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S-0 明治日本の産業革命遺産 ゾーンサイン

産業日本の勃興
Emergence of
Industrial Japan

１９世紀半ばから２０世紀の初頭にかけ、
日本は工業立国の土台を築いた。
明治における産業日本の勃興は、世界の歴史において特筆すべき出来事で
あった。西洋より地理的にも遠い東洋の島国は、
１９世紀の半ばまで、徳川幕府
の鎖国政策により、欧米列強の植民地支配もしくは経済支配の及ぶことなく、西
洋科学に門戸を閉ざしていた。徳川将軍家は、突如として江戸湾に現れたアメ
リカ合衆国東インド艦隊に、国の安泰を案じ、2世紀余りの鎖国政策を解いた。
やがて明治新政府に政治が移り、
社会制度の大改革を成し遂げると、
開国と明治
維新に伴う大きな変化の痛みを乗り越え、半世紀で人を育て、産業革命を受容
する社会システムを築いた。明治日本の産業革命遺産は、
わが国の重工業に
おこった大きな変化、
国家の質を変えた半世紀の産業化を証言している。
日本は非西洋諸国で初めて、意志を以て産業化を成し遂げ、世界の舞台で
近代国家として認知をされた国である。産業化を通して、国の社会的、経済的
展望を大きく変え、
産業化により、
地政学上における日本の地位を、
世界の舞台に
おいて確保した。
その成功は、
特に製鉄・製鋼、
造船、
石炭などの重工業における、
西洋からの積極的な産業技術の導入プロセスに特徴づけられる。
本遺産群は19世紀半ばから20世紀の初頭にかけて、重工業（製鉄・製鋼、
造船、石炭）分野において急速に産業化した道程を時系列に沿って証言して
いる。
Japan built the foundation of an industrial nation from the mid 19 th century to the beginning of the
20th century.
Meiji Japan’
s transformation into an industrial nation in the second half of the 19th century was a
phenomenon at that time unique in the history.
“Sites of Japan’
s Meiji Industrial Revolution” is testimony to the change wrought during this
transformation to heavy industry from the mid 19th century to the beginning of the 20th century.
Japan is the ﬁrst non-Western nation to industrialize through a self-determined strategy. Through
industrialization Japan was able to profoundly inﬂuence the nation`s social、
economic and strategic
prospects.
This established Japan’
s position irrevocably in its own geo-political orbit and ultimately its place on
the world stage. In a little over half a century, Japan was universally recognized as an industrial nation.
The extraordinary achievement was characterized by a forthright process of adopting and adapting
Western industrial technologies, especially in the heavy industrial sectors of iron and steel, shipbuilding
and coal industry. The component sites demonstrate all key historical phases in this unique process.

写真提供：日本製鉄（株）
九州製鉄所
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S-1-01 産業日本の勃興

「明治日本の産業革命遺産」とは

「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、
造船、
石炭産業」
は、
西洋から非西洋への産業化の波及を顕す遺産群により構成
されている。
１９世紀半ばから２０世紀の初頭にかけて、
日本は
工業立国の土台を築き、重工業（製鉄・製鋼、造船、石炭産業）
分野において、急速な産業化を成し遂げた。
産業化の歩みは、蘭書片手に試行錯誤での鉄製大砲鋳造
への挑戦や、洋式船の模倣から始まった。次に、西洋技術を導
入し、
その運用により専門知識を習得した。明治の後期には、国
版権所有者：有限会社ベター・デイズ
一部写真差替/写真提供：日本製鉄（株）
九州製鉄所

内に人材が育成され、積極的に導入した西洋技術を、国内需
要や社会的伝統に適合するように改善、改良を加え、産業化に
応用した。
日本は、
非西洋諸国で初めて産業革命の波を受容し、
植民地になることなく５０年余りで、
自らの手で成就した。
「明治日本の産業革命遺産」
は、世界史におけるたぐい稀な
産業化の局面を証言する遺産群である。

Sites of Japan’s
Meiji Industrial
Revolution

“Sites of Japan’
s Meiji Industrial Revolution: Iron and Steel, Shipbuilding and Coal
Mining”comprise a singular ensemble of industrial heritage sites that represent the
ﬁrst successful transfer of industrialization from the West to a non-Western nation.
From the middle of the 19th century to the early 20th century, Japan achieved rapid
industrialization that was founded on the key industrial sectors of iron and steel,
shipbuilding, and coal mining.
The initial phase was one of trial and error experimentation in iron making and
shipbuilding, based mostly on Western textbooks, and by copying examples of Western
ships. This was followed by the more successful importation of Western technology and
expertise to operate it and, by the late Meiji period, full-blown industrialization through
newly acquired domestic expertise and the active adaptation of Western technology to
best suit Japanese needs and social traditions.
This successful industrialisation was achieved in just a little over 50 years without
colonization, and on Japan’
s own terms. The property is testimony to this unique phase
in world history.
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S-1-02 「明治日本の産業革命遺産」とは

８つのエリアと

構成資産の分布
Distribution of component sites

23の構成資産は8県11市に立地している。8県のうち6県は、
日本の南西部に、
1県は本州の中部、
1県は本州の北部に位置する。
The 23 components are in 11 sites within 8 discrete areas. Six of the eight areas are
in the south-west of the country, with one in the central part and one in the northern
part of the central island.

3つの産業類型の時系列に沿った発展

（1850年代～1910年）

Chronological Development Phase of Three Industrial Typologies
(1850s to 1910)

シリアルの構成資産は、
1850年代から1910年にかけてのわず

国内に専門知識を有した人材が育ち、
積極的に導入した西洋の

か50年余りという短期間に達成された急速な産業化の3つの段

科学技術を、国内需要や社会的伝統に適合するように現場で

階を顕している。

改善・改良を加え、
日本の流儀で産業化を成就した。地元の技

第一段階は1850年代から1860年代にかけて、明治に入る

術者や管理者の監督する中で、国内需要に応じて地元の原

前、徳川将軍家の統治が終焉を迎える幕末、鎖国の中での製

材料を活用しつつ、西洋技術の導入が行われた。

鉄及び造船の試行錯誤の挑戦に始まる。国の防衛力、特に、

ニーズに応じて改良を加えた革新的アプローチにより、
日本を幕

産業化への挑戦は、伝統的な手工業の技で、主に西洋の技術

藩体制の社会より主要な産業社会へと変貌させ、
東アジアのさらに

本からの二次的知識と洋式船の模倣より始まった。
この挑戦は

広い発展へ大きな影響を与えた質的変化の道程を顕著に顕し

ほぼ失敗に終わった。
しかしながら、
この取り組みにより、
日本は

ている。

江戸時代の鎖国から大きく一歩を踏み出し、
明治維新へと向かう。

23

遺産群は全体として、
日本が西洋技術の導入において国内

諸外国の脅威に対抗する海防力を高めるために、藩士たちの

1910年以降、
多くの構成資産は、
本格的な複合的産業施設に

1860年代からの第二段階においては、西洋の科学技術が

発展をした。現在も、一部、現役の産業設備として操業している

導入され、技術の運用のために専門家が招かれ、専門知識の

ものもあり、
また、現役の産業設備の一部を構成しているものも

習得を行った。
その動きは明治新政府の誕生により加速された。

ある。

の資産

明治の後期(1890年～1910年)にあたる第三段階においては、
The sites in the series reﬂect the three phases of this rapid industrialisation

and ﬁnal phase in the late Meiji period (between 1890 and 1910), was full-blown local

achieved over a short space of just over ﬁfty years between 1850s and 1910. The ﬁrst
phase in the pre-Meiji Bakumatsu isolation period, at the end of Shogun era in the
1850s and early 1860s, was a period of experimentation in iron making and

industrialization achieved with newly-acquired Japanese expertise and through the
active adaptation of Western technology to best suit Japanese needs and social
traditions, on Japan's own terms. Western technology was adapted to local needs and

shipbuilding. Prompted by the need to improve the defences of the nation and

local materials and organised by local engineers and supervisors.

particularly its sea-going defences in response to foreign threats, industrialisation
was developed by local clans through second hand knowledge, based mostly on
Western textbooks, and copying Western examples, combined with traditional craft

Collectively the sites are an outstanding reﬂection of the way Japan moved from
a clan based society to a major industrial society with innovative approaches to
adapting western technology in response to local needs and profoundly inﬂuenced

skills. Ultimately most were unsuccessful. Nevertheless this approach marked a

the wider development of East Asia.

substantial move from the isolationism of the Edo period, and in part prompted the
Meiji Restoration.
The second phase from the 1860s accelerated by the new Meiji Era, involved the

After 1910, many sites later became fully ﬂedged industrial complexes, some of
which are still in operation or are part of operational sites.

importation of Western technology and the expertise to operate it; while the third

23 component sites
in 8 areas known
collectively as
“Site of Japan’s Meiji
Industrial Revolution

各サイトの歴史全体についての考察
Consideration of the Full History of Sites

写真提供：三菱重工業（株）長崎造船所
写真提供：日本製鉄（株）
九州製鉄所
三菱重工業（株）長崎造船所及び
日本製鉄（株）
九州製鉄所は、一般には非公開の施設です。

資産構成と産業分野に沿った発展を見る。
８エリアに点在する２３資産で構成される「明治日本の産業革命遺産」。
全体で、製鉄・製鋼、造船、石炭産業という重工業を
中心とした日本の産業革命の歩みを物語る。

版権所有者：有限会社ベター・デイズ
一部写真差替/写真提供：日本製鉄（株）
九州製鉄所

Learn about Japan’s industrial growth by component site and industrial ﬁeld.
“Sites of Japan’s Meiji Industrial Revolution”, consisting of 23 component sites in 8 areas.
The story of Japan’s Industrial Revolution centering on the heavy industry sectors of shipbuilding, iron and steel, and coal mining.
版権所有者：有限会社ベター・デイズ
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S-1-04 8つのエリアと23の構成資産

３つの産業分野
Three Industrial
Typologies

揺籃の時代

製鉄・製鋼

Infancy under the Isolation Policy

Iron and Steel

日本の近代製鉄は、
日本最大の鉄鉱床のある釜石で始まった。1858年、
盛岡藩士大島高任が和蘭書片手に築いた洋式高炉から初出銑に成功。
その後、鉄鋼需要が急増する中、伊藤博文は素材産業の国産化を急ぎ、

鎖国政策の下、
大船建造の禁
（1635年発令）
により、
幕末の日本では、
一本

1901年官営八幡製鐵所を建設。創業から10年という短期間で本格的な

マストの簡易な構造の小型木造船である弁才船が国内海運の主力だった。

銑鋼一貫製鉄所としての事業化に成功。西洋で3世紀をかけて築かれた

「煙を上げて走る蒸気船と遠くからでも撃てる大砲を持っている。
中国でも

技術を、
日本はわずか50年で実現し、経済の屋台骨を支える重工業の

勝てない相手なら日本はひとたまりもない。
」沖合に度々出没する外国船に海

大きな一歩を踏み出した。

防の危機感を強めた日本は、
「清の轍は踏まぬ」
と自前の大砲と軍艦をつくる

The modern Japanese iron industry began in Kamaishi, the site of Japan’
s largest iron deposit. A
retainer of the Morioka Clan named Oshima Takato, built a western-style blast furnace with the aid of
Dutch writings, and in 1858, ﬁrst succeeded in using it to produce crude iron. After that, as the demand
for iron rapidly increased, Ito Hirobumi rushed the country through a transition to domestic production
of raw materials, constructing the Yawata Imperial Government Steel Works in 1901. Within just ten
years of its establishment, the steel works facility became a full-ﬂedged, integrated steelworks. In just
50 years, Japan implemented a technology that took the West three centuries to cultivate, a huge step
for the heavy industry which was to provide the support framework for Japan’
s economy.

ことを決意。
長崎の出島に西洋の軍事技術の情報を求めた。
それが侍と科学との出逢いだった。
産業化への歩みは、
蘭書片手に試行
錯誤での鉄製大砲鋳造への挑戦や洋式船の模倣から始まったのである。
Under the policy of isolation and a ban on the construction of large ships (issued in 1635), the
main means of Japanese marine transportation in late Edo period Japan was made up of junks:
simply constructed, small-scale, single-mast, wooden ships.
“Against steamships running under plumes of smoke, and carrying long-range cannons, Japan,
not even a match for China, wouldn’
t last long.”
Feeling the threat of the foreign ships that often appeared oﬀ of the coast, Japan decided that it
must not make the same mistakes of the Qing Dynasty, and that it would independently create its
own cannons and warships. It began to pursue information about western military technology at
Dejima, in Nagasaki.
This led to a meeting of samurai and science. Japan’
s ﬁrst steps towards industrialization began
with a Dutch manuscript and trial and error, with the attempts to forge their own iron cannons, and
with the attempts to replicate western-style ships.

20世紀初頭の「官営八幡製鐵所」風景（撮影；1912年）

写真提供:日本製鉄（株）九州製鉄所

造船

幕末、
諸藩の志士は、
わが国の貧弱な海運力、
海軍力を憂えた。大きな
軍艦と大海原に物資を運ぶ大きな商船の建造が一つの使命として誕生し、

Shipbuilding

その志は明治新政府に引継がれた。
維新の原動力となった土佐藩は失職した武士を集めてカンパニーを設
立。
後に三菱合資会社という大企業に成長し、
日本の造船業の礎を築いて
いった。
日本は、
わずか50年で大型鋼鉄船を建造する造船大国へと成
長を遂げた。
Shipbulding was at the heart of the new national mission. Samurai in clans aspired to construct
large modern ocean-going steamships for a navy and merchant ﬂeet. By the late Meiji Period,
full-blown industrialisation was achieved by the hand of the corporate group Mitsubishi. Tosa feudal
Clan, who were one of the driving forces of the Meiji Restoration, hired unemployed Samurai and
established the company after the Restoration. A Samurai syndicate,which evolved into Mitsubishi
Goshi Kaisha laid the foundation of the Japanese shipbuilding industry.
三菱長崎造船所第三船渠に入渠中の地洋丸（13,426総トン、20.6ノット、19,000馬力）
1908年進水（撮影；1908年） 写真提供:三菱重工業（株）長崎造船所

石炭産業

1853年、
突如として江戸湾に現れたペリー提督率いる４隻の軍艦。
石炭
焚きのボイラーを装備し、
煙突からもくもくと吐き出される黒煙は将軍家に畏

Coal Mining

怖の念をおこさせた。
しかし、
それから間もない1869年には、
日本で初めて
蒸気機関を導入した高島炭鉱が操業を開始。続いて世界有数の海洋炭
鉱に成長した端島炭鉱、
最新の採炭設備と物流システムを備えた三池炭

長州五傑（倫敦（ロンドン）にて、1863年頃） 写真提供：萩博物館

鉱が誕生。
石炭は蒸気船や蒸気機関車の燃料炭として、
また、
製鉄・製鋼の
ためのコークスとして、
明治日本の急速な産業化を支えることとなった。
吉田松陰

In 1853, four warships under the command of Admiral Perry suddenly appeared in the Edo Bay.
Equipped with coal burning boilers, and chimneys that spouted clouds of billowing, black smoke,
these warships inspired a sense of dread among the shogunate. But it wasn’
t long after that, in 1869,
when the Takashima Coal Mine began operating Japan’
s ﬁrst steam machinery. This was followed
by the birth of the Hashima Coal Mine (one of the world’
s only oﬀshore coal mines) and the Miike
Coal Mine, with the latest coal extraction equipment and a logistics system.
Whether as fuel for steamships and steam locomotives, or as coke for iron and steel production,
the coal industry made possible the rapid industrialization of Meiji Era Japan.

