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B 三重津海軍所跡の概要 

B-1 三重津の地勢と環境 

B-1-01 三重津の地勢と環境 

三重津は、有明海最奥部の北東側、筑後川の分流である早津江川
は や つ え が わ

の西岸に立地しており、有明

海に注ぐ現在の河口から上流に約 6 ㎞、佐賀城跡からは直線距離で南東方向に約 5 ㎞の場所に位

置します。対岸は福岡県大川市で、江戸時代は柳川藩領でした。 

佐賀市域の南部一帯に広がる佐賀平野は、九州最大の河川である筑後川や嘉瀬川等により流さ

れてきた大量の土砂や有明海の潮の干満で形成された肥沃な沖積平野で、古くから干拓事業も盛

んに行われたことで現在のような特徴的な景観が形成されてきました。 

また、日本最大といわれる有明海の干満差は、大潮時には 6m にも及びます。 

早津江川はこの潮汐作用をもつことから、三重津海軍所で行われた様々な活動に影響を与えま

した。 

 

●航空写真：三重津海軍所跡から長崎を望む 

 

 

B-2 佐賀藩と三重津海軍所の軌跡（年表）⇒別途 

 

B-3 三重津海軍所跡の概要 

B-3-01 三重津海軍所跡とは 

 三重津海軍所は、佐賀藩が長崎警備の強化のため幕末に創設した、洋式海軍の拠点施設です。 

江戸時代の佐賀藩内には、藩所有の和船を管理する「船屋
ふ な や

」が 6 か所ありました。その一つで

ある三重津が洋式海軍の拠点となった理由として、佐賀城下に近く、穏やかな内海の有明海は長

崎にも向かいやすい、さらには大きな洋式船の航行が可能な河川沿いといった理由が考えられて

います。 

 三重津海軍所では、洋式海軍の教育や、洋式船の修船・造船が行われ、国産初の実用蒸気船「凌

風丸」も建造されました。 

明治時代に入り、三重津海軍所が閉鎖された後には「佐賀郡立海員養成学校（後の佐賀県立佐

賀商船学校）」が設立され、昭和 8年（1933）に閉校されるまで、多くの人材を輩出しました。 

 

≪一口コメント≫ 

 「三重津海軍所」という名称は、実際に海軍所が稼働していた幕末から使用されていたもので

はなく、創設当時の正式名称は「海軍取調方
かいぐんとりしらべかた

 三重津出張所」です。 

その後、「海軍取調方」はいくつかの組織改編を経て、明治 2年（1869）「海軍所」となります。

「三重津海軍所」はこの時の組織名に由来したものです。 

 

●佐賀藩船屋位置図（佐賀城・三重津・長崎港の位置関係を示す。） 
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B-4 海軍所整備の変遷 

B-4-01 短期間で行われた海軍所の整備 

 三重津海軍所跡は、「船屋地区」「稽古場
け い こ ば

地区」「修覆場
しゅうふくば

地区」の 3つのエリアで構成されていま

す。 

藩の和船を管理する船屋であり、役所機能も備えた「船屋地区」を始点とし、海軍教育や訓練

を行う「稽古場地区」、洋式船の修理や建造を行う「修覆場地区」が下流側へと順次拡張され、わ

ずか 3年程の短期間で洋式海軍の拠点施設として整えられていきました。 

 

 ●三重津海軍所整備変遷図 

 

 

B-4-02 船屋地区 

長崎での海軍伝習で得た洋式海軍に関する知識や技術の教育を藩内でも行うため、安政 5 年

（1858）、三重津船屋に海軍所の前身となる「御船手稽古所
お ふ な て け い こ し ょ

」が設置されました。当時から和船の

停泊に用いられた入江は、現在も漁港として利用されています。 

 

【検出遺構】 

三重津が海軍所として整備される以前（船屋期）の遺構と、海軍所稼働期の遺構が検出されて

います。 

船屋期の遺構としては、掘立柱建物や溝、堤防盛土があります。掘立柱建物は、柱の基礎に和

船を解体した部材が使われていました。 

海軍所稼働期の遺構としては、礎石建物や井戸等が検出されています。 

 

 ●位置図 

 ●発掘調査写真（掘立柱建物・柱穴） 

 ●発掘調査写真（礎石建物） 

 ●発掘調査写真（井戸） 

 

 

B-4-03 「三重津御船屋絵図」複製 

 ≪キャプション≫ 

 この絵図は、幕末頃の「三重津船屋」を描いたものです。 

墨書の実線と朱書の破線が使い分けられ、既存施設を墨書、計画施設を朱書で示していると考

えられます。朱書部分には、「諸職人住居所
しょしょくにんじゅうきょしょ

」「金物細工所
かなものさいくしょ

」「役所」「材木小屋」

「木挽所
こ び き し ょ

」「大工番匠細工場
だいくばんしょうさいくば

」等の施設名が記されています。 

三重津船屋で大規模な改修計画があったことがわかり、安政期における佐賀藩の蒸気船建造計

画や三重津海軍所の設置等と関連する可能性が考えられます。 
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B-4-04 稽古場地区 

 長崎海軍伝習所の閉鎖に伴い、「海軍稽古場
か い ぐ ん け い こ ば

」として拡張整備された場所です。 

 ここでは、長崎海軍伝習所で学んだ伝習生が教官となり、航海や造船・機関・測量等の海軍教

育の他、船手の小銃を使った銃陣訓練や艦砲の操作訓練も行われました。 

 

【検出遺構】 

 土地を造成する際に施工された竹柵状の遺構が検出されています。また、井戸も 1 基検出され

ており、中から「海」の文字が書かれた磁器等が出土しています。 

 

 ●位置図 

 ●発掘調査写真（竹柵状遺構） 

 ●発掘調査写真（井戸） 

 ●出土遺物写真（特注磁器） 

 

 

B-4-05 修覆場地区 

 洋式船の修理や建造を行った場所です。 

 洋式船の規模や構造は、和船とは大きく異なるため、従来の施設ではメンテナンス等を行うこ

とができませんでした。そこで、洋式船のボイラー組み立てや修理に必要な金属（銅・鉄）部品

の生産や加工を行う「製作場
せ い さ く ば

」や、洋式船を引き入れ修理を行う「御修覆場
おんしゅうふくば

（ドライドック）」等

が整備されました。 

 

【検出遺構】 

 「製作場」では、石組遺構や小型二連炉等の金属加工に関連する遺構が検出されるとともに、

鉄や銅の加工を物語る遺物が多数出土しています。 

 また、ドライドックは国内に現存する最古のもので、洋式船の修理等がここで実際に行われた

ことを物語る遺物が数多く出土しています。 

 

 ●位置図 

 ●「千石船と〝電流丸”の大きさ比較」図 

 ●発掘調査写真（ドライドック木組み遺構） 
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B-5 ドライドックの構造と運用 

B-5-01 ドライドック原寸大模型 

 

B-5-02 ドライドックの構造と運用 

【ドライドックとは】 

ドックとは、船の修理等を行う施設のことです。 

三重津海軍所に造られたドックはドライドック（乾船渠
かんせんきょ

）といい、船をドック内に入れた後に、

水を抜き、船体の修理ができる仕組みになっていました。 

煉瓦や石で造られたドライドックとは異なり、三重津海軍所のドライドックは木と土を巧みに

組み合わせ、在来の土木技術を用いて構築されているのが特徴で、その規模は奥行約 60m、幅約

25m もありました。 

目の前の模型は、2011 年度の発掘調査で確認された遺構を正確に再現したものです。 

 

【干満差を利用した船の出し入れ】 

ドライドックへの洋式船の出し入れは、有明海特有の最大 6m ともいわれる干満差を利用して行

われました。 

 

 ●ドライドックの運用方法模式図 

 

 

