籃期の日本海軍の旗艦となったこの船は、1867年、榎
本武揚の指揮のもと、日本に向けて出航しました。あいに
く、この船の航行記録は短いものに終わります。1868年、
幕末期の動乱中、北海道の江差湾で沈没してしまったか
らです。1974年、海底の船体と多数の遺物が引き揚げら
れました。江差湾に開陽丸の実物大レプリカが復元され、
開陽丸青少年センターにその姿を見ることができます。

New political insights 
The two students of ‘Western Studies’ were taught 
by the first professor of Japanese at Leiden Univer-

ice would be a brief one: it foundered during the 
civil war in 1868, in the bay of Ezashi, Hokkaido. In 
1974 pieces of the wreck and thousands of objects 
from the ship were salvaged. They were put on dis-
play at the Kaiyo-maru Museum, a concrete replica 
of the original ship located in Ezashi Bay.

造船
操船術は1855年から長崎で教えられていましたが、ゼロ
から船舶を造るには時間がかかります。そこで1862年、
日本は大型蒸気船をオランダに発注し、ドルドレヒトで建
造されました。造船過程を見学し操縦技術を習得するた
め、留学生の一行が現地へ派遣されました。日本人は、鉄
の船舶を建造した経験がほとんどないため、木造船を選

steamship from the Netherlands in 1862, to be 
built in Dordrecht. A group of students consisting 
of officers and petty officers, were sent there to 
observe the construction process and learn how to 
operate the ship. The Japanese opted for a wooden 
ship because there was little experience with the 
construction of iron vessels. The finished ship was 
70 metres long, with steel masts and yards as well 
as a steam-driven propeller – the largest naval ves-
sel ever built at a Dutch shipyard. The result, the 
Kaiyo-maru, became the flagship of the young Japa-
nese navy, departing the Netherlands for Japan in 
1867 under the command of naval officer Takeaki 
Enomoto. Unfortunately, the ship’s record of serv-

leIden unIversIty 
Leiden University, which was founded by Prince 

William of Orange in 1575, is the oldest univer-

sity in the Netherlands and the only Dutch uni-

versity today to offer Japanese as a course of 

study. In 1855 the university appointed its first 

professor of Japanese and Chinese, inspired 

in part by Von Siebold, who had returned to 

the Netherlands with an impressive collection 

of art and artefacts from Japan. King Willem 

III paid for this professorship out of his own 

pocket, in the belief that knowledge of the Far 

East was of vital importance. Today the course 

admits around 100 students a year.

ライデン大学
1575年にオラニエ公ヴィレムが設立したライデン

の時代があったにもかかわらず、21世紀に入
り両国の部隊は円滑な協力態勢で活動してい
る。第二次世界大戦後に日本が初めて紛争地
帯に配備された時はオランダとの共同任務だ
った。両国は2004年と2005年、イラク再建
のために共に活動した。（ムサンナ、サマーワ）

peaCe and seCurIty 
Peace and security are recurring themes in the 

good relations between the Netherlands and 

Japan. Despite the years of disagreement in 

the 20th century, the two armies work well to-

gether in the 21st. The first Japanese deploy-

ment to a war zone after the Second 

World War was a joint mission with 

the Netherlands. The two countries 

worked together in 2004 and 2005 

on the reconstruction of Iraq (Al Muth-

anna, Al Samawah)

平和と安全
オランダと日本との良好な外交関係
には、共通テーマとして平和と安全が
繰り返し登場する。20世紀には不和
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he eventually traded his samurai sword for a book 
by the Dutch jurist Hugo de Groot (see p34), the 
famous founder of international law, and from that 
point he became a staunch champion of the legal 
order.

新しい政治の洞察力 
「洋学」を学ぶ二人の日本人学生が、ライデン大学初の
日本学教授ヨハン・ヨセフ・ホフマンの教えを受けます。ホ
フマンは同僚の法学教授シモン・フィッセリングにこの二
人の学生が、「まだ日本に紹介されていない政治学、経済
学、法学、統計学、外交、さらにできれば哲学とフランス語
も学びたいという意欲を示している」と語りました。

land in 1865, where they went to work for the sho-
gunal office for the translation of Western books. 
They also published books on the basis of their 
notes: on statistics, constitutional law and interna-
tional law. They gave lectures and wrote essays, 
and their work would form the foundation of what 
would later become the Japan Academy. They were 
instrumental in disseminating enlightened ideas.

Another influential figure of the Meiji restoration was 
Ryoma Sakamoto. As a young samurai patriot he 
still carried a sword, but after the country opened 
itself to the West he began to appreciate Western 
knowledge and points of view. The story goes that 

sity, Johann Joseph Hoffman. He referred them to 
his colleague Simon Vissering, professor of law, as 
they were interested in ‘disciplines that were not yet 
offered in Japan, such as politics, economics, law, 
statistics, diplomacy and, if possible, philosophy 
and French’.

One of the students was Amane Nishi. Together with 
Mamichi Tsuda and the Dutchman J.L.C. Pompe van 
Meerdervoort, he came to the Netherlands, where 
he was taught the basic principles of European sci-
ence and thought by Professor Vissering. Armed 
with the new knowledge they had acquired, the two 
diligent Japanese students returned to their home-

pompe van meerdervoort

Dr Pompe van Meerdervoort, who had been 

working as a company doctor on Deshima in 

1857, was given permission to open the first 

Western-style hospital in Japan. This took the 

form of a military hospital in Nagasaki. It was 

also a teaching hospital, with a five-year cur-

riculum designed entirely by Pompe van Meer-

dervoort. Courses were given in fields ranging 

from chemistry, physics and internal medicine 

to public health, and in a few years’ time 61 

diplomas had been awarded. The 120-bed 

hospital would eventually grow into what is 

now the medical faculty of Nagasaki Univer-

sity. There, Pompe’s name lives on: in 1992 

the campus opened Pompe Hall, which bears 

a large bronze plaque honouring the doctor.  

について知識を得ることはきわめて重要だと考え
たヴィレム3世が、自らの資金によりこの学科を設
置した。現在、日本学科は年に100名ほどの学生を
受け入れている。

大学は、オランダ最古の大学であると同時に、日本
学科が設けられている唯一の大学である。1855
年、同大学は工芸品などの見事なコレクションとと
もに、日本からすでに帰国していたシーボルトを日
本学と中国学の初めての教授として任命した。極東
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been a difficult mission at the best of times, but with 
the country embroiled in a civil war the Japanese 
authorities wanted to keep foreign traffic to a mini-
mum. In June and July 1862 the first delegation, led 
by Shimonosuke Takeuchi, visited the Netherlands. 
They stayed in The Hague, and visited several cities, 
including Utrecht (where they were invited to meet 
King Willem III), Rotterdam, Leiden and Amsterdam. 
A few months later, when the delegation was in 
Paris, confirmation arrived that the Dutch govern-
ment had accepted the terms of the agreement. 
From then on the ports of Kanagawa (Yokohama) 
and Hyogo (Kobe) would be open to Dutch ships, as 
Nagasaki and Hakodate had been for some time. 

国してからは西洋の知識や見解を高く評価するようにな
りました。一説によると、彼がついに刀を手放したのは、
国際法の父といわれるオランダ人法学者フーゴー・グロ
ティウスによる書物を手にしたからだと言われています。
彼は以後、法秩序の忠実な擁護者となりました。（P.35参
照）

1862 – Diplomacy 
The flow of emissaries in both directions began 
to pick up speed. More foreign diplomats were 
gradually settling in Japan, and in the last days of 
the shogunate, Japanese envoys began travelling 
abroad. These envoys were charged with negotiat-
ing the opening of Japan’s ports. This would have 

この学生の一人が西周（にし あまね）でした。西は、津田
真道（つだ まみち）とオランダ人の J・L・C ポンペ・ファ
ン・メールデルフォールトとともにオランダへ渡り、フィッ
セリング教授から西洋科学の基本原則を学びました。
習得した新しい知識を携えて、この二人の勤勉な学生は
1865年に帰国し、幕府開成所で西洋書物の翻訳にあた
りました。二人はまた留学中に書き取った講義録をもと
に、統計学、憲法、国際法に関する書籍も著しました。教
壇に立つとともに随筆も書いた二人の活動は、のちに日
本学士院の設立に至る基礎を築きました。二人は啓蒙思
想の普及に貢献しました。

明治維新で活躍したもう一人の人物が坂本龍馬です。龍
馬は愛国心に燃える若い帯刀の志士でしたが、日本が開

as a language school gradually expanded into 

other fields, eventually becoming Keio Univer-

sity, one of the most prestigious colleges in 

Tokyo. Fukuzawa’s portrait now graces the 

¥10,000 note, in tribute to the work he did for 

his homeland.

