
平成１８年度 氷見市職員自主研修報告 
斎藤弥九郎と江川英龍、渡辺崋山 
～田原、韮山、江戸現地研修～ 

                       小谷 超 
  

 かねがね、斎藤弥九郎と彼に関係した人々のゆかりの地を訪問して、資料の調査等を行

いたいと考えていたところ、新たに氷見市職員親睦会である明朗会に自主研修助成事業が

始まり、早速、申請させていただいた。 
今回は、江戸の斎藤弥九郎にゆかりの場所や、斎藤弥九郎と親交のあった韮山代官江川

太郎左衛門の邸宅等（静岡県伊豆の国市）、また思想家として交流のあった渡辺崋山の博物

館等（愛知県田原市）を訪ね、斎藤弥九郎に関する調査と資料収集を行うものである。 
  

 １ 田原市博物館 

 
  ７月２０日の最初の訪問場所は、田原市博物館である。事前に連絡をしておいたため、

学芸員の鈴木利昌氏が対応してくださった。 
① 渡辺崋山について 

 渡辺崋山は寛政５年（１７９３）～天保１２年（１８４

１）。 
 文人画家。江戸に生まれる。名は定静。字は小安。号は

崋山のほかに、寓絵堂、全楽堂、昨非居士、随安居士とも

称した。通称と登といった。 
 和洋の勉学にいそしみ、極貧のうちに画を学んだ。師は

谷文晁などである。のち諸派を折衷して、古法に即して一

家を成した。 
 時世の至るところ、海防の重要性を説き、「慎機論」を著したが、幕府の逆鱗にふれ、

幽閉された。いわゆる蛮社の獄である。 
このことを藩主に遠慮して「不忠不孝渡辺登」と大書し自刃、非業の生涯を終えた。 
 
② 田原市博物館 

 
田原市博物館は、田原藩一万二千石の田原城

跡に、城郭建築の様式で建立されて平成５年に

開館した。 
幕末の先覚者、渡辺崋山の功績、特に画家と

しての面に着目した博物館で、多くの崋山の作



品を所蔵し、年間８本程度の展覧会を実施している。 
崋山の田原藩の家老としての活躍、または洋学者、思想家としても活動については、

常設展示室に展示されている。 
 

③ 斎藤弥九郎と渡辺崋山のつながり 

 
              
拡 大 

 
 
 
 
 

この常設展示室の「外国事情の研究」コーナーにある「蘭学研究の友人」パネルに 
斎藤弥九郎（剣客）の名がある。 
 斎藤弥九郎と渡辺崋山のつながりは、弥九郎が開く剣術道場｢練兵館｣に田原藩士村