B-5-03 造成土 

【造成土の特徴】 

 発掘調査の結果、製作場
せ い さ く ば

では砂と粘土を交互に積み上げた特徴的な造成土が確認されました。 

 また、この造成土の範囲と金属加工に関連する遺構の広がりはほぼ一致していました。 

これらのことから、製作場の造成はドライドック木組み遺構の構築と一体的に行われたと考え

られ、製作場に置かれた施設は造成段階から計画的に配置が決められていたことが窺えます。 

 

【土嚢の役割】 

 ドライドック木組み遺構の 3 段目の土の中からは、木杭に沿って並べられた土嚢が見つかって

います。藁編みの土嚢の中には、砕いた貝殻を混ぜ合わせた粘土が詰められていたことから、製

作場に施された造成土の砂がドック内に流れ出ることを防ぐための工夫と考えられます。 

 

 ●発掘調査写真（製作場造成土土層断面） 

 ●造成土範囲図 

 ●発掘調査写真（土嚢出土状況） 

 

 

B-5-04 造成土剥ぎ取り 
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B-5-05 遺構を未来に引き継ぐために 

三重津海軍所跡ではドライドック木組み遺構をはじめ、木材を多用した遺構が土中から確認

されています。 

木材の劣化を防ぐためには、地下に十分な水分量が維持されることと、できるだけ空気に触

れず酸素が少ない状態を保つことが重要です。 

したがって、木製遺構を適切に保存し未来に引き継いでいくため、地中に埋め戻していま

す。 

 

 ●ドライドック木組み遺構写真（検出時・乾燥時） 

 

 

B-5-06 大型スクリーン映像 

 

 

B-5-07 ドック出土遺物（ロープ・石炭等） 
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B-6 三重津海軍所跡の価値 

B-6-01 三重津海軍所跡の価値 

【価値①：他藩に先駆けた海軍力を伝える遺跡】 

長崎警備を担当していた佐賀藩は、欧米列強のアジア進出に対し強い危機感を抱きます。 

長崎港外への台場増築や国内初の反射炉での鉄製大砲の鋳造
ちゅうぞう

を行うとともに、洋式海軍の創設

を試みる等、他藩に先駆け海防の強化を図りました。 

佐賀藩は、洋式海軍創設のため、長崎での海軍伝習に多くの藩士を参加させ、必要な技術や知

識の習得に努めるとともに、藩内にあった「船屋」の 1 つである三重津でも伝習を開始し、海軍

教育や造船・修船に必要な施設を順次整備していきました。 

その結果、三重津は「役所」「教育」「修船・造船」の機能を備えた全国屈指の海軍所となり、幕

末における佐賀藩海軍の様相をよく示しています。 

 

●アヘン戦争図 

 

【価値②：在来技術と西洋の技術を融合させた近代化の様相を伝える遺跡】 

 三重津海軍所では、蒸気船のボイラーの組み立てや船底の銅板張替え、国内初の実用蒸気船「凌

風丸」の建造等に西洋の技術が積極的に取り入れられました。その取り組みは、新しい技術と日

本の在来技術を巧みに組み合わせ、試行錯誤の末に成し遂げられました。 

 特に、三重津海軍所のドライドックは、石やレンガ造りのものとは異なり、木と土を組み合わ

せた在来の土木技術が用いられており、当時の人々の工夫の痕が表れています。 

 

 ●横須賀ドライドック写真 

 ●三重津ドライドック写真 

 

【価値③：有明海に面する環境の特徴を活かした知恵と工夫を伝える遺跡】 

 ドライドックでの洋式船の出し入れ等、三重津海軍所の運用には、有明海特有の最大 6m ともい

われる潮の干満差が利用されています。 

 三重津海軍所跡は、有明海や早津江川の環境の特徴を活用した先人たちの知恵や工夫を知る手

がかりでもあるのです。 

 

 ●早津江川の干潮・満潮の写真 
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B-7 三重津の終焉とその後 

B-7-01 三重津の終焉【パネル①】 

 明治 4年（1871）の廃藩置県に伴い、佐賀藩海軍も解体されたと考えられます。 

 明治 21 年（1888）頃の様子を示した地籍図を見ると、三重津海軍所があった場所に「元海軍所」

という小字名が記されており、この頃には海軍所は既に存在していなかったことがわかります。 

 

 ●明治 21 年頃の様子を示した地籍図 

 

 

B-7-02 佐賀商船学校と引き継がれた志【パネル②】 

 明治35年（1902）、三重津海軍所の跡地に「佐賀郡立海員養成学校」が設立されました。 

明治39年（1906）に佐賀県立工業学校と合併し、「佐賀県立商船工業学校」となりました。 

さらに、明治43年（1910）には佐賀県立商船工業学校から独立し「佐賀県立佐賀商船学校」と

なり、昭和8年（1933）に閉校となるまで、その教育を通じて多くの人材を輩出しました。 

 その後、三重津海軍所を顕彰する「佐賀藩海軍所記念会」が設立され、閉校となった商船学校

の講堂を譲り受けて記念館とし、記念碑等も建てられました。 

 

●佐賀商船学校古写真 

 

 

B-7-03 商船学校の風景【パネル③】 

 ※解説なし 

 

 ●商船学校絵葉書 

 ●商船学校写真帳（活動風景写真） 
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C 海軍伝習 

C-1 海軍伝習 

C-1-01 長崎での海軍伝習 

【安政元年の海軍伝習】 

 嘉永 6年（1853）6 月、天然の要害と信じられてきた江戸湾内にペリー艦隊が侵入したことに衝

撃を受けた幕府は、江戸湾の海防強化を図るためオランダからの艦船購入を試みます。ところが、

ヨーロッパで起こった戦争の影響ですぐには実現せず、オランダからの提案により、長崎で海軍

士官養成のための教育を行うこととなりました。これを「海軍伝習」と呼びます。 

 この時の海軍伝習は、安政元年（1854）7 月に長崎に入港したオランダ軍艦スンビン（後の観光

丸）の艦長ファビウスのもと、「長崎海軍伝習所」開設に先行し予備的に行われたものでした。わ

ずか 2 ヶ月余りという短い期間でしたが、艦内規則、砲術、造船、運用術、蒸気機関等、洋式海

軍に関する一通りの伝習が行われ、佐賀藩からも藩士が参加しました。 

 

【長崎海軍伝習所での海軍伝習】 

 安政 2年（1855）、幕府は「長崎海軍伝習所」を開設し、オランダ人海軍士官による海軍伝習が

本格的に始まりました。伝習は 2 期 4 年にわたり行われ、内容も洋式海軍に関するものから、化

学、医学、測量等と多岐にわたるものでした。 

 この海軍伝習に、佐賀藩からも本島藤太夫
もとしまとうだゆう

や佐野常民をはじめとする藩士が諸藩で最多数参加

し、洋式海軍に関する技術や知識の習得に努めました。 

 

 ●明治維新当時諸藩艦船図（観光丸：東京大学） 

 ●喎蘭艦砲伝習書（佐賀県立図書館） 

 ●海軍伝習方書類（時間割）（長崎歴史文化博物館） 

 

 

C-1-02 三重津に引き継がれた海軍伝習 

 佐賀藩は安政 5 年（1858）に三重津に「御船手稽古所
お ふ な て け い こ し ょ

」を設置し、藩内においても海軍教育を

開始します。 

 また、翌年の長崎海軍伝習所の閉鎖に伴い、伝習を引き続き藩内で実践するため、三重津の「船

屋」の西一角を「海軍稽古場
か い ぐ ん け い こ ば

」として拡張整備します。 

ここでは、長崎で伝習を受けた藩士たちが教師となり、機関術、砲術、舶砲術、造船術、運用稽

古、航海術、測量術等の伝習が行われました。 

稽古人は、多い時で 300 人余りにも及びました。 

 

 ●「白帆注進外国船出入注進」早津江川の 3隻のシーン 

●運用稽古先位置図 

●「請御意下」電流丸運用稽古 

 

 