山口県文書館蔵

オランダ陸軍少将
ユーリッヒ・ヒューゲ二ンの著書
「西洋鉄熕鋳造編」反射炉設計図
写真提供:公益財団法人鍋島報效会

高島炭鉱の北渓井坑（撮影；1872年頃） 写真提供:日本大学芸術学部
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S-1-05 3つの産業分野の歩み

エリア5
佐賀
三重津海軍所跡

ドライドッグ遺構

長崎警備の任にあった佐賀藩は、長崎防衛のた

なお、
オランダのユーリッヒ・ヒューゲニン陸軍少

め湾に砲台を築き、欧米列強の軍艦の脅威に備え、 将の著した
「ロイク王立鉄製砲鋳造所における鋳
他藩に先んじて西洋科学の情報を入手した。
オランダ 造法」
の情報を元に、
佐賀藩は日本で初めて反射炉
海軍の支援で、長崎海軍伝習所が開所すると、佐 の建設に成功した。
反射炉は金属溶解炉の１つで、
賀藩主鍋島直正は、多くの藩士を派遣し、洋式船 1850年代、佐賀藩に続き国内各地で反射炉が建
の操縦技術を習得させた。海軍伝習所の閉所後、 設された。長崎警備のために佐賀藩が建設した砲
城下より南東5km、早津江川河口より6km上流の、 台、
四郎ヶ島台場跡は現存している。
三重津の地において、士官教育を継続した。佐賀
藩は三重津に伝統的工法で洋式乾船渠を建造し、

Area 5 Saga
Mietsu Naval
Dock

凌風丸

東京大学駒場図書館蔵

木造外輪蒸気船「凌風丸」
の建造に成功している。
Lord Nabeshima of Saga Clan, who was assigned to defend
Nagasaki, was always one of the ﬁrst to make contact with Dutch
science and technology-via their Dejima island base in Nagasaki
harbour. They also built coastal artillery batteries to prepare against
the threat of Western warships. Following the opening of Nagasaki
Naval Training Institute, Saga clan established Mietsu as a sister
institute and trained Samurai to study the operation of steamships in
the dry dock at Hayatsue River，
6km north of the Ariake Sea. They
were successful in building the steamship “Ryofu-Maru”
,using a
traditional construction method.

Saga Clan also succeeded in,for the ﬁrst time in Japan, the
construction of a reverberatory furnace. It was built on the basis of
the information in“Het Gietwezen In’
s Rijks Ijzer-Geschutgieterij Te
Luik”written by Dutch General Ulrich Huguenin. Further furnaces
were built across the country. The Site of Shirogashima Fort that
Saga clan built to defend Nagasaki,remains well-preserved.
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S-1-06①

エリア5

三重津海軍所跡

造船分野相関図
Lorem ipsum dolor sit amet

幕末の佐賀藩は、
いち早く西洋技術を取り入れ、独自に洋式海
軍の創設と洋式船の整備・運用を実現するに至った。
佐賀藩が三重津海軍所で試みた西洋の最新技術と日本の在
来技術の融合は、我が国の産業化の造船分野における第1段階
（幕末）
の様相を具体的に示したものである。
In the late Edo period, the Saga Clan took early steps to lead the way in acquiring
western technical skills, and set out on their own to establish a western-style navy, and
achieve the maintenance and operation of western-style ships.
The eﬀorts at the Mietsu Naval Facility by the Saga Clan to combine western
techniques with Preexisting Japanese ones, clearly exemplify the ﬁrst stage (late Edo
period) of Japan’
s industrialization in the ﬁeld of shipbuilding.

パネル

展示グラフィック

2021.8.6
今井 西村
川崎 悉陀

1385×1200
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S-1-06②

三重津のOUVへの貢献

国際連合
教育科学文化機関

世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約

認定証

世界遺産委員会は
「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」
を世界遺産一覧表に記載した。

この一覧表に記載することは
人類共通の利益のために保護されるべき文化遺産または自然遺産の
顕著な普遍的価値を証明するものである。

世界遺産一覧表への記載日
２０１５年７月８日

ユネスコ事務局長
イリーナ・ボコバ

����年�月��日開催

世界遺産登録記念セレモニー

パネル

展示グラフィック
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1080×1200

8

1/10

S-1-06③

登録認定書／登録写真／登録経緯

3530

2400（-巾木）

43inch モニター×5

クロス出力？

3530（周直寸）×2400-巾木

展示グラフィック

2021.7.27
今井 西村
川崎 悉陀
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S-1-07 共通展示システムモニター背景

右壁

1250

1250

1250

幕末

明治

現代

→

1400

1550

700

1500

1700

1600

500

1500

▼GL+1250

800

1600

1550

1400

1250

1250

1250

832

832

707

707

60

→

左壁
1400

1600

▼GL+1250

1500

調整中

500

1700

1500

700

1550

707

707

832

832

800
60

1600

1550

1400

各クロス出力 1600×2700内
展示グラフィック
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時空のトンネル

大敗します。

長崎警備を担当していた佐賀藩は、欧米

列強の脅威に危機感を抱き、
海防強化のため

洋式海軍の創設を目指します。その拠点が
三重津海軍所です。

����, The Qing Dynasty suﬀers a crushing defeat at the

hands of the U.K. in the Opium War.

The Saga Clan, charged with the defense of Nagasaki,

����年、
アヘン戦争で大国清がイギリスに

大敗します。

長崎警備を担当していた佐賀藩は、欧米

三重津海軍所跡の概要

����年、
アヘン戦争で大国清がイギリスに

2555

900

列強の脅威に危機感を抱き、
海防強化のため

洋式海軍の創設を目指します。その拠点が
三重津海軍所です。

����, The Qing Dynasty suﬀers a crushing defeat at the

hands of the U.K. in the Opium War.

The Saga Clan, charged with the defense of Nagasaki,

strongly feels the threat of the major powers of the West,
and sets out to strengthen coastal defenses and establish a

western-style navy. The Mietsu Naval Facility becomes the
base of operations for these eﬀorts.

strongly feels the threat of the major powers of the West,

Overview of
Mietsu
Naval Dock

and sets out to strengthen coastal defenses and establish
a western-style navy. The Mietsu Naval Facility becomes
the base of operations for these eﬀorts.

パネル

900×2555（25巻込）

サイングラフィック

2021.8.3
今井 西村
川崎 悉陀
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B-0

三重津海軍所跡の概要 ゾーンサイン

三 重 津の地 勢 と環 境

み え つ

The Location
and
Topography of
Mietsu

はや つ え がわ

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�㎞、
佐賀城跡からは直線距離で南東方向に約�㎞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�m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。

Mietsu sits on the northeastern side of the innermost part of the Ariake Sea, and on the west

bank of the Hayatsue River, a tributary of the Chikugo River. It’s approximately six kilometers
upstream from the current rivermouth which empties into the Ariake Sea, and about a ﬁve

kilometer straight distance from the site of Saga Castle. On the opposite coast is Fukuoka
Prefecture’s Okawa City, which, during the Edo period, was under the Yanagawa Clan’s domain.
The tidal range of the Ariake Sea, at �m, is said to be the largest in all of Japan.

Because this tidal movement is a feature of the Hayatsue River, it heavily inﬂuenced all manner

of activity that took place at the Mietsu Naval Facility.

パネル
1800×1500
（30巻込）
展示グラフィック
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三重津の地勢と環境

1573
1591
1592

1600
1608
1611

1637
1639

1641

年︶

年

年

年

年

年

年

年

年

正保

︵寛文

年︶

延宝元年

年

承応

寛永

寛永

寛永

寛永

慶長

慶長

慶長

︵天正

文禄元年

天正年間

佐賀城惣普請︑
一応完了する
初代藩主・鍋島勝茂が本丸に入る

佐賀城惣普請が始まる

肥前の武士たちの鍋島氏への傾倒が強まる

城下整備に着手

龍造寺氏の居城の再整備に着手

三重津海軍所の出来事

佐賀藩の近代化と

佐賀藩と三重津海軍所の軌跡

オランダ商館を平戸から長崎出島に移す

1642

1647
1653
1673

幕府︑
ポルトガル船再来に備えて︑
佐賀藩に長崎警備を下命
︵福岡藩は寛永 年から︶
以後︑
隔年交代で当番
︵主︶
と非番
︵副︶
に分かれて警備を行う

長崎港口の内外計�箇所の台場整備に着手
︵古台場︶

鍋島直正︑
家督を相続し︑ 代藩主となる
鍋島直正︑
藩政改革を本格化させる

年︶

弘化

弘化

年

年

年

年

安政

年

年

年

年︶

香焼島に藩士 名を勤番させる

鍋島直正︑
武雄鍋島家による西洋砲術訓練を視察

火術方を設置して︑
洋式銃砲を導入

長崎台場の強化について︑
福岡藩との協議開始
佐賀藩は長崎港外
︵外目︶
の警備強化を主張

鍋島直正︑
オランダ軍艦パレンバンを視察する

独力で長崎港外に両島
︵伊王島・神ノ島︶
台場増築を決定
両島台場に配備する鉄製大砲を鋳造するため︑
築地反射炉の建設に着手
年内に部分操業を開始

築地反射炉で ポンド鉄製砲の鋳造に成功
精煉方を設置︒
藩外から招聘した技術者が中心
品川台場配備の鉄製大砲 門と台架の製作を幕府から受注
多布施反射炉の建設に着手

多布施反射炉の操業開始
築地・多布施の両反射炉が並行して操業

﹁車船製造方﹂
を設置し︑
蒸気船建造を試みる

この頃︑
両島台場完成
配備された大砲の多くは銅製砲
鍋島直正︑
両島台場築造について幕府から褒賞を受ける
ファビウスの海軍伝習に藩士を参加させる
車船製造方を廃止し︑
長崎警備を担当する
﹁御番方﹂
に蒸気船建造を命じる
安政�年までには︑
洋式船建造用材木が三重津に集積される
鍋島直正︑
オランダ軍艦ヘデーを視察する
蒸気船や蒸気車の雛形制作を行う
蒸気軍艦
︵後の電流丸︶
をオランダへ発注
長崎海軍伝習所での海軍伝習に多数の藩士を派遣

長崎に渡来した洋式帆船
︵後の飛雲丸︶を購入

﹁海軍取調方﹂
を設置し︑
洋式海軍・海軍伝習関係を担当させる

この頃︑
築地反射炉が操業停止
三重津船屋に
﹁御船手稽古所﹂
を設置
海軍伝習の一環として︑
長崎大波戸でコットル船
︵後の晨風丸︶
を建造
オランダに発注していた蒸気軍艦電流丸を長崎で受け取る
早津江川沖合の網洗を︑
洋式船の主要係留地に設定
三重津船屋の西側に
﹁海軍稽古場﹂
を拡張整備
鍋島直正︑
電流丸を参勤交代で初めて使用する
幕府から蒸気軍艦観光丸を預かる︒
主に長崎で運用
幕府へ供給する鉄製大砲の製造を完了
電流丸に損傷箇所が見つかる
田中儀右衛門が損傷箇所の確認を行い︑
ボイラーの交換が必要と診断する
鍋島直大︑
家督を相続し︑ 代藩主となる
直正は隠居し︑﹁閑叟﹂
と号するが︑
軍事はその後も掌握
この年までに三重津に︑
洋式船のボイラー組み立てや
それに必要な部品を供給するための
﹁製作場﹂
︑
洋式船の修理を行うための
﹁御修覆場
︵ドライドック︶
﹂
を整備する
御修覆場で電流丸のキール銅板張替えを行う
すべての銅板張替え作業は終了せず

三重津での砲術訓練に︑
���人余りが参加する
田中久重・儀右衛門父子が主な担当となって︑
電流丸の交換用ボイラーの組み立てを開始する

諫早領大久保浦で︑
電流丸の残りの銅板張替えを行う

幕府建造の蒸気軍艦千代田形のボイラー組み立てを受託する
﹁製作場﹂
を
﹁公儀御用蒸気鑵製造方﹂
と呼称する

イギリスから蒸気船
︵後の甲子丸︶
購入

﹁御召浅行小蒸汽船
︵後の凌風丸︶
﹂
の建造に着手

月 ﹁海軍学寮﹂と和船関係を所管する
﹁船方﹂
を統合する

�月 洋式海軍関係を所管する海軍取調方を
﹁海軍学寮﹂
に改称し︑
藩政の一般行政部門である外向の管轄に移行

国内初の実用蒸気船凌風丸が三重津で完成する
イギリスから蒸気船
︵後の皐月丸︶
購入

イギリスから蒸気船
︵後の孟春丸・延年丸︶
購入
蒸気船
︵後の秋芳丸・金花丸︶
を長崎で購入

佐賀藩による長崎警備が終了する

﹁船方﹂を
﹁軍務方﹂
に置く

蒸気船
︵後の神行丸・日進丸︶
を購入

﹁軍務方﹂
を
﹁軍事局﹂
に改称し︑軍事局中に
﹁陸軍所﹂﹁海軍所﹂
を設置

鍋島直正︑
東京永田町の自宅で死去
直正夫人らが三重津から東京に向かう
直正の遺髪が三重津に着船

廃藩後︑
鍋島家が精煉方を経営
明治 年︑ガラス製造の
﹁佐賀精煉合資会社﹂
に移行

中川副村早津江に
﹁早津江船舶合資会社﹂
が設立される
明治 年
︵����︶
に解散

佐賀県立工業学校と合併し︑﹁佐賀県立商船工業学校﹂
となる

三重津海軍所跡地に︑﹁佐賀郡立海員養成学校﹂
が開校

佐賀県立商船工業学校を
﹁佐賀県立佐賀商船学校﹂に改組
佐賀県立佐賀商船学校の閉校

佐賀藩と三重津海軍所の軌跡
B-2-01

国内情勢、
欧米列強の脅威

豊臣秀吉による朝鮮出兵
︵文禄の役／����～����
慶長の役／����～����︶
関ヶ原の戦い

島原の乱︵～寛永 年︵����︶
︶
幕府︑ポルトガル船の来航を禁止する
︵鎖国政策の始まり︶
ポルトガル船︑通商の再開を求めて長崎に来航
乗組員 名中 名を長崎にて処刑

ポルトガル船︑長崎再来航

イギリス船リターン︑長崎来航
年

佐賀・福岡両藩で︑
大規模な石火矢
︵大砲︶
改鋳が行われる

正徳

神ノ島・伊王島の一部に石火矢
︵大砲︶
を配備

1715

寛政�年

年︶

文化元年

年

文化

年︶

白帆注進の仕組みを強化する

年

年

年

年

天保

天保

天保

弘化元年

嘉永

︵天保

嘉永

年

嘉永

年

嘉永

年︶

安政元年

安政

︵嘉永

安政

年

安政

年

安政

年︶

万延元年
︵安政

年︶

文久元年
︵万延

年

文久

年

文久

元治元年

年︶

慶応元年

︵文久

︵元治

年

慶応

年

慶応

年︶

明治元年
︵慶応

オランダ人船大工に依頼し︑
出島で小型帆船を建造

天保

︵文政

天保元年

年

文化

︵享和

1792

1830

1837

1838

1840

1841
1844

1845
1846
1849
1850

1852

1853

1854

1855

1856
1857

1858

1859

1860

1861

1862

1863
1864

1865

1866
1867
1868

年

明治�年

明治

1870

明治

年

年

年

年

年

年

年

1871

1869

幕府︑
福岡藩とともに長崎港口の台場を増強
古台場に加えて︑
新台場・増台場を増設
︵～����︶

1804

1809

1808

ロシア使節レザノフが長崎来航

﹁海舶互市新例﹂
発布
警備の警戒対象が南蛮船から
唐船にシフトしたとされる

the Mietsu Naval
Facility

ロシア使節ラクスマンが根室来航

フェートン号事件

アヘン戦争︵～天保 年︵����︶
︶

国王からの開国親書を持って︑
オランダ軍艦が長崎に来航
幕府は開港を拒否

フランス艦隊が長崎来航
アメリカ軍艦が長崎来航

幕府︑大船建造の禁を解く

ロシアのプチャーチンが長崎来航

アメリカのペリー艦隊が浦賀に初来航

ペリー再来航日米和親条約締結

幕府︑長崎でオランダ軍艦の
艦長ファビウスのもと︑
短期間の海軍伝習を行う

薩摩藩︑雲行丸︵日本初の蒸気船︶を完成
幕府︑﹁長崎海軍伝習所﹂を開設
オランダから贈られた﹁観光丸﹂を
練習艦として使用

アロー号事件

イギリス船・フランス船が長崎来航

幕府がオランダに注文していた
蒸気軍艦咸臨丸が長崎に到着する

幕府︑﹁長崎製鉄所﹂建設に着手

日米修好通商条約締結

幕府︑神奈川・長崎・函館を開港
幕府︑長崎海軍伝習所を閉鎖する

ポサドニック号事件
長崎製鉄所の第一期工事完成

鹿児島で薩英戦争が勃発
第一次長州征伐
下関で馬関戦争が勃発

第二次長州征伐
パリ万国博覧会に日本初参加

月に佐賀藩が廃止され︑
月には伊万里県に統合

版籍奉還

戊辰戦争︵～明治 年︵����︶
︶

廃藩置県

伊万里県所有の蒸気船一覧に
凌風丸等の船名が記載される

佐賀の乱︵佐賀戦争︶

昭和

明治

明治

明治

明治

明治

1874
1895

1902
1906
1910

展示グラフィック
2021.8.4
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5000×1200（30巻込）
パネル