上定平が入門した後、神道無念流を田原藩に普及させたことに始まる。田原藩江戸上

屋敷において剣術指南も行ったことが知られている。 
 また斎藤弥九郎が書役として仕えた韮山代官江川英龍が、蘭学者として著名であっ

た渡辺崋山に測量技術者の紹介を依頼した時など、両者の間の折衝役となって働いて

いる。 
 渡辺崋山は、蘭学者高野長英とともに、「蛮社の獄」で捕らえられたことが良く知ら

れている。 
 「蛮社の獄」とは以下のとおりである。 

天保８年（１８３７）イギリスのモリソン号が浦賀

沖に姿を現し、幕府は大砲で撃ち払い、その後、老中

水野忠邦は、江戸湾防備体制の強化のため目付の鳥居

耀蔵と韮山代官の江川英龍に新設備場に伴う海岸測

量のための巡検を命じた。江川は弥九郎を崋山の下へ

遣わし、最新の測量技術者を推薦してもらいたい旨を

伝え、推薦を受けた。   
巡検が決まって以降、鳥居、江川両者の間には水面 

下で確執があり、鳥居は、その憎しみを次第に、その最新の技術である洋式測量術に

長け、江川を支援している渡辺崋山へ向けていくことになった。 
幕府は、無人島への渡航計画に関わっているとして、渡辺崋山、高野長英の身辺を

取り調べた。無人島渡航計画は無実の咎であったことは判明したが、その取調べの中

モリソン号 



で、渡辺崋山は｢慎機論｣や「外国事情書」、高野長英は｢戊戌夢物語｣の草稿が発見され、

その中には、幕府の対応の批判が含まれていたため、崋山、長英他を投獄した。これ

は、鳥居の陰謀であり、開明派の江川の失脚を狙ったものであると考えられている。 
 
２ 池之原幽居跡（田原市指定史跡） 

 
 幕府より地元田原での蟄居を命じられた崋山が

約１年過ごした屋敷跡。天保１２年にこの地で自

刃した。 
現在の建物は昭和３０年頃の復元である。 
 この建物の周辺には、崋山の銅像や石碑が立つ。 
  
 
 

 
 ３ 伊豆の国市郷土史料館（伊豆の国市韮山） 

 
郷土史料館は、江川邸の隣に位置して

いる。 
元は市内の弥生遺跡である「山木遺跡」

の出土品を展示するために建築されたも

のである。江川邸に隣接していることか

ら、財団法人江川文庫や江川家が所蔵す

る資料の展覧会を定期的に開催している。   
学芸員の工藤雄一郎氏に事前に連絡し

てあり、当日１時間程度時間を割いてい   
ただき、展示のご説明を詳細にしていただいた。 
  当史料館では、現在「韮山代官江川英龍の情報戦略」という展覧会を開催している。 
  
① 江川英龍について 

 
父の江川英毅の死去を受けて、代々襲名している太郎左衛門を襲名

し、武蔵、相模、伊豆、駿府において幕府領７万８千５百石を管轄す

る事となった。坦庵とも号している。 
 領内に綱紀粛正と倹約を解き、自らも一汁一菜を貫いた。また民情

把握につとめ、飢饉にあたっては、豪農や富裕な商人に保有米を放出



させ、結果して打ち壊しや一揆を防いだことにより、農民からも、また富裕層からも信頼

を得た。支配地には「世直江川大明神」という紙の幟まで立てられた。 
 その他、画才を発揮して、多くの絵画を残している。 
  
 ② 斎藤弥九郎と江川英龍とのつながり 

  
斎藤弥九郎と江川英龍は、神道無念流岡田十松の兄弟弟子である。

江川英龍が代官を引き継いだとき、江戸詰の書役として登用された。

但しその実は、片腕として政事顧問の役割を果たした。 
 大塩平八郎の乱が起これば、大阪へ飛んで情報収集を行い、甲州

での暴徒が鎮定された後、民情を探るため、二人は刀剣商の姿に身

をやつして、支配地を廻った。 
（写真 甲州微行図 前 江川英龍 後 斎藤弥九郎）。 
また台場築造や大砲の鋳造などでも弥九郎は、英龍を助けている。  
斎藤弥九郎が、一介の剣道道場主に留まらず、各方面で活躍する

