
「三浦按針に始まる日本初西洋式帆船航海と
現在の帆船教育について」

世界の覇権争い（旧宗主国→新興国）

アルマダ海戦

家康との邂逅

日本人建造船での

初の太平洋横断

黒船来航
トルデシリャス＆サラゴサ条約

宗教革命

日本丸の

帆船実習

？ ?

GAFA進出
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海事史学会でガレオン船に詳しい山田義裕氏の情報・コメント
小生、長年16-17世紀のスペインとポルトガルの造船及び航海術、その日本への影響を主テーマ として、勉強をしておりま
す。日本で造られた当時の洋式船に極めて関心がありますが、 何も資料が残っていないのが現状と理解しています。
それは日本だからということではなく、ヨーロッパで造った船でも、同じ状況です。
それは船の種類、トン数、大砲の搭載数、乗組み員数が分かれば、史的記述においては十分であり、 操船性能にかかわる
点は船長、ピロートには関心がありましたが それ以上の詳細は船大工以外の者にはあまり関心のないことであったからです。
船大工にしても、ウィリアム・アダムスの例もそうだと思いますが、手元になんら設計寸法のひな型を有していたわけでもなく、
ましてや図面など全くありませんでした。船の建造は、船大工親方の経験だけに頼っていました。
ただ、スペインの場合は事情がことなり、17世紀初頭に勅令で、船の大きさに準じて寸法細目が詳しく決められていたので、
トン数がわかれば、当たらずとも遠からずの船の姿が描けます。

さて、次にウィリム・アダムスですが、彼は船大工の息子でしたが、若いうちに家を出て、航海術で身を立て、掲題の船を設
計して造ったというのは、昔取った杵つかということでしょうか。
120tということですが（申し訳ありませんが出典も知りりません）これはガレオン船というよりは、小型のガレオン船（スペイン
語ではガレオンセッテと呼ぶことが多いようです）で、この辺りの大きさなら、 出来たのかもしれません。
ということで、ご質問が「何かわからないだろうか？」ということでしたら、資料は見たことはありませんし、 寸法など残って

いることは上記の理由から、ほとんどないと思います。もし出てきたら、世界的に話題になる 発見でしょう。
直接の資料がどこにあるかという見当ではなく、どのような船であったかという推定でしたら、どのような目的で、どこまで接
近するか次第ですが、それなりに出来ないことではありません。 アダムスは英国人で、その船大工の家系を引いていますが、
多くの時間乗っていたリーフデ号はオランダ船です。
そういったことを考慮しながらの、論議は出来るでしょう。そのことがご質問の趣旨にどの程度そうものなのか、分かりませ
んが。

小生は現在、長崎大天主堂付属博物館の依頼を受け、26聖人の殉教の原因となったスペインの漂着船の模型製作（製作
はザ・ロープ）の監修をしています。これなども全く資料はありませんが、上記のようにスペイン船なので、かなりの推定がで
きるからです。

ご存知かもしれませんが、ｗ．アダムスの乗っていたリーフデ号が描かれている17世紀のオランダの版画です。リーフデ号を
見て書いたものではなく、当時のオランダのガレオン船のイメージ図と見た方が良いでしょうし、同号は300tと本格的なガレ
オン船です。 この図は、一時帰国して3月24日の海事学会例会で「スペインのアメリカ植民地の二つの艦隊 －海賊との
戦い」を発表する際に使おうと思っているものです。

⑤

資料は皆無！ その理由↓
＊ 家康の軍事秘密
＊ 職人口承（欧州・日本）
＊ 伊豆の大地震・津波（２度）

＊ 石工の謎
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唯一の文献資料：三浦浄心「慶長見聞集」

【伊東・松川河口：造船の５条件】
● 従来から言われてる：

＊海 （穏やかな海象・気象）
＊砂浜（松川河口）三角州
＊堰する唐人川（進水）
＊木材・天城山系（矢筈山、遠笠山、伊雄山）の杉、檜、欅、樫
＊腕の良い船大工

● 私は、“按針は、当時の岸壁（川奈、宇佐美：巨石の積込みの為）を見て、
テムズ川でのRiver Dock方式が可能！”と判断した。
即ち、下記の２条件を加えたい；
＊ 豊富な石材
＊ 石工の存在

＜参考＞ 按針の西洋式帆船が、その後普及しなかったか？
弁財船は西洋の船のように竜骨（キール）や肋骨（フレーム）を持たない平底の船で一本マスト。前と後ろには水
密の部屋を持つが荷物はオープンデッキの一層で荷物の積み下ろしには便利だが波の打ち込みに弱い。
太平洋や日本海で時化に会うと結合部がゆるみ漏水の原因となる。また舵は水深の浅い河口で引き上げられる
ように吊り下げ式で舵効きをよくするために船体に比べると面積が大きいのが特徴である。 このため強い追い
波に会うと破損しやすい。外洋向きでなかったため江戸時代には200隻以上の船が漂流したという。
ここに数々の漂流物語が生まれることになる。
歴代将軍は、諸藩への大型船建造禁に加え、商人が外洋船に適したガレオン船を作らせなかったという説もある。
【私見】 按針も当惑した日本人の偏見「マスト・展帆作業に対し、“猿の様な事が出来るか！”」があった。