蘭学塾から大学へ 
1862年の遣欧使節団の一員に、オランダ語を学
び江戸に蘭学塾を開いた福沢諭吉がいた。旅行経
験が豊富で、『西洋事情』をはじめ西洋に関する書
物を多数著した。語学塾として始まった私塾は次
第に他分野にも拡大し、やがて東京の名門に数え
られる慶應義塾大学へと発展した。福沢諭吉が母
国のために尽くした偉業を称え、現在1万円札には
彼の肖像が印刷されている。

て大きなブロンズの銘板に彼の名前が刻まれ
た。2007年、同大医学部は創立150周年を記
念して祝賀行事を催した。

from language sChool to unIversIty

One of the members of the 1862 Takeuchi 

delegation (see below) was Yukichi Fukuzawa, 

who had learned Dutch and founded a Dutch 

school in Edo. A well-travelled man, he wrote 

many books about the West, including Seiyo 

Jijo (Conditions in the West). What had begun 

In 2007 celebrations were held to mark the 

faculty’s 150th anniversary.

ポンペ・ファン・メールデルフォールト 
ポンペ・ファン・メールデルフォールト博士は
1857年に海軍医として出島で働いていた
が、1861年に日本初の西洋式病院の開設を許
された。長崎にできたこの病院は軍事病院で診
療を行ったが、臨床教育の場でもあり、ポンペ・
ファン・メールデルフォールトが作ったカリキュ
ラムに基づき、5年間の教育課程が設けられて
いた。学科は化学、物理、内科、公衆衛生と多分
野に渡っており、数年後には61人に卒業証書
が授与された。120床のこの病院はのちに現在
の長崎大学医学部となった。同大学にはポン
ぺの名前が今も脈 と々生き続けている。1992
年にはポンぺ会館が開設され、ポンぺを称え
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The temple assigned to De Graeff van Polsbroek, 
Cho-o-ji, was actually the second residence of the 
Dutch mission. The first was Sai-o-ji in Shiba, where 
Donker Curtius, De Graeff van Polsbroek’s pred-
ecessor, would stay when he had business in the 
capital. Sai-o-ji still exists, and the temple now runs 
a kindergarten on its grounds. There is a memo-
rial stone on the site, commemorating the time the 
Dutch spent there.

1863年 - 江戸への移転 
オランダの最初の外交官たちは、首都が不穏な空気に包
まれていたために長崎に留まることを余儀なくされまし
たが、オランダの3人目の公使は江戸へ移ることになりま

が条約の条件を受け入れたことを確認する知らせを受け
取ります。それ以降、すでに開港されていた長崎、函館に
加え、神奈川（横浜）と兵庫（神戸）が開港しました。

1863 – The residence moves to Tokyo
While the first official Dutch envoys were forced 
to remain in Nagasaki because of the dangerous 
situation in the capital, the Netherlands’ third em-
issary made the move to Edo. Dirk de Graeff van 
Polsbroek, who had been vice-consul in Kanagawa 
since 1859, moved into a temple that had been 
provided by the shogun. Temples were traditionally 
places of hospitality, and it was thought that the 
foreign officials would be safe there from the ronin.

1862年 - 外交 
諸外国との間で使節団の行き来が加速度的に増大しま
した。幕末には外国の外交官が続 と々日本に拠点を置く
ようになった一方で、日本の外交使節団も遠い外国へと
出かけていくようになりました。使節団は行く先々で日本
の開港を迫られました。これは国政が安定している時で
さえ対応の難しい交渉でしたが、当時の日本は動乱期に
あったことから、日本の権力者たちは外国との行き来を極
力抑えようとしていました。1862年の6月から7月にかけ
て、竹内保徳が率いる第1回遣欧外交使節団がオランダ
を訪問しました。一行はハーグに滞在し、その間にユトレ
ヒト（国王ヴィレム3世に拝謁）、ロッテルダム、ライデン、
アムステルダムなどの各都市を歴訪しました。数カ月後、
遣欧外交使節団がパリを訪れていた時に、オランダ政府

まで参府したオランダ人の一
行に注がれた以上のものだった

（江戸参府は毎年恒例の行事
だったことから、日本人には紅
毛の外国人の姿に慣れる機会
があった）。

the Japanese delegatIon 
The Japanese delegation, with their swords 

and traditional dress, were welcomed to the 

Netherlands with anxious excitement. The cu-

riosity generated by these exotic visitors was, 

if possible, even greater than what greeted the 

Dutch mission on their annual journey from Na-

gasaki to the imperial court in Edo. (Since the 

latter trip took place every year, the Japanese 

had more of a chance to get used to these red-

headed barbarians.)

日本の使節団 
伝統的な装束に身を包み、刀を差した日本の使節
団は、オランダで不安と熱望の入り混じった興奮と
ともに迎えられた。異国からの訪問者が引き起こし
た好奇心は、あえて比べるなら、長崎から毎年江戸
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eign ministry, and in the 1870s the first Japanese 
legations were opened abroad.

1868年 - 新政府 
1868年、避けられない事態が起こりました。王政復古を
唱える革命分子が計画を実行に移し、西洋に勝つために
その技術を急速に取り入れ始めたのです。明治維新の幕
が切って落とされました。それは経済的、軍事的、社会的
な近代化が行われた時代であり、日本が世界に向かって
門戸を開け放った瞬間でした。1873年、日本もグレゴリ
アン暦を導入し、1889年にはドイツの憲法を基にして憲
法が起草されました。

このような政治的転換は日本の外交関係にも影響を及

1868 – The new government 
In 1868 the inevitable happened: a revolutionary 
group engineered the restoration of imperial power 
and the rapid adoption of Western technology, in an 
effort to beat the West at its own game. The Meiji 
restoration had well and truly begun. It was a period 
of economic, military and social modernisation, in 
which Japan threw open its doors to the world. In 
1873 Japan adopted the Gregorian calender, and 
in 1889 a constitution was drafted, based on the 
German constitution.

This political transformation also influenced Japan’s 
foreign relations. The Japanese established a for-

した。1859年から神奈川の副領事を務めていたディル
ク・デ・グラーフ・ファン・ポルスブルックが、幕府が用意し
た寺に移動しました。寺は昔から人を歓待する場所であ
ることから、寺では浪士たちも外国の役人に危害を与え
ることはないと考えられたのでした。 

デ・グラーフ・ファン・ポルスブルックにあてがわれた長応
寺は、実際にはオランダの公使館としては2番目の公邸で
した。最初は芝の西応寺が使用され、ディルク・デ・グラー
フ・ファン・ポルスブルックの前任者であるドンケル・クル
チウスが江戸に用事がある時に滞在していました。西応
寺は現存し、今では幼稚園になっています。敷地内にはオ
ランダ人たちが過ごした時代をしのび、記念碑が建てら
れています。

hugo de groot

In 1625 the seventeenth-century legal scholar 

and philosopher Hugo de Groot wrote his fa-

mous treatise, De iure belli ac pacis (On the 

law of war and peace), which laid the ground-

work for modern international law. The estab-

lishment of the International Criminal Court in 

The Hague, in 2002, can be seen as the cul-

mination of his life and work. De Groot is also 

notable for urging free trade and freedom of 

the seas, as far back as 1609. That he made 

this argument in the very same year that Japan 

and the Netherlands concluded their first trade 

agreement is surely no coincidence.

フーゴー・グロティウス
1625年に17世紀の著名な法学者であり哲学

CoIn

This coin was minted in honour of the 1862 

delegation’s visit to the king. Even then, refer-

ences were made to the pivotal year of 1609, 

which marked the start of a long tradition be-

tween the two countries.

記念硬貨
1862年の第1回遣欧使節団による国王謁見を祝っ
て硬貨が鋳造された。当時でもすでに1609年とい
う両国間の長い
歴史の出発点と
なった重要な年に
ついて言及されて
いる。
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ドワン博士（長崎在住の教授）と化学者K・W・ハラタマに
とって、明治新政府に充実した科学教育の必要性を説く
のは難しいことではありませんでした。二人は大阪に化学
実験研究所を開く許可を与えられます。これは舎密局（せ
いみきょく）という名で知られるようになりました。「せい
み」はオランダ語の chemie （化学）に由来し、「局」は学
校を意味します。新しいこの学校は、日本のような国家に
とって科学と技術が重要であることを強調するものでし
た。ハラタマはここで数年間教鞭をとったほか、硫酸工場
の建設に助力しました。そしてここで新しい国の通貨、円
が鋳造されました。ハラタマの教え子たちからは、日本の
最先端研究を担う理化学研究所の創立者をはじめ、偉大
な起業家や科学者が輩出され、大阪市は今も日本最大
の規模を持つ化学工場群を擁しています。(P.38に続く) 

for a country like Japan. Gratama taught there for 
years and helped build a sulphuric acid plant, where 
the new national currency, the yen, would be minted. 
Gratama’s pupils became great entrepreneurs and 
scientists. One of them would go on to found Riken, 
one of the leading research institutes in Japan. The 
city of Osaka is still home to the most extensive 
complex of chemical plants in Japan. Gratama, his 
sulphuric acid plant and his students thus formed 
the basis of the modern Japanese chemical indus-
try.