ことができたのは、江川英龍との邂逅がなくてはありえなかったも

のである。 
 

③ 江川英龍の業績 
代官としての活躍は①で述べたとおりであるが、その他の活躍として、西洋の砲術

やの導入があげられる。 
時は幕末を迎え、各地に外国船が姿をあらわし、その対応が課題となっていた。 

特に、江川家の支配地は、江戸湾を含め、

多くの海岸線を有している。また幕府の中

心である江戸の近くであったことから、そ

の海防については他の誰よりも心を砕く

必要があった。 
江川英龍は、幕府に対し海防建議を行い、

その中で外国船が江戸湾に侵入したとき

に対応するため、西洋式の軍艦の築造、台

場の築造、大砲の鋳造を行う必要性を説い

た。自らも当時の著名な蘭学者や西洋砲術

家であった幡崎鼎、渡辺崋山、高島秋帆か

ら教えを乞い、研究に努めた。 
江戸湾の台場築造にあたっては、幕府よ

り計画の設計を命令され、大砲の鋳造を湯

幕
末
の
外
国
関
係
年
表 

（
江
戸
東
京
博
物
館
パ
ネ
ル
よ
り
） 



島で行うとともに、韮山に大砲を鋳造する施設（韮山反射炉）を建設した。 
 
 ４ 韮山反射炉（伊豆の国市）（国指定史跡） 

 
 江川英龍は、国防の重要性を幕府に建議し、許

可を得て大砲鋳造に必要な反射炉を築造した。 
韮山反射炉は安政元年(1854)に起工、同年１１
月に南側の２基がほぼ完成したが、安政 2 年
(1855)１月英龍が死去したため、長子英敏が父の
遺業を継ぎ、北側の２基を築造、安政４年（1857）
の春その全部が完成した。以来元治元年(1864)
に至るまで、ここで大小の大砲が鋳造され、主と

して江戸湾防備のための 品川台場に使われた。 
反射炉は、18～19 世紀にかけてヨーロッパで
発達し、その構造やそれを用いた鉄製砲鋳造法な

どの知識は、天保年間には高島秋帆が輸入した蘭

書などを通じて、日本にも伝わっていた。 
炉内で燃焼した炎と熱は弯曲した天井で反射

して、銃鉄を置いた炉床に集中させる構造となっており、煙は煙突に吸い込まれていく

仕組みになっている。 
 この反射炉は佐賀藩に次いで築造されたもので、完全な形で現存する反射炉としては

我が国唯一のものであり、国の史跡に指定されている。 
炉は高さ１６メートル程のもので、 良質の耐火レンガと共にその精巧さは今日の溶鉱

炉にも匹敵するといわれている。 
現在は、反射炉しか残されていないが、当時は大砲鋳造工場であり、鋳造後の大砲を

中に穴を開けて筒にするために、川の水の流れを利用した水車を用いて行ったとの記録

がある。 
反射炉築造当時は、レンガのみで作られていたが、長年の風化や地震の揺れから守る

ために、これまでに数回にわたり、鉄枠で囲む補

強工事や、レンガの材質強化工事を実施して、そ

の保存に努めている。 
 
 
 
（２４ポンドカノン砲） 
 



５ 江川邸（伊豆の国市韮山） 
（国指定重要文化財 屋敷地全体も「韮山役所跡」として国指定史跡） 

 

  
        表  門                主     屋 

江川邸は、江戸時代の間、代々韮山代官として伊豆、駿河、相模、武蔵の幕府直轄地

の支配を行った江川太郎左衛門（代々襲名）の邸宅である。 
1958年(昭和 33年)に主屋が、1993年(平成 5年)に書院、仏間、蔵、門、塀、神社が、

国の重要文化財に追加指定され、大規模修理が行われた。現在は、すべて財団法人江川

文庫(1967 年設立)が保有している。また平成１６年には江川邸とその一帯を「韮山役所
跡」として国指定史跡となった。 

 
 邸宅内や蔵には、江川家、特に江川英龍に関連する資料が多く展示されている。玄関横

の部屋は「塾の間」と呼ばれ、江川英龍が高島秋帆より学んだ西洋砲術、測量学、数学な

どを教授する「韮山塾」が開かれた場所であるが、塾生名簿には、斎藤新太郎、斎藤歓之

助（ともに斎藤弥九郎の子）がある。 
 

 （邸宅内資料展示の様子） 
 
 
 



