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第10回　農民菅野八郎と
　　　　　　　　ペリー来航
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信達の歴史シリーズⅢ
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高揚した時代でした。
　金原田村近隣に届いたペリー来航の黒船情報に
接して、八郎は深く憂慮し強い危機感を抱きます。
嘉永７年（1854）１月２・５・９日の３夜に渡っ
て「霊夢」を体験します。それは不思議な夢でし
た。夢のなかに「神君」徳川家康が白髪の老人に
姿を変え現れました。老人は黒船を駆逐するよう

　嘉永６年（1853）６月米国東インド艦隊司令長
官ペリーは、軍艦４隻を率いて三浦半島浦賀沖
（横須賀市）に投錨し、久里浜海岸に上陸しました。
ペリーは持参してきた大統領フィルモアの国書を、
浦賀奉行に引き渡します。国書は江戸幕府に開国
を強く促す内容でした。その直後、ペリー艦隊は
帰還します。翌７年１月ペリーは軍艦７隻を率い
て浦賀沖に再来航し、３月幕府と横浜応接所（横
浜市）で日米和親条約を締結しました。下田・箱
館２港が開かれ、200年以上続いた「鎖国」が終
わることになります。図１は久里浜（横須賀市）
のペリー上陸記念碑です。この記念碑は明治34年�
（1901）７月米友協会※１により建立されました。
碑文は「北米合衆国水師提督伯理上陸紀念碑」、
初代内閣総理大臣伊藤博文（同会名誉会員）の筆
によるものです。総高約8.7ｍで、同市指定重要
有形文化財になっています。太平洋戦争中には撤
去されましたが、終戦直後の昭和20年（1945）11
月に破壊を免れた記念碑は再建されました。

１　江戸滞在の八郎
　菅野八郎は、文化10年（1813）金原田村（伊達
市保原町）に生まれました。八郎の青年・壮年期
は、欧米諸国の黒船が頻繁に列島近海に押し寄せ
「天下泰平」が脅かされ、外圧に対する危機感が

――――――――――――――――――――――
※１�　アメリカに留学または滞在し日本に帰国した後、政界・
経済界で活躍した人々が集まり、交友を深め便益を図る目
的で明治31年設立。

図１　ペリー上陸記念碑
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に告げ、さらに、黒船から沿岸を守る海防策「防
方十ヶ条」を幕府に進言するように厳命しました。
海防策の進言が自身の使命である。八郎はこのよ
うに思うようになります。その思いを実行すべく、
１月下旬金原田村を離れ、江戸に向けて出立した
のです。
　江戸到着は２月３日でした。その月の20日、八
郎は老中阿部正弘への駕籠訴を決行します。駕
籠訴は禁制でしたが、「神君」のお告げのためか、
処罰はありませんでした。逆に、取調べの幕府役
人から、目安箱に訴状を投げ入れる箱訴を指示さ
れます。一旦、八郎は訴訟人が宿泊する公事宿に
留まり、その機会を伺います。箱訴は１ヶ月あま
り後の４月２日でした。田植えの季節が目前に
迫っています。７日に急いで江戸を出立しました。
　江戸滞在は２月３日から４月７日まで約２ヶ月
間です。「天下泰平」を脅かす黒船の実態を把握
しようとしたのでしょうか。その間、八郎は江戸
市中に流布した黒船情報の収集に奔走します。当
時の江戸にはさまざまな情報を入手し、情報の
売買を生業とする「情報屋」が存在していまし
た。例えば、神田御成の広場で古本屋を営む藤岡
屋由蔵です。藤岡屋の情報は天災飢饉・諸事件・
見世物興行・落首・世相諷刺などでした。そのよ
うな「情報屋」に接触して、八郎は黒船情報を収
集したと考えられます。２月11日には、神奈川沖
（横浜市）に停泊中のペリー艦隊を目撃していま
す。３月には、日米和親条約の締結がありました。