1869年 - 日本の近代化学 
西洋知識への新たな関心が高まる中、アントニウス・ボー

ぼしました。日本は外務省を創設し、1870年代には初め
て日本の公使館が海外に開設されました。

1869 – Modern chemistry in Japan
With the new interest in Western knowledge, Dr 
Antonius Bauduin (a professor in Nagasaki) and 
the chemist K.W. Gratama had no trouble convinc-
ing the imperial government of the importance of 
good scientific education. The two men were given 
permission to open a chemical laboratory in Osaka, 
which came to be known as the seimikyoku. Seimi 
derives from the Dutch word chemie (chemistry), 
and kyoku means ‘school’. This new school would 
stress the importance of science and technology 

新時代の化学
二国間の盛んな技術協力は明治維新の時代に限
らない。今日も両国の企業、知識、研究所はハラタ
マの精神を受け継いでいる。2000年以降、両国は
デルフト工科大学と大阪大学の共同主催によりハ
ラタマ・シンポジウムを定期的に開催し、持続可能
なエネルギーや環境バイオテクノロジーなどにつ
いて討論を重ねている。化学産業系企業もまた知
識拡大に向けて協力態勢を敷いている。例えば、繊
維、炭素繊維、強化プラスティック、ポリエステルを
製造する日本の大手、帝人株式会社（創業1918
年）は、2001年にオランダ企業アクゾノーベルの
関連会社を買収した。新会社は主としてアクゾノー
ベルが開発した合成繊維トワロンを製造している。
アーネムに本社を置き、エメン、デルフザイルの両
生産施設とも拡大を続けており、オランダでも指折
りの投資成功例となっている。

Symposia, jointly organised by Delft University 

of Technology and Osaka University, have been 

held regularly to discuss issues like sustain-

able energy and environmental biotechnology. 

Companies in the chemical industry are also 

joining forces to broaden their knowledge. For 

example, the large Japanese firm Teijin (est. 

1918), which makes fibres, carbon fibre re-

inforced plastics and polyester, bought out 

a division of the Dutch company Akzo Nobel 

in 2000. That location manufactures, among 

other things, the synthetic fibre Twaron, which 

was developed by Akzo Nobel. With its ever 

expanding production facilities in Emmen and 

Delfzijl and its headquarters in Arnhem, it is 

now one of the largest and most successful 

investors in the Netherlands.

者のフーゴー・グロティウスは、有名になった論文
「De iure belli ac pacis（戦争と平和の法につい
て）」を著し現代の国際法の基礎を築いた。2002
年に開設されたハーグの国際刑事裁判所は彼の
生涯と仕事の集大成と見ることができる。グロティ
ウスはまた、1609年に早くも自由貿易と公海自由
の原則を主唱したことでもよく知られる。彼がこの
主張を公にしたのと同年に、日本とオランダが初め
て交易の協定を結んだことは偶然ではあるまい。 

new ChemIstry

Bilateral technological cooperation did not take 

place only during the Meiji restoration. Even to-

day, companies and knowledge and research 

institutes from both countries are continuing 

the tradition of Gratama. Since 2000 Gratama 
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Japanese romaji, Japanese (kanji or kana),  Dutch (contemporary),  English

日本語（ローマ字）  日本語（漢字とカタカナ）  オランダ語 (現代語)  英語

arakku アラック（酒） arak arrack 

arukari アルカリ alkali alkali

arukooru アルコール alcohol alcohol

asubesuto アスベスト asbest asbestos

biikaa ビーカー beker beaker

bı̄ru ビール、麦酒 bier beer

buriki ブリキ blik tin

dansu ダンス dans dance

dekki デッキ dek deck

dokku ドック dok dock

dontaku ドンタク zondag Sunday

erikuteru エリクテル（エレキテル） elektriciteit electricity

garasu ガラス、硝子 glas glass

gasu ガス gas gas

gomu ゴム gom gum

hisuterı̄ ヒステリー hysterie hysteria

hoppu ホップ hop hop plant

inku インク inkt ink

kanfuru カンフル kamfer camphor

kinı̄ne キニーネ kinine quinine

kokku コック kok cook

konpasu コンパス kompas compass

kōhı̄ コーヒー、珈琲 koffie coffee

koruku コルク kurk cork

A list of Dutch words オランダ語の一覧表
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Japanese romaji, Japanese (kanji or kana),  Dutch (contemporary),  English

日本語（ローマ字）  日本語（漢字とカタカナ）  オランダ語 (現代語)  英語

madorosu マドロス matroos sailor

manto マント mantel coat

marariya マラリヤ（マラリア） malaria malaria

masuto マスト mast mast

mesu メス mes knife

moruhine モルヒネ morfine morphine

nikkeru ニッケル nikkel nickel

orugōru オルゴオル（オルゴール） orgel organ

pen ペン pen pen

pinsetto ピンセット pincet tweezers

pisutoru ピストル pistool pistol

ponpu ポンプ pomp pump

poruda ポルダー polder polder

rampu ランプ lamp lamp

randoseru ランドセル ransel knapsack 

ransetto ランセット lancet lancet

renzu レンズ lens lens

ryukkusakku リュックサック rugzak rucksack

sāberu サーベル sabel sabre

safuran サフラン saffraan saffron

siroppu シロップ siroop syrup

supoito スポイト spuit syringe

torappu トラップ trap staircase

yōdo ヨード jodium iodine

A list of Dutch words オランダ語の一覧表
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de Rijke and A.H.T.K. Thissen. Later on A.T.L. Rou-
wenhorst Mulder would follow in their footsteps.

1872年 - 水道設備 
際限なく繰り返される河川との闘いは、新政府にとってイ
ンフラ整備における最大の関心事でした。日本は河川の
氾濫、灌漑の問題、稲作の窮状、そしてそれらによる社会
不安に悩まされていました。対応策として、政府は外国か
ら水利工学の専門家を招くことにしました。専門知識の
豊富さに鑑みてイギリス、フランス、ドイツが候補に挙がり
ましたが、オランダにはこの分野での卓越した実績があ
りました。中央と東ヨーロッパの河川が集水する低地の
デルタ地帯に位置するオランダは、河川と沿岸の管理に
は多大な経験の蓄積があったのです。 すでに19世紀か

in the field. The country’s location in a low-lying 
delta, a drainage area for rivers from Central and 
Eastern Europe, meant that the Dutch had a great 
deal of experience with river and coastal manage-
ment. As far back as the nineteenth century, Dutch 
knowledge and technology in the field of hydraulic 
engineering had been a successful export, as wit-
ness Dutch involvement in the construction of the 
Suez and Panama canals. The Dutch also had work 
experience in the Dutch East Indies. This impressive 
national CV was enough for the Japanese authorities 
to invite the engineers C.J. van Doorn and I.A. Lindo 
to Japan in 1872; a year and a half later, they were 
joined by three other experts: G.A. Escher, Johannis 

ハラタマと彼の硫酸工場、そして教え子たちが、近代日本
の化学産業の礎を築いたのです。

1872
Waterworks 
The eternal struggle against the rivers was a major 
infrastructural concern for the new authorities: the 
country was beset by floods, irrigation problems, 
difficulties with rice cultivation and the ensuing so-
cial unrest. In response the government decided to 
recruit foreign specialists in hydraulic engineering. 
The government had considered Britain, France 
and Germany as sources of foreign expertise, 
but the Netherlands had an excellent track record 

Many Japanese corporations choose to set 

up shop in the Netherlands because of the 

country’s favourable location and accessibility. 

With Rotterdam as the largest port in Europe, 

Schiphol as the third-largest cargo airport and 

the ultramodern transport connections to the 

rest of the continent, the Netherlands is one 

of Europe’s logistical hubs. A favourable tax 

climate and a populace with a good command 

of English are two other plus points.

オランダの投資家たち 
1862年にオランダを訪問した竹内率いる遣欧使
節団は、将来自分たちが拓いた道を辿り、オランダ
への投資を熱心に求める日本企業が続 と々やって
くるなど思いもしなかったことだろう。今日、オラン
ダにオフィスを構える日本企業は400社を下らず、

would eagerly invest in the Netherlands in 

the years to come. Today, no fewer than 400 

Japanese businesses have offices in the Neth-

erlands, not only for their European headquar-

ters, European holdings 

and European distribu-

tion centres, but also 

for R&D and production 

centres or marketing and 

sales departments. This 

makes Japan one of the 

largest investors in the 

Netherlands. Together, 

these businesses repre-

sent a turnover of some 

€12 billion and provide 

jobs for 24,000 people. 