C-1-0 蒸気船製造等ニ付覚（記念館既存複製物・鍋島報效会） 
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D 佐賀藩と洋式船 

D-1 洋式船への挑戦 

D-1-01 洋式船の研究と建造の試み 

パネル① 

【洋式船に関する情報収集】 

長崎警備を担当していた佐賀藩は、外国の情報をいち早く入手し、欧米列強のアジア進出に強

い危機感を抱いていました。 

天保 11 年（1840）、佐賀藩は風波が高い時に番所や台場へ兵糧や物資を補給するため、オラン

ダ人船大工に依頼して出島で小型の帆船を建造しました。 

また、同 13 年には長崎で警備にあたる多くの藩士がオランダ商船を視察する機会を得ました。

さらに、弘化元年（天保 15 年・1844）にはオランダ軍艦・パレンバンの長崎入港時に、藩士とと

もに藩主鍋島直正が自ら乗船し、装備や訓練の様子等を視察しました。このようなことを通じて、

西洋の軍事力との差を実感し、洋式海軍や洋式船に関する知識や技術を求める動きを加速させて

いきました。 

 

【洋式船建造の試み】 

江戸時代、幕府は大名統制の柱の 1 つとして大型軍船の建造を禁止していましたが、嘉永 6 年

（1853）6 月のペリー艦隊の来航を機に洋式船の建造推奨策に方向転換します。 

佐賀藩でも、この頃から蒸気軍艦入手に関する模索が本格化し、外国からの蒸気船の購入を計

画すると同時に、蒸気船の建造も試みられました。 

安政元年（1854）、幕府から小型蒸気船の借用が許可されます。また、佐賀藩は同年「御番方
お ば ん か た

（長

崎警備関係を担当する部署）」での蒸気船建造を決定します。翌年には、蒸気船建造用の木材の調

達が始まり、佐賀城下郊外の厘外津で蒸気艇の建造が試みられています。 

蒸気船建造には、「精煉方
せいれんかた

（最新の理化学研究を行う部署）」からも中村奇輔
なかむらきすけ

や田中儀右衛門
た な か ぎ え も ん

ら

が参加し、蒸気機関の研究等が進められました。 

 

●佐賀藩スループ形側面図・平面図（彦根城博物館） 

●船関係資料「船の図」「蒸気機関の図」（武雄市） 

 

 

パネル② 

【蒸気機関の研究】 

佐賀藩は、蒸気機関の研究のため、蒸気船や蒸気車の雛形制作を行います。 

「蒸気車雛形」は、蒸気シリンダーは 2 気筒、ボイラーは単管で蒸気の発生量は少なかったも

のと思われます。 

「蒸気船雛形（外輪船）」は、ボイラーが多管式となり、単管式である「蒸気車雛形」よりも蒸

気の発生効率が向上しています。 

さらに、「蒸気船雛形（スクリュー船）」では、煙管の構造が「蒸気車雛形」や「蒸気船雛形（外

輪船）」に比べて複雑化し、熱効率の向上が図られた構造となっています。 

 

 ●蒸気車雛形写真 

 ●蒸気車・蒸気船雛形 X線写真（東京文化財研究所撮影） 
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D-1-02 「鍋島直正和蘭船乗込図」 

 

D-1-03 蒸気船雛形（外輪船） 

 

D-1-04 蒸気船雛形（スクリュー船） 

 

D-2 洋式船の入手と三重津で行われたメンテナンス 

D-2-01 洋式船の入手とメンテナンス施設整備 

【洋式船の入手】 

 佐賀藩では、洋式船を入手すべく建造に取り組みますが、簡単に実現できるものではありませ

んでした。 

そこで、購入によって入手するため、安政 2 年（1855）に蒸気軍艦 1 隻とそれに備える装備・

雑具等をオランダに発注します。 

翌年には納入される予定でしたが、納期が遅れ、3年後の安政 5年 11 月にようやく長崎で受け

取りが行われ、「電流丸」と名付けられました。これが佐賀藩が保有した最初の蒸気軍艦です。 

佐賀藩は納入を待つ間、安政 4年に長崎に渡来したオランダ製の帆船（後の「飛雲丸」）を購入

し、翌年には、佐賀藩の伝習生が長崎での海軍伝習の一環として、オランダ人の指導のもと小型

帆船「晨風丸」を完成させました。 

 

 ●「白帆注進外国船出入注進」（電流丸） 

 ●「白帆注進外国船出入注進」（飛雲丸） 

 ●「白帆注進外国船出入注進」（晨風丸） 
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D-2-02 洋式船の入手とメンテナンス施設整備 

【直正の洋式船視察】 

安政 2年(1855)7 月 25 日、藩主鍋島直正は、幕府に寄贈されるスンビン（後の観光丸）ととも

に長崎に来航したオランダ蒸気軍艦・ヘデーに乗船します。 

艦長の案内で船内の装備や大砲・小銃等の訓練を視察するとともに、ヨーロッパの海軍情勢等

を尋ねました。視察後直正は艦長にこの船を購入したいと申し出ました。 

 

 ●「斉正公蘭船ゲデー号訪問図」 

 

【挿図キャプション】 

本図は、ヘデーに乗り込んでいた士官の写生図で、外国雑誌（リンデン伯の「日本の想い出」）

に掲載されたものの写しです。 

図の中央で扇を持った人物が直正で、ヘデーの甲板上で艦長らと対面する様子が描かれていま

す。 

※直正が乗船したオランダ蒸気軍艦の船名ヘデーを、英語読みするとゲデーとなります。 

また、直正は、文政 10 年（1827）将軍徳川家斉
とくがわいえなり

から名前の一字を賜り、明治元年（1868）ま

で斉正
なりまさ

と名乗っていました。 

 

【メンテナンス施設の整備計画 –長崎から三重津へ-】 

洋式船を運用していくと、当然船のメンテナンスが必要となります。 

佐賀藩は、蒸気軍艦の発注に合わせて修理用の機器類もオランダに発注し、長崎近郊の藩領内

に洋式船の修船施設を整備する計画を立て、安政 2 年（1855）夏以降、計画の許可願いを何度も

幕府に提出します。 

ところが、その間に銀相場が暴落し、機器類の代金が支払えず、機器類を幕府に献納すること

となり、計画の実現には至りませんでした。 

 その後、洋式船のボイラー組み立てやそれに必要な金属（銅・鉄）部品の生産や加工を行う製

作場、船のメンテナンスを行うドライドックを三重津に整備しました。 

 

 ●「蒸気船御願其外奉行所御届等写」 

 

D-2-03 「佐野栄壽左衛門海防ニ関スル意見書」（複製） 

 

D-2-04 「徳永伝之助宛直正書簡」（複製） 

 

D-2-05 電流丸模型（1/40） 
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D-2-06 洋式船の銅板張替え 

【電流丸のキール銅板張替え】 

文久元年（1861）頃、電流丸のキール銅板を張り替える必要が生じました。 

キールとは船底を縦に貫く竜骨という部材のことで、その銅板を張替えるには、船底で人が作

業する必要があります。 

幕府が長崎飽
あく

の浦
うら

に開設した幕営長崎製鉄所には、船底を修理できる施設がなかったため、三

重津に新たにドライドックを築造して作業を行ったと考えられます。 

張替え作業は、文久元年秋だけでは完了せず、翌年残りの作業を行うこととなりますが、ドッ

クの締め切りに不具合が発生したため三重津では作業が継続できず、佐賀藩領諫早の大久保浦で

残りの張替え作業が行われました。 

 

【なぜ船体に銅板を張るのか】 

船体に害を及ぼしたり、船の推進効率を低下させる海洋生物の付着を防止するため、多くの洋

式船の船底には銅板が張られています。 

まず、船底の外板に油、樹脂、獣脂等を混ぜ合わせたものを塗り、その上に防水や防腐効果の

あるタールを染み込ませた紙を貼ります。その上に、銅板同士が少しずつ重なり合うように、上

から下に向かって銅釘で留められています。 

 