２　江戸から戻った八郎
　４月20日に八郎は金原田村に戻りました。江戸
から持ち帰った黒船情報は膨大でした。
　金原田村近隣には、黒船来航を憂慮し危機感を
共有する八郎の同朋が居住していました。帰村を
知った同朋は黒船情報の回覧を切望するようにな
ります。そのような切望に応じて、八郎は最初に
図２『あめの夜の夢咄し』を、次に図３『あめの
夜の夢』を執筆します。
　『あめの夜の夢咄し』には、図４のように
　�嘉永七年寅の五月田植の日間をぬすミ写之、右
は愚案悪筆、見ル人大わらいなるべければ他見
堅ク御無用なり、金原田村八老　敬白
とあります。「写之」は黒船情報の書き写し、「見
ル人」は読み手、八郎の同朋です。八郎は５月の
繁忙期、田植えの僅かな頃合いを見つけて執筆し

ています。執筆は田植えの後でも良かった筈です
が、「日間をぬすミ」とせざるを得ませんでした。
それは執筆を急がせる読み手の強い要請があった
からです。八郎収集の黒船情報は次のようです。
　�アメリカより渡船之次第、実言実書之写、八郎
見聞之趣意、あちらこちら少々書ぬき、　并ニ
同人箱訴之次第、拙きふんでをとりて左ニ顕し、
春の長日の御笑草ニもなれかしと思ふ而已、
　それは①「アメリカより渡船之次第」、②「実
言実書之写」、③「八郎見聞之趣意」、④八郎「箱
訴之次第」です。①は嘉永６・７年ペリー来航の
顛末、②は江戸市中に流布していた黒船関連の文
書・書籍の写本でしょうか、③は見聞きした黒船
譚に対する考え、④は４月２日箱訴の顛末です。
箱訴はペリー来航に由来する「霊夢」に起因して
いました。①②③から「あちらこちら」取捨選択
し、「少々書ぬき」抜粋して、それに④を加えて
編纂したのが『あめの夜の夢咄し』です。「春の

図４　５月の執筆

図２　『あめの夜の夢咄し』
　　　表紙　　　　　　　

図３『あめの夜の夢』表紙
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長日」が５月であることは明らかです。
　その後に引き続き、八郎は『あめの夜の夢』の
執筆に取り掛かります。
　�あづま登りの一卷をと予に懇望し給ふ、愛友の
望なんぞいなむべき、さらば亜墨利加人渡来の
咄し、次に八郎があづまへ行し物語り、つたな
きふんでに為言置、おろかの証を残しおかんと
金原田積善門の辺りニおゐて一小冊を書ものハ
金原田村積善寺門前ニ住ス八老　于時嘉永七年
寅ノ六月廿三日　ふんでをとる

　「予」は八郎、「愛友」は読み手の同朋、「あづ
ま登りの一卷」「亜墨利加人渡来の咄し」「八郎
があづまへ行し物語り」は①②③、「一小冊」は
『あめの夜の夢』、積善寺は八郎の菩提寺です。読
み手が黒船情報を切望し、その切望に応じて、６
月23日八郎は「一小冊」の執筆に着手したのです。
この頃には、田植えの作業は終了していたと思わ
れます。その執筆は図５「嘉永七年寅ノ七月十日　
筆を納ム」とされました。６月23日から７月10日
まで、執筆に要した日数は約20日間でした。
　「田植の日間をぬすミ」ながら繁忙期に慌ただ
しく執筆した『あめの夜の夢咄し』は13丁、執筆
の日数を充分に確保できた『あめの夜の夢』は39
丁でした。両著作は①②③、及び④を典拠として
おり、精粗はありますが、その内容はほぼ同一で
す。読み手は一方を、あるいは両方を通読し、切
望していた黒船情報を会得したのです。

３　嘉永６年の黒船〜ペリーの久里浜上陸
　八郎は前年の事件を次のように伝えています。
　�九日相州浦賀栗浜村へ異人上陸して戸田伊豆守
様ト応対有ル、其時異人の有様を見ルニ実ニ調