その様な偏見・プライドが、日本に航海士という職業が育たなかった理由の一つであったようだ。
江戸時代の初期は100石-500石の船が多かったが、後期になると1400石-1800石と大きくなる。ちなみに千
石船とは全長:29m、幅7.5m、積載量150トン、帆の面積18ｘ20m、乗組員15人であった。
航海は、江戸初期で大坂→江戸間32日、平均4往復／年であったが、江戸後期には大阪→江戸間が12日、平
均8往復／年と倍増した。
次なる海外雄飛と近代船建造の夜明けは、明治の世まで据え置かれることになった。
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解説文

東海館
”按針の部屋“
意

松川

● 砂ドック（三浦浄心➡牧野正）の謎；
… NHK「歴史秘話ヒストリア」の取り上げ方にも疑問
➀ 砂の脆弱性 （泥と河川・海岸土木技術の必要）

砂粒子は接触面が小さく、接触摩擦力が働かず、
接触摩擦力が重力に抗え得ない。…「砂上の楼閣」

② 砂の水透過性から生ずる漏水対策・護岸工事？
③ 伊東の大潮差（１．０３ｍ）、引き出しの困難さ
④ 必要なシラ（ｺﾛ）、キャプスタン、索の強度？

⇒等々の疑問点を残している

伊東・松川河口での造船：砂ドックの謎？

松川河口に向かい右岸？

松川河口に向かい左岸？

⑤

牧野正 (著) (1980年)
「青い目のサムライ三浦按針」
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按針のドック建造・進水法は、テムズ川ドックを模範とするしか術なし！
【オランダ情報】
オランダの図書館や博物館などに収められている文献、絵画、写真などが電子化された
「Memory of the Netherlands」（www.geheugenvannederland.nl/en）より引用した下記資料“オランダのガ
レオン船（リーフデ号模型）＆フラッシング・Dry-Dock造船”と比較して、
松川河口での砂ドック建造・進水を想定比較して調査中！

松川

✖砂ドック

⑤

Richard Humble著
(Mark Bergin)

堅牢・水密性の高い
ダイクが必要？

ここで、先の２条件を
検討をすべきと考える；

＊ 豊富な石材
＊ 石工の存在
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‘１９年１月５日 NHK・BSプレミアム『大江戸』 →

大江戸 奇跡のロスト・シティー 265年の物語

網代・石丁場での“石曳き“

伊豆稲取の謎の巨石「畳石」と「舫石」

【天下普請前】 家康が入城した当初、江戸城は道灌の築城した小規模な城で荒廃していた。
【慶長期天下普請】
● 慶長8年（1603年） 家康が江戸開府して以降は天下普請による江戸城の拡張に着手。
● 慶長11年（1606年）、また諸大名から石材を運送させ、増築した。外郭石壁普請は、

細川忠興、前田利常、加藤清正、福島正則、黒田長政、他・有力大名が担当。
● 翌・慶長12年（1607年）には関東、諸大名に命じて天守台および石塁などを修築し、

天守の石垣を築き、奥羽、信越の伊達政宗、他 堀普請を行い、慶長度天守完成。
● 慶長16年（1611年）、西ノ丸石垣工事を東国大名に課役。
● 慶長19年（1614年）、石壁の修築を行い、夏から冬にかけて工事を進めた。

家康は大坂の陣の陣触れを出し、江戸留守居役を除く諸大名は参加を余儀なくされ、
諸大名は著しく疲弊した。

“アダムス（按針）の造船ドック⇔江戸の石垣”の繋がり
（徳川幕府は、造船関連情報を“軍事秘密”として扱ったと考えられる。）

この天下普請に先立ち、伊東地区の巨石積出
岸壁が整備されていった。
この港湾作業を背景に、按針は；
● 1604年（慶長9年）: 
日本初の造船ドックを設けて80tの帆船建造
● 1607年（慶長12年）：
更に大型船120tの船舶を完成。
＊ この功績を称した家康は、さらなる慰留の
意味もあってアダムスを250石の旗本に取り立
て、苗字帯刀を許し、相模国逸見を采地した。
… サムライ三浦按針の誕生！

⑤
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その後、造船への影響（日本の大航海時代の終焉）；
サン・ファン・バウティスタ号 ＆ ２７年後（１６３２年）の伊東に於ける安宅丸建造

サン・ファン・バウティスタ号（ 「洗礼者・聖ヨハネ」の意。元は「伊達丸」 ）；
伊達政宗が仙台領内に滞在していたスペイン人提督セバスティアン・ビスカイノに協力させて
建造した。
建造に関しては、将軍秀忠付きの船手頭向井忠勝から御内衆や公儀大工が派遣（伊豆の船
大工）を派遣 (按針はスペインｖｓオランダ・イギリスの対立下、表に出られない。）