全て和暦の月日を用いています。

※明治�年
（����）��月�日以前は
「鍋島直正和蘭船乗込図」
（公益財団法人鍋島報效会蔵）
「神之島図」
（公益財団法人鍋島報效会蔵）

��

「佐嘉小城内絵図」
（公益財団法人鍋島報效会蔵）
凌風丸
「明治維新当時諸藩艦船図」
（東京大学駒場図書館蔵）

電流丸
「明治維新当時諸藩艦船図」
（東京大学駒場図書館蔵）
早津江川から見た佐賀県立佐賀商船学校

����

Tracing the Steps
of the Saga Clan
and the Mietsu
Naval Facility
Decision Reached to Independently
Build Up the Ryoto(Ioujima and
Kaminoshima) Forts Outside of
Nagasaki Port.
Work Begins on the Construction of
the Tsuiji Reverberatory Furnace, for
the Purpose of Manufacturing Iron
Cannons to be Deployed at the Forts

����

����

����

「フェートン号図」
（長崎歴史文化博物館蔵）

「慶長御積絵図」
（公益財団法人鍋島報效会蔵）

����
Many Feudal Retainers
Dispatched to Naval Training
at the Nagasaki Naval
Training Institute
Establishment of Ofunate-Keikosho
Naval Academy at
Mietsu Small Boat Docks
Opening of the “Saga County Sailor
Training School” on the Former
Mietsu Naval Facility Site

Nabeshima Naomasa Succeeds his
Ancestors to the Position of Tenth
Feudal Lord of Saga

����

�

��

��

To Prepare for the Return of
Portuguese Ships, the Tokugawa
government Tasks the Saga Clan
with the Defense of Nagasaki
(Fukuoka Clan since ����)

Founding of
the Seirenkata
Institute

����

�
�

����

�
�

Work begins
on the Tafuse
Reverberatory
Furnace

�
�

��

��

����

����
����

����

The Saga Clan’s
Modernization and
Wide-reaching Renovations of
Saga Castle Begin
Closing of
the Saga Prefectural
Saga Maritime Academy

����
Completion of the
Ryoufuu-Maru,
the First Practical Steamship
Built in Japan
At Mietsu
Reorganization as the
“Saga Prefectural
Saga Maritime Academy”

�

��

��

�
�
�
�
�
��
��
��
��
�

Establishment of a Manufacturing Site
for Western-style Ship
Boiler Assembly and
Production of Necessary Parts,
as well as a Drydock for the Repair of
Western-style Ships in Mietsu
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��

�

�

�
�

��

�
��
��
��

�
�

�
�
�

�
�

�

�
�

�

�

「アヘン戦争図」
（公益財団法人東洋文庫蔵）
延年丸
（
「佐賀藩海軍史」
より）

����

��

�
��
��
��
�

��

��
��
��
�
��

�

Domestic Aﬀairs,
Threat of Western
Powers
「ペルリ提督神奈川上陸図」
（東京国立博物館蔵 Image:TNM Image Archives）
薩英戦争図

����

��

��

�

����
Perry’s American Fleet Arrives in
Uraga for the First Time

����
����
Abolition of the Feudal
Domain System

The Phaeton Incident

�� �

「正保四年長崎警備の図」
（公益財団法人鍋島報效会蔵）

The Opium War
(～����)
Tokugawa Government Lifts
Ban on Construction of Large Ships

Tokugawa Government
Opens the Nagasaki Naval
Training Institute

Tokugawa Government
Closes the Nagasaki Naval
Training Institute

����

1200
5000

三重津海軍所跡とは

● ●伊万里
楠久

佐賀城
▲

今津●

●三重津

長崎
◆

外港の島々
（香焼・伊王島）
●
●深堀

Mietsu
Naval Dock

佐賀藩船屋位置図

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
かいぐんとりしらべかた

正式名称は
「海軍取調方 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�年
（����）
「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。

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。

ふな や

江戸時代の佐賀藩内には、
藩所有の和船を管理する船屋が�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�年
（����）
に閉校されるまで、
多くの人材を輩出しました。

The Mietsu Naval Facility, which acted as the Saga Clan’s western-style naval base of operations, was

established in the late Edo period by the Clan to help strengthen the security of Nagasaki.

During the Edo period, there were six “boathouses” used to manage the Saga Clan’s Japanese-style ships

located within the Clan’s feudal domain.

Because Mietsu is close to the Saga Castle town, the surrounding, gentle waters of the Ariake Sea made

for an easy approach to Nagasaki, and because it stood near a riverway large enough to accommodate the

sailing of large, western-style ships, it’s believed that the boathouse in Mietsu was chosen for the site of a
western-style naval base.

The Mietsu Naval Facility was used for western-style naval training, western-style ship repair and

construction, and was the site of the completion of the Ryoufuu-Maru, Japan’s ﬁrst domestically produced
practical steamship.

After Japan entered the Meiji era, and after the Mietsu Naval Facility was closed, the Saga County Sailor

Training School (later, Saga Prefectural Saga Maritime Academy) was established there, and until it was
closed in ����, it saw the matriculation of many capable students.

出力紙貼 1300×1500

展示グラフィック

2021.7.22
今井 西村
川崎 悉陀
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三重津海軍所跡とは

短期間で行われた
海軍所の整備

The Establishment of The Naval Facility in a Short Time Frame
ふな や

けい こ

ば

しゅうふく ば

三重津海軍所跡は、
「船屋地区」
「稽古場地区」
「修覆場地区」
の

�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�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。

The Mietsu Naval Dock is made up of three areas: the small boat dock section, the

training ground section, and the shipbuilding/repair docks and metal works section.

The installation began with the small boat dock section, which was responsible for

managing the clan’s Japanese ﬂeet and housed a governmental oﬃce. Then it

expanded downstream, with the training ground section, where naval training and
drilling took place, and further downstream with the shipbuilding/repair docks and

metal works section. The entire assembly of the western-style naval base was
completed in the very short time frame of just three years.

N

三重津海軍所整備変遷図

出力紙貼 1100×700
今井 西村
川崎 悉陀

展示グラフィック

2021.7.22
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短期間で行われた海軍所の整備

船屋地区

Small Boat Dock Section

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

�年（����）、三重津船屋に海軍所の前身と
お ふな て けい こ しょ

なる
「御船手稽古所」
が設置されました。
当時

●位置図

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。

To be able to pass down the western-style naval training

掘立柱建物・柱穴

and techniques obtained via Nagasaki within the Saga
Clan’s domain, the Ofunate-Keikosho Naval Academy was

established in ���� as a precedent to creating a navy at the
Mietsu Naval Facility.

The inlet, already in use for the anchorage of Japanese

ships, is still employed today as a ﬁshing harbor.

N

位置図

発掘調査の成果

三重津が海軍所として整備される以前の

（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

桁行

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。

梁行

Results of excavation survey

Remnants from the period before the establishment of a

naval facility at Mietsu, as well as remnants from the time
礎石建物

井戸

that it was an active naval base have been excavated.

出力紙貼 1100×700
今井 西村
川崎 悉陀

展示グラフィック

2021.7.22
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船屋地区

稽古場地区
ば

Training Ground Section
かいぐんけい こ

長崎海軍伝習所の閉鎖に伴い、
「海軍稽古

場」
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。

After the closure of the Nagasaki Naval Training Institute,

the site expanded with the addition of a naval training ground.
Here, those who had studied at the Nagasaki Naval Training

Institute became instructors, and passed on naval education

in ocean faring, ship building, mechanics, measurement as
well as ﬁrearms training for the sailors, including operation of
the ship’s cannons.

N

位置図

出土遺物（特注磁器）

発掘調査の成果

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�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。

Results of excavation survey

The remnants of the bamboo fencing that was constructed

during the preparation of the land has been discovered.
竹柵状遺構

井戸

Also, a well was discovered, and within that some porcelain
items with the character for “ocean” written on them.

出力紙貼 1100×700
今井 西村
川崎 悉陀

展示グラフィック

2021.7.22
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稽古場地区

修覆場地区

Shipbuilding / Repair Docks and Metal Works Section

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
せい さく ば

生産や加工を行う
「製作場」や、洋式船を引き
おんしゅうふく ば

入れ修理を行う
「御修覆場
（ドライドック）
」
等が

千石船と洋式船の大きさ比較図（資料提供：船の科学館

整備されました。

The area where western-style ships were repaired and

constructed.

Because the scale and composition of western-style ships

diﬀer greatly from Japanese ships, it was impossible to main-

tain them with existing facilities. So a manufacturing site, capa-

N

位置図

一部変更）

発掘調査の成果

「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、
鉄や銅の加工の痕跡が分かる遺物が多数

ble of western-style ship boiler assembly and the production

出土しています。

and machining of the metal (copper, iron) parts required for

repair was established, as well as a dry dock where west-

また、
ドライドックは国内に現存する最古の

ern-style ships could be hauled in.

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。
Results of excavation survey

The dry dock is the oldest existing such facility in Japan, and

numerous items that tell the story of the actual work done to
repair western ships here have been excavated.
ドライドック木組み遺構

出力紙貼 1100×700
展示グラフィック

2021.7.22
今井 西村
川崎 悉陀
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修覆場地区
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ドライドックとは

干満差を利用した船の出し入れ

The Drydock

Making Use of the Tidal Range for Ships Entering and Leaving the Dock

ドックとは、船の修理等を行う施設のことです。

かんせんきょ

三重津海軍所に造られたドックはドライドック
（乾船渠）
で、
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
れん が

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��m、
幅約��mも

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�m

ともいわれる干満差を利用して行われました。

The western-style ships entered and left the dock by using the particularly large,

�m tidal range between the Ariake Sea’s high and low tides.

1. 高潮時に入渠

4.

低潮位には渠底が河川水位より高くなる
渠内はドライな状態になる
起倒式扉の開口部を閉じる

2.

入渠後、ロクロをまわし、
起倒式扉（スロイトシュール）を閉じる

5.

河川の水位が上昇しても、扉を閉じているため
渠内へ水は流入しない

3.

起倒式扉の下部にある開口部から
水量を調整しながら排水
船渠内の水位は潮位に応じて下降する

6.

船の修理完了後、
起倒式扉の開口部を開き渠内に注水
満潮時に扉を倒して出渠

ありました。

目の前の模型は、平成��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。

A “dock” is a facility for, among other things, ship repair.

The dock built at the Mietsu Naval Facility is called the “drydock.” There, after boats

were brought into the dock, the water is drained, and the hull can be accessed for repair
work.

Mietsu’s drydock was ��m long and ��m wide, and is unique in the fact that existing

Japanese engineering techniques were used in its construction, resulting in a drydock
made from the highly skillful combination of wooden and earthen elements.

The model here accurately recreates the ruins of the drydock as they were conﬁrmed

in a ���� excavation.

ドライドックの運用方法模式図

出力紙貼 1000×600

展示グラフィック

2021.8.4
今井 西村
川崎 悉陀
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造成土の特徴

Characteristics of the
Construction Soil

せい さく ば

発掘調査の結果、製作場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。

土嚢の役割

The Role of Sandbags

ドライドック木組み遺構の�段目以下の土の中からは、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

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

には、砕いた貝殻を混ぜ合わせた粘土が詰められており、製作

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

工夫と考えられます。

ほぼ一致していました。

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。

Excavation results conﬁrm that alternating layers of sand and clay were a feature

of the construction soil at the manufacturing site.

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
In the ground of the third layer of the remains of the drydock’s wooden frame,

sandbags have been found, placed along a line of wooden stakes.

They are believed to have been used to prevent the sand used in the construction

soil from ﬂowing into the drydock.

Also, the construction soil area and the remnants related to metalworking are

almost entirely consistent with one another.

製作場造成土分布図

製作場造成土

土嚢出土状況

出力紙貼 1000×600

展示グラフィック

2021.7.22
今井 西村
川崎 悉陀
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造成土の特徴／土嚢の役割

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、

To Pass These Remains On to the Future

At the Mietsu Naval Dock, including the wooden framing of the dry dock, many

木材を多用した遺構が土中から確認されています。

wooden remnants have been identiﬁed in the ground.

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

ble to maintain a low-oxygen environment.

木材の劣化を防ぐためには、
地下に十分な水分量が維持

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、地中に埋め戻すとともに、地表面形状の変化や

To prevent the deterioration of the wood, it’s crucial to maintain a suﬃcient

level of moisture below ground, and to prevent contact with air as much as possiAccordingly, in order to properly preserve these wooden remains for future

generations, they’ve been reburied, and underground water levels,
levels, and changes in the ground surface are being monitored.

oxygen

地下水の状態についてモニタリングを行っています。

ドライドック木組み遺構写真（検出時）

ドライドック木組み遺構写真（乾燥時）

出力紙貼 1000×600

展示グラフィック

2021.7.22
今井 西村
川崎 悉陀
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遺構を未来に引き継ぐために

�) Imparting the Story of the First Clan in Japan to Establish
Naval Power

危機感を抱きます。

incursions into Asia by the major powers of the West.

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
ちゅうぞう

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�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。

「アヘン戦争図」
（公益財団法人東洋文庫蔵）

三重津海軍所跡の価値

価値➀：他藩に先駆けた海軍力を伝える遺跡

The Saga Clan, charged with the defense of Nagasaki, felt a strong sense of danger of
Earlier than any of the other clans, the Saga Clan worked to extend fortiﬁcations outside

the port of Nagasaki, forged iron cannons in the country’s ﬁrst reverberatory furnace, all
while carrying out attempts to establish its own western-style Navy.

Mietsu became the country’s leading Naval Facility, with governmental oﬃce, education,

repair, and ship building capabilities, and makes apparent the quality of the late Edo Saga
Clan Navy.

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

海軍所となります。
三重津海軍所は、
幕末における佐賀藩海軍の様相をよく示

しています。

価値➁：在来技術と西洋技術を融合させた
近代化の様相を伝える遺跡

�) Illustrating How Modernization was Accomplished through
the Fusion of Pre-existing Japanese Techniques with Western
Technology

初の実用蒸気船凌風丸の建造等に西洋技術が積極的に取り入れられました。

boat hulls, and the construction of Japan’s ﬁrst practical steamship, the Ryoufuu-Maru,

誤の末に成し遂げられました。

preexisting Japanese ones.

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

横須賀造船所第�号ドック
（明治�年（����）竣工）
米海軍横須賀基地協力
（撮影：正垣孝晴氏）

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

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、

were accomplished by actively incorporating western technical skills. All of this was

achieved through trial and error, and a skillful blending of those western techniques with

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。

三重津海軍所跡ドライドック木組み遺構

価値➂：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
早津江川

At the Mietsu Naval Facility, boiler assembly for steam ships, adhesion of sheet copper to

干潮時

満潮時

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�mともいわれる潮の干満差が利用されています。

�) Displaying the Wit and Ingenuity in Using the Features of the
Environment Facing the Ariake Sea
The western-style ships entered and left the dock at the drydock by making use of the

particularly large, �m tidal range of this area of the Ariake Sea.

The Value of
the Mietsu
Naval Dock

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。

出力紙貼 1700×900

今井 西村
川崎 悉陀

展示グラフィック
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三重津海軍所跡の価値

900

佐賀商船学校と引き継がれた志

900

Saga Maritime Academy and an Inherited Ambition

三重津の終焉

早

津

江

1100

750

Mietsu’s Demise

川

早津江川から見た佐賀県立佐賀商船学校

明治��年（����）、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。

「佐賀郡早津江村ノ内字二本松元海軍所上早津江村全図」
（佐賀県立図書館蔵）
本図は大正元年（����）頃に描かれた地籍図です。

明治��年（����）に佐賀県立工業学校と合併し、

明治�年（����）
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。

「佐賀県立商船工業学校」
となりました。

明治時代の中頃以降に描かれた地籍図を見ると、三重津海軍所があった場

さらに、
明治��年
（����）
には佐賀県立商船工業学校

所に
「元海軍所」
という小字名が記されており、
この頃には既に海軍所は存在して

から独立し
「佐賀県立佐賀商船学校」となり、昭和�年

いなかったことがわかります。

（����）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。

In ����, with the abolition of the feudal domain system, it’s thought that the Saga Clan Navy was dissolved.

In ����, Saga County Sailor Training School was established at the

former site of the Mietsu Naval Facility.