Investors In the netherlands 
In 1862 the Takeuchi delegation couldn’t have 

imagined that they were paving the way for a 

steady stream of Japanese companies that 
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of reference after a few years, and provide a basis 
for Japanese water management. In 1891 this would 
culminate in the introduction of the Tokyo Ordnance 
Datum or the Japan Standard (JS), itself based on the 
Amsterdam Ordnance Datum, which dates all the way 
back to 1684, making it one of the first hydrometric 
standards in the world. With this achievement, the 
young and ambitious Lindo became the founder of 
modern water management in Japan. De Rijke rose 
to even greater heights, eventually becoming a vice-
minister in the Japanese government – the only non-
Japanese ever to do so. De Rijke would ultimately 
spend about thirty years of his life in Japan.

engineers’ flat and tranquil homeland. The Dutch 
brought their own, integrated methods to this new, 
dynamic world, teaching their Japanese colleagues 
to consider the problems of the rivers in their total-
ity. From now on, water levels, water drainage and 
rate of flow would be measured with great precision 
before any action was taken. The engineers’ main 
concern was to prevent floods and improve the irriga-
tion of the rice fields in the region around Tokyo and 
Osaka. Later, efforts were broadened to include the 
development of ports and the improvement of inland 
navigation. But the first step was gathering hard data 
on the rivers Tone, Edo and Ara. With this information 
the Dutch engineers were able to establish a point 

ら、水利工学分野でのオランダの知識と技術は海外に輸
出されるほどの成功を収めており、スエズ運河やパナマ
運河の建設にも一役買っていました。また東洋において
も、オランダ領東インドでの経験がありました。これだけ
の立派な履歴書があれば、日本政府もオランダの技師た
ちを招聘しないはずがありません。1872年にまず C・J・
ファン・ドールンとI・A・リンドが来日し、その半年後、新
たに3人の専門家、G・A・エッシャー、ヨハネス・デ・レイ
ケ、A・H・T・K・チッセンが加わりました。さらにA・T・L・ 
ローウェンホルスト・ムルデルが後に続きました。

“Water men” in Japan
A mountainous country like Japan, with its short, 
rapidly flowing rivers was very different from the 

しかも単にヨーロッパ本社や持株会社、ヨーロッ
パにおける流通拠点としてのみならず、研究開発や
生産、マーケティングや販売事業部などの拠点とし
て機能している。このため、日本はオランダにおける
世界有数の投資国である。これらの事業の総取引
高はおよそ120億ユーロに相当し、2万4000人の
雇用を提供している。多くの日本企業がオランダに
オフィスを開設する理由は、オランダの地の利の良
さにある。オランダにはヨーロッパ最大のロッテル
ダム港と、第3位の規模を誇るスキポール空港があ
り、特に同空港はきわめて近代的な輸送手段が整
備されており、ヨーロッパ大陸内をつなぐ拠点とな
っている。税制についても優遇された環境と、国民
の多くが英語を巧みに操ることもさらなるプラス要
因になっている。
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ち水上建築）が、海
面下に沈みつつある
国の住宅危機に対す
る理想的な対応策と
考えられている。可
住地の不足はオラン
ダだけの問題ではな
い。例えば、ドバイで
はすでに海のなかに
水上ホテル、レストラ
ンが建てられ、人工
島ができている。

farther below sea level. The scarcity of inhabit-

able land is also a problem outside the Neth-

erlands. Dubai, for example, is already home 

to floating hotels and restaurants, and artificial 

islands in the sea.

水をめぐる新たな課題 
19世紀は河川管理と港湾建設が課題だった。21
世紀に入り両国は、人口密度の増大と海水位の上
昇という新しい問題に直面している。過去にもそう
してきたように、日本とオランダの技師たちは今日
の問題を解決しようと力を合わせている。2007年
と2008年に行われた水陸両用建築に関するワー
クショップでは、日蘭の専門家チームがオランダの
最も低い２地域（ザイドプラスポルダーとハーレム
メルメー）に建てる建築の図面作成という課題を
与えられた。オランダでは、水陸両用建築（すなわ

1873
A little over ten years after the first official Japanese 
delegation visited the Netherlands, a second mis-
sion was undertaken, in September 1873, under 
the leadership of Ambassador Extraordinary and 
Plenipotentiary Tomomi Iwakura. The mission was 
expected to attend not only to formal matters like 
state visits and the exchange of letters, but also 
to preliminary negotiations on the renewal of trade 
agreements. But the longer the mission lasted, the 
more the emphasis shifted to observation, since the 
Japanese also wanted to use their time abroad to 
learn from the Western world.

理のための水準測量基準を作ることができました。1891
年、この基準がのちに東京湾平均海面、すなわち日本水
準原点の導入というかたちで実を結びました。これはアム
ステルダム平均海面をもとに作られたもので、アムステル
ダム平均海面の方は時代をずっと遡り、1684年に世界
で最も早く定められた流量基準のひとつでした。日本水
準原点の導入を受けて、意欲に燃える若いリンドは日本
の近代的な治水管理の創設者となりました。デ・レイケは
さらに高い地位に着き、やがて日本政府の内務省土木局
で事務次官相当の地位まで上りつめました。これは外国
人では唯一の任官でした。デ・レイケの日本滞在は、約30
年に及びました。

日本の「ウォーターマン」 
山が多く、川の流れが短く速い日本の国土は、穏やかな
平地が続く祖国から来たオランダ人技師にとって勝手が
異なりました。オランダ人たちは、このダイナミックな新天
地へ自分たちが独自に統合した方法を取り入れ、日本人
の同僚たちに日本の河川の問題を総合的に捉えるよう教
えました。これを機会に、何をするにもまず水位、水はけ、
流量が精密に測られるようになりました。技師たちが最
優先で取り組んだのは、洪水を防ぎながら、東京と大阪
の周辺に広がる水田の灌漑を向上させることでした。の
ちに、取り組みは港湾の開発と内陸での水運力の向上へ
と拡がりました。しかし、その第一歩は、利根川、江戸川、
荒川に関する確かなデータを集めることでした。数年後、
このデータを基に、オランダ人技師たちは、日本の治水管

new water Issues

River management and port construction were 

the challenges of the nineteenth century. In the 

twenty-first century the two countries are fac-

ing a new problem: growing population density 

and a rising sea level. As in the past, Japanese 

and Dutch engineers are coming together to 

tackle today’s problems. During one of the 

workshops on amphibious construction in 

2007 and 2008 teams of Japanese and Dutch 

experts were given the assignment of drawing 

up plans for building on the two lowest-lying 

areas of the Netherlands (the Zuidplaspolder 

and the Haarlemmermeer). In the Netherlands, 

amphibious construction (that is, building 

on water) is seen as the ideal response to a 

housing crisis in a country that is sinking ever 
The 2007 Japanese-Dutch workshop on Dutch soil - 2007年のオランダ土壌に関する日蘭ワークショップにて。
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esCher

Another talented member of the Escher family 

was Maurits Cornelis Escher, the son of the 

engineer who spent so much of his career in 

Japan. Escher fils made woodcuts and litho-

graphs in which he played with mathematical 

principles like dimensionality, perspective, and 

infinity, outshining his father in the process.

エッシャー
日本に滞在した土木技師のエッシャー同様に才
能豊かだったのは、彼の息子で、だまし絵で知られ
る版画家のマウリッツ・コルネリス・エッシャーであ
る。エッシャーは、次元、遠近法、無限性など数学原
理を使った木版画やリトグラフを制作し、その分野
では父親より長けていた。

欧中の時間を西洋の見聞を広めることに使いたかったの
です。

1873年9月、オランダに初めて日本公館が設置されまし
た。初代の駐オランダ公使、柳原前光（やなぎはら さきみ
つ）は任命直後に中国に差し遣わされました。2代目の公
使、青木周蔵はドイツ留学の経験があり、ドイツ人女性と
結婚し、ベルリン在住のままオランダ公使の職務を行い
ました。帰国後、青木は外務大臣に就任し、20年前に締
結された条約の改正に重要な役割を果たしています。 

1880年、3人目の公使の任命で日本の外交官がようやく
ハーグに駐在するようになりました。公使の名は長岡護美

（ながおか もりよし）、その役職は特命全権公使でした。

nary. Before embarking on a career as a diplomat, 
he lived in the US and Britain for many years. In an 
audience with the Dutch king, he was complimented 
on the quality of his English, which the monarch 
deemed to be as good as an Englishman’s.