 ●銅板張り方模式図 

 ●銅板・銅釘写真（開陽丸引き揚げ遺物） 

 ●洋式船図解（作図） 

 

 

D-2-07 銅の鋳造施設 

【施設の概要】 

 三重津海軍所には、洋式船の修理や建造に必要な銅製品の加工施設がありました。 

確認された小型二連炉や出土遺物から、銅の加工には在来の鋳物の技術が用いられたことがわ

かっています。 

 

【使用方法】 

小型二連炉は、坩堝炉として使用されています。坩堝
る つ ぼ

炉とは、地金を入れた坩堝を炉内に設置

した坩台
かんだい

に据え付け、加熱して地金を溶かす炉のことで、溶けた金属を坩堝から鋳型
い が た

に流し込み

製品とします。 

坩堝炉を使用した金属溶解は、中型や小型の鋳造品を製作するときに多く用いられるもので、

炉の近くで見付かったゴミ捨て場から大小さまざまな坩堝の破片が数多く出土しています。 

 

●発掘調査写真（小型二連炉） 

●坩堝炉模式図 
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D-2-09 洋式船のボイラー組み立て 

【電流丸ボイラー組み立て】 

 文久元年（1861）7 月に電流丸に損傷箇所が見つかりました。「精煉方」の技術者である田中儀

右衛門が、三重津に廻送されてきた電流丸に乗り込み損傷の具合を調べた結果、ボイラー（蒸気

缶）の交換が必要と判明しました。それをオランダに発注するのではなく藩内で製造すれば、費

用は 6,000 両程に抑えられると見積ります。 

 これを受け、佐賀藩は田中久重・儀右衛門父子を主任とし、三重津で修理することとなりまし

た。成形された鉄板等の材料は、電流丸と一緒にオランダに発注し、既に長崎に保管されていた

ものが取り寄せられました。三重津ではボイラー用の鉄板をリベットで正確に密着させながら、

組み立てる作業が行われたと考えられます。 

リベットで鉄板同士を繋ぎ合わせる技術は、新しく導入された西洋の技術です。高温で熱せら

れたリベットを繋ぎ合わせる鉄板の穴に通し、冷めないうちにかしめる作業は危険を伴う大変な

作業でした。 

 

【千代田形
ち よ だ が た

ボイラー組み立て】 

 電流丸のボイラー修理を行っていた最中の文久 2年（1862）5 月、幕府が建造中の蒸気軍艦千代

田形のボイラー組み立てが佐賀藩に依頼されました。幕府がオランダに注文していたボイラー組

み立てに必要な機械の納品が遅れており、佐賀藩はその機械を所有していたからです。 

 材料や図面は、晨風丸によって長崎から三重津に運ばれ、作業には同年 8 月から本格的に着手

し、翌年 11 月頃には完成したと考えられます。 

 

 ●「請御意下」 

 ●千代田形艦写真 

 ●千代田形のボイラー 
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D-2-10 鉄の鍛造・鋳造施設 

【施設の概要】 

 三重津海軍所では、洋式船の修理や建造に必要な部品の製造と、その製造に必要な道具の製作

が行われており、それには佐賀藩内の鋳物師
い も じ

や鍛冶
か じ

職人たちが関わっていたことがわかっていま

す。 

 調査で確認されている遺構としては、石組遺構、円形炉、三連溝状遺構等があり、砂と粘土を

互層に積んだ製作場特有の造成土の範囲内で集中して検出しています。 

 

【使用方法】 

 石組遺構は鋳型の焼成と保温を行う施設で、円形炉はコシキ炉、三連溝状遺構は小型・中型の

鋳型を設置した鋳込み場の痕跡と考えられます。 

 特に、石組遺構や三連溝状遺構は、それぞれに異なる形状や構造ではあるものの、ほぼ同じ方

向を向いています。役割が違う施設を計画的に配置することで、金属加工の機能性や効率性を高

めていたものと思われます。 

 

 ●発掘調査写真（石組遺構） 

 ●発掘調査写真（円形炉） 

 ●発掘調査写真（三連溝状遺構） 

●コシキ炉模式図 
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D-3-01 凌風丸 

【蒸気船の建造】 

佐賀藩における蒸気船建造の取り組みは、嘉永 6 年（1853）頃から始まりますが、簡単に実現

できるものではありませんでした。 

佐賀藩は、長崎や藩内での海軍伝習、電流丸や千代田形のボイラー組み立て等を経験し、蒸気

船建造に関する知識や技術を大きく向上させた結果、文久 3 年（1863）に自力での蒸気船建造を

具体化させます。 

同年 3 月には蒸気船建造の担当者の選任や部材の調達方法等が検討され、建造に必要な蒸気機

関をはじめとする金属部品の多くは長崎等から調達すること等が決められています。 

凌風丸の建造は、文久 3年に着手され、2年後の慶応元年（1865）10 月に完成しました。 

 

【国産初の実用蒸気船】 

 凌風丸は木造の軍用河船で、出力 10 疋（10 馬力）、長さ 60 尺（約 18m）、幅 11 尺（約 3.3m）、

喫水 3 尺 5 寸（約 1m）であり、浅い喫水と外輪推進という特徴を持った船でした。

「御召浅行小蒸汽御船
おめしあさゆきしょうじょうきおんふね

」という表現から、凌風丸は鍋島直正・直大
なおひろ

父子が主に使用する船であり、

遠浅の有明海周辺での近海連絡船として建造されたと考えられます。 

 なお、凌風丸は明治 3年（1870）に竹崎鼻付近で座礁したとされていますが、慶応 2年（1866）

から明治元年（1868）までの間に 8 件の運用記録が確認でき、近海連絡船として実用的な蒸気船

であったと考えられます。 

※メートル表記：1尺＝30.3 ㎝として換算 

 

 ●明治維新当時諸藩艦船図（凌風丸） 

 

 

D-4-01 佐賀藩保有の洋式船 

 佐賀藩は、凌風丸や幕府から借用した観光丸も含め、明治 4 年の廃藩置県までの間に、帆船 2

隻、蒸気船 11 隻の計 13 隻の洋式船を保有しました。 

 

【各洋式船の基本情報】 

○飛雲丸 

 船種：木造帆船（スクーネル船） 全長：18 間 2 尺（33m） 幅：5間（9m） 建造地：オラン

ダ 

 安政 4 年（1857）にオランダから購入しました。大坂に米を運搬する等、主に輸送船として使

用されました。 

文久 2年（1862）に広島藩に売却されました。 

 

○晨風丸 

 船種：小型木造帆船（コットル船） 全長：12 間（21.6m） 幅：3間 1尺 5寸（5.9m） 建造

地：長崎 

 安政 5 年（1858）に佐賀藩が、海軍伝習の一環としてオランダ人教官の指導のもと長崎大波止
お お は と

で完成させました。主に輸送船として使用され、幕府から依頼された千代田形のボイラー組み立

ての際には、長崎からボイラー用の鉄板を三重津に運んでいます。 
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○電流丸 

 船種：木造蒸気軍艦 全長：150 尺（45.5m） 幅：26 尺（7.9m） 建造地：オランダ 馬力：

100 馬力 推進器：スクリュー 

 安政 2年（1855）に佐賀藩がオランダに発注し、安政 5年（1858）に長崎に到着しました。 

佐賀藩海軍の主力軍艦で、鍋島直正の御座船
ご ざ ぶ ね

です。 

 

○観光丸 

 船種：木造蒸気軍艦 全長：29 間（52.2m） 幅：5 間（9m） 建造地：オランダ 馬力：150

馬力 推進器：外輪 

 安政 2 年（1855）にオランダ国王から幕府に寄贈された船で、長崎海軍伝習所の練習艦として

使用されました。万延元年（1860）から元治元年（1864）まで佐賀藩に貸与され、主に長崎方面に

配備されていました。 

 