In ����, this became the Saga Prefectural Saga Maritime Academy, and

through its training, until it was closed in ����, it produced many capable
graduates.

After that, a Saga Clan Naval Facility Memorial Association was

established to honor the site, and the lecture hall of the closed Maritime

Academy was repurposed as a museum, and a memorial stone monument
was erected.

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。

パネル

900×750

パネル

900×1100

今井 西村
川崎 悉陀
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商船学校の風景

1100

Scenery of Saga Maritime Academy
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B-7-01②

商船学校の風景

900

海軍伝習

佐賀藩は、洋式海軍創設のため、長崎での

海軍伝習に諸藩の中で最多数の藩士を参加

させ、知識や技術の習得に励みます。
その伝

習生が教官となり、三重津でも伝習を行い

ます。

佐賀藩は、洋式海軍創設のため、長崎での

海軍伝習に諸藩の中で最多数の藩士を参加

させ、知識や技術の習得に励みます。
その伝

習生が教官となり、三重津でも伝習を行い

Naval Training

ます。

more feudal retainers than any clan to participate in the

To establish a western-style navy, the Saga Clan sends

more feudal retainers than any clan to participate in the
naval training at Nagasaki, striving towards the acquisition

of skills and knowledge. Those participants become
instructors, and pass on the training at Mietsu.

2120

To establish a western-style navy, the Saga Clan sends

naval training at Nagasaki, striving towards the acquisition

of skills and knowledge. Those participants become instructors, and pass on the training at Mietsu.

上図：観光丸「明治維新当時諸藩艦船図」
（東京大学駒場図書館蔵）
下図：
「喎蘭艦砲伝習書」
（佐賀県立図書館蔵）

上図：観光丸「明治維新当時諸藩艦船図」
（東京大学駒場図書館蔵）
下図：
「喎蘭艦砲伝習書」
（佐賀県立図書館蔵）
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サイングラフィック
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海軍伝習

ゾーンサイン

長崎での海軍伝習

安政元年の海軍伝習

嘉永�年
（����）
�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
（����）
�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�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。
「喎蘭艦砲伝習書」
（佐賀県立図書館蔵）

Naval Training in ����

Reeling from the impact of Perry’s ﬂeet's invasion of the Edo Bay in June of ����, the

Tokugawa government set out to purchase warships from the Netherlands, as part of a plan
to strengthen the Bay’s coastal defenses.

However, due to war in Europe, they were unable to accomplish this quickly, and decided,

at Dutch suggestion, to start by carrying out training for the education of naval oﬃcers in
Nagasaki. This was referred to as “naval training.”

The naval training of this time was overseen by Captain Fabius of the Dutch warship

Sumbing (later Kankou-Maru) which had entered the port of Nagasaki in July of ����, and
was carried out as a precursor to the opening of the Nagasaki Naval Training Institute. It
lasted only a short two months, but it covered a general overview of western-style maritime
education, and feudal retainers from the Saga Clan participated.

Naval Training
at
Nagasaki

観光丸「明治維新当時諸藩艦船図」
（東京大学駒場図書館蔵）

長崎海軍伝習所での海軍伝習

安政�年
（����）
、
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�期

�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。

もとしまとう だ ゆう

さ の つねたみ

この海軍伝習に、
佐賀藩からも本島藤太夫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。

The Naval Training at the Nagasaki Naval Training Institute

The Tokugawa government opened the Nagasaki Naval Training Institute in ����, and

with the instruction of Dutch naval oﬃcers, naval training began in earnest.

Participants from the Saga Clan, including retainers like Motoshima Toudayuu and

Sano Tsunetami made up the largest number of students from the various ﬁefdoms, and
they dedicated themselves to acquiring the knowledge and technical skills required for a
western-style navy.

「海軍伝習方書類，書翰其外」
（長崎歴史文化博物館蔵）

パネル
1500×1500（30巻込）
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長崎での海軍伝習

三重津に引き継がれた海軍伝習

お ふな て けい こ しょ

佐賀藩は安政�年（����）に三重津に「御船手稽古所」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
かいぐんけい こ ば

実践するため、三重津の船屋の西一角を
「海軍稽古場」
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���人余りにも及びました。
The Saga Clan founded the Ofunate-Keikosho Naval Academy in Mietsu in ����, and began to

implement Naval training within their own ﬁefdom.
「白帆注進外国船出入注進」
（公益財団法人鍋島報效会蔵／佐賀県立図書館寄託）早津江川に浮かぶ飛雲丸、電流丸、晨風丸

拡大

Then, the following year, with the closure of the Nagasaki Naval Training Institute, the western

section of the boathouse at Mietsu was expanded into a naval training ground, for the purpose of taking
over training duties.

Here, feudal retainers who had received instruction at Nagasaki became the instructors, and

passed on what they had learned.

壱岐●

三重津
●
五島
●

運用稽古先位置図

深掘
●

●薩摩山川

Mietsu Takes Over
Naval Training

「請御意下」
（公益財団法人鍋島報效会蔵／佐賀県立図書館寄託）

パネル

展示グラフィック

2021.8.5
今井 西村
川崎 悉陀
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三重津に引き継がれた海軍伝習

900

佐賀藩と洋式船

佐賀藩の洋式船への取り組みは、蒸気

機関の研究、伝習での帆船建造、外国からの
購入、修船など多岐にわたるものです。

これらの挑戦により洋式船に関する知識や

での蒸気船建造を具体化させていきます。

The Saga Clan’s western-style shipbuilding initiative

ranges widely, encompassing research into steam machinery, training in the construction of sailing ships, purchases
from foreign countries, and ship repair.

佐賀藩の洋式船への取り組みは、蒸気

機関の研究、伝習での帆船建造、外国からの
購入、修船など多岐にわたるものです。

これらの挑戦により洋式船に関する知識や

技術を飛躍的に向上させた佐賀藩は、自力

での蒸気船建造を具体化させていきます。

The Saga Clan’s western-style shipbuilding initiative

ranges

widely,

encompassing

research

into

steam

machinery, training in the construction of sailing ships,
purchases from foreign countries, and ship repair.

These eﬀorts see rapid growth in the clan’s knowledge

and technical ability and the clan applies these strengths as
their attempts to build a steamship begin to bear fruit.

Saga Clan and
Western-Style
Ships

These eﬀorts see rapid growth in the clan’s knowledge

and technical ability and the clan applies these strengths as

2120

技術を飛躍的に向上させた佐賀藩は、自力

上図：電流丸「白帆注進外国船出入注進」
（公益財団法人鍋島報效会蔵／佐賀県立図書館寄託）
下図：凌風丸「明治維新当時諸藩艦船図」
（東京大学駒場図書館蔵）

上図：電流丸「白帆注進外国船出入注進」
（公益財団法人鍋島報效会蔵／佐賀県立図書館寄託）
下図：凌風丸「明治維新当時諸藩艦船図」
（東京大学駒場図書館蔵）

their attempts to build a steamship begin to bear fruit.

出力紙貼 900×2120
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佐賀藩と洋式船

ゾーンサイン

洋式船に関する情報収集

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

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

ます。

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。

「蒸気車雛形」は、蒸気シリンダーは�気筒、ボイラーは単管で蒸気の

天保��年
（����）
、
佐賀藩は風波が高い時に番所や台場へ兵糧や

発生量は少なかったものと思われます。

物資を補給するため、出島のオランダ人船大工に依頼して出島で小

「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

型の帆船を建造しました。

「蒸気車雛形」
よりも蒸気の発生効率が向上しています。

また、
同��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

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

視察する機会を得ました。
さらに、弘化元年（天保��年・����）には

「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

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

となっています。

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

Steam Machinery Research

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。

As a part of their steam machinery research, the Saga Clan created miniature steam ships and steam

vehicles.

Gathering Intelligence About Western-Style Ships

The Saga Clan, charged with the defense of Nagasaki, was able to acquire early information

about other countries, and harboured strong suspicions about the danger posed to Asia by the
major powers of the West.

In ����, the Saga Clan commissioned a Dutch boat builder to construct a small-scale sailing

ship.

In ����, many of the feudal retainers of the clan in Nagasaki took the opportunity to closely

observe Dutch merchant ships. Also, when the Dutch warship Palembang entered the port of

Nagasaki in ����, feudal retainers along with the feudal lord Nabeshima Naomasa took it upon
themselves to board the ship and inspect its equipment and Dutch naval training methods.
佐賀藩スループ形側面図・平面図「斯耳布形御船図」
（彦根城博物館蔵

Through these interactions, the clan felt the disparity between themselves and the military

might of the West, which accelerated their pursuit of knowledge and skills pertaining to

画像提供：彦根城博物館／DNPartcom）

western-style navies and ships.

洋式船建造の試み

洋式船の研究と建造の試み

蒸気機関の研究

江戸時代、幕府は大名統制の柱の�つとして大型軍船の建造を

「蒸気車・蒸気船雛形X線写真」
（公益財団法人鍋島報效会蔵／東京文化財研究所撮影）

禁止していましたが、嘉永�年（����）�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。

Researching
Western Ships
and
Construction
Attempts

安政元年
（����）
、
幕府から小型蒸気船の借用が許可されます。
お ばんかた

また、佐賀藩は同年「御番方（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
りん げ

つ

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。

船の図「船関係資料」
（武雄鍋島家資料

武雄市蔵）

せいれんかた

蒸気船建造には、
「精煉方（最新の理化学研究を行う部署）」
か
なかむら き すけ

た なか ぎ

え

もん

らも中村奇輔や田中儀右衛門らが参加し、蒸気機関の研究等が
進められました。

Attempting to Construct Western-Style Ships

During the Edo Period, as one of the pillars of the Tokugawa government’s feudal

regulations, the construction of large-scale warships was forbidden, but in June of ����, with

「蒸気機関の図」
（武雄鍋島家資料

武雄市蔵）

the arrival of Perry’s ﬂeet, the Tokugawa government changed course and began endorsing the
construction of western-style ships.

About this time, even the Saga Clan had begun to bear down on plans to acquire steam

warships, and while planning to purchase steamships from abroad, they also were attempting
to construct their own.

The construction of steamships saw the participation of Kisuke Nakamura and Giemon

「蒸気車雛形」
（原資料：佐賀県重要文化財／公益財団法人鍋島報效会蔵）

パネル

800×1500（30巻込）

Tanaka from the Seirenkata Institute (dedicated to the most recent physics and chemistry
research), and steam machinery research progressed.
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洋式船の研究と建造の試み

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�年（����）に蒸気軍艦

�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、�年後の安政
でんりゅうまる

�年（����）��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�年（����）に長崎に渡来したオラ
ひ うんまる

飛雲丸「白帆注進外国船出入注進」
（公益財団法人鍋島報效会蔵／佐賀県立図書館寄託）

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
しんぷうまる

晨風丸を完成させました。

Acquisition of Western-Style Ships

The Saga Clan, needing to acquire western-style ships, embarked on a project to construct them,

but found accomplishing this to be anything but easy.

So in ����, they sought to acquire one by purchase, and placed an order for a steam warship from

Holland, along with the equipment and items to furnish it.

Three years later, in November of ����, they ﬁnally received delivery of the ship in Nagasaki and

named it the “Denryuu-Maru.” This became the ﬁrst steam warship in the possession of the Saga Clan.
The Saga Clan also purchased a sailing vessel (later to become the “Hiun-Maru”) that visited

Nagasaki in ����, and the following year, as a part of their naval training at Nagasaki, students

from the Saga Clan, under Dutch instruction, completed construction of the small scale sailing
ship, the “Shinpuu-Maru.”

晨風丸「白帆注進外国船出入注進」
（公益財団法人鍋島報效会蔵／佐賀県立図書館寄託）

電流丸「白帆注進外国船出入注進」
（公益財団法人鍋島報效会蔵／佐賀県立図書館寄託）

The Acquisition of
Western-Style
Ships and
Preparation of a
Maintenance
Facility

パネル

洋式船の入手とメンテナンス施設整備

洋式船の入手

1200×900（30巻込）

展示グラフィック
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今井 西村
川崎 悉陀
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直正の洋式船視察

安政�年(����)�月��日、
藩主鍋島直正は、
幕府に寄贈
かんこうまる

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。

Naomasa’s Observation of Western-Style Sailing Ships

On July ��th, ����, feudal lord Nabeshima Naomasa boarded Dutch steam

warship Gedeh, which arrived in Nagasaki along with the Sumbing (later
“Kankou-Maru” which was gifted to the Tokugawa government.

After observing the ship, Naomasa told the captain that he wanted to buy it.

「斉正公蘭船ゲデー号訪問図」
（公益財団法人鍋島報效会蔵）

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。
とくがわいえなり
なりまさ
直正は文政��年（����）将軍徳川家斉から名前の一字を賜り、明治元年（����）まで斉正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

Construction Plans for a Maintenance Facility
-From Nagasaki to Mietsu-

When operating wester- style ships, naturally it becomes necessary to

なります。

maintain them.

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

western-style ships on the outskirts of Nagasaki, an area under Saga domain.

佐賀藩は、蒸気軍艦の発注に合わせて修理用の機器類も

整備する計画を立て、安政�年（����）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

The Saga Clan, along with their order of a steam warship, ordered repair

equipment from Holland, and planned to outﬁt a ship repair facility for

After the summer of ����, they repeatedly applied to the Tokugawa government
to approve their plans, but were never able to implement it.

After that, they constructed a manufacturing site capable of western-style

ship boiler assembly and the production and machining of the metal (copper,
iron) parts required for repair was established, as well as a dry dock where
western-style ships could be hauled in, in Mietsu.

「蒸気船御願其外御奉行所御届等写」
（個人蔵／佐野常民と三重津海軍所跡の歴史館寄託）

佐賀藩は、長崎警備に使用する「捻仕懸百馬力蒸気船一隻」と併せて、それに備える武器や雑具一式を
オランダに注文したいと幕府に願い出て、許可されたことが記されています。

行うドライドックを三重津に整備しました。

パネル

1500×1000（30巻込）
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頂部外板

外部腰板

舷墻柱
梁圧材
船鍔

上甲板

縦梁曲材

上甲板梁

梁受板
内張板
梁圧材

第二甲板

梁柱

電流丸のキール銅板張替え

文久元年
（����）
頃、
電流丸のキール銅板を張替える必要が生じました。

甲板間

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。

第二甲板梁

縦梁曲材
梁受板

内張板

梁柱

湾曲部縦通材

あく

底部外板

うら

幕府が長崎飽の浦に開設した幕営長崎製鉄所には、船底を修理できる

船艙

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

内張板
淦水道覆板

洋式船の銅板張替え

手欄
舷墻板

内竜骨

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

竜骨

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

洋式船図解

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。
Replacement of the Sheet Copper on the Keel of the Denryuu-Maru

In around ����, it became necessary to replace the sheet copper on the keel of the Denryuu-Maru.

The keel refers to the part of the ship that runs lengthwise along the bottom of the ship, and in order to

replace it workers need to be able to access the ship’s bottom.

It’s believed that, because there was no facility capable of repairing ship bottoms at the Tokugawa

government operated steelworks in Nagasaki, a new dry dock was constructed in Mietsu, and the work was
done there.

なぜ船体に銅板を張るのか
「開陽丸引き揚げ遺物（銅板・銅釘）」
（江差町教育委員会蔵）

上

下
船首

船尾

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。

Why Aﬃx Sheet Copper to the Boat Hull?

In order to prevent the accumulation of sea life that can damage the hull or lower the eﬃciency of the boat’s

forward movement, many western-style ships had sheet copper aﬃxed to their undersides.

銅板張り方模式図

Replacement of
the Sheet Copper on
Western-Style Ships

パネル

1500×900（30巻込）

展示グラフィック

2021.7.22
今井 西村
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洋式船の銅板張替え

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。
Overview of the Facility

At the Mietsu Naval Facility, there was a manufacturing facility for the copper parts needed for the repair

and construction of western-style ships.

We know that, for the copper work, pre-existing casting techniques were employed.

ドライドック木組み遺構
東側一段目検出位置

小型二連炉

小型二連炉

送風機

Copper
Casting Facility

遺構検出位置

地金

使用方法

る つぼ ろ

小型二連炉は、
坩堝炉として使用されています。
坩堝炉とは、
地金を入れた

坩堝

坩堝を炉内に設置した坩台に据え付け、
加熱して地金を溶かす炉のことで、
かんだい

い がた

溶けた金属を坩堝から鋳型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。
坩台
坩堝炉模式図

How the Facility was Used

A small double stranded furnace was used as a crucible furnace.