1873年
日本初の遣欧使節団がオランダを訪れてから10余年を
経た1873年9月、岩倉具視特命全権大使を団長に2回
目の使節団が遣わされました。一行は公式訪問や親書の
交換といった儀礼的な行事に参加するだけでなく、通商
条約の更新に向けての準備交渉を行うはずでした。とこ
ろが使節団の滞在が進むにつれ、次第に視察の方に重点
が置かれるようになりました。使節団の日本人たちは、訪

In September 1873 the first Japanese legation was 
established in the Netherlands. The first emissary, 
Sakimitsu Yanagihara, went off to China right after 
his appointment. The second emissary, Shuzo Aoki, 
who had studied in Germany and was married to a 
German woman, operated from Berlin. Later, after 
returning to Japan, he would become foreign minis-
ter, and play an important part in the revision of the 
treaties signed two decades earlier. 

It was not until 1880, with the appointment of the 
third emissary, that a Japanese diplomat was actu-
ally assigned to The Hague. His name was Moriyoshi 
Nagaoka and his official title was minister extraordi-

The 2007 Japanese-Dutch workshop on Dutch soil - 2007年のオランダ土壌に関する日蘭ワークショップにて。
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impression that they work in a hurry. It is as 

simple as breathing; they draw a figure with a 

couple of strokes with such an unfailing ease 

as if it were as easy as buttoning one’s waist-

coat.’ 

フィンセント・ファン・ゴッホと広重 
オランダの印象派画家であるフィンセント・フ
ァン・ゴッホは、日本の木版画にすっかり魅了さ
れ、1887年、風景画で有名な日本の浮世絵師、
歌川広重の作品を模写し始めた。まずは「名所江
戸百景 大はしあたけの夕立」、そして「花咲く梅の
木」。ゴッホの模写は日本版の原画をただ模倣し
たものとはまったく異なる。ゴッホが用いた色彩は
彼独自のものであったし、自分で考えた日本人の
登場人物を書き足していた。ゴッホの日本美術に
対する賞讃は尽きることがなかった。「どの作品に

vInCent van gogh and hIroshIge 
Vincent van Gogh, the Dutch impression-

ist painter, was so fascinated by Japanese 

woodblock prints that in 1887 he began to 

make paintings that copied the work of Hiro-

shige, the great Japanese landscape artist. 

The first is Bridge in the Rain, the second, 

Plum Tree in Bloom. Van Gogh was far from 

slavish in his imitation of his Japanese model: 

his use of colour was all his own, and he even 

added his own self-invented Japanese char-

acters. Yet his admiration for Japanese art 

was boundless:

‘I envy the Japanese artists for the incred-

ible neat clarity which all their works have. 

It is never boring and you never get the 

a veritable hype broke out for all things Japanese, 
especially in France and the Netherlands. Kimono, 
porcelain, origami, fans, woodblock prints were 
all suddenly symbols of the most refined taste. 
The art critic Philippe Burty gave this fad a name: 
japonisme. Impressionist artists in Europe began 
to abandon their own conventions, freely borrow-
ing elements from Japanese art. New to European 
eyes was the absence of perspective and shadow, 
surfaces covered in vivid colours and the freedom 
of composition that typified Japanese art.

1876年 - ジャポニズム 
日本が長く門戸を閉ざすほどに、諸外国にとってなおさ

1874 年
1874年に日本領事館がハーグに開設され、アルベルト・
ボードワンがここの日本領事に任命されました。このオラ
ンダ人の経歴は、オランダ貿易会社の日本代表に始まり、
のちに長崎と横浜で領事を務めました。1872年に辞職
してオランダに戻りますが、以後、亡くなるまで日本領事
の職位にありました。1894年と1901年にアムステルダ
ムとロッテルダムに名誉領事が任命されました。

1876 – Japonisme 
The longer Japan remained closed, the more allur-
ing the country became to the outside world: the 
unknown always has an air of mystery about it. 
When Japan finally opened its doors to the West, 

外交官になる以前に、長岡はアメリカとイギリスに長年住
んでいたため、オランダ国王に謁見した際、イギリス人の
ようだと国王から英語の素養を誉められたのでした。

1874
The Japanese consulate was opened in The Hague 
in 1874, and Albertus Bauduin was appointed Japa-
nese consul. This Dutchman began his career as an 
agent of the Dutch Trading Company, later working 
as a consul in Nagasaki and Yokohama. In 1872 he 
resigned and returned to the Netherlands, where he 
remained consul for Japan until his death. In 1894 
and 1901 honorary consuls were appointed in Am-
sterdam and Rotterdam.

© Amsterdam, Van Gogh Museum (Vincent van Gogh Stichting)
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trIbute to de rIJke 
The tangible legacy of the ‘Dutch water men’ 

can be found not only in their work but also 

in statues, commemorative plaques, plays and 

even manga. And perhaps we shouldn’t be sur-

prised at all these tributes, considering that 

water is the basis of all human endeavours: 

a source of food and security for future gen-

erations. In 1987, this statue of De Rijke was 

unveiled in Kuwana, near Nagoya on the River 

Kiso. Every year his grave in the Netherlands 

is visited by a Japanese delegation. Between 

1872 and 1903, De Rijke championed a strict 

policy of reforestation, developing a combined 

plan for improving the River Yodo and building 

a port in Osaka.

がない。息をするのと同じくらい自然だ。まるでチ
ョッキのボタンをかけるときのような気楽さで、さ
っと筆を２、３回動かすだけで人物を描いている」

も共通する、驚くべき明瞭さで描きこむ日本の画
家が私はうらやましい。見ていてけっして飽きるこ
とがなく、しかも作品にはまったく急いで描いた感

The Japanese temple and cemetery at the foot of 
the hill also date from that time.

1883年 - 東京のオランダ坂 
これまで日本へ派遣されたオランダの外交官は、東京の
僧院に住まいを与えられていました。1883年以降、オラ
ンダは港区内にある坂の上の一郭を日本政府から借り
受けており、オランダ大使館は今もここに所在します。高
台にあることから、市街と東京湾の見晴らしが良く、港の
監視がしやすかっただけでなく、（一説によると）浪人の襲
撃に対する防備の点から選ばれたとも言われています。
真偽のほどは確かめようがありませんが、この場所が絶
好の地であることに間違いありません。坂下の寺や墓地
はこの当時からあるものです。

1883 – The Dutch hill in Tokyo
By now, Dutch envoys to Japan had been housed for 
some time in a temple in the capital Edo: present-
day Tokyo. From 1883 the Dutch leased a plot of 
land from the Japanese government, high on a hill 
in Minato-ku, where the Dutch Embassy still stands 
today. The elevated location not only gave a good 
view of the city and the Bay of Tokyo, enabling a 
close watch to be kept on the port, but (the story 
goes) was also chosen because of the protection 
it provided against the ronin (maverick samurai). 
Whether or not this is true we shall never know, but 
the location proved excellent. 

ら魅力的に映ります。未知の世界は常に神秘的な雰囲気
をまとうものです。日本がついに西洋に対して開国をする
と、日本的なあらゆる物が、とりわけフランスとオランダで
過熱気味にもてはやされました。突然に、着物、陶器、折
紙、扇、木版画などが最も洗練された趣味の象徴となり
ました。美術評論家のフィリップ・ビュルティーは、この流
行をジャポニズムと名付けました。ヨーロッパの印象派の
画家たちは、これまでの自分たちの慣習を捨て、日本美術
の要素を自由に取り入れ始めました。 ヨーロッパ絵画に
とっては、日本美術の代表的な特徴である遠近法と陰影
の欠如、鮮やかな色彩に覆われた面、そして自由な構図
は斬新だったのです。

The Dutch residence on the hill - 丘の上のオランダ公館
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two Crown prInCes 
Even today, the two countries are connected 

by the issue of water. The crown princes of 

Japan and the Netherlands are both water 

ambassadors and members of the UN Sec-

retary-General’s Advisory Board on Water and 

Sanitation (UNSGAB). This group, which was 

established in 2004 by former Secretary-Gen-

eral Kofi Annan, is chaired by Prince Willem-

Alexander, with Crown Prince Naruhito as its 

honorary president.