６ 練兵館跡（靖国神社境内 内） 
 
 東京九段の靖国神社の境内の中に、幕末、斎藤弥九郎が開いていた「練兵館」の跡地が

ある。 
 練兵館は初め、元飯田町の俎板橋付近に建てられたが、火災に遭い、その後三番町に移

った。この地が明治元年「東京招魂社」建設地となったため、牛込見附に移転した。この

「東京招魂社」が靖国神社の前身である。 

 練兵館の跡地は、拝殿近くの南門付近に石碑と看板で示されている。 

    
 説明板には、以下のように記されている。 
「この練兵館（れんぺいかん）は、神道無念流の剣客 斉藤弥九郎により、それまで俎（ま

ないた）橋付近にあった練兵館が 天保９年（1838 年）の火事で類焼したため、この地に

再建され、その後約 30 年間隆盛を誇った。 

 練兵館には、高杉晋作、桂小五郎（木戸孝允）、品川弥二郎など幕末の志士が多数入門し、

練兵館 跡地 



特に桂小五郎は剣の腕前も優れ、師範代もつとめている。また、伊藤俊輔（伊藤博文）も

出入りしていたといわれる。 

 なお、この練兵館は千葉周作（北辰一刀流）の玄武館、桃井春蔵（鏡新明智流）の士学

館とともに、幕末三道場といわれている。」 

 

 訪問当日、８月１５日の例大祭の準備が行われていた。この跡地は、沿道に沿って吊る

される提灯によって隠れてしまうようである。靖国神社の当跡地に対する軽い扱いが良く

わかった。（前傾の案内図にも示されていないことからもわかる。） 

 

 ７ 斎藤弥九郎 墓（代々木福泉寺墓地） 
  

代々木八幡神社の隣に位置する天台宗福泉寺の墓地に、斎藤弥九郎の墓がある。 

弥九郎は明治に入り、政府に出仕した。７０歳を超える高齢であったが、会計官権判事、

大阪の造幣局権判事等を歴任した。 

明治４年１０月２４日、７４歳で生涯を閉じた。 

 

このあたりは、弥九郎が練兵館の塾生とともに荒

地を開墾して、茶園を開くとともに山荘が建てられ

ていた場所と考えられる。 

死後、この地に葬られ、一時別の場所に墓があっ

たこともあるが再び戻って墓碑が建立された。門人

で後に大阪府知事や会計検査院院長を勤めた渡辺昇

の撰である墓碑銘が残されている。 

 

この墓地には、妻のお岩の墓、斎藤弥九郎子孫の

墓、お岩の実家である堀家の墓の四基がある。 

 

 ８ お台場（第三台場） 
 

汐留駅よりゆりかもめに乗り、レインボーブリッジを渡

り、お台場へ向う。フジテレビ、船の科学館、大江戸温泉

物語などレジャースポットして有名なお台場であるが、そ

の地名の由来であるお台場については、関心が薄いようだ。 

お台場は、ペリー提督が来航後、江戸防衛のために、急   
砲台の島である。今日も残る台場は、「台場公園」として

開放されている第三台場と海上の第六台場のみで、当初の計画は、１１基の海上台場であ

手前 第三台場 奥 第六台場 



った。この計画の中心的推進者は、江川英龍である。かつて何十門もの大砲が備え付けら

れ、異国船の来航に備えていた。 

 

① 台場築造当時の状況 
 

嘉永６年(1853)６月、ペリー率いる黒船艦隊とその艦載砲の威力の前に、やむなくアメ

リカ合衆国大統領の親書を受け取った幕府に対して、ペリーは翌年春の再来航と親書への

回答受領を約して退去していった。 

この時のペリーとの交渉は、幕府中枢部の人々に改めて海防強化の必要性を痛感させ、

勘定奉行川路聖謨や韮山代官江川英龍らに、相模から安房にいたる江戸湾岸の巡視を命じ

られている 

 英龍らは、富津 (現千葉県富津市)～旗山崎(現神奈川県横須賀市)間に９基の台場を築い

て江戸湾の入口を封鎖する案を最上としていたが、莫大な費用がかかる上に、完成までに

20 年は必要で、ペリーの再来航に間に合わないことは明らかであることから、次善の策と

して、江戸湾の奥、品川猟師町(現品川区)から深川洲崎(現江東区)にかけて、12 基(海岸砲

台含む)の台場を築くことが決定された。 

 