A crucible furnace works by ﬁtting a melting pot with crude metal inside, into a crucible attached to the

inside of a furnace, and heating the crude metal until it melts. Then the melted metal is poured from the
melting pot into a mould and turned into a ﬁnished product.

パネル

1500×1150（30巻込）
展示グラフィック

2021.7.22
今井 西村
川崎 悉陀
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銅の鋳造施設

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（����）�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�,���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

「請御意下」
（公益財団法人鍋島報效会蔵／佐賀県立図書館寄託）

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。
Assembly of the Denryuu-Maru’s Boiler

In July of ����, damaged areas of the Denryuu-Maru were discovered.

After Tanaka Giemon, engineer at the Seirenkata Institute, boarded the Denryuu-Maru at Mietsu and

inspected the damages, he determined that the boiler needed to be replaced.

Hearing this, the Saga Clan placed Giemon and his father, Tanaka Hisashige in charge and decided to

proceed with repairs at Mietsu.

It’s thought that the assembly at Mietsu was carried out by precisely and closely adhering the iron plates

for the boiler with rivets.

ち

よ

だ がた

千代田形ボイラー組み立て
「千代田形艦」
（船の科学館蔵）

電流丸のボイラー修理を行っていた最中の文久�年（����）�月、幕府は

建造中の蒸気軍艦千代田形のボイラー組み立てを佐賀藩に依頼しました。
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

�月から本格的に着手し、
翌年��月頃には完成したと考えられます。
Assembly of the Chiyodagata’s Boiler

In May of ����, during the course of the Denryuu-Maru’s boiler repair at Mietsu, the Tokugawa government

entrusted the assembly of a boiler for the steam warship Chiyodagata to the Saga Clan.

The Tokugawa government had ordered the machinery required for boiler assembly from Holland, but

because it was late, they turned to the Saga Clan, who already possessed it.

Work began in earnest in August of the same year, and is thought to have been completed in November of

the following year.

The Assembly of a
Western-style
Ship’s Boiler

千代田形艦ボイラー（
「近世帝国海軍史要」から引用）

パネル

1400×1150（30巻込）
展示グラフィック

2021.7.22
今井 西村
川崎 悉陀
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洋式船のボイラー組み立て

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
い

も じ

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や
か じ

鍛冶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、円形炉状遺構、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。
Overview of the Facility

We know that at the Mietsu Naval Facility, there was a facility that manufactured the parts necessary for the

construction and repair of western-style ships, as well as the tools needed to make those parts, and that the
craftsmen belonging to the Saga Clan were involved.
三連溝状遺構

石組遺構

円形炉状遺構
石組遺構

ドライドック木組み遺構
東側一段目検出位置

使用方法

木炭・地金

石組遺構は鋳型の焼成と保温を行う施設で、円形炉状遺構は

アサガオ

上ゴシキ
クライ

ハナ
タテ炭

痕跡と考えられます。

送風
羽口

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

遺構検出位置

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

Iron Forging
and Casting
Facility

ものと思われます。

How the Facility was Used

坩（ル）

It’s believed that the stone structure remains comprise a facility used to ﬁre moulds and keep them

ノミ口
（出湯口）
地面

コシキ炉模式図

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
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

中ゴシキ

円形炉状遺構

三連溝状遺構

鉄の鍛造 鋳･造施設

施設の概要

warm, the furnace remains consist of a melting furnace, and the ditch remains are the vestiges of a
casting location for small and medium-sized moulds.

パネル

展示グラフィック

2021.7.22
今井 西村
川崎 悉陀

2000×900（30巻込）
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鉄の鍛造・鋳造施設

凌風丸
The
Ryoufuu-Maru
凌風丸「明治維新当時諸藩艦船図」
（東京大学駒場図書館蔵）

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�年
（����）
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

国産初の実用蒸気船

凌風丸は木造の軍用河船で、
出力��疋
（��馬力）
、
長さ��尺

（約��m）
、
幅��尺
（約�.�m）
、
喫水�尺�寸
（約�m）
であり、
浅い
お めしあさゆきしょうじょう

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
き せん

なおひろ

汽船」
という表現から、
凌風丸は鍋島直正・直大父子が主に使用

技術を大きく向上させた結果、
文久�年
（����）
に自力での蒸気

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

同年�月には蒸気船建造の担当者の選任や部材の調達方法

なお、
凌風丸は明治�年
（����）
に竹崎鼻付近で座礁したと

船建造を具体化させます。

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�年に着手され、�年後の慶応元年

（����）
��月に完成しました。

されたと考えられます。

されていますが、
慶応�年
（����）
から明治元年
（����）
までの

間に�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：�尺＝��.�㎝として換算

Construction of a Steamship

The First Japanese-made Practical Steamship

proved to be anything but easy.

length of ��m, width of �.�m, and a �m draft. It featured a shallow draft and paddle wheel

The Saga Clan’s attempts to construct a steamship began around ����, but doing so
After naval training at Nagasaki and within Clan territory, and gaining experience

assembling the boilers of the Denryuu-Maru and Chiyodagata, the Saga Clan greatly
increased their knowledge and technical skills. As a result, their eﬀorts to build a
steamship began to take on a more concrete form in ����.

The construction of the Ryoufuu-Maru was begun in ����, and two years later, in

October of ����, it was completed.

The Ryoufuu-Maru was a wooden, military riverboat with a �� horsepower output, a

propulsion.

It was primarily used by Nabeshima Naomasa and his son, and is thought to have been

constructed for use as a ferry on the shallow, coastal waters of the Ariake Sea.

Between ���� and ���� there are eight recorded instances of the ship’s use, so it is

believed that the Ryoufuu-Maru was actually put into practical use as a coastal ferry.

パネル

1000×1150（30巻込）
展示グラフィック
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凌風丸

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�年（����）の廃藩

置県までの間に、帆船�隻、蒸気船��隻の
計��隻の洋式船を保有しました。

電流丸
でん りゅう まる

晨風丸
しん

船種：木造蒸気軍艦 全長：���尺
（��.�m） 幅：��尺
（�.�m）
建造地：オランダ 馬力：���馬力 推進器：スクリュー

安政�年（����）に佐賀藩がオランダに発注し、安政�年（����）に長崎に到着しました。
ご ざ ぶね
佐賀藩海軍の主力軍艦で、鍋島直正の御座船です。
Commissioned by the Saga Clan from the Netherlands in ����, arrived in Nagasaki in ����.
The head warship of the Saga Clan’s navy, and vessel reserved for Nabeshima Naomasa.

さ

つき まる

船種：小型木造帆船
（コットル船） 全長：��間
（��.�m） 幅：�間�尺�寸
（�.�m）
建造地：長崎

船種：鉄製蒸気船 全長：���尺
（��.�m） 幅：��尺
（�.�m）
建造地：イギリス 馬力：��馬力 推進器：スクリュー

The Kinka-Maru

Purchased by the Saga Clan in Nagasaki in ����.

日進丸
にっ しん まる

船種：木造蒸気軍艦 全長：���尺
（��.�m） 幅：��尺
（�.�m）
建造地：オランダ 馬力：���馬力 推進器：スクリュー

明治�年
（����）
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。

The Nisshin-Maru

Purchased by the Saga Clan in Nagasaki in ����, and immediately
donated to the Meiji government.

秋芳丸
あき よし まる

甲子丸
かっ

し

まる

and �� steamships, including the Ryoufuu-Maru and the

建造地：オランダ

Kankou-Maru (on loan from the Tokugawa government).

たっかんまる

文久�年（����）に広島藩に売却され、船名が達観丸に変更されています。

Completed by the Saga Clan in Oohato, Nagasaki in ����, under instruction from
Dutch teachers, as a part of the Clan’s naval training.

Purchased by the Saga Clan in Nagasaki in ����.

明治元年（����）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。

船種：木造帆船
（スクーネル船） 全長：��間�尺
（��m） 幅：�間
（�m）

The Hiun-Maru

The Satsuki-Maru

建造地：不明 馬力：��馬力 推進器：スクリュー

Until the time of the abolition of the feudal system in ����,

the Saga Clan possessed a total of �� boats, two sailing ships,

The Shinpuu-Maru

お ともぶね

船種：木造蒸気船 全長：��尺
（��.�m） 幅：��尺
（�.�m）

まる

安政�年（����）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。

応じて上京する鍋島直正の御供船として、電流丸と一緒に大坂まで航行しています。

きん か まる

おお は と

うん

安政�年
（����）
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
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

慶応�年
（����）
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�年（����）には第��代将軍・徳川慶喜の求めに

金花丸

飛雲丸
ひ

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。

The Denryuu-Maru

皐月丸

ぷう まる

Purchased from the Netherlands in ����.

建造地：イギリス 馬力：���馬力 推進器：スクリュー

元治元年（����）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�年（����）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。

The Kasshi-Maru

Purchased by the Saga Clan in Nagasaki in ����.

観光丸
かん

船種：鉄製蒸気船 全長：��間
（��.�m） 幅：�間半
（�.�m）

こう まる

船種：木造蒸気軍艦 全長：��間
（��.�m） 幅：�間
（�m）
建造地：オランダ 馬力：���馬力 推進器：外輪

安政�年（����）
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
（����）
から元治元年
（����）
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。

The Kankou-Maru

A ship gifted by the king of the Netherlands in ����, and used at the Nagasaki

Naval Training Institute as a training ship.

船種：鉄製蒸気船 全長：��尺
（��.�m） 幅：��尺
（�.�m）

WesternStyle Ships
Owned
by the
Saga Clan

建造地：不明 馬力：��馬力 推進器：スクリュー

明治元年（����）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。

The Akiyoshi-Maru

Purchased by the Saga Clan in Nagasaki in ����.

神行丸
しん こう まる

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�年（����）に佐賀藩が購入し、主に輸送船として使用
されました。

The Shinkou-Maru

Purchased by the Saga Clan in ����.

【出典】
「仮日記」
（鍋島家文庫 鍋���-��）「蒸気軍艦届」
（国立公文書館 ���-���）「諸藩船艦記」
（防衛省防衛研究所 海軍省-公文類纂-M�-�-�）
「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�-�-��）※メートル表記：�間＝�.�m、�尺＝��.�㎝、�寸＝�.��㎝として換算

●飛雲丸（達観丸）
・晨風丸・電流丸・観光丸・甲子丸「明治維新当時諸藩艦船図」
（東京大学駒場図書館蔵）
●皐月丸「白帆注進外国船出入注進」
（公益財団法人鍋島報效会蔵／佐賀県立図書館寄託）
●孟春丸・延年丸（
「佐賀藩海軍史」から引用）

延年丸
えん

ねん まる

船種：木造蒸気軍艦 全長：���尺
（��.�m） 幅：��尺
（�.�m）
建造地：香港 馬力：���馬力 推進器：スクリュー

明治元年（����）に佐賀藩が長崎で購入しました。
戊辰戦争に出征し、明治�年（����）の函館海戦にも参加しています。明治�年（����）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。

The Ennen-Maru

Purchased by the Saga Clan in Nagasaki in ����.

孟春丸
もう しゅん まる

船種：木造蒸気軍艦 全長：��間�尺�寸
（��.�m） 幅：�間�尺�寸
（�.�m）
建造地：イギリス 馬力：���馬力 推進器：スクリュー

明治元年（����）に佐賀藩が長崎でイギリスから購入しました。同年�月に三重津から
ぼ しんせん そう
伊万里に廻送され、そこから戊辰戦争に出征しています。

The Moushun-Maru

Purchased from the U.K. by the Saga Clan in Nagasaki in ����.

パネル

展示グラフィック

2021.7.22
今井 西村
川崎 悉陀

1800×1150（30巻込）
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佐賀藩保有の洋式船

大坂
出発日

艦船

文久元年（1861）

10月18日

電流丸

文久2年（1862）

3月4日

飛雲丸

文久2年（1862）

4月1日

電流丸

慶応2年（1866）

12月21日

電流丸、皐月丸

慶応3年（1867）

7月28日

甲子丸

慶応3年（1867）

9月4日

皐月丸

慶応3年（1867）

9月6日

甲子丸

慶応3年（1867）

9月7日

皐月丸

慶応3年（1867）

11月9日

甲子丸

慶応3年（1867）

11月18日

皐月丸

洋式船の運用

年号（西暦）

安政�年（����）、佐賀藩が保有する洋式船の主要繋留地が
あみあらい

早津江川の河口沖合に位置する網洗に定められ、
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�年
（����）
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。
がんどう かまかた

おおあな てら い

なお、
洋式船の繫留地は、
網洗の他にも雁道・釜方・大穴・寺井

しん な

や まえ

新納屋前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。

楠久・伊万里

In ����, the mooring location of Saga Clan owned western-style ships was set in Amiarai,

年号（西暦）

出発日

艦船

文久元年（1861）

7月17日

電流丸、晨風丸

慶応3年（1867）

8月11日

皐月丸

明治元年（1868）

1月5日

皐月丸

明治元年（1868）

1月5日

電流丸、
甲子丸、凌風丸

明治元年（1868）

2月18日

孟春丸

長崎

just oﬀ of the estuary of the Hayatsue River, and from here, they set out or returned from many
diﬀerent directions.

Smaller ships connected the oﬀshore mooring location with Mietsu.

During practical operations, ships not only left bound for Satsuma Yamagawa, Goto, and Iki,

but on the occasion of Naomasa’s departure for Edo, or to the provinces, they were used to see
him oﬀ and to greet him, traveling as far as Osaka or Hyogo.

When Naomasa died in Tokyo in ����, the Ennen-Maru traveled from Yokohama to Mietsu,

carrying with it some of his hair, to be buried in his hometown.

大坂

楠久・伊万里

年号（西暦）

出発日

艦船

安政6年（1859）

2月28日

電流丸、晨風丸

文久元年（1861）

5月25日

電流丸

文久2年（1862）

3月18日

電流丸

文久2年（1862）

8月18日

晨風丸

明治元年（1868）

10月12日

皐月丸

明治4年（1871）

4月1日

延年丸

The
Operation
of
WesternStyle Ships

年号（西暦）

出発日

艦船

文久元年（1861）

7月17日

電流丸、晨風丸

慶応3年（1867）

8月11日

明治元年（1868）

1月5日

皐月丸

明治元年（1868）

1月5日

電流丸、
甲子丸、凌風丸

明治元年（1868）

2月18日

孟春丸

年号（西暦）

出発日

艦船

文久元年（1861）

10月18日

電流丸

文久2年（1862）

3月4日

飛雲丸

文久2年（1862）

4月1日

電流丸

慶応2年（1866）

12月21日

電流丸、皐月丸

慶応3年（1867）

7月28日

甲子丸

慶応3年（1867）

9月4日

皐月丸

慶応3年（1867）

9月6日

甲子丸

慶応3年（1867）

9月7日

皐月丸

慶応3年（1867）

11月9日

甲子丸

慶応3年（1867）

11月18日

皐月丸

皐月丸

大坂へ

●
楠久・伊万里

三重津
●

網洗

●長崎

長崎
年号（西暦）

出発日

艦船

安政6年（1859）

2月28日

電流丸、晨風丸

文久元年（1861）

5月25日

電流丸

3月18日

電流丸

文久2年（1862）

8月18日

晨風丸

明治元年（1868）

文久2年（1862）

10月12日

皐月丸

明治4年（1871）

4月1日

延年丸

三重津周辺からの代表的な出航記録

パネル

700×1150（30巻込）

展示グラフィック

2021.8.5
今井 西村
川崎 悉陀
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洋式船の運用
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洋式船のメンテナンス

佐賀藩は、
安政�年
（����）
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�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。

Between the time of the purchase of the Hiun-Maru in ���� and the abolition of the feudal

system, the Saga Clan purchased a large number of western-style ships, and also constructed

年号（西暦）

月日

艦船

修覆箇所

修覆場所

文久元年（1861）

7月～

文久元年（1861）

秋

電流丸

ボイラー

三重津

電流丸

キール銅板

三重津

文久2年（1862）

6月1日

電流丸

キール銅板

諫早領大久保

文久2年（1862）

7月13日

観光丸

ボイテンキール

諫早私領大久保浦

慶応3年（1867）

3月～

甲子丸

船底

上海

明治3年（1870）

-

皐月丸

ボイラー

飽ノ浦

two of their own ships, the Shinpuu-Maru (in Nagasaki) and the Ryoufuu-Maru (in Mietsu.)