お二人の皇太子殿下 
日蘭両国は今日でも水をめぐり縁が深い。日本とオ
ランダの皇太子殿下はお二人とも「水の大使」であ
り、国連「水と衛生に関する諮問委員会」のメンバ
ーでもある。コフィ・アナン前国連事務総長によっ

デ・レイケへの賛辞 
「オランダのウォーターマン」たちによる遺産は、
彼らの築造物だけでなく銅像や記念碑、芝居や漫
画にさえも見出すことができる。水が人間の行動の
基となっていることを考えれば、これらの謝意の表
現も決して意外ではないだろう。水は食物の源であ
り、未来の世代につながる保証なのである。1987
年、デ・レイケの銅像の除幕式が木曽川沿岸の三
重県桑名市で行われた。オランダにある彼の墓
には毎年日本からの団体が訪れる。1872年から
1903年までの間、デ・レイケは森林再生の厳しい
方針を擁護し、淀川の改良工事と大阪港建設を抱
き合わせた設計を行った。

Japan were put under house arrest. In 1942, the 
steamship Tatsuta Maru picked up Dutch diplomatic 
and consular staff from places like Tokyo, Kobe, 
Shanghai, Saigon and Singapore, to transport them 
to Mozambique where they were exchanged with 
Japanese foreign service officers. From there the 
Dutch went on to different destinations, following 
the instructions of the Dutch Government in exile in 
London. The First Secretary of the Dutch legation in 
Tokyo, Robert van Gulik, made the following diary 
entry on the withdrawal from Japan (Barkman & de 
Vries-van der Hoeven, 97): 

“And thus we bade farewell to the Far East 

居住施設とも無縁ではありませんでした。地震後に起こ
った火事で、木造の建物は大きな被害を受けました。その
後、アメリカ人と日本人の二人の建築家ジェームズ・M・
ガーディナーと上林敬吉の設計により、元の建物の特徴
を多く取り入れて建て直されました。1928年に竣工した
この建物は、現在は大使の公邸として利用されています。

1940 – Second World War
During and after the Second World War, relations 
between the two countries were put to the test, 
and diplomatic relations were suspended for some 
years. The Japanese diplomats in The Hague 
were withdrawn in 1940. At the outbreak of the 
Pacific war, diplomatic staff of enemy nations in 

1923
The trail of destruction left by the major earthquake 
of 1923 did not leave the Dutch residency un-
scathed. The wooden building was badly damaged 
in the fires that broke out after the earthquake. It 
was subsequently reconstructed to a design by the 
American and Japanese architects James M. Gar-
diner and K. Kambayashi, which incorporated many 
original features of the previous residence. The 
building was completed in 1928 and is still used as 
the ambassador’s residence.

1923年
1923年の関東大震災による爪跡は、オランダ外交官の
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the tokyo ordnanCe datum 
The Tokyo Ordnance Datum, which was cali-

brated by Lindo (see p39), can be found on 

a platinum plaque near the imperial palace in 

Tokyo. The Dutch concept of a standard water 

level is becoming increasingly important for 

formulating water policy, not only in Japan but 

around the world. The rise in the sea level re-

quires a solid basis for decision-making.

東京湾平均海面 
リンドが目盛を定めた東京湾平均海面は（P.39参
照）、皇居近くにある水準原点のもととなった。オラン
ダ人がとらえた標準水位の概念は、日本のみならず
世界中で治水政策を練るうえで以前にもまして重要
度を増している。海水位の上昇は意思決定を促す確
かな基準になっているのである。

て2004年に創設されたこの諮問委員会では、ヴィ
レム・アレクサンダー皇太子を議長として、皇太子
徳仁親王が名誉総裁に就任されている。

two countries did not resume until 1952 with the 
opening of embassies on both sides on 28 April. In 
November 1952 Suemasa Okamoto was appointed 
the first Japanese ambassador to the Netherlands. 
After concluding his diplomatic career he became 
the chair of the Japan-Netherlands Society. Mean-
while, on the other side of the world, Peter Teppema 
became the first Dutch ambassador to Japan. The 
Dutch could again take up their post atop the hill 
overlooking Minato-ku.

In the years of post-war reconstruction in Japan, the 
size of the Dutch embassy expanded in step with 
the booming Japanese economy, and (cont. p48) 

ンドンに置かれた亡命政府の指示に従い、ここからさら
に他の目的地へと向かったのです。東京に駐在していた
オランダ一等書記官ロバート・ファン・ヒューリックは、日
本からの引き揚げに際して以下のような日記を書いてい
ます。（Barkman & de Vries-van der Hoeven, 97） 

「こうして私たちは、歴史上の一時代に別れを告げようと
していることに気づかないまま、極東と東南アジアに別れ
を告げたのだ」。

1951
After the war a ‘Japanese overseas office’ with a 
staff of four was set up in The Hague, and a suc-
cession of Dutch chargés d’affaires were sent to 
Tokyo. But full diplomatic relations between the 

and Southeast Asia, without realising that at 
the same time we were bidding farewell to a 
period in history.”

1940年 - 第二次世界大戦 
第二次世界大戦の戦中後は、両国の関係が試練を受け
た時期で、国交はしばらく中断しました。ハーグに駐在し
ていた日本人の外交官は、1940年に召還されました。太
平洋戦争が勃発すると、日本の敵国にあたる国々の外交
官たちは軟禁状態にありました。1942年、蒸気船〈龍田
丸〉は、東京、神戸、上海、サイゴン、シンガポールなどか
らオランダ人外交官や職員を乗せ、モザンビークへ運航
しました。ここは、両国の在留外交官を交換するための
中継地となった場所でした。オランダの外交官たちは、ロ
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The new building, which was opened by Queen 

Beatrix in October 1991, had to shelter the tem-

ple garden and seclude the property from the 

skyscrapers that were shooting up like weeds 

on all sides. At the same time the new design 

had to fit into its modern surroundings. In the 

end, Dutch architect Hans van Os designed a 

fan-shaped building, which evoked the shape 

of the island of Deshima. Thus the shape of the 

new embassy was symbolic of the privileged 

position the Dutch had enjoyed in Japan for 

centuries. At the same time the fan construc-

tion created a certain intimacy and provided a 

degree of protection from the outside world. 

The landscaping, which was the work of Karin 

Daan, is based on the shape of the ginkgo leaf. 

It is an apt choice, as the grounds of the em-

bassy are dominated by age-old ginkgo trees. 

1991年にベアトリクス女王によって開館された新
しい建物は、寺の庭園を守り、大使館周辺のビル群
から所有地を隠棲させる必要があった。が、それと
同時に周囲の近代的な環境に調和するものでなけ
ればならなかった。そこで、オランダ人建築家のハ
ンス・ファン・オスは扇形の建物を設計した。新しい
大使館の形は、何世紀もの間、オランダが日本で与
えられていた特権的な立場を象徴するものになっ
たのである。同時に、扇形の建物はある種の親近感
を誘うとともに、外の世界をある程度遮断した。カ
リン・ダーンの手による庭園は、イチョウの葉を象っ
ている。大使館の敷地には古いイチョウの大木が
並んでいることから、これは相応しい選択だった。

The new Netherlands Embassy
新しくなったオランダ大使館
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particularly beautiful. They possess a 
tranquil disposition in their work, so 
they are somewhat tardy about their 
task, in stark contrast to the sprightly 
vigour of the Belgians, and this distinc-
tion is so marked as to be immediately 
apparent on crossing the border. Due 
to their inherent eye for fine detail 
they are steeped in scholarship and 
are master of commerce. Looking in 
general at the famous cities of Europe 
and America, we find that many of 
them were originally developed by the 
Dutch. It was the arrival of immigrants 
from Holland which led even to the 
prosperity of London in England, and 
it was the Dutch who first colonised 

is clayey, useless for paddies. Sugar-
cane and cotton do not grow there and 
there are no minerals, masonry stone 
or forest to be found. Yet the diligence 
and thrift of the people have trans-
formed it into one of the world’s rich-
est nations. If people with the spirit of 
the Dutch were to live on the plains of 
China, who knows how many hundred 
Hollands could be born in the East.’ 
(Kunitake, 214)

He has the following to say about the Dutch 

and their culture:

‘Handsome in appearance, they are 
grave by nature, and the ladies are 

kume kunItake

Kume Kunitake, the secretary of the Iwakura 

mission, made extensive notes on his journeys 

through the United States and Europe, publish-

ing them in five volumes as Tokumei zenken 
taishi beio kairan jikki. The mission spent 12 

days in the Netherlands. His report is full of 

references to the canals, the industriousness 

of the people, the cleanliness of the towns and 

the organisation of a flat and marshy country 

below sea level (‘damp to an extent which 

defies the imagination’). After comparing the 

Dutch delta to a similar delta region in China 

(the Yangtze), he observes:

‘The land of Holland, in contrast, is 
situated in cold northern climes. Soil 

は、外交官としてのキャリアを終えると、日蘭協会の会長
に就任しました。一方で、ペーター・テッペマが初の駐日
オランダ大使を拝命しました。オランダは、再び港区を眼
下に見おろす丘の上に公館を構えることができました。

戦後の復興期にあった日本で、オランダ大使館は、にわか
に景気づいた日本経済と足並みを揃えるように規模を拡
大し、職員の数も増えてきました。1963年に別棟を増築
して何とか対応してきましたが、1970年代に入ると、同
じ敷地内に公邸とは別の新たな事務棟を建設する計画
が持ち上がりました。この新しい建物に求められる条件
は次のようなものでした。

建物の所在地は賑やかな東京の中心に所在する

of the official residence. The building to be 
constructed and its infrastructure will have 
to be given an identity within this context, in 
harmony with the surroundings and not in-
terfering with the monumental and dignified 
official residence built by Gardiner in 1928.