② 江川英龍が担当 
 

台場の設計および築造の担当者に任命されたのが、常々海防に関する建議を行ってきた、

江川英龍だった。英龍は、その設計にあたって、西洋式の築城術を取り入れることを考え、

参考資料としたハッケヴィッツ著のドイツ語の原書を、エンゲルベルツがオランダ語に訳

した築城教本だったといわれている。その中から、英龍は台場設計の基本理念として｢間隔

連堡｣（かんかくれんぽ）という考え方を導入した。

これは複数の台場を一定の間隔をもって築き、それ

ぞれに役割を分担させる方式であり、各台場に備え

付けられた大砲の火線が死角なく交わるようにす

ることで、攻撃力と防御力を高めようとするもので

す。台場は当初、江川家に伝来する模型（写真）や

『築城典刑』に見られるような典型的な稜堡式城塞

として設計されていたと考えられる。 

しかし、実際に築造された内海台場は、同じ西洋

式でも、より単純な多角形式のものとなった。設計変更の時期や理由について明確にわか

る史料がなく、詳細は不明だが、工事を請け負った業者の技術力や、ペリーの再来航に備

えての緊急工事であったために、可能な限り工期を短縮しなければならなかったことなど

が、理由として考えられる。 



 

③ 台場の築造 
 

台場築造に必要とされた資材は、埋め立て用の土砂、基礎固めや石垣に用いる石材、土

台を組むための木材を中心として、縄や釘、俵など多岐に及ぶ。この内、土砂は品川御殿

山近くの畑地や高輪泉岳寺の岡土など、建設現場付近から調達され、石材は大部分が相模

と伊豆から切り出され、海路現場へと輸送された。松・杉などの木材は、関東一円の御林(幕

府直轄林)から伐採され、数多くの村々で伐採・製材・輸送のために人足が動員された。 

台場築造工事は、入札によって請負人が決められ、第一～第三・第六・第八台場を大工

棟梁平内大隅が、第四・第五・第七・第九台場を勘定所御用達岡田治助が、それぞれ落札

した。 

 嘉永６年８月 21 日、第一から第三台場までが着工、翌安政元年正月には第四から第七台

場、および陸上の御殿山下台場の工事が始まり、波による土砂の流出や悪天候による中断

などの困難を経て、安政元年５月３日、ようやく第一から第三台場の竣工を見た。しかし、

既に幕府は計画の縮小を決定し、第四台場と第七台場の工事を中止し、第五・第六・御殿

山下台場の完成を急ぐこととした(同年 11 月竣工)。その結果、第四・第七台場は未完成、

第八以降の台場は未着工のままとなりました。 

 台場が、当初計画のいわば半分の規模となってしまった背景には、幕府財政の問題が大

きく関わっており、計画の半分といっても、最終的に台場築造には 75 万両あまりの巨額の

費用が投入された。 

 一応の完成を見た台場には、80 ポンドの大型カノン

砲を含む 20～30 門の大砲が配備された。台場の大きさ

は、第一から第三台場がおよそ九千から一万坪、第四

から第六台場がおよそ五千八百から六千六百坪ほどと

なっています。例えば、第三台場は一辺およそ 172 メ

ートルの正方形(正確には波止場部分に約 35 メートル

の辺を持つ五角形)をなしている。（甲子園球場の約２

倍） 

 

 ④台場築造その後 

 

安政元年(1854)３月に調印された日米和親条約を皮切りに、各国との和親条約・通商条

約を締結することで、日本は本格的に開国への道を踏みだした。しかしこれは、結果とし

て尊皇攘夷運動、さらに討幕運動の活発化につながり、江戸幕府崩壊への流れを早めるこ

とになった。その後、公武合体運動や文久の改革などによって一時的には命脈を保つかに

見えた幕府だが、慶応３年(1867)10 月の大政奉還、翌年正月の鳥羽・伏見の戦いに始まる



戊辰戦争での幕府軍の敗北によって幕府は倒れ、江戸時代は終わりを告げた。 

 こうした幕末維新の動乱の中で、将軍の居城である江戸城、そして江戸の街を守るため

造られた台場は、一度も実戦に用いられることなく、明治という時代を迎えた。  

 