In order to own and operate so many western-style ships, maintenance was necessary, and

so, in addition to the Mietsu Naval Facility, the Saga Clan also carried out maintenance at the
Tokugawa government operated steelworks in Nagasaki, Shanghai, and at each port of call.

Facilities used for maintenance were determined by the area and the extent of the needed

repair.

佐賀城
▲

三重津
●

大久保浦●

長崎（飽ノ浦）●

年号（西暦）

月日

艦船

文久元年（1861）

7月～

電流丸

ボイラー

文久元年（1861）

秋

電流丸

キール銅板

修覆箇所

三重津

文久2年（1862）

6月1日

電流丸

キール銅板

諫早領大久保

文久2年（1862）

7月13日

観光丸

ボイテンキール

諫早私領大久保浦

慶応3年（1867）

3月～

甲子丸

船底

上海

明治3年（1870）

-

皐月丸

ボイラー

飽ノ浦

The
Maintenance
of
WesternStyle Ships

修覆場所

三重津

修船施設位置図

パネル

展示グラフィック

2021.8.3
今井 西村
川崎 悉陀

700×1150（30巻込）
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洋式船のメンテナンス

750

530

530

750

320

出力紙貼 （320＋750＋530）×2140

イベ
ベン
ント
トホ
ホー
ール
ル
イ

映像ホール

→ →

2140

イベントホール

映像ホール
Video Hall

2140

320

Event hall

→→

出力紙貼 （530＋750＋320）×2140

サイングラフィック

2021.8.3
今井 西村
川崎 悉陀

1/12

E-1
E-2

映像ホール ゾーンサイン
イベントホール ゾーンサイン
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作られた海軍食器や洋式船の運用を物語る
遺物が数多く出土しています。

三重津海軍所跡の発掘調査では、特注で

The excavation at the Mietsu Naval Dock has unearthed

operation of western-style ships.

The excavation at the Mietsu Naval Dock has unearthed

numerous items such as specially crafted tableware used by

the navy and other items that provide a glimpse into the
operation of western-style ships.

Excavated
Items Tell the
Story of Mietsu
Naval Facility

100

the navy and other items that provide a glimpse into the

遺物が数多く出土しています。

2050

numerous items such as specially crafted tableware used by

作られた海軍食器や洋式船の運用を物語る

三重津海軍所を
物語る出土品

三重津海軍所跡の発掘調査では、特注で

1930
1942

912
900

パネル

900×1930

サイングラフィック

2021.8.3
今井 西村
川崎 悉陀
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F-0 三重津海軍所を物語る出土品 ゾーンサイン

ふね

お ふなかた

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」
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�年（����）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

図版・写真等（未定）

みられます。

なだごし

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

ちょうもん

蝶文といわれる図案で、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

して取り入れたのは、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。

The excavation of the Mietsu Naval Dock produced numerous items that tell the story of the operation of

western-style ships.

Among them, porcelain ware inscribed with the characters for “ocean,” “duty,” “boat,” and “Ofunakata” are

especially notable.
「染付灘越蝶文大皿」
（鍋島藩窯）����-���� 年代（有田陶磁美術館蔵）

These are thought to be specially crafted as dining plates from ���� and after, when the operation of the

naval base went into regular use.

While the pieces with “boat” and “boatman” only feature written characters, the pieces with “ocean” and

“duty,” also feature an illustrated design of butterﬂies crossing over the seas.”

This design is called “Nadagoshicho-mon” and was not deemed acceptable for general use by the public.

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

The use of it here, albeit at a clan facility, for the dining plates of the navy, is seen as an expression of the

Saga Clan’s ambition to set out into the wide ocean as a naval ﬂeet, to navigate through the rough waves of the
late Edo period, and to achieve modernization.

What We Know
From Excavated
Items

パネル

1500×1000（30巻込）

展示グラフィック

2021.7.22
今井 西村
川崎 悉陀
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出土遺物からわかること

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

大川内山
（鍋島藩窯）
●

志田山
泉山磁石場■ （志田西山・東山）
●
●
有田皿山
●
塩田津

佐賀城
▲

白石
●

●三重津

●
吉田山

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
し

だ

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（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。

れん が

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。
Identiﬁcation of the Ceramic Producing Region

Many ceramic items have been excavated at the Mietsu Naval Dock and, in order to determine the area

where they were produced, experts collaborated on attempts to scientiﬁcally analyze them.

The results of that analysis show that a relatively large number of the ceramic items excavated at the

Mietsu Naval Dock have a composition very close to that of those produced in Shida (Shiota-town, Ureshino
City).

天草陶石採掘地
（高浜皿山）■

Shida’s ceramic-working techniques were also applied to the brickwork used in the Tsuiji and Tafuse

出土遺物の科学分析

陶磁器の産地同定

reverberatory furnaces. We can infer that preexisting technical skills were used to support the provision of
parts and materials needed for the Saga Clan’s push to modernize.

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

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、蒸気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

Scientific
Analysis
of
Excavated
Relics

てが海外から持ち込まれた洋鉄、締具については一部に日本古来のた
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。

Scientiﬁc Analysis of Iron Relics

Many items related to metal working have been excavated at the Mietsu Naval Dock. Of the iron items in

三重津海軍所跡出土ナット付きボルト、
リベット集合写真

particular, the majority of these are broken or severed nuts, bolts, and iron rivets that are thought to have
been scrapped during the repair of western-style ships.

Of the samples of nuts, bolts, and rivets that have been analyzed, all of them are made of western iron

imported from abroad, but some of the sampled fasteners have been conﬁrmed to be Japanese iron,
manufactured in pre-existing Tatara furnaces.

Excavated items like these support the notion that while the Saga Clan proactively worked to acquire

western technologies, they took advantage of pre-existing Japanese technical skills and knowledge where
needed.
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長崎警備は、佐賀藩にとって最重要任務でした。

西洋の強大な軍事力を目の当たりにした��代藩主

鍋島直正は、長崎警備の強化に向け、鉄製大砲の

鋳造や最先端の科学技術の研究などを主導します。
その取り組みは、西洋技術と日本の在来技術を

遂げられます。

For the Saga Clan, being tasked with the defense of Nagasaki was a

duty of the utmost importance.

長崎警備は、佐賀藩にとって最重要任務でした。

西洋の強大な軍事力を目の当たりにした��代藩主

鍋島直正は、長崎警備の強化に向け、鉄製大砲の

2420

巧みに組み合わせたもので、試行錯誤の末に成し

The Modernization
of the Saga Clan

鋳造や最先端の科学技術の研究などを主導します。
その取り組みは、西洋技術と日本の在来技術を

巧みに組み合わせたもので、試行錯誤の末に成し
遂げられます。

For the Saga Clan, being tasked with the defense of Nagasaki was a

duty of the utmost importance.

Having witnessed the military might of the West with his own eyes,

the tenth feudal lord of Saga, Nabeshima Naomasa, set out to

「反射炉、大砲鋳型及び製作工程」
（武雄鍋島家資料

strengthen those defenses by focusing on the casting of iron cannons
and research into the latest scientiﬁc techniques.

This initiative was achieved through trial and error, and a skillful

blending of those western techniques with preexisting Japanese ones.

Having witnessed the military might of the West with his own eyes,

「反射炉、大砲鋳型及び製作工程」
（武雄鍋島家資料

武雄市蔵）

武雄市蔵）

the tenth feudal lord of Saga, Nabeshima Naomasa, set out to

strengthen those defenses by focusing on the casting of iron cannons
and research into the latest scientiﬁc techniques.

This initiative was achieved through trial and error, and a skillful

blending of those western techniques with preexisting Japanese ones.
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ゾーンサイン

長崎から佐賀への情報伝達
こうやぎじま

ながさきおもてちょうれん ず

長崎表調練図

長崎警備の始まり

い おうじま

長崎港に浮かぶ香焼島・伊王島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番所が設けられて

までの範囲が描かれています。

ため、幕府は寛永��年にポルトガル船の来航を禁止しました。
その翌年、ポル

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

うち め

ことから、
この情報伝達の仕組みのことを
「白帆注進」
といいます。

しらさき

こうじろ

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

detection of foreign ships approaching Nagasaki had been in place since the early Edo period, and in the event

そと め

ぎょうよう

Nagasaki Omote Military Training Map

This map gives us a picture of the military drills carried out by the Fukuoka and Saga

Clans, in charge of the defense of Nagasaki. The map drawing includes the area from both
guardhouses, Nishitomari and Tomachi, to Takashima.

Fukuoka and Saga took turns being responsible for the defense of Nagasaki, with one

clan on main duty and one on sub duty, rotating every other year.

The clan on main duty was responsible for the defense of the area inside of Nagasaki

Port, while the sub duty clan defended the area outside of the port.
This map depicts a year when the Saga Clan was on sub duty.

While the Fukuoka Clan was on main duty, they built a pontoon bridge to defend

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

against the entrance of foreign ships at the narrowest channel in all of Nagasaki port, one

承応�年（����）から築造が始まったこれら�ヶ所の台場には、文化�年（����）のフェートン号事件を受けて

training drills.

ましだい ば

確認できないことから、��世紀前半の様子を描いたものと考えられます。

policy, in ����, the Tokugawa government forbade the arrival of Portuguese ships. The following year, when

Nagasaki Administrator and to Saga Castle. During this time, foreign ships were referred to as “shiraho (white

ふじともえ

増築された
「新台場」
「増台場」は確認できるものの、嘉永�年（����）から佐賀藩が独自で増築した両島台場は

After the end of the Amakusa and Shimabara rebellions in ����, to fully enforce the religious prohibition

that one was detected a system was in place to transmit that information to the Tokugawa government’s

たかほこ なぎなたいわ かげ の お

しんだい ば

The Beginning of the Defense of Nagasaki

On the Saga Clan ruled islands in Nagasaki Bay like Kouyagishima and Ioujima, watchtowers for the early

こうざき

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。

れていました。

Transmission of Information From Nagasaki to Saga

め がみ

様子を表しています。

（深堀・諫早・神代）
があることや天草・島原の乱での活躍等が挙げられます。

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。

お

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

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

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

おお た

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

佐賀藩に長崎警備が命じられました。

文化�年（����）のフェートン号事件の後に、佐賀城下で寺社の鐘を撞き、

たかしま

台場
（白崎、高鉾、
長刀岩、陰ノ尾）
には鍋島家の家紋である杏葉紋をあしらった陣幕が数多く展開しています。

��名を処刑しました。
その報復に備えるため、寛永��年に福岡藩、翌年には

しら ほ ちゅうしん

と まち

西泊・戸町両番所や内目の台場（太田尾、女神、神崎）には黒田家の家紋である藤巴紋を染めた陣幕、外目の

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��名中

しら ほ

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」
と呼ばれていた

にしとまり

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・戸町両番所から高島

寛永��年(����)に終結した天草・島原の乱をうけ、禁教政策を徹底させる

とお み

that ran between the Megami Fort and the Kouzaki Fort, and near Kouzaki fort we can see

the likeness of the Tokugawa government administrator of Nagasaki watching over the
The map is thought to portray the area during the ﬁrst half of the ��th century.

Portuguese ships arrived to petition for the reopening of trade,the Tokugawa government had �� of their �� crew

sails)” and so these transmissions were referred to as “white sail reports.”

members executed at Nagasaki.

In anticipation of Portuguese retaliation, the Fukuoka Clan was appointed to defend Nagasaki in ����, with

the Saga Clan assuming the role the following year.

For the Saga Clan, the defense of Nagasaki ranked as their most important duty, throughout all of the Edo

period.

「勝茂公譜考補 巻十上」
（公益財団法人鍋島報效会蔵／佐賀県立図書館寄託）
この史料には、
長崎警備の大役が熊本藩主細川家ではなく、佐賀藩主鍋島家と福岡藩主黒田家に下った理由が記されています。

長崎表調練図

ため、幕府は寛永��年にポルトガル船の来航を禁止しました。
その翌年、ポル

までの範囲が描かれています。

��名を処刑しました。
その報復に備えるため、寛永��年に福岡藩、翌年には

台場（白崎、高鉾、長刀岩、陰ノ尾）
には鍋島家の家紋である杏葉紋をあしらった陣幕が数多く展開しています。

寛永��年(����)に終結した天草・島原の乱をうけ、禁教政策を徹底させる

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��名中
佐賀藩に長崎警備が命じられました。

にしとまり

と まち

たかしま

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・戸町両番所から高島
うち め

おお た

お

め がみ

こうざき

ふじともえ

そと め

西泊・戸町両番所や内目の台場（太田尾、女神、神崎）には黒田家の家紋である藤巴紋を染めた陣幕、外目の
しらさき

たかほこ なぎなたいわ かげ の お

ぎょうよう

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

Nagasaki Omote Military Training Map

This map gives us a picture of the military drills carried out by the Fukuoka and Saga

Clans, in charge of the defense of Nagasaki. The map drawing includes the area from both
guardhouses, Nishitomari and Tomachi, to Takashima.

Fukuoka and Saga took turns being responsible for the defense of Nagasaki, with one

clan on main duty and one on sub duty, rotating every other year.

The clan on main duty was responsible for the defense of the area inside of Nagasaki

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

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

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

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

against the entrance of foreign ships at the narrowest channel in all of Nagasaki port, one

承応�年（����）から築造が始まったこれら�ヶ所の台場には、文化�年（����）のフェートン号事件を受けて

training drills.

こうじろ

（深堀・諫早・神代）
があることや天草・島原の乱での活躍等が挙げられます。

様子を表しています。

れていました。

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。

The Beginning of the Defense of Nagasaki

増築された
「新台場」
「増台場」は確認できるものの、嘉永�年（����）から佐賀藩が独自で増築した両島台場は

After the end of the Amakusa and Shimabara rebellions in ����, to fully enforce the religious prohibition

policy, in ����, the Tokugawa government forbade the arrival of Portuguese ships. The following year, when

Portuguese ships arrived to petition for the reopening of trade,the Tokugawa government had �� of their �� crew

長崎警備と佐賀藩

ながさきおもてちょうれん ず

長崎警備の始まり

しんだい ば

ましだい ば

確認できないことから、��世紀前半の様子を描いたものと考えられます。

Port, while the sub duty clan defended the area outside of the port.
This map depicts a year when the Saga Clan was on sub duty.

While the Fukuoka Clan was on main duty, they built a pontoon bridge to defend

that ran between the Megami Fort and the Kouzaki Fort, and near Kouzaki fort we can see

the likeness of the Tokugawa government administrator of Nagasaki watching over the
The map is thought to portray the area during the ﬁrst half of the ��th century.

▼GL+2000

members executed at Nagasaki.

In anticipation of Portuguese retaliation, the Fukuoka Clan was appointed to defend Nagasaki in ����, with

the Saga Clan assuming the role the following year.

For the Saga Clan, the defense of Nagasaki ranked as their most important duty, throughout all of the Edo

「勝茂公譜考補 巻十上」
（公益財団法人鍋島報效会蔵／佐賀県立図書館寄託）
この史料には、
長崎警備の大役が熊本藩主細川家ではなく、
佐賀藩主鍋島家と福岡藩主黒田家に下った理由が記されています。

period.

The Saga Clan
and
the Defense
of Nagasaki

▼GL+1500

長崎から佐賀への情報伝達
こうやぎじま

い おうじま

長崎港に浮かぶ香焼島・伊王島等の佐賀藩領の島々には、江戸時代前期
とお み

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
しら ほ

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」
と呼ばれていた
しら ほ ちゅうしん

ことから、
この情報伝達の仕組みのことを
「白帆注進」
といいます。

文化�年（����）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。
Transmission of Information From Nagasaki to Saga

On the Saga Clan ruled islands in Nagasaki Bay like Kouyagishima and Ioujima, watchtowers for the early

detection of foreign ships approaching Nagasaki had been in place since the early Edo period, and in the event

that one was detected a system was in place to transmit that information to the Tokugawa government’s

Nagasaki Administrator and to Saga Castle. During this time, foreign ships were referred to as “shiraho (white
sails)” and so these transmissions were referred to as “white sail reports.”

パルラダ号
「白帆注進外国船注進」
（公益財団法人鍋島報效会蔵／佐賀県立図書館寄託）

パルラダ号
「白帆注進外国船注進」
（公益財団法人鍋島報效会蔵／佐賀県立図書館寄託）

▼GL+300
「長崎表調練図」
（公益財団法人鍋島報效会蔵）
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代藩主 鍋島直正

10

Ji-Date Masamune Seinan Shiin

This handwritten work by Nabeshima Naomasa himself, from the Kaei era through the

mid Ansei era.