1951年
戦後、職員数4人という日本の在外公館がハーグに設置
され、オランダ側も代理大使を東京に派遣しました。しか
し、国交が完全に復活するのは1952年まで待たなけれ
ばなりませんでした。同年4月28日、日蘭両国の大使館が
開設されました。1952年11月、岡本季正（おかもと すえ
まさ）が初代の駐オランダ日本大使に任命されました。彼

the personnel roster grew accordingly. A new wing 
that was added to the building in 1963 was just 
big enough to house the Dutch mission, but by the 
1970s plans were in the works for a new chancery 
on the same spot, which would be separate from 
the official residence. The requirements for the new 
building were as follows:

The location for the building is uniquely 
placed in bustling Tokyo. The Embassy com-
pound is considered a cultural monument: 
with its Japanese garden it is a haven of 
tranquillity in this metropolis. The location 
for the new building is subordinate to that 
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境を越えるやすぐにわかるほど明らかであ
る。オランダ人は生来、細部に目が向くこと
から学究肌で、また商売の達人である。ヨー
ロッパとアメリカの名高い都市をざっと見
てまわり、われわれはそうした都市の多くが
オランダ人の手で開発されていることを知
った。イギリスのロンドンに繁栄をもたらし
たのはオランダからの移民の到着であった
し、アメリカのニューヨークに最初に入植し
たのもオランダ人だった。オランダ人とイギ
リス人が結ばれたら、どのくらい強力な起業
家が生まれることだろう！」（邦武、220） 

「オランダの土地は、それとは対照的に北
の寒い地方に位置している。土は粘土質で
水田には使えない。さとうきびも綿も育た
ず、鉱物資源や巨石、森も見当たらない。し
かしながら、質素で勤勉な国民性がこの土
地を世界屈指の豊かな国に変貌させた。オ
ランダ人の精神を宿す国民がもし中国の平
原に暮らしたなら、何百というオランダが東
洋に生まれたに違いない」。（邦武、214）

オランダ人とその文化についてはこう語っている。

「男性は見た目がハンサムで根がまじめで
ある。女性はとりわけ美しい。仕事をする時
の様子は穏やかで、そのため多少もどかしい
ところがある。これは陽気で活気のあるベル
ギー人とは好対照を成し、両者の相違は国

New York in America. What superlative 
entrepreneurs would be born from a 
union of the Dutch and British!’ (Kuni-
take, 220)

久米邦武 
1873年の岩倉使節団で書記だった久米邦武（くめ
くにたけ）は、アメリカ合衆国とヨーロッパを歴訪し
た旅の詳細を膨大な手記にまとめ、全5巻からなる
著書『特命全権大使米欧回覧実記』として発行した。
外交使節団はオランダに12日間滞在した。久米の手
記には、運河、国民の勤勉さ、市街の清潔さ、そして
低地と湿地からなる海抜より低い国（「想像を絶する
ほどじめじめしている」）への言及が繰り返し登場す
る。オランダのデルタ地帯を、似たような中国のデル
タ地帯（揚子江）と比べ、久米は以下のように意見を
述べている。

1964
With the 1964 Olympics in Tokyo, the Netherlands 
was once again in the public eye in Japan. That year, 
judo made its debut as an Olympic sport, and not 
surprisingly, Japanese judokas were at the centre of 
attention. But an upset was in the making. The gold 
medal in the open weight division went to a Dutch-
man, Anton Geesink. Nearly two metres tall and 
weighing in at 120 kilos, he surprised everyone by 
defeating the Japanese champion Akio Kaminaga. 
He became a legend, thanks in no small part to his 
gracious behaviour after the match: after quieting 
down his supporters in the stands, he bowed to his 
defeated opponent as a gesture of courtesy and 

published in Japanese and became hugely popular 
under the title Anne no nikki. In the 1990s the di-
ary was made into an animated film for a Japanese 
audience.

1952年 - 文化とスポーツ 
1950年代は日蘭両国において相手の文化に対する関心
が新たに高まった時期でした。アンネ・フランクの日記が
まず1950年にドイツ語に翻訳されると、日本でもすぐに 

「アンネの日記」という邦題で翻訳出版され、大きな反響
を呼びました。１９９０年代になると、日本のアニメ映画と
なって公開されました。

こと。大使館の敷地全体が文化財とみなされる
ようなものであること――日本庭園を配し、大都
会の中にあっても静かな安息地であると感じら
れる場所であること。新しい建物の場所は公邸
の敷地に付随すること。建設される建物とそのイ
ンフラは上記の条件に沿って、周囲との調和を保
ち、1928年にガーディナーが設計した公邸の持
つ威厳と記念物的側面を損なわないものでなけ
ればならない。

1952 – Culture and sport
The 1950s witnessed a renewed cultural curiosity 
on both sides. The diary of Anne Frank, which was 
first translated into German in 1950, was soon 
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the end of an era 
Over half a century after the end of the war, all 

eyes are again fixed on the future. Towards the 

end of the 20th century, the Japanese govern-

ment set up various projects, one of which ena-

bles Dutch war victims to travel to Japan to lay 

the traumas of the past to rest. A Japanese fund 

was also established to make amends to groups 

such as former so called ‘comfort women’.

20世紀の結びに
戦後50年を経て、皆が再び未来を見据えるようにな
った。20世紀の終わりを迎えると、日本政府は、過去
のトラウマを鎮めるためにオランダ人戦争被害者た
ちを日本へ招聘する事業を始めた。また、いわゆる 

「慰安婦」のような人たちへの補償を目的とする日
本の基金も創設された。

Tobias Asserlaan, in 1974. The building was bought 
from the owner of a margarine company, who had 
built it in 1914. With the octagonal dome on the 
roof, the building was given the apt nickname ‘the 
butter dish’, which it retains to this very day, even 
though the Japanese embassy has little to do with 
margarine. The embassy is not far from the Peace 
Palace, in a street named after Tobias Asser who 
was, coincidentally, an international jurist. He was 
a professor of law at the University of Amsterdam 
and the 1911 winner of the Nobel Peace Prize for 
his efforts to resolve international conflicts and to 
establish the Permanent Court of Arbitration in The 
Hague.

て、この試合後のマナーが大きな好感を呼び、へーシンク
は伝説の人となりました。歓喜に沸く観客席のオランダ
応援団を制すると、へーシンクは対戦相手に礼儀正しく、
尊敬の念を込めてお辞儀をしたのです。1986年、彼はヨ
ーロッパ人で初めて9段を取り、1997年には10段に昇
段して、外国人ではただ2人という最高段位の所有者に
なりました。

1974
The Japanese embassy in the Netherlands has 
moved around many times over the years, both 
before and after the war. Via Rijnstraat, Bezuiden-
houtseweg, Amaliastraat, Duinweg and Rusten-
burgweg, it finally ended up at its present location, 

respect. In 1986 he became the first European to 
attain the 9th dan, and in 1997 he was promoted 
to the 10th dan, making him one of only two non-
Japanese to hold that exalted rank. 

1964年
1964年に東京で開催されたオリンピックでは、オランダ
は再び日本で脚光を浴びました。この年から柔道がオリ
ンピックの正式種目に加わり、当然ながら柔道を「お家
芸」とする日本代表は注目の的でした。ところがどんでん
返しが起こったのです。無差別級での金メダルがオランダ
代表のアントン・へーシンクの手に渡ったのです。2メート
ル近い身長に体重120キロという巨漢へーシンクは、日
本人覇者の神永昭夫を敗り、衝撃をもたらしました。そし

Current Japanese embassy in The Hague - ハーグにある現在の日本大使館
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everything by Haruki Murakami has been trans-

lated into Dutch, and over the last decade the 

popularity of Japanese manga has grown by 

leaps and bounds.