○甲子丸 

 船種：鉄製蒸気船 全長：38 間（68.4m） 幅：4間半（8.1m） 建造地：イギリス 馬力：140

馬力 推進器：スクリュー 

 元治元年（1864）に佐賀藩が長崎で購入しました。 

主に長崎方面に配備されており、慶応 3 年（1867）には上海のドライドックで船底の修理が行

われました。もとは、インドと中国を往復したイギリスの郵便船でした。 

 

○皐月丸 

 船種：鉄製蒸気船 全長：171 尺（51.8m） 幅：27 尺（8.2m） 建造地：イギリス 馬力：85

馬力 推進器：スクリュー 

 慶応 2年（1866）に佐賀藩が長崎で購入しました。 

主に輸送船として使用されましたが、慶応 3年（1867）には第 15 代将軍・徳川慶喜の求めに応

じて上京する鍋島直正の御供船
お と も ぶ ね

として、電流丸と一緒に大坂まで航行しています。 

 

○孟春丸 

 船種：木造蒸気軍艦 全長：22 間 3 尺 6寸（40.7m） 幅：3間 4尺 8寸（6.9m） 建造地：イ

ギリス 馬力：120 馬力 推進器：スクリュー 

 明治元年（1868）に佐賀藩が長崎でイギリスから購入しました。 

同年 2月に三重津から伊万里に廻送され、そこから戊辰戦争
ぼしんせんそう

に出征しています。 

 

○延年丸 

 船種：木造蒸気軍艦 全長：138 尺（41.8m） 幅：24 尺（7.3m） 建造地：イギリス（香港） 

馬力：100 馬力 推進器：スクリュー 

 明治元年（1868）に佐賀藩が長崎で購入しました。 

戊辰戦争に出征し、明治 2 年（1869）の函館海戦にも参加しています。明治 4 年（1871）には

東京で亡くなった鍋島直正の遺髪を三重津まで運んでいます。 
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※以下、一覧表で掲載 

 

○秋芳丸 

 船種：鉄製蒸気船 全長：78 尺（23.6m） 幅：17 尺（5.2m） 建造地：不明 馬力：30 馬力 

推進器：スクリュー 

 明治元年（1868）に佐賀藩が長崎で購入し、主に輸送船として使用されました。 

 

○金花丸 

 船種：木造蒸気船 全長：78 尺（23.6m） 幅：14 尺（4.2m） 建造地：不明 馬力：20 馬力 

推進器：スクリュー 

 明治元年（1868）に佐賀藩が長崎で購入し、主に輸送船として使用されました。 

 

○神行丸 

 船種：木造蒸気船 全長：不明 幅：不明 建造地：不明 馬力：不明 

 明治 3年（1870）に佐賀藩が購入し、主に輸送船として使用されました。 

 

○日進丸 

 船種：木造蒸気軍艦 全長：204 尺（61.8m） 幅：31 尺（9.4m） 建造地：オランダ 馬力：

250 馬力 推進器：スクリュー 

 明治 3年（1870）に佐賀藩が長崎で購入しましたが、間もなく明治政府に献納されました。 

 

【出典】 

「仮日記」（鍋島家文庫 鍋 023-80） 「蒸気軍艦届」（国立公文書館 165-012） 「諸藩船艦記」

（防衛省防衛研究所 海軍省-公文類纂-M2-1-3） 「明治維新当時諸藩艦船図」（東京大学駒場図

書館 大日本海志編纂資料 7-3-58） 

※メートル表記：1間＝1.8m、1 尺＝30.3 ㎝、1寸＝3.03 ㎝として換算 

 

●明治維新当時諸藩艦船図（飛雲丸（達観丸）・晨風丸・電流丸・甲子丸・観光丸） 

●白帆注進外国船出入注進（皐月丸） 

●写真（延年丸・孟春丸） 
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D-4-02 洋式船の運用 

【洋式船の運用】 

安政 6年（1859）、佐賀藩が保有する洋式船の主要繋留地が早津江川の河口沖合に位置する網洗
あみあらい

に定められ、ここから様々な方面に出発し、帰着しています。沖合の繫留地までは三重津から小

型船で連絡していました。 

運用稽古で薩摩山川・五島・壱岐に向かったほか、直正の上京や下国の際の送迎として大坂や

兵庫まで運用されることもありました。 

また、明治 4 年（1871）に東京で直正が死去した際には、国元に埋葬する遺髪を延年丸が横浜

から三重津まで運んでいます。 

なお、洋式船の繫留地は、網洗の他にも雁道
がんどう

・釜方
かまかた

・大穴
おおあな

・寺井新納屋前
て ら い し ん な や ま え

等が三重津周辺にあっ

たことが記録からわかっています。 

 

●洋式船の運用位置図（代表的なものを地図上に表記） 

※詳細（一覧）は共通端末 

 

 

D-4-03 洋式船のメンテナンス 

【洋式船のメンテナンス】 

 佐賀藩は、安政 4 年（1857）の飛雲丸購入以降、廃藩置県までの間に多数の洋式船を購入する

とともに、長崎で晨風丸、三重津で凌風丸と 2隻の洋式船を建造しています。 

 数多くの洋式船を保有し運用する上ではメンテナンスが必要であり、佐賀藩は三重津海軍所の

ほか、幕営長崎製鉄所や上海、運用先の各寄港地でメンテナンスを行っています。 

 軽微なものは寄港地等でその都度行い、大型工作機械がなくても可能な範囲のものは三重津海

軍所や藩内の諫早大久保浦、大型工作機械が必要なものは幕営長崎製鉄所、日本国内の施設で手

に負えないものは上海というように、修理箇所やその程度によりメンテナンス施設を使い分けて

いました。 

 

 ●修船施設位置図 

 ●修船記録 
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F 三重津海軍所を物語る出土品 

F-1 出土遺物からわかること 

F-1-01 出土遺物からわかること 

 三重津海軍所跡の発掘調査では、洋式船の運用を物語る遺物が数多く出土しています。その中

でも特徴的な遺物として、「海」「役」「舩（船）」「御舩方
お ふ な か た

」の銘が入った磁器があります。 

 これらの磁器は、海軍所の整備が本格化する安政 6 年（1859）以降、海軍所で使用する食器と

して特注されたものと考えられます。 

 「舩」「御舩方」銘のものは文字だけが記されていますが、「海」「役」銘については文字だけで

なく「荒波を越え飛翔する蝶」を描いた文様を施したものがみられます。 

 この文様は、藩直営の鍋島藩窯（伊万里市大川内山）で用いられていた「灘越蝶文
なだごしちょうもん

」といわれ

る図案で、将軍家に献上されるような皿に描かれるものであり、一般での使用は認められていま

せんでした。 

このような図案をアレンジして、藩の施設とはいえ海軍用食器のデザインとして取り入れた理

由は、海軍として大海原に漕ぎ出し、幕末という時代の荒波を越え、近代化事業を成し遂げよう

とする佐賀藩の意気込みが表わされているようにも感じられます。 

 

●染付灘越蝶文大皿（鍋島藩窯）1770-1840 年代／有田陶磁美術館所蔵 

 

 

F-2 出土遺物の科学分析 

F-2-01 出土遺物の科学分析 

【陶磁器の産地同定】 

三重津海軍所跡からは数多くの磁器が出土しており、その生産地を推定するため、専門家の協

力のもと、科学分析を試みました。 

分析方法は、シンクロトロン蛍光 X 線を用いて、生産地が明らかな磁器の胎土成分を分析し、

三重津海軍所跡出土磁器の胎土成分と比較しながら、生産地の推定を行っていくというものです。 

その結果、三重津海軍所跡の出土磁器については、鍋島藩窯製磁器の胎土成分と類似している

ものも少数含まれていましたが、志田
し だ

（嬉野市塩田町）で生産された磁器の成分に近いものが比

較的多いことがわかっています。 

志田の窯業技術は、築地反射炉や多布施反射炉の煉瓦造りにも応用されました。佐賀藩が推し

進めた近代化事業に必要な物品や資材の供給を、藩内の在来技術が支えていたことが窺えます。 

 