④ 明治維新後そして台場公園として 
 

明治維新後、台場の所有権は陸軍省・内務省・民間さらに海軍省と、二転三転した。品

川灯台が設置された第二台場や、水上警察署の出張所が置かれた第五台場のように、東京

湾内の安全を守るために使われた台場もあれば、造船所として利用された第四台場、海中

の基礎のみで工事が中断されていたことから、牡蛎の養殖場として使われた第七台場、第

二次世界大戦時に、帝都防衛のために高射砲が設置された第三台場など、その利用法も実

にさまざまだった。また、大正２年(1913)の夏には、第一・第三・第六台場を解放して、

東京毎夕新聞社主催の納涼会が開催されるなど、イベント会場としても利用されたことが

あった。  

大正 12 年(1923)の関東大震災では、各台場も石垣が崩れたり、内部の建物が倒壊したり

するなどの被害を受けた。この内、第三台場と第六台場は、大正 13 年に国の史跡名勝天然

記念物に仮指定(大正 15 年本指定)され、それを受けて東京市による補修工事が行われた。 

 第二次大戦後は、東京港修築計画に伴う大規模な埋め立て工事によって、第三・第六以

外の台場は、あるいは埋め立て地内に取り込まれ、またあるいは工事や船の通行に支障が

あるという理由から浚渫撤去され、昭和 37 年(1962)頃までには、東京湾からその姿を消し

ていった。 

 海浜公園から見た第三台場 

 第六台場 

 



 残された二つの台場の内、第三台場は現在お台場海浜公園と陸続きになっており、｢第三

台場史跡公園｣として一般に開放されている。一方第六台場は立ち入りが禁止されていて、

草木の生い茂る緑の小島として、東京湾内の野鳥のオアシスとなっている。 

 第三台場の現状 

 

⑤ 斎藤弥九郎とお台場 
 

『幕末偉人斎藤弥九郎伝』によると、斎藤弥九郎が江川英龍の介添えとして、実地測量

並びに築造工事監督として連日品川に出張し、着々と工事を進め、このような大工事も

１年をかけずに、竣工させた、とある。また、練兵館にいた桂小五郎が弥九郎に随行し

て、弁当を持つ従者となって、工事の進行を実見していた、とある。 
 
おわりに 自主研修を終えて 

 
 かねがね、斎藤弥九郎と彼に関係した人々のゆかりの地を訪問して、資料の調査等を行

いたいと考えていたところ、新たに明朗会に自主研修助成事業が始まり、早速、申請させ

ていただいた。 
 教育委員会では、斎藤弥九郎の子孫より寄贈を受けた資料、また斎藤弥九郎の本家であ

る脇の谷内の斎藤家から寄贈を受けた資料を保管している。これまでにも平成５年と平成

１４年に展覧会を開催するとともに、資料目録を作成し、普及啓発に努めてきた。 
 しかし、幕末史のキーパーソンである斎藤弥九郎の資料をこのまま保管しているだけで

なく、公開につとめることは、広く研究を進める上で肝要なことであり、市のホームペー

ジ等で資料紹介をすることを検討していきたい。 
 そのためにも、担当者である私が、斎藤弥九郎の事績について、詳細に学習して、正し

く理解していくことが大切である。 
今回の訪問調査は、関係地や関係資料を実見することによって、その学習意欲を掻き立

てる上において、誠に有意義であった。 



なお、次年度は、木戸孝允、高杉晋作など練兵館に多くの入門者を送り、また安政の大

獄で処刑された吉田松陰の出身地である萩を訪ね、現地の学芸員の方々と意見交換等を図

りながら、新たな知見を得たいと考えている。 