練よく軍勢繰出シ　見事ニして、言語ニのべか
たし、� 　　　　　　（『あめの夜の夢』）

　「九日」は嘉永６年６月９日、「異人」はペリー、
「戸田伊豆守」は浦賀奉行戸田氏栄です。ペリー
が久里浜に上陸し、浦賀奉行と交渉したとありま
す。また、その風貌を「遖見事」と賞賛していま
す。
　�人数六百人程上陸ス、銘々ピントンと言六挺仕
掛の鉄炮をひつさげ、びくといわず一ト打と日
本人をハツタとにらみ、小屋の上座へ着座スル、
其勢もふゆうなるにへきゑきして、何故多人数
上陸いたしたる抔掛合候義存もよらず、反而異
人に威を示され一同無念の歯がみをなしたるの
ミ、夫より色々応対之式礼等相済、北亜墨理駕
国帝よりの書翰差出ス、� （『あめの夜の夢』）
　「北亜墨理駕国帝」は米国大統領フィルモア、
「書翰」は国書です。ペリーと艦艇乗組員約600人
が上陸し、幕府役人を「ハツタと」睨みつけて
「小屋の上座」に着座した。役人は「異人」の威
厳に圧倒され、大統領の国書を受理した、とあり
ます。
　読み手はペリーの久里浜上陸と幕府の対応を知
ることはできましたが、次のような地理的な理解
は不可能でした。
　�此度渡来之異船ハ北アメリカの内ワシュントン
の船也、但し蒸気三艘、軍船五艘なり、尤亜美
理駕へ日本相州浦賀より、里数近きは七八千里、
遠壱万里位アリト言、� （『あめの夜の夢咄し』）
　ペリー艦隊出発の「北アメリカ」「亜美理駕」
「ワシュントン」がどの辺に所在するのか、「近き
は七八千里、遠壱万里位」は日本とどの程度の遠
近なのか。そのような地理的理解を援ける手立て
として、八郎は両著作に世界地図を掲載していま
す。読み手が世界の地理に熟知しているのであれ
ば、掲載の必要は無かった筈です。18世紀末、長
久保赤水（水戸藩の地理学者）は『地球万国山海
輿地全図説』を刊行。以後幕末に至る迄、赤水の
名声に依拠して、赤水世界図派生の模倣図が数多
く刊行されました。世界地図は江戸滞在中に収集�
した模倣図の簡略図です。図６は『あめの世の夢』�
掲載の世界地図です。「大日本」と「六大州」の
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ルフルシツ」「ワシントン」などです。これは八
郎がペリー艦隊の本国を意識していたからです。
「北亜美理駕」にだけ、読み仮名を付しているの
もそのためでしょう。この地図を俯瞰して、読み
手は八郎伝達の黒船情報を十全に理解することが
できたと思われます。

４　嘉永７年の黒船〜横浜応接所のペリー
　日米和親条約が締結された横浜応接所の跡地に
は、昭和56年（1981）開館の図７横浜開港資料館
が建っています。図８は中庭にある玉楠の木です。
案内板には、条約締結は「この玉楠の木の近くで
行われたといわれている。」とあります。
　八郎は『あめの世の夢咄し』の表紙見返しに図
９ペリーの肖像を載せています。その肖像は黒船
来航と黒船情報を象徴するものである。このよう
に考えて、八郎は読み手が最初に目視する表紙見
返しに載せたのです。極めて写実的な人相です。
豊かな頭髪、吊り上がった目、太い眉、高い鼻、
徽章付きの軍服など、恰も至近から目撃したかの
ようです。さらに、次のように解説しています。
　�身之丈六尺四五寸、色白く鼻高くまゆ毛ふと
く、目ハ少シ丸ク眼中するどく、音声さわやか
也、如何ニも智たくましく見へて、大州之将た
る人相備り、言わずもそれと見へたり鳧、年齢
五十二三才と見ゆ、是実相也、
� （『あめの夜の夢咄し』）