●関連磁器生産地及び原料採石場等位置図 

●シンクロトロン蛍光X線分析測定の様子（写真） 
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【鉄製遺物の科学分析】 

 三重津海軍所跡の発掘調査では、数多くの金属加工関連遺物が出土しています。特に、鉄製遺

物については、洋式船の修理に伴い廃棄されたと考えられる、折損もしくは切断されたナット付

きボルト、リベット（鉄鋲）等が大半を占めています。 

 洋式船の修理に使われていた部品の原料となる鉄がどこで生産されていたのかを探るため、専

門家に協力を依頼し分析調査を行いました。 

その結果、ナット付きボルト、リベットについては分析を行った試料すべてが海外から持ち込

まれた洋鉄、締具については試料の一部に在来のたたら製鉄で生産された和鉄が含まれているこ

とがわかりました。 

このことから、佐賀藩では西洋技術を積極的に導入する一方で、必要に応じて日本の在来技術

や知恵を活用していたことが出土遺物の面からも裏付けられます。 

 

●三重津海軍所跡出土ボルト・ナット、リベット集合写真 
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G 佐賀藩の近代化事業 

G-1 長崎警備と佐賀藩 

G-1-01 長崎表調練図 

【長崎表調練図
ながさきおもてちょうれんず

】 

この絵図は、長崎警備を担当する福岡藩・佐賀藩の調練の様子を表現しており、西泊
にしとまり

・戸町
と ま ち

両

番所から高島
たかしま

までの範囲が描かれています。 

西泊・戸町両番所や内目
う ち め

の台場（太田尾
お お た お

、女神
め が み

、神崎
こうざき

）には黒田家の家紋である藤巴
ふじともえ

紋を染め

た陣幕、外目
そ と め

の台場（白崎
しらさき

、高鉾
たかほこ

、長刀岩
なぎなたいわ

、陰ノ尾
か げ の お

）には鍋島家の家紋である杏葉
ぎょうよう

紋をあしらっ

た陣幕が数多く展開しています。 

長崎警備は、福岡藩と佐賀藩が当番（主）・非番（副）に分かれ隔年交替で担当しており、当番

年は長崎港内にあたる内目、非番年は港外にあたる外目の警備を行っていました。したがって、

この絵図は佐賀藩が非番の時の様子を表しています。 

長崎港の中で一番幅の狭い女神台場と神崎台場の間の海峡には、外国船の進入を防ぐ舟橋が当

番の福岡藩によりつくられ、神崎台場付近には長崎奉行が調練を見守る様子も確認できます。 

承応 2 年(1653)から築造が始まったこれら 7 ヶ所の台場には、文化 5 年(1808)のフェートン号

事件を受けて増築された「新台場」「増
まし

台場」は確認できるものの、嘉永 3年(1850)から佐賀藩が

独自で増築した両島台場は確認できないことから、19 世紀前半の様子を描いたものと考えられま

す。 

 

●「長崎表調練図」 
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G-1-02 長崎警備と佐賀藩 

【長崎警備の始まり】 

寛永 15 年(1638)に終結した天草・島原の乱をうけ、禁教政策を徹底させるため、幕府は寛永 16

年にポルトガル船の来航を禁止しました。その翌年、ポルトガル船が通商再開を求めて再び来航

したため、幕府は長崎で乗組員 74 名中 61 名を処刑しました。その報復に備えるため、寛永 18 年

に福岡藩、翌年には佐賀藩に長崎警備が命じられました。 

 佐賀藩が幕府から長崎警備を命じられた理由としては、長崎に佐賀藩領（深堀・諫早・神代
こうじろ

）

があることや天草・島原の乱での活躍等が挙げられます。 

 佐賀藩にとって、長崎警備は江戸時代を通じての最重要任務と位置付けられていました。 

 

 ●「勝茂公御年譜」 

 

【長崎から佐賀への情報伝達】 

 長崎港に浮かぶ香焼島
こうやぎじま

・伊王島
い お う じ ま

等の佐賀藩領の島々には、江戸時代前期から長崎に来航する外

国船をいち早く発見するための遠見
と お み

番所が設けられており、外国船を発見した場合は直ちに長崎

奉行所や佐賀城にその情報がもたらされることになっていました。当時、外国船のことは「白帆
し ら ほ

」

と呼ばれていたことから、この情報伝達の仕組みのことを「白帆注進
しらほちゅうしん

」といいます。 

 文化 5 年（1808）のフェートン号事件の後に、佐賀城下で寺社の鐘を撞き、長崎港の異変を知

らせるシステムが試行され、鍋島直正の代にはさらにこのシステムの速度向上や確実性を担保す

るための改善が加えられました。 

 

 ●「白帆注進外国船注進」（外国船の図） ← 資料再検討（遠見番所位置図） 
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G-2 鍋島直正と近代化の軌跡 

G-2-01 10 代藩主 鍋島直正 

鍋島直正は、9代藩主鍋島斉直
なりなお

の嫡男として文化 11 年（1814）に生まれました。天保元年（1830）

に家督を継ぐと藩政改革に取り組み、とりわけ歴代藩主が担い続けてきた長崎警備を佐賀藩の「家

職」として重視しました。その強化のため佐賀藩が西洋科学技術を導入し、長崎港外への台場増

築や国内初の反射炉での鉄製大砲の鋳造とともに、洋式海軍を創設したのも藩主の主導によるも

のです。 

文久元年（1861）に嫡男・鍋島直大
なおひろ

に家督を譲りますが、その後も長崎警備を含む軍制に関し

ては、引き続き直正が差配していました。 

明治政府では議定、初代開拓使長官を歴任し、旧大名としては唯一の大納言となり、明治 4 年

（1871）に亡くなりました。 

 

 ●鍋島直正肖像写真 

 

【次伊達政宗征南詩韻
じ だ て ま さ む ね せ い な ん し い ん

】※漢詩解説 

嘉永から安政年間頃の鍋島直正の自筆の作品です。 

仙台藩主・伊達政宗が慶長遣欧使節に関して詠んだ詩を見て、直正が自身と重ね合わせ嘉永 3

年（1850）に詠んだものです。 

この年は、直正が佐賀藩単独での台場増築を幕府に宣言し、長崎における両島台場築造や佐賀

での国内初の反射炉建造に取り掛かった年にあたり、日本の国防や西洋科学技術の導入に対する

高ぶる想いを伊達政宗の征南詩に倣う形で表現したものと考えられます。 

 

 ●次伊達政宗征南詩韻 

※「鍋島直正肖像写真」と「次伊達政宗征南詩韻」を同じぐらいの大きさで配置 
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G-2-02 内外台場の整備 

【内外台場】 

初期の長崎警備は、来航した外国船を和船（関船）で囲み、鉄砲・槍等を用いる軍備であり、

石火矢
い し び や

（大砲）は西泊と戸町の両番所に配備される程度でした。 

正保 4 年(1647)のポルトガル船再来航が転機となり、幕府は承応 2 年（1653）から内目の 3 箇

所、外目の 4 箇所の計 7 箇所に台場（砲台）整備を行い、青銅砲を中心とした石火矢が配備され

ました。 

さらに、フェートン号事件後の文化 6 年（1809）には、幕府はススレ台場を新設、既設の女神
め が み

等 4 箇所の台場増強、翌 7 年（1810）に魚見岳
う お み だ け

台場の新設、神崎
こうざき

等の 3 箇所で台場増強を行い、

配備する石火矢の数も大幅に増やしました。ただ、配備された石火矢の多くは、幕末に配備され

た 2貫目 400 目以上の洋式砲と比べると、1貫目以下の比較的小型の和式砲でした。 

承応期に整備された台場は後に「古
こ

台場」、文化 6 年に整備された台場は「新台場」、翌 7 年に

整備された台場は「増
まし

台場」と呼ばれ、内目と外目に整備されたこれらの台場は、「内外台場」と

総称されています。 （411 文字） 

 