It’s thought that it expresses his passionate thoughts on national defense and the

pursuit of western scientiﬁc techniques in a manner that imitates the poetry of Date
Masamune.

時平壮士気将窮 奮起往図子世功

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。

︵読み下し文︶

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

回首当年知已在 欲乗萬里海南

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

風 航海無因奈志窮 慨慷常擬

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�年

（����）
に詠んだものです。

百蛮功 何当一変耶蘇教 都作

嘉永から安政年間頃の鍋島直正の自筆の作品です。

細戈千足風

輹斎

だ て まさむねせいなん し いん

右次瑞龍藤公征南詩韻 余幼時閲輿地図 指豪斯洲歓謂人曰 此地空闊可

取而有也 今看公作心窃有威焉故及云

じ

次伊達政宗征南詩韻 （公益財団法人鍋島報效会蔵）

Tenth Feudal
Lord of Saga
Nabeshima
Naomasa

鍋島直正肖像写真
（公益財団法人鍋島報效会蔵）

なりなお

鍋島直正は、�代藩主鍋島斉直の嫡男として文化��年（����）に

Nabeshima Naomasa was born as the eldest son of the ninth feudal lord Nabeshima

生まれました。天保元年（文政��年・����）に家督を継ぐと藩政改

Narinao in ����. He inherited the position of lord in ���� and began the reformation of the

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

treating it with the utmost importance. To strengthen that defense, under Naomasa’s

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

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。

clan administration system. He regarded the responsibility for the defense of Nagasaki, which

had been handed down through successive generations of Saga lords, as his family trade,
leadership, the Saga Clan acquired western scientiﬁc techniques, built additions to the
fortiﬁcations outside of Nagasaki Port, manufactured iron for iron cannons in Japan’s ﬁrst
reverberatory furnace, and established a western-style navy.

なおひろ

文久元年
（����）
に嫡男・鍋島直大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�年（����）
に亡くなりました。
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10 代藩主鍋島直正

内外台場の整備

千畳敷
船津

北

沖之島

松島

小浦

古台場／7ヵ所 [承応2年(1653)から築造]
新台場／5ヵ所 [文化5年(1808)に築造]
増台場／4ヵ所 [文化7年(1810)に築造]

中ノ島

龍ノ口

栗ノ浦

観音崎

白崎絵図
（公益財団法人鍋島報效会蔵）

神台島

香焼島

七番 御台場
陰ノ尾

長濱

梅木崎

太田尾絵図
（公益財団法人鍋島報效会蔵）

神ノ島
小瀬戸
鼠島

五番 御台場
高鉾
六番 御台場
長刀岩
三番 御台場
神崎

深堀

野牛島
千本松

山神

四番 御台場
白崎

木鉢

一番 御台場
太田尾

立神
岩瀬道郷

ススレ台場

飽ノ浦

鵬ヶ崎

身投

佐賀藩屋敷

二番 御台場
女神
魚見岳台場

長崎奉行所

出島
小菅

新地荷蔵

小ヶ倉

土井ノ首

稲佐

長崎奉行所

（立山御役所）

（西御役所）

長崎

唐人屋敷
女神絵図
（公益財団法人鍋島報效会蔵）

高鉾絵図
（公益財団法人鍋島報效会蔵）

Inner and
Outer Fort
Construction
長刀岩絵図
（公益財団法人鍋島報效会蔵）

陰ノ尾絵図
（公益財団法人鍋島報效会蔵）

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・弓

魚見岳絵図
（公益財団法人鍋島報效会蔵）

ススレ絵図
（公益財団法人鍋島報效会蔵）

Inner and Outer Forts

In the early days of the defense of Nagasaki, defense consisted of little more than the practice of

矢・槍等を用いる軍備であり、石火矢（大砲）は西泊と戸町の両番所に

surrounding arriving foreign boats with small, fast, Japanese Sekibune ships and using guns and

正保�年(����)のポルトガル船再来航が転機となり、
幕府は承応�年

government began the outﬁtting of forts, increasing the deployment of cannons, especially bronze

いし び や

配備される程度でした。

（����）
から内目の�箇所、
外目の�箇所の計�箇所に台場
（砲台）
整備を
行い、青銅製の石火矢が中心的に配備されました。

さらに、
フェートン号事件後の文化�年（����）
には、幕府はススレ台
め がみ

うお み だけ

場を新設、既設の女神等�箇所の台場増強、翌�年（����）
には魚見岳
こうざき

台場の新設、神崎等の�箇所で台場の増強を行い、配備する石火矢の

数も大幅に増やされました。
ただ、配備された石火矢の多くは、
幕末に
配備された�貫���目以上の洋式砲と比べると、
�貫目以下の比較的小
型の和式砲でした。

神崎絵図
（公益財団法人鍋島報效会蔵）

spears, and with cannons deployed in the Nishitomari and Tomachi guardhouses.

The ���� return of Portuguese ships became a turning point, and from ���� the Tokugawa

内外台場の和式砲弾
二貫四百目玉

二貫目玉

12ポンド砲弾

24ポンド砲弾

一貫五百目玉

一貫目玉

八百目玉

五百目玉

三百目玉 二百目玉

cannons.

Then after the Phaeton Incident, in ����, the Tokugawa government undertook the strengthening

of their forts, and increased the number of cannons even further.
These forts are referred to generally as “Inner and Outer Forts.”

36ポンド砲弾

80ポンド砲弾

両島台場の洋式砲弾

150ポンド砲弾

和洋の砲弾の大きさ比較図

こ だい ば

承応期に整備された台場は後に
「古台場」
、
文化�年に整備された台
しんだい ば

ましだい ば

場は
「新台場」
、
翌�年に整備された台場は「増台場」
と呼ばれ、内目と
ないがいだい ば

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。
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内外台場の整備

両島台場増築の訴え

入港

鍋島直正は、
天保��年
（����）
に起こったアヘン戦争での清の大敗や、
自ら

ルート

中ノ田台場●

台 場の 増 強

船
国
外

出鼻台場●

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

伊王島台場

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。

大明寺干場台場●

The Petition to Reinforce the Ryoto Forts

円通庵下台場●

It’s thought that Nabeshima Naomasa, after the crushing defeat of the Qing forces in the Opium War (����),

and his own observation of the Dutch warship Palembang, felt deeply concerned about the gap between the

military might of Japan and Western powers, and saw that the key to Nagasaki’s coastal defense lay in strength-

ening defenses at the entrance to the port. He strongly petitioned the Tokugawa government to do this by

観音崎台場●

神ノ島台場
四郎島台場
●
●
小島台場

building new forts on the islands Ioujima and Kaminoshima, located in the port entrance, and there deploying a
high concentration of large iron cannons.

●崎雲台場

Reinforcing
the Forts

●飛渡台場
●
兜崎台場

「長崎港内外台場図」
（公益財団法人鍋島報效会蔵）
※一部加筆
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台場の増強

両島台場
Ryoto Forts
「四郎島御台場図」
（公益財団法人鍋島報效会蔵）

四郎ヶ島台場跡（写真提供：長崎市教育委員会）

四郎島台場は神ノ島台場の一部で、当時の遺構が比較的良好に残っています。

四郎ヶ島台場跡石垣
（写真提供：長崎市教育委員会）

「長崎台場跡」
の一つとして、平成��年（����）�月、国史跡に追加指定されました。

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�年（����）�月に佐賀藩独自で行うことを藩内外に宣言します。
もとしまとう だ ゆう

い ず にらやま

ひでたつ

翌月には、本島藤太夫を伊豆韮山代官の江川英龍のもとへ派遣し、台場

築造の支援要請を行うとともに、洋式砲台の構造や洋式砲の運用について
学ばせます。

その後、
嘉永�年�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�年・����）頃までに
「鍋島夏雲極密手控」
（公益財団法人鍋島報效会蔵／佐賀県立図書館寄託）

一応完成したものと考えられますが、部分的には安政�年（����）
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。

The Saga Clan’s Independent Fort Construction

The Tokugawa government’s ideas about the defense of Nagasaki did not align with those of the Saga and

Fukuoka Clans, who were tasked with that defense. It rejected Saga’s claim that it was crucial to construct forts
on Ioujima and Kaminoshima, and didn’t answer when the clan petitioned again for reconsideration.

After this, Nabeshima Naomasa, determining the construction of the forts to be an act of “allegiance to the

nation,” declared in February of ����, that the Saga Clan would independently embark upon a plan to construct
forts both inside and outside of its feudal domain.

The forts that the Saga Clan built on its own are called “Ryoto Forts” or “Saga Forts.”
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両島台場

嘉永�年（����）�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する
ちゅうぞう

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。

すぎたにようすけ

築地反射炉の建造は、
佐賀藩士杉谷雍助による蘭書
「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�年
（����）
�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。
い

も じ

か

じ

し

隣接する長瀬町は、鋳物師や鍛冶師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、
大砲鋳型及び製作工程」
（武雄鍋島家資料

反射炉は、嘉永�年（����）��月に�基目（�基に�炉を合築）が完成し、

その�年半後には�基�炉の構成となりました。

武雄市蔵）

築地反射炉

築地反射炉の建造

※ロイク：現在のベルギー・リエージュ

The Construction of the Tsuiji Reverberatory Furnace

In March of ����, the Saga Clan decided to move ahead with the fortiﬁcation of the Ryoto Forts on its own,

for the sake of strengthening Nagasaki’s defenses.

As a part of this eﬀort, they planned to cast and deploy many large scale iron cannons, which would require

the use of a metal melting furnace.

For this, they chose to use a reverberatory furnace, capable of melting large quantities of metal at one time.

The construction process of the Tsuiji Reverberatory Furnace started with the translation of the Dutch book
“Casting Methods at the Luik Royal Iron Arms Factory” (Het Gietwezen in's Rijks Ijzer - geschutgieterij te Luik)

by Sugitani Yousuke , a feudal retainer of the Saga Clan. In July of ����, using this translated text, construction
鉄鋳立場図
「両島新御台場御備大砲鋳立記」
（公益財団法人鍋島報效会蔵／佐賀県立図書館寄託）

of the reverberatory furnace began in an area northwest of the Saga Castle town.

Tsuiji
Reverberatory
Furnace

煙突

築地反射炉の操業

築地反射炉では、
�炉・�炉による試験操業を十数回繰り返した末、
嘉永

�年（����）�月に行った��回目の操業で�炉同時溶解での��ポンド
（�貫
���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
銑鉄

青銅製のものでした。

築地反射炉での安定的な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�年・����）頃からです。

鋳口
焚口
銅鋳立場図
「両島新御台場御備大砲鋳立記」
（公益財団法人鍋島報效会蔵／佐賀県立図書館寄託）

鉄板
方窓
出湯口
樋

Operation of the Tsuiji Reverberatory Furnace

After suﬃcient testing of the ﬁrst and second furnaces at the Tsuiji reverberatory furnace, in June of

����, on its ��th operation, the facility used four furnaces simultaneously to succeed in the casting of
��-pound iron guns.

Following this success, the Saga Clan attempted to move into the mass production of iron guns, but

木炭

鋳型

溶解室

鉄橋

because the operations at Tsuiji reverberatory furnace were somewhat unstable, most of the cannons

燃焼室

deployed to the Ryoto Forts were made of copper.

灰坑
煙突

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。

鋳坪

れん が

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。
銑鉄

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

鋳口

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。

焚口

鉄板
方窓
出湯口
樋

木炭

鋳型

溶解室

灰坑

燃焼室

Structure of the Reverberatory Furnace

A reverberatory furnace is a type of furnace capable of melting large quantities of metal at one time. It

consists of tall brick chimneys, and an arched internal furnace.

The furnace is made up of a separate ﬁre box for the combustion of fuel, and a hearth for the melting of

鋳坪

反射炉模式図

鉄橋

metal. The heat from the ﬁrebox is reﬂected oﬀ of the arched ceiling and directed into the hearth, to melt
iron with temperatures reaching higher than ���� and several hundred degrees.
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築地反射炉

多布施反射炉

「反射炉見取図」
（長崎歴史文化博物館蔵）
もとの長崎県立図書館の渡辺文庫の中にあった反射炉の絵図です。
「江戸モノづくり」
の調査で近年発見されたものですが、
対象や作成時期など詳細は分かっていません。

多布施反射炉の建造

Tafuse
Reverberatory
Furnace

嘉永�年
（����）
�月のペリー来航を契機に、
幕府は�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��門の
鋳造と台架の製作を佐賀藩に依頼します。

これを受け、佐賀藩では多布施に反射炉を新たに建造する

ことを決定します。同年�月から工事に着手し、翌安政元年

（嘉永�年・����）�月には操業を開始、安政�年（����）には
「ペルリ提督神奈川上陸図」
（東京国立博物館蔵

佐賀藩製の鉄製大砲��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

Image:TNM Image Archives）

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�基�炉構成の
実用的な施設として整備されました。

The Construction of Tafuse Reverberatory Furnace

Triggered by the arrival of Perry’s ﬂeet in June of ����, in August of that year, the

Tokugawa government tasked the Saga Clan with casting ﬁfty iron cannons to be deployed
in Shinagawa Fort to strengthen the Edo Bay’s coastal defenses.

To this end, the Saga Clan decided to build a new reverberatory furnace in Tafuse.

Construction began in September of the same year, and the furnace began operation in
March of ����. In ����, �� Saga Clan produced cannons were installed in Shinagawa Fort.

The Tafuse reverberatory furnace was outﬁtted from the start with everything needed

for the casting of iron cannons.
一番台場大砲据付之図
「品川台場大炮据付本座之絵図」
（東京大学史料編纂所蔵）

年

築地
多布施

操業区分

1850

1851

試験操業期

1852

1853

築地単独期

1854

1855

1856

並行操業期

1857

1858

1859

1860

多布施単独期

佐賀藩反射炉事業の操業区分
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多布施反射炉

精煉方
Seirenkata
Institute

「精煉方略図」
（公益財団法人鍋島報效会蔵／佐賀県立図書館寄託）

精煉方で行われた研究

精煉方は、佐賀藩が嘉永�年（����）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。
いしぐろかん じ

なかむら き すけ

た なか

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、中村奇輔、田中

ひさしげ

ぎ

え

もん

久重・儀右衛門父子をはじめ、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
（����）
に

国産初の実用蒸気船凌風丸を完成させました。

幕末日本の科学技術の発展に大きな功績を残した精煉方。
ここで行われた

薬剤・火薬などの試験で用いられたガラス技術は、明治に入り精煉社として民間

経営に移行し、引き継がれます。
その後、佐賀精煉合資会社に発展し、理化学用材

から日用雑器にいたるガラス製品を製造しました。
Research Carried Out at the Seirenkata Institute

Established by the Saga Clan in the suburbs of the castle town in ����, the Seirenkata Institute was a scientiﬁc

research facility, where all manner of research pertaining to western technical skills was carried out.

There, Sano Tsunetami, under orders from the clan, assembled many renowned technicians and scientists from

beyond the clan’s domain, including Ishiguro Kanji, Nakamura Kisuke, and the father and son team of Tanaka
Hisashige and Tanaka Giemon.

In its early days, research was done on things related to the casting of cannons, like gunpowder and burn medicine

but later, research into steam machinery, and research and development of new kinds of ﬁrearms, as well as the trial
manufacture of telegraph machines took place.

Technicians from the Seirenkata Institute played a central role in the boiler assembly of the Denryuu-Maru and

Chiyodagata that took place at Mietsu Naval Facility.

It was because of the research at the Seirenkata Institute and its application at Mietsu Naval Facility that the Saga

Clan was able to complete the ﬁrst ever Japanese made practical steamship, the Ryoufuu-Maru, in ����.

The Seirenkata Institute made enormous contributions to the development of scientiﬁc techniques in late Edo

「石黒寛次：精煉方研究調書原本訳書」
（公益財団法人鍋島報效会蔵）

period Japan. During the Meiji era, the glasswork techniques used in the trials of medicines and gunpowder that

happened here grew into the private enterprise Seirensha, and later the Saga Seiren Limited Partnership, which
manufactured all kinds of glass products, from chemical materials to items for day-to-day use.

パネル
1800×1500（30 巻込）
今井 西村
川崎 悉陀
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精煉方

久留米の生まれで、
年少の頃より田中久重の門に
し

し

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（����）、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

ぎ

え

嘉永�年（����）に設置された精煉方では、

常民の招きで佐賀に来ました。

明治�年（����）、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

the translation of technical manuals.