※２�　「亜美理駕」と「亜墨理駕」は同一の読み方で「アメリ
カ」です。

※３�　南半球に存在すると考えられていた想像上の大陸。
――――――――――――――――――――――

　身長は６尺４〜５寸、色白で、高い鼻、太い
眉毛、丸い目つき、鋭い眼光である、とあります。

図６　『あめの世の夢』掲載の世界地図

図７　横浜開港資料館

図８　中庭にある玉楠の木
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「実相」として八郎が伝える身体的特徴の説明は
極めて具体的です。「音声さわやか」とありますが、
果たしてペリーの肉声を聞いたのでしょうか。
　図10は『あめの夜の夢』掲載のペリーです。図
９と同様に写実的です。何故にこのような肖像を
入手できたのか。八郎は次のように述べています。
　�嘉永七年寅ノ正月武州大師河原まで乗入、異船
の大将ハ去年ニかわらぬペルリ也、其実相を知
らんと、色々心を配りしニ幸イなる哉、保原前
木の出店屋ぶやのあるじ戸田伊豆守様の御供ニ
加り、横浜上陸の時異人ニ面会し大将ぺルリの
面躰を能ク見テ、是を須加屋多平と言ものニ
かゝしむ、依而予も其実相成をよろこび同人へ
頼ミ写さしむ、そを又しき写ニして今爰ニ顕わ
せり、� 　　（『あめの夜の夢』）

　「保原前木」は保原（伊達市保原町）の真綿買

継商人佐藤九兵衛、「出店」は久兵衛が真綿販売
のために開いた江戸の支店、「屋ぶやのあるじ」
は支店長、「戸田伊豆守様」は浦賀奉行戸田氏栄、
「横浜上陸」はペリーの横浜応接所臨席です。こ
の一文により、図９・10制作の経緯が判明しま
す。それによれば、八郎は「異船の大将」ペリー
の「実相を知らんと」して「色々心を配り」画策
していた。幸いにも、「保原前木」の江戸支店薮
屋主人は浦賀奉行の「御供」に加わり、横浜応接
所で日米和親条約の調印に臨んだ「大将ペルリの
面躰」を微細に観察した。後日、薮屋主人は須賀
屋多平に口述してペリーの肖像を描写させた。八
郎は「其実相成をよろこび」、薮屋（又は須賀屋）
に依頼して肖像画の模写図を入手した。その模写
図を「又しき写ニして」、５月『あめの夜の夢咄
し』に、７月『あめの夜の夢』に転写した、とあ
ります。薮屋主人がペリーを目撃し、その肉声を
実際に聴取したから、八郎は「音声さわやか」と
することができたのです。
　では、両著作の読み手はペリーの肖像をどのよ
うに受け止めたのでしょうか。最後に、この点を
考えてみましょう。八郎の解説は身長「六尺四五
寸」の大男で、天狗のような人相でした。読み手
自身とは全く異なる「異船之大将」がペリーでし
た。その「異人の有様」を図９・10により目視
し、ペリーの本国を図８世界地図で確認したの
です。「北亜美理駕」は大国であり、それに比べ
れば「大日本」は芥子粒のような小さな国でし
た。そのような大国から大男率いるペリー艦隊が
小国に来航したのです。読み手は八郎伝達の黒船
情報から、憂慮すべき深刻な脅威が切迫している
ことを知り、「天下泰平」を揺るがす黒船の実態
を初めて理解したことでしょう。ペリー来航は村
に住む読み手が、日本・日本人と「異国」「異人」
を意識する切っ掛けとなったのです。明治21年
（1888）農民菅野八郎は75歳で死去しました。

参考文献：吉原健一郎『江戸の情報屋』（1978年）、岩下
晢典『幕末日本の情報活動』（2008年）、須田努編『逸脱
する百姓－菅野八郎からみる19世紀の社会』（2010年）、
上白石実『幕末の海防戦略』（2011年）、『保原町史』１。
出典：『あめの夜の夢咄し』（菅野隆雄家文書、福島県歴
史資料館収蔵）、『あめの夜の夢』（菅野寛之家文書、伊
達市霊山町）、金原田区有文書（伊達市保原歴史文化資
料館収蔵）。

図９　『あめの世の夢咄し』ペリーの肖像
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