 ●長崎台場整備変遷図（両島台場は外す） 

 ●和洋の砲弾の大きさ比較図 

 

 

G-2-03 台場の増強 

【両島台場増築の訴え】 

 鍋島直正は、天保 11 年（1840）に起こったアヘン戦争での清の大敗や、自ら行ったオランダ軍

艦・パレンバンの視察により、欧米列強との軍事力の格差を痛感し、長崎港の海防強化の要は港

の入口の強化にあると考えます。そこで、福岡藩・佐賀藩の両藩で港の入口に位置する伊王島と

神ノ島に新しく台場を増築し、大型の鉄製大砲を集中的に配備する必要性を幕府に強く訴えます。 

 

 ●長崎台場整備変遷図（両島台場）→「長崎港内外台場図」に情報を載せる。（作図） 

 

G-2-04 「鍋島直正公譜第四」⇒複製 

 

G-2-05 「長崎港内外台場図」⇒複製 
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G-3 台場と反射炉建造 

G-3-01 両島台場 

【佐賀藩独自での台場築造】 

幕府は、長崎警備を担当する佐賀藩や福岡藩と警備に対する認識が一致しておらず、伊王島と

神ノ島に台場を築造すべきという佐賀藩の訴えを却下し、その後の再検討の要請にも応じません

でした。 

これを受け、鍋島直正は台場を築造することは「天下に忠節のため」であるとし、嘉永 3年（1850）

2 月に佐賀藩独自で行うことを藩内外に宣言します。 

翌月には、本島藤太夫
もとしまとうだゆう

を伊豆韮山
い ず に ら や ま

代官の江川英龍
ひでたつ

のもとへ派遣し、台場築造の支援要請を行う

とともに、洋式砲台の構造や配備する鉄製大砲の鋳造
ちゅうぞう

について学ばせます。 

 その後、嘉永 3 年 9 月頃には伊王島と神ノ島の現地調査が行われ、翌年から本格的に着工しま

した。台場の築造は、安政元年（嘉永 7年・1854）頃までに一応完成したものと考えられますが、

部分的には安政 4年（1857）まで続けられていたようです。 

この佐賀藩が独自で造り上げた台場のことを「両島台場（佐賀台場）」と呼んでいます。 

 

 ●四郎ヶ島台場図 

●両島台場現況写真 

 ●鍋島夏雲極密手控 
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G-3-02 築地反射炉 

【築地反射炉の建造】 

 嘉永 3 年（1850）3 月、長崎警備の強化を目的に、佐賀藩独自での両島台場増築が決定されま

す。そこに配備する大型の鉄製大砲を鋳造
ちゅうぞう

するための金属溶解炉として、一度に大量の金属を溶

解できる「反射炉」が選択されました。 

 築地反射炉の建造は、佐賀藩士・杉谷雍助
すぎたにようすけ

による蘭書「ロイク王立鉄製砲鋳造所における鋳造

法」の翻訳から始まりました。この翻訳書をもとに、嘉永 3年（1850）7 月頃から佐賀城下の西北

で反射炉の建造が行われました。 

 隣接する長瀬町は、鋳物師
い も じ

や鍛冶師
か じ し

が城下で最も多く居住していたところで、これらの職人の

技術協力を得る上でも好条件な場所でした。 

 反射炉は、嘉永 3 年（1850）12 月に 1 基目（1 基に 2 炉を合築）が完成し、その 1 年半後には

2基 4炉の構成となりました。 （323 文字） 

 

※ロイク：現在のベルギー・リエージュ 

 

【築地反射炉の操業】 

 築地反射炉では、1炉・2炉による試験操業を十数回繰り返した末、嘉永 5年（1852）6 月に行

った 15 回目の操業で 4炉同時溶解での 36 ポンド（7貫 200 目）鉄製砲の鋳造に成功します。 

この成功を受け、佐賀藩は鉄製砲の量産化を試みますが、築地反射炉での操業が安定しなかっ

たため、両島台場に配備された大砲の多くは銅製のものでした。 

築地反射炉で安定的に鉄製砲の鋳造が可能となったのは、多布施反射炉で行われた改良が反映

された安政元年（嘉永 7年・1854）頃からです。 （210 文字） 

 

【反射炉の構造】 

 反射炉は一度に大量の金属を溶かすことができる溶解炉の一種です。煉瓦積みの高い煙突と、

内部の天井がアーチ型の炉体で構成されています。 

炉体は、燃料を燃やす燃焼室と金属を溶かす溶解室が分離していて、燃焼室の炎をアーチ形の

天井で反射させて溶解室に導くことで、鉄を溶かすことができる千数百度の高温を実現させる構

造になっています。 （161 文字） 

 

●「ロイク王立鉄製砲鋳造所における鋳造法」の反射炉図面 

●反射炉模式図 

●築地大銃製造方「鉄鋳立場・銅鋳立場」 
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G-3-05 多布施反射炉（W1200×H1500 解説文：200 文字程度×1） 

【多布施反射炉の建造】 

嘉永 6年（1853）6 月のペリー来航を契機に、幕府は 8月、江戸湾の海防強化のため、品川台場

に配備する鉄製大砲 50 門の鋳造を佐賀藩に依頼します。 

 これを受け、佐賀藩では多布施に「公儀石火矢鋳立所
こ う ぎ い し び や い た て し ょ

（多布施反射炉）」の建設を決定します。

同年 9月から工事に着手し、翌安政元年（嘉永 7年・1854）3 月には操業を開始、安政 3年には佐

賀藩製の鉄製大砲 18 門が品川台場に配備されました。 

 多布施反射炉は、設備等を徐々に増やしながら試験操業を繰り返し実用化を目指した築地反射

炉とは違い、最初から鉄製大砲鋳造に必要なすべての設備を備えた 2 基 4 炉構成の実用的な施設

として整備されました。 （273 文字） 

 

●「多布施反射炉図」 

●「ペルリ提督神奈川上陸図」 

●「品川台場大砲据付本座之図」 

●操業記録 

 

 

G-4 精煉方 

G-4-01 精煉方 

【精煉方で行われた研究】 

「精煉方」は、佐賀藩が嘉永 5 年（1852）城下の郊外に設置したいわゆる理化学研究所で、こ

こでは西洋技術に関する様々な研究が行われました。 

「精煉方」には、藩命を受けた佐野常民により、藩外から石黒寛次
いしぐろかんじ

、中村奇輔
なかむらきすけ

、田中久重
たなかひさしげ

・儀右衛門
ぎ え も ん

父子をはじめ、多くの優れた化学者や技術者が集められました。 

初期には、大砲鋳造に関連して必要となる火薬や火傷の薬等の研究を行っていましたが、後に

は蒸気機関の研究、新型銃砲の研究・開発、電信機の試作等が行われています。 

長崎での海軍伝習には精煉方からも多くの伝習生が参加し、三重津海軍所で行われた電流丸や

千代田形のボイラー組み立ては精煉方の技術者が中心となりました。 

精煉方での研究と三重津海軍所での実践を通して、佐賀藩は慶応元年（1865）に国産初の実用

蒸気船「凌風丸」を完成させました。 （344 文字） 

 

 ●精煉方略図 

 ●石黒寛次：精煉方研究調書原本翻訳 
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G-5 近代化事業を支えた偉人   ※杉谷を除き、三重津海軍所・海軍伝習・精煉方の関係者 