ました。

慶応元年（����）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�年（����）、
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。

He also participated in naval training at Nagasaki, and that experience

明治��年（����）
に起こった西南戦争の際、
負傷者を救護する

allowed him to play a central role in the building of model steam cars and

Born in Kurume, he was nicknamed “Karukuri” for his ingenious skill in

steamships at the Institute.

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。

among other things.

At the Seirenkata Institute, founded in ����, he was involved in various

age, later becoming his son-in-law and heir, at which time he changed his
name to Giemon.

kinds of research, and played a central role in the boiler assembly of the

much to turn his father Hisashige’s inventions into fully-realized

Tokugawa government.

Kyoto, Osaka, and Edo.

This endeavour birthed the Shiba Factory, which became the foundation

physics and chemistry techniques.

Born in Hayatsue Village, Saga County

Denryuu-Maru at Mietsu, and of the Chiyodagata, as ordered by the

Giemon excelled as a craftsman and it’s said that his achievements did

After education in the Koudoukan clan school, he was sent by feudal decree to study in

He left for Tokyo in ���� to begin the production of telegraph machines.

machines.

もん

また、長崎での海軍伝習にも参加し、文久元年（����）には

physics and chemistry research and experiments.

self-refueling lamps, pocket candlestick, and ten-thousand-year clocks,

え

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、

At the Seirenkata Institute, founded in ����, he primarily took part in

crafting karakuri mechanical dolls. He invented and manufactured

Born in Kurume, he went to study with Tanaka Hisashige at a young

ぎ

等科学技術の研究の統率を行いました。

Born in Kyoto.

東芝の基となりました。

た なかひさしげ

（����）、鍋島直正の命で帰藩し、精煉方では大砲や蒸気機関

果たしました。

ています。

Born to the Tango Tanabe Clan, he excelled at foreign languages,

なかむら き すけ

嘉永�年（����）、
京都で中村奇輔、
田中久重・儀右衛門父子、

いしぐろ かん じ

蒸気車・蒸気船の雛形製作では中心的な役割を

元年（����）に完成した凌風丸の建造にも関わっ

physics, and chemistry. At the Seirenkata Institute he primarily took on

石黒寛次と出会い、佐賀に招くことに成功しました。同�年

伝習にも参加しており、その経験から精煉方での

では中心的な役割を果たしています。また、慶応

節団の一員としてヨーロッパに渡っています。

翌年、ロシアのプチャーチン艦隊の長崎来航時

蒸気車雛形を見学しています。
また、長崎での海軍

府から依頼された千代田形のボイラー組み立て

習にも参加し、
文久元年（����）には幕府の遣欧使

します。

には、
本島藤太夫とともに旗艦パルラダに乗り込み

様々な研究に携わり、三重津で行った電流丸や幕

語学や理化学に長けており、精煉方では主に技

こうどうかん

嘉永�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。

ます。
佐野常民の招きで佐賀に来ました。

術書の翻訳を担っていました。
また、
長崎での海軍伝

藩校弘道館で学んだのち、
藩命により京都、
大坂、
江戸に遊学

した。

もん

尽灯、懐中燭台、万年時計等を発明・製作してい

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。

佐賀郡早津江村生まれ。

京都の出身で、佐野常民の招きで佐賀に来ま

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」と称され、無

At the Seirenkata Institute, he led the research into cannons, steam machinery, and

for the Toshiba Corporation.

He participated in naval training at Nagasaki, and in ���� he was appointed as a

crewmember of the Kankou-Maru, a Tokugawa ship placed in the care of the Saga Clan. He
also played a central role in the construction of the Shinpuu-Maru, completed in ����.
He traveled to Europe in ���� for the International Exposition in Paris.

During the ���� Satsuma Rebellion, he deeply felt the necessity of organizations

石黒寛次肖像
（「佐賀藩海軍史」
より）

田中儀右衛門肖像
（「佐賀藩海軍史」
より）

devoted to providing relief to the injured, and founded one called “Hakuaisha,” later to
become the Japanese Red Cross Society, of which he served as the ﬁrst president.

佐野常民肖像写真
（個人蔵）

田中久重肖像写真
（久留米市教育委員会蔵）

近代化事業を
支えた偉人たち

佐賀城下の生まれで、天保元年（����）に藩主

鍋島直正の側近となりました。

い ず にらやま

だいじゅうせい ぞう かた

だい ば ぞう ちく かた

すぎたにようすけ

cannon operation under the Administrator of Izu Nirayama, Egawa

Hidetatsu.

In ���� he was dispatched to study western-style fort construction and

Hidetatsu.

After returning to Saga, he became the manager of the Tsuiji

Reverberatory Furnace, and in addition to designing the Ryoto Forts, he
worked with Sugitani Yosuke and others to construct the furnace and work
on producing large iron cannons.

In ���� he was dispatched to study western-style fort construction and

After returning to Saga, he became the manager of the Tsuiji

worked with Sugitani Yosuke and others to construct the furnace and work
on producing large iron cannons.

He received naval training at the Nagasaki Naval Training Institute

opened by the Tokugawa government in ����, and in ���� became a naval
training supervisor.

He received naval training at the Nagasaki Naval Training Institute

節団の一員としてヨーロッパに渡っています。

Born to the Tango Tanabe Clan, he excelled at foreign languages,

physics, and chemistry. At the Seirenkata Institute he primarily took on
the translation of technical manuals.

した。

嘉永�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

田中儀右衛門肖像

（「佐賀藩海軍史」
より）

Huguenin, producing a work called “Teppou Zensho.”

文政�年（����）～明治��年（����）

寛政��年（����）～明治��年（����）

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。
Born in Kyoto.

At the Seirenkata Institute, founded in ����, he primarily took part in

佐賀郡早津江村生まれ。

藩校弘道館で学んだのち、
藩命により京都、
大坂、
江戸に遊学
こうどうかん

します。

the Dutch text “Het Gietwezen in's Rijks Ijzer - geschutgieterij te Luik” by
Huguenin, producing a work called “Teppou Zensho.”

In ����, he returned to Saga and, along with Motoshima Todayuu, was

in charge of the reverberatory furnace construction and the casting of
cannons.

え

もん

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（����）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（����）に完成した凌風丸建造でも、中心的な役割を
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Modernization

果たしています。

慶応�年（����）、
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��年（����）
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。

allowed him to play a central role in the building of model steam cars and

Born in Hayatsue Village, Saga County

steamships at the Institute.

After education in the Koudoukan clan school, he was sent by feudal decree to study in

Kyoto, Osaka, and Edo.

At the Seirenkata Institute, he led the research into cannons, steam machinery, and

school Koudoukan before pursuing Dutch studies at Nagasaki. After that,
he became an apprentice under Ito Genboku at Edo, where he translated

ぎ

石黒寛次と出会い、佐賀に招くことに成功しました。同�年

（����）、鍋島直正の命で帰藩し、精煉方では大砲や蒸気機関

He also participated in naval training at Nagasaki, and that experience

cannons.

た なかひさしげ

physics and chemistry techniques.

Sugitani Yosuke
1820 - 1866

Ishiguro Kanji
1824 - 1886

Nakamura Kisuke
1825 - 1876

文政�年（����）～慶応�年（����）

文政�年（����）～明治��年（����）

文政�年（����）～明治�年（����）

▼GL+1500

嘉永�年（����）、
京都で中村奇輔、
田中久重・儀右衛門父子、

physics and chemistry research and experiments.

In ����, he returned to Saga and, along with Motoshima Todayuu, was

in charge of the reverberatory furnace construction and the casting of

なかむら き すけ

▼GL+2000

いしぐろ かん じ

すけ

the Dutch text “Het Gietwezen in's Rijks Ijzer - geschutgieterij te Luik” by

習にも参加し、
文久元年（����）には幕府の遣欧使

Sano Tsunetami
1822 - 1902

Tanaka Hisashige
1799 - 1881

き

he became an apprentice under Ito Genboku at Edo, where he translated

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

for the Toshiba Corporation.

むら

Born in the town surrounding Saga Castle, he studied at the clan

school Koudoukan before pursuing Dutch studies at Nagasaki. After that,

常民の招きで佐賀に来ました。

He left for Tokyo in ���� to begin the production of telegraph machines.

This endeavour birthed the Shiba Factory, which became the foundation

なか

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。

Born in the town surrounding Saga Castle, he studied at the clan

常民と知り合いました。

Tokugawa government.

京都の出身で、佐野常民の招きで佐賀に来ま

じ

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。

文化��年（����）～元治元年（����）

すけ

嘉永�年（����）
、
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。

Denryuu-Maru at Mietsu, and of the Chiyodagata, as ordered by the

かん

（鉄砲全書）」
として翻訳しています。

嘉永�年（����）
、
帰藩すると本島藤太夫とともに

At the Seirenkata Institute, founded in ����, he was involved in various

kinds of research, and played a central role in the boiler assembly of the

文化�年（����）～明治��年（����）

よう

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

立鉄製砲鋳造所における鋳造法」を「鉄熕全書

（鉄砲全書）」
として翻訳しています。

among other things.

中村奇輔

てっこう ぜ んしょ

玄朴の門に入り、
ヒューゲニン著の蘭書「ロイク王

Born in Kurume, he was nicknamed “Karukuri” for his ingenious skill in

self-refueling lamps, pocket candlestick, and ten-thousand-year clocks,

ぐろ

玄朴の門に入り、
ヒューゲニン著の蘭書「ロイク王

後、長崎で蘭学を学びました。
その後、江戸で伊東

げんぼく

田中久重肖像写真
（久留米市教育委員会蔵）

crafting karakuri mechanical dolls. He invented and manufactured

Tanaka Giemon
1816 - 1864

丹後田辺藩の出身で、京都で蘭学を学び、佐野

元年（����）に完成した凌風丸の建造にも関わっ
明治�年（����）、東京に出て電信機の製造を

Motoshima Todayu
1810 - 1888

たに

後、長崎で蘭学を学びました。
その後、江戸で伊東

げんぼく

い とう

では中心的な役割を果たしています。また、慶応

東芝の基となりました。

いし

い とう

佐賀城下の生まれで、藩校・弘道館に学んだ

府から依頼された千代田形のボイラー組み立て

始めます。
これが芝浦製作所へと発展し、のちの

machines.

すぎ

佐賀城下の生まれで、藩校・弘道館に学んだ

Giemon excelled as a craftsman and it’s said that his achievements did

様々な研究に携わり、三重津で行った電流丸や幕

ています。

much to turn his father Hisashige’s inventions into fully-realized

石黒寛次

training supervisor.

Born in Kurume, he went to study with Tanaka Hisashige at a young

name to Giemon.

杉谷雍助

opened by the Tokugawa government in ����, and in ���� became a naval

不幸にも乱心した佐賀藩士から長崎で殺害され

age, later becoming his son-in-law and heir, at which time he changed his

cannon operation under the Administrator of Izu Nirayama, Egawa
Reverberatory Furnace, and in addition to designing the Ryoto Forts, he

直正に重用されるようになります。
しかし、同年、

ました。

嘉永�年（����）に設置された精煉方では、

田中儀右衛門肖像
（「佐賀藩海軍史」
より）

もん

Born in the town surrounding Saga Castle, he became a close associate

of Lord Nabeshima Naomasa in ����.

元治元年（����）、久重が久留米藩に召しかか

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。

たみ

伝習の責任者を務めています。

of Lord Nabeshima Naomasa in ����.

ゆう

Born in the town surrounding Saga Castle, he became a close associate

また、安政�年（����）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�年には

開発に携わります。

えられると、佐賀の方は儀右衛門が専任となり、

もん

つね

車雛形の視察を行いました。

伝習の責任者を務めています。

久重とともに佐賀に招かれ、精煉方では研究・

え

しげ

軍伝習所での海軍伝習にも参加し、安政�年には

嘉永�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

功績が大きかったといわれています。

ぎ

え

ともに反射炉の建造、
大砲鋳造に取り組みました。

また、安政�年（����）に幕府が開設した長崎海

だ

車雛形の視察を行いました。

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

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」と称され、無

ひさ

責任者となり、両島台場の設計や、杉谷雍助らと

門と改めました。

ぎ

帰藩後は「大銃製造方」
と
「台場増築方」の現場

し

の

砲の運用について学びました。

し

なか

英龍のもとに派遣され、洋式砲台の構造や洋式

とう

来航すると、旗艦パルラダに乗り込み、船内や蒸気

嘉永�年（����）、
藩命により伊豆韮山代官・江川

ひでたつ

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

なか

嘉永�年にロシアのプチャーチン艦隊が長崎に

い ず にらやま

しま

ともに反射炉の建造、
大砲鋳造に取り組みました。

佐賀城下の生まれで、天保元年（����）に藩主

鍋島直正の側近となりました。

さ

すぎたにようすけ

佐野常民

だい ば ぞう ちく かた

た

だいじゅうせいぞうかた

た

帰藩後は「大銃製造方」
と
「台場増築方」の現場

責任者となり、両島台場の設計や、杉谷雍助らと

もと

砲の運用について学びました。

田中久重

英龍のもとに派遣され、洋式砲台の構造や洋式

田中儀右衛門

ひでた つ

本島藤太夫

嘉永�年（����）、
藩命により伊豆韮山代官・江川

He participated in naval training at Nagasaki, and in ���� he was appointed as a

crewmember of the Kankou-Maru, a Tokugawa ship placed in the care of the Saga Clan. He
also played a central role in the construction of the Shinpuu-Maru, completed in ����.
He traveled to Europe in ���� for the International Exposition in Paris.

During the ���� Satsuma Rebellion, he deeply felt the necessity of organizations

devoted to providing relief to the injured, and founded one called “Hakuaisha,” later to
become the Japanese Red Cross Society, of which he served as the ﬁrst president.

佐野常民肖像写真（個人蔵）
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1201

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

佐野常民と
三重津海軍所跡の歴史館

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（����）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

●計測値張り込み部
（A3）

452

観測孔設置箇所

Monitoring the Ruins

測孔を設置し、地下水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

地下水モニタリング観測孔設置位置図

適切な状態にあるか、把握に努めています。

The underground ruins that comprise the majority of the Mietsu Naval Dock have kept their excellent

condition until now because they were buried in the earth.

Since ����, to more reliably preserve the remains, starting with the wooden frame of the drydock,

地下水モニタリングの様子

observation holes have been put in place to observe the groundwater in the area surrounding the
drydock, and the groundwater water levels and oxygen levels are constantly monitored.

出力紙貼 1201×452

展示グラフィック
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54

1/5

J-1-01

遺跡のモニタリング

1500

三重津海軍所跡俯瞰

荒籠

Bird’s-eye-view of the Mietsu Naval Dock

三重津海軍所跡の地形は、堤防の改修工事によって土手の位置や高さは変
あら こ

わっていますが、荒籠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

497

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。
【絵図凡例】

佐野常民と
三重津海軍所跡の歴史館

赤：道

紫：集落

黄：藩用地
白：田畑

青：河川・水路
緑：土手

薄緑：湿地

「川副東郷上下村」
「川副下郷早津江村」合成図と地形図の重ね図（海軍所側）

屋外出力用

In terms of the terrain of the Mietsu Naval Dock, the position and the height of the embankments have changed due

to repair work, but the location of the stone wall structure jutting out into the river and the river dike location have
generally remained unchanged into the present.

The bay of the small boat dock section is particularly well preserved, maintaining its overall shape since the time of

active use, with its mooring and repair capabilities still functional today.

The riverside reed bed and the surrounding expansive farmland is precious scenery that hints at what a view of the

active naval facility at Mietsu might have looked like.

1500×497
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三重津海軍所跡俯瞰

1500

早津江の町並み俯瞰

Bird’s-eye-view of the Hayatsue Townscape

寛政年間
（����-����）
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。

志賀神社

497

A comparison of this illustration of Hayatsue Village during the Kansei Era (����-����) and a current

topographical map shows that the majority of road positions and land allotments, as well as the location of
temples and shrines remain largely unchanged.

【絵図凡例】
赤：道

紫：集落

黄：藩用地
灰：寺社地
桃：神社地

佐野常民と
三重津海軍所跡の歴史館
「川副東郷上下村」
「川副下郷早津江村」合成図と地形図の重ね図（早津江側）

白：田畑

青：河川・水路
緑：土手

薄緑：湿地

屋外出力用

1500×497
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早津江の町並み俯瞰