慶長18年（1613年）に建造されたガレオン船。
建造地： 仙台藩・陸奥国桃生郡水浜（三陸海岸の雄勝湾）、

現在の石巻市雄勝町水浜。進水後、50ｋｍ離れた月浦へ回航され最終艤装が施された。
建造日数：45日
造船工：800人、鍛冶：700人、大工：3000人が参加
排水量：500t
全長：55m
最大幅：11m

【我ら航海士に注記】
家康・秀忠の命をうけたピスカイノは、
ルイス・ソロテを使節として浦賀を出港後、
一度、暗礁に衝突し破船して、
「日本人は海上では役に立たない！」と
航海士として日本人を外したとの事。
ここでも、日本の武士はマスト・展帆作業に積極的ではなかった。

⑤

日本に芽生えかけた
大航海の終焉！
（戦艦大和か？）

【大型船建造禁】
＊1609年（慶長14）大船没収令；
秀忠（実質・家康）が、外洋航行する朱印船は除外
＊ 1635年（寛永12年）の大船建造禁止令
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サン・ヴェナ・ヴェンツーラ号

ヘダ号

優秀な船匠集団

江川太郎左衛門＆川路左衛門尉
を中心とした技術、官吏集団

安宅丸

サン・ファン・バウティスタ号

その伊豆の船匠集団が
＊ 按針を助けて日本初の西洋式帆船を造り、
１６３５年大船建造禁止令が発令された後も
＊ 幕末にはプチャーチンを助けヘダ号建造に繋がる。
そして、更に、ヘダ号に関わった船匠が、幕末・維新では
「日本の造船の父」と呼ばれる活躍をするのである。

「日本の造船の父」
肥田浜五郎

君澤形船

・上田寅吉
・緒明嘉吉
・石原藤蔵
・佐山太郎兵衛
・鈴木七助
・渡邊金右衛門
・堤藤吉
その他約５０人

慶長１８年（１６１３年）

寛永９年（１６３２年）

1635年：大船建造禁止令

千代田形

安政元年（１８５５年）

慶長９年（１６０５年）

伊豆に優秀な船匠集団が育った地理的条件；
●半島の大部分が山の為海路交通が発達
●天城山等から良質の船材になる木材が産出
●半島近海で黒潮と親潮が交わる
●冬場の遠州灘は強い西風で海が荒れる為
傷付いた船が伊豆半島で修理対応した。

近代：伊豆の船匠と石工・港湾土木技術が日本造船に貢献

江川 英龍（太郎左衛門）「お台場」；
1853年（嘉永6年）、ペリー艦隊が来航して幕府に開国要求を迫る。
幕府は、江戸防衛のために海防の建議書を提出した伊豆韮山代官の
江川英龍に命じて、洋式の海上砲台を建設させた。
（台場礎石：真鶴小松石）

⑤

按針の造船＠伊東を支えたもう一つの要素；
巨石の切出しで培われた港湾土木技術は、
幕末、江川英龍の「お台場（砲台）」建造に繋がり、
そして、明治維新後、横須賀・横浜から海軍工廠のド
ライドックで花開いた。
（「横浜ドック物語」 真鶴産小松石）
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帆船教育・実習の昔（按針の頃）と今、そして未来
(自律運航船導入と、AI企業（GAFA）の物流海運への参入）

⑥

先ず、去る６月１日～２日の海洋大学生祭「パネル・動画展」への協力を頂き、お礼と報告をさせて頂きます；
＜イベント「帆船実習の思い出」のプログラム内容＞

● パネル展；
＊ 写真（帆船実習、写真家の帆船、浅水氏（１９７１年・１９回生実習撮影＠海王丸）
＊ 帆船書籍コーナー；

● 有志が提供する推薦書籍展示；
＊ 初版「海のロマン」から、庄司るり氏が準主役のノンフィクション「白い帆は青春のつばさ」も人気だった。

● スライドショーと動画（２つのスクリーンに、午前と午後の２回映写）；
① 右スクリーン： TN１３，２０、３１回生遠洋航海の思い出、写真家撮影の帆船写真…（音無）
② 左スクリーン： 帆船記録映画（音有）

● “帆 船実習”への声コーナー；
OB・関係者の声・意見が、パネルに表示されたQRコードから視聴（You-Tube動画）

● トークイベント「帆船実習に期待する事」；
OB有志・関係者と学生との意見交換： ６月２日１３：００～１５：００ （中継録画：Facebook)

個人的には「出来るだけ現状の実習方法で早期復活」を強く希望しますが、上記の海王祭の準備・結果を見て、
学生は本当に希望しているのか？ 管理体制と安全対策はどうあるべきか？、よく判らなくなりました。

さらに、自律運航船導入と、AI企業（GAFA）の物流海運への参入の下、海技の在り方の見直しが必要な時、帆船
実習の必要性が疑わしくなります。OBの皆さまのご見解をお聞かせ下さい。

… 私は、立石先輩の以下の様なご意見に納得・同意します；
「大叔父を帆船実習中に亡くし、母親が強く反対したが、帆船実習に憧れ商船学校に入学、
帆船実習の意義(連帯感、リーダーシップ、危機予知・管理能力）を体得できた。
従来の実習の復活を期待する。」 （Facebook中継録画で、スタートから１７～２７分で視聴出来ます。）
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