翻訳書
オランダの子ども向けの書籍は日本でとりわけ
人気がある。ディック・ブルーナのミッフィーは誰
もが知っているし、フィープ・ヴェステンドルプの 

「イップとヤネケ」、マックス・ベルジュイスの「か
えるくん」は子どもたちの本棚によく見られる。文
学の世界ではハリー・ムリッシュもセース・ノーテ
ボームも邦訳書が出ている。一方、村上春樹の
作品はそのほとんどがオランダ語に翻訳されて
おり、またこの10年ほど日本の漫画の人気が飛
躍的に高まっている。

and Max Velthuijs’ Frog can be found in many 

a child’s bookcase. In the literary realm, both 

Harry Mulisch and Cees Nooteboom have been 

translated into Japanese. Conversely, almost 

translated books 
Dutch children’s books are particularly popular 

in Japan. Everybody there knows Dick Bruna’s 

Miffy, and Fiep Westendorp’s Jip and Janneke 

tion system. The invention of the compact disc was 
a revolutionary advancement, which rendered both 
LPs and cassette tapes obsolete. The CD could 
also be used for multi-disciplinary data storage. A 
few years later the principles behind the CD would 
be used to develop the DVD.

1982年 - 技術協力 
1970年代の日本の経済的成功と日蘭両国の歴史的な
友好関係は、その年代の終盤に画期的な発明となって実
を結びました。当時、オランダのフィリップスと日本のソニ
ーは、それぞれデジタル録音の方法を開発していました
が、相手企業が貴重な専門知識を持っていることに気づ
きました。フィリップスはすでにデータの光学式記憶を可

す。トビアス・アッセルはアムステルダム大学の法学教授
で、長年の国際紛争解決に向けた努力と、ハーグの常設
仲裁裁判所の設置に尽力したことが認められ、1911年
にノーベル平和賞を受賞しました。

1982 – Technological cooperation
Japan’s economic success in the 1970s and the 
historical partnership between the Netherlands and 
Japan resulted in a revolutionary invention at the end 
of that decade. Philips and Sony were both working 
to develop a way of recording sound digitally when 
each discovered that the other had a piece of valu-
able expertise. Philips could store data optically, 
while Sony had developed an effective error correc-

1974年
オランダの日本大使館は、戦前から戦後にわたり幾度と
なく移転を繰り返してきました。ハーグ市内のVia Rijn- 
straat、Bezuidenhoutseweg、Amaliastraat、 
Duinweg、Rustenburgwegといった場所を転々とし
た後、ついに1974年、現在の所在地であるTobias As-
serlaanに落ち着きました。大使館が購入し入居した建
物は、1914年に建てられたもので、以前はマーガリン会
社の社主が所有していました。屋根に八角形のドームを
冠していることから「バター入れ」というぴったりの愛称が
あり、マーガリンとは無縁の日本大使館に持ち主が変わ
った今も、同じ呼び名で親しまれています。大使館は平和
宮に近い通りにありますが、この通りは偶然にも国際法
の専門家トビアス・アッセルにちなんで名付けられていま
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一流の柔道家を何人も輩出し、1993年にK1と
いう名称で知られる、空手、カンフー、キックボク
シングなどを統合した格闘技が始まると、たちま
ちオランダに広まった。決勝戦は常に東京で開
催されているが、これまでに多くの大会を制して
いるのはオランダの選手である。オランダでは、
サッカーやスケートといったスポーツと比べる
と、格闘技は人気の点でまだまだ水をあけられて
いるだけに、これまでの成果は顕著なものである
といえるだろう。

martIal arts

With Geesink’s success (see p49), many 

Dutch people took up judo. Over the years 

the Netherlands has produced many world-

class judokas, and in 1993 the hybrid martial 

art known as K1, a mixture of karate, kung fu 

and kickboxing, quickly took hold in the Nether-

lands. The finals are always held in Tokyo, but 

so far, Dutch athletes have won the majority of 

the competitions. It is a remarkable achieve-

ment when you consider that martial arts are 

far less popular in the Netherlands than sports 

like football and skating. 

オランダにおける日本の格闘技
へーシンクの快挙によって（P.50参照）、多くのオラ
ンダ人が柔道を始めた。それ以後、オランダは世界

indistinguishable from the original.

1983年
一人の日本人旅行者がオランダを訪問する――それは、
ごく普通の日常の風景にすぎませんでした。しかし、この
旅行がきっかけとなり、連日大にぎわいのテーマパーク
が長崎に誕生しました。まず1983年には「オランダ村」
が、続いて年間入園者数400万人を誇る「ハウステンボ
ス」がオープンしたのです。ヨーロッパを旅行中、神近義邦

（かみちか よしくに）はオランダとその土地造成に魅せ
られ、自分の見たものを丸ごと、オランダの建物も景色も
実物大でそっくり日本に再現しようと心を決めました。こ
うして彼は出島の現代版を創り上げたのです。オランダ
の都市計画と日本の技術を合体させて、テーマパークの

comes 4 million visits a year. While travelling through 
Europe, Yoshikuni Kamichika became so fascinated 
by the Netherlands and its traditions of land recla-
mation that he decided to recreate, in Japan, what 
he had seen, with the help of faithful reproductions 
of Dutch landmark buildings and landscapes. In this 
way he produced a modern variation of Deshima. 
Marrying Dutch urban planning and Japanese tech-
nology, the park’s designers replicated picturesque 
villages like Marken and Volendam. When there was 
no more room for expansion, he set up shop at the 
present location of the Huis ten Bosch theme park. 
The park takes its name from Queen Beatrix’s offi-
cial residence, which can also be found at the park, 

能にし、ソニーは効果的なエラー修正システムをすでに
開発していたのです。結果として生まれたコンパクトディ
スク（CD）は、革命的な躍進を遂げ、それまでのLPレコー
ドやカセットテープは次第に廃れていきました。CDはま
た、多分野の領域でデータ保存に用いることができまし
た。数年後、CD開発の原理はDVDの開発に応用されて
います。

1983
It seemed like an everyday occurrence: a Japanese 
tourist comes to visit the Netherlands. But this par-
ticular trip would result in the creation of two wildly 
popular theme parks in Nagasaki: first, Holland Vil-
lage in 1983 and later, Huis ten Bosch, which wel-

© Kyodo News
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2008: an InternatIonal masCot 
The creator of miffy, the little white bunny 

who is wildly popular in Japan, has designed 

a mascot for this special double anniversary. 

With the simple, clean lines that are his stock 

in trade, Dick Bruna has created a  ‘Goodwill 

Ambassador’.

2008 年: 国際的なマスコット 
日本で大人気のミッフィーの作者ディック・ブルー
ナが、「日本オランダ年2008-2009」を記念して親
善大使としてのマスコットをデザインした。彼の特
徴であるシンプルですっきりとした線によって生ま
れたキャラクター。

2000年
新しいミレニアム（1000年）の始まりは、オランダが初め
て日本に足跡を印してから400周年にあたりました。また
1975年当時のTh.P.Bergsma大使の構想のもと、日蘭
両国の文化・学術の研究および文化交流に寄与すること
を目的として設立された日蘭学会の25周年でもありまし
た。そして、2008年と2009年、私たちは日蘭外交関係開
設150周年と日蘭通商400周年を祝います。両国の関係
は、この長い歴史のなかで歴代の日本の将軍、オランダの
総督、天皇、国王、商館長、そして無名のあまたの英雄た
ちによって守り抜かれてきました。幸いなことに歴史は今
も続いています。そしてこれからも、新しい英雄たちが次
々に現われては、日本とオランダとの関係を記した年代
記に新たな章を加えてくれることでしょう。

Ambassador Th.P. Bergsma for the promotion of 
academic and cultural relations between Japan and 
the Netherlands and for the research of their com-
mon history. In 2008 and 2009 we commemorate 
the 150th anniversary of diplomatic relations and 
the 400th anniversary of trade relations, respec-
tively. It is a relationship that has been kept alive 
over the years by shoguns, stadholders, emperors, 
kings, chief factors and just as many anonymous 
heroes. Fortunately, history marches on, and new 
heroes will come along to write new chapters in the 
annals of Japanese-Dutch relations.

設計者たちはマルケン島やフォーレンダムのような、絵の
ように美しいオランダの村々を正確に再現しました。そし
て、それ以上土地を拡張できなくなると、神近は現在のハ
ウステンボスのある場所に数々の店舗を設置しました。ハ
ウステンボスの名は、ベアトリクス女王が居住するハウス
テンボス宮殿からとられたもので、本物そっくりのその王
宮もテーマパーク内で見ることができます。

2000 
The start of the new millennium marked the 400th 
anniversary of the first time that the Dutch set foot 
on Japanese soil. It was also the twenty fifth an-
niversary of the Japan-Netherlands Institute which 
had been founded in 1975 at the initiative of then 
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This commemorative coin was minted in 1862 in honour of the first Japanese visit 
to the Dutch king. The coin is from the collection of Mr Akio Seki, Tokyo.

この記念硬貨は、1862年に日本人が初めてオランダ国王に謁見したこと祝して、同年鋳造さ
れました。 （関 昭雄氏蔵）