G-5-01 佐野常民 

 文政 5年（1822）～明治 35 年（1902） 

佐賀郡早津江村生まれ。 

藩校弘道館
こうどうかん

で学んだのち、藩命により京都、大坂、江戸に遊学します。 

嘉永 4年（1851）、京都で中村奇輔
なかむらきすけ

、田中久重
たなかひさしげ

・儀右衛門
ぎ え も ん

父子、石黒寛次
いしぐろかんじ

と出会い、佐賀に招く

ことに成功しました。同 6年（1853）、鍋島直正の命で帰藩し、精煉方では大砲や蒸気機関等科学

技術の研究の統率を行いました。 

また、長崎での海軍伝習にも参加し、文久元年（1861）には幕府から預かった観光丸への乗組

を命じられています。さらに、慶応元年（1865）に完成した凌風丸建造でも、中心的な役割を果

たしています。 

慶応 3年（1867）、パリ万博のため渡欧しました。 

帰国後は新政府で海軍創設に尽力し、大蔵卿、元老院議長等を務めています。 

明治 10 年（1877）に起こった西南戦争の際、負傷者を救護する組織活動の必要性を痛感し、「博

愛社」を創立、のちに「日本赤十字社」と改称し初代社長となりました。 

 

 ●佐野常民肖像写真 

 

 

G-5-02・03 本島藤太夫・杉谷雍助 

【本島藤太夫
もとしまとうだゆう

】 

 文化 7年（1810）～明治 21 年（1888） 

 佐賀城下の生まれで、天保元年（1830）に藩主鍋島直正の側近となりました。 

嘉永 3年（1850）、藩命により伊豆
い ず

韮山
にらやま

代官・江川英龍
ひでたつ

のもとに派遣され、洋式砲台築造や大砲

鋳造について学びました。 

帰藩後は「大銃製造方
だいじゅうせいぞうかた

（築地反射炉）」の責任者となり、両島台場の設計や、杉谷雍助
すぎたにようすけ

らととも

に反射炉の建造、大砲鋳造に取り組みました。 

嘉永 6 年にロシアのプチャーチン艦隊が長崎に来航すると、旗艦パルラダに乗り込み、船内や

蒸気車雛形の視察を行いました。 

また、安政 2年（1855）に幕府が開設した「長崎海軍伝習所」での海軍伝習にも参加し、安政 5

年には伝習の責任者を務めています。 

 

 肖像写真なし 
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【杉谷雍助】 

 文政 3年（1820）～慶応 2年（1866） 

佐賀城下の生まれで、藩校・弘道館に学んだ後、長崎で蘭学を学びました。その後、江戸で

伊東玄朴
いとうげんぼく

の門に入り、ヒューゲニン著の蘭書「ロイク王立鉄製砲鋳造所における鋳造法」を

「鉄熕全書
てっこうぜんしょ

（鉄砲全書）」として翻訳しています。 

嘉永 3年（1850）、帰藩すると本島藤太夫とともに反射炉建設や大砲製造を担当しました。 

伊豆韮山での反射炉建設に際しては、指導者として派遣されました。 

 

 肖像写真なし 

 

 

G-5-04～07 田中久重・田中儀右衛門・中村奇輔・石黒寛次 

【田中久重】 

 寛政 11 年（1799）～明治 14 年（1881） 

久留米の生まれで、巧妙なからくり人形を製作したこと等から「からくり儀右衛門
ぎ え も ん

」と称され、

無尽灯、懐中燭台、万年時計等を発明・製作しています。佐野常民の招きで佐賀に来ました。 

嘉永 5 年（1852）に設置された精煉方では、様々な研究に携わり、三重津で行った電流丸や幕

府から依頼された千代田形のボイラー組み立てでは中心的な役割を果たしています。また、慶応

元年（1865）に完成した凌風丸の建造にも関わっています。 

明治 6年（1873）、東京に出て電信機の製造を始めます。これが芝浦製作所へと発展し、のちの

東芝の基となりました。 

 

【田中儀右衛門】 

 文化 13 年（1816）～元治元年（1864） 

久留米の生まれで、年少の頃より田中久重の門に入り、久重の娘婿に、そして嗣子となり名を

儀右衛門と改めました。 

 儀右衛門は、技工に長けており、父・久重の発明を機械として具体化するにあたっては、儀右

衛門の功績が大きかったといわれています。 

 久重とともに佐賀に招かれ、精煉方では研究・開発に携わります。 

元治元年（1864）、久重が久留米藩に召しかかえられると、佐賀の方は儀右衛門が専任となり、

直正に重用されるようになります。しかし、同年、不幸にも乱心した佐賀藩士から長崎で殺害さ

れました。 
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【中村奇輔】 

 文政 8年（1825）～明治 9年（1876） 

 京都の出身で、佐野常民の招きで佐賀に来ました。 

嘉永 5年に設置された精煉方では、主に理化学の研究・実験に携わっています。 

翌年、ロシアのプチャーチン艦隊の長崎来航時には、本島藤太夫とともに旗艦パルラダに乗り

込み蒸気車雛形を見学しています。また、長崎での海軍伝習にも参加しており、その経験から精

煉方での蒸気車・蒸気船の雛形製作では中心的な役割を果たしました。 

さらに、安政 4 年（1857）には、中村奇助が中心となって精煉方で試作された電信機が直正か

ら薩摩藩主・島津斉彬
しまづなりあきら

に献上されました。 

 

肖像写真なし 

 

 

【石黒寛次】 

 文政 7年（1824）～明治 19 年（1886） 

丹後田辺藩の出身で、京都で蘭学を学び、佐野常民と知り合いました。 

常民の招きで佐賀に来ました。 

語学や理化学に長けており、「精煉方」では主に技術書の翻訳を担っていました。また、長崎で

の海軍伝習にも参加し、文久元年（1861）には幕府の遣欧使節団の一員としてヨーロッパに渡っ

ています。 

 

 ●田中久重肖像写真 

 ●田中儀右衛門肖像 

 ●石黒寛次肖像 
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J ライブラリー・周辺情報 

J-1 遺跡のモニタリング情報 

J-1-01 遺跡のモニタリング 

三重津海軍所跡の大部分を構成する地下遺構は、これまで土に埋まっていたことで良好な状

態を保ってきました。 

この状態を将来にわたり確実に維持していくため、定期的に目視による地表面形状の変化の

確認を行っています。 

また、地上の構造物である旧堤防や入江の形状、周辺景観についても継続的にモニタリング

を行うことで、大幅な形状変化を未然に防いでいます。 

さらに、令和元年（2019）度からはドライドック木組み遺構をはじめとした遺構のより確実

な保全を行うため、ドライドック周辺に地下水を観測するための観測孔を設置し、地下水の水

位や酸素の状態を常時モニタリングしています。遺構の保存環境が適切な状態にあるか、把握

に努めています。 （299 文字） 

 

●地下モニタリング観測孔設置位置図（※要作図） 

 

 

J-2 三重津海軍所跡展望 

J-2-01 三重津海軍所跡俯瞰 

 三重津海軍所跡の地形については、堤防の改修工事によって土手の位置や高さは変わっていま

すが、荒籠
あ ら こ

の位置は当時と変わらず、河川護岸の位置も概ね現在まで引き継がれています。特に、

船屋地区の入江は、稼働期当時からの形状をよく残しており、船を繋留・管理するという機能も

現在まで引き継がれています。 

また、川岸の葦原や周辺に広がる農地は、海軍所稼働期の三重津の風景を連想させる貴重な景

観です。 （206 文字） 

【絵図凡例】 

 赤：道 紫：集落  黄：藩用地 

白：田畑 青：河川・水路  緑：土手 薄緑：湿地 

 

●村絵図・地形図 合成図（海軍所側） 

 

 

J-2-02 早津江の町並み俯瞰 

 寛政年間（1789-1800）の早津江村を描いた絵図と現在の地形図を見比べてみると、道路や敷地

の地割り、寺社の位置が概ね現在まで引き継がれていることがわかります。 （73 文字） 

【絵図凡例】 

 赤：道 紫：集落  黄：藩用地 

 灰：寺社地 桃：神社地  白：田畑 

 青：河川・水路 緑：土手 薄緑：湿地 

 

●村絵図・地形図 合成図（早津江側） 

 


