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【「白菊の歌」誕生のなぞ】 

                            一般会員 福谷恒男 

1.はじめに 
商船学校の歌として明治の終わり頃発表され、その後大正の前半に全国津々浦々に広

まっていった「白菊の歌」は、今風に言えばいわゆる海事思想普及の功労者ともいえま

すが、その作者に関しては疑惑が以前から指摘され、またモデルとされる学校について

も確証がなく、従来から様々な検証が試みられながらも今日まで俗説のままで推移して

きました。 

ところが最近この歌が注目され社会文化史的な観点からの詳細な研究がなされ、海洋

会の機関誌「海洋」10月号でも発表されています[1]。学術的な論考は同論文に任せる

として、ここでは「白菊の歌」の作者について調査した結果をご紹介します。 

 

2.この歌の作曲者は 

この歌の原曲と認められるものは、明治 35 年 10 月山口県立萩中学校(現山口県立萩

高等学校)の開校記念歌として発表された歌です。この歌は詞曲とも同校の国漢の教諭

安藤紀一氏(慶応元(1865)年 9 月 9日～昭和 10(1935)年 7月 8 日)によって作られたも

ので、歌詞はともかくどうして国漢の先生が曲を?という疑問は尤もですが、同氏は萩

市立明倫小学校の元校長で、オルガンを奏し、音楽に対する造詣も深く、後には萩中学

校の校歌の制定も依頼されているほどです。 

萩市指月城内宮崎八幡宮の宮司の長男として生まれた安藤先生は謹厳実直な先生と

して知られる一方、その人柄ゆえに生徒からの人望も篤く、当時の同校の教員の中で最

も慕われていたといわれています[2][3]。また学者としても漢文の素養に富み松陰の研

究者として右に出るものはなく、山口県が刊行した『吉田松陰全集』全 10 巻の編纂の

労を執ったのはこの人です。 軟弱であるといわれることもある「白菊の歌」も、この

ような作曲の由来が分かれば多少評価が変わるかもしれません。 

なお「白菊の歌」と開校記念歌との関係について敷衍しますと、開校記念歌が「白菊

の歌」に酷似しているのでこれを模倣したとの風評が立ったと言われておりますが、開

校記念歌が作られたのが明治３５年で、「白菊の歌」が発表されたと主張されているの

が明治３７,８年頃ということですので、どちらが模倣しているかは明白なことです。 

 

3.この歌の作詞者は 

 この歌の作詞者は大島商船学校９期生の青山静純氏(明治 19(1886)年２月 28 日～昭 

和 44(1969)年２月２日)の可能性がつとに指摘されています。同氏は東京市四谷区の出 

身で明治３６年海軍兵学校の予備校とも称された海城中学校の前身の日比谷中学校を 

卒業されましたが、卒業時の氏名は森永静純と記載されております。大島商船学校に入 

学後氏名が村瀬静純と変更されており、卒業後に青山静純とされた模様です。 
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同校在学中にペンネームで某文芸雑誌に投稿し入選したという当時の同窓生および 

後輩の証言を頼りに、東西の国立国会図書館を嚆矢として各地の大学図書館、公立図書

館で、『中学世界』その他の当時の文芸雑誌を調べて見ましたが該当する投稿詩の発見

には至っておりません。同氏は大島商船学校在校中に「練習船山口丸の歌」も発表され

ています。卒業後は日本郵船に入社し船長を務めた後日立造船のドックマスターを務め

られましたが、同窓生等の話によるとご本人の口から「白菊の歌」については一切話さ

れなかったということです。 

 ところで「白菊の歌」の曲名は様々な変遷を辿りますが、文献として残っている最も

古い曲名は大正３年３月東京・岡村書店発行の『瞭月新作歌曲全集』に見られる「霞め

る空」です。「白菊の歌」の曲名が初めて現れるのは大正１２年『流行名曲集』の「商

船学校白菊の歌」です。「商船学校」が曲名についているのは当時「孝女白菊の歌」が

先行して流行していたためと思われます。その後は後者が有名になるにしたがって商船

学校という冠詞は消えて「白菊の歌」だけになります。 

「霞める空」の曲名は一般には知られていませんが、大正４,５年頃大島商船の寮歌

として「霞める空」が歌われていたという証言[4]は、この曲の発祥に関する大きな手

がかりを与えるものです。「白菊の歌」が大流行して全国に広まったとされるのは大正

７年頃と言われておりますので、それ以前から歌われていたということに着目する必要

があります。曲の最後に「小松」の地名が出てくるほかに、原曲が地理的に近い萩中学

の歌であることなどが大島商船発祥の理由として挙げられますが、曲中に用いられてい

る漢詩が至近距離にあるお寺の住職海防僧・月性のものであることにも筆者は言及して

きました。月性は西郷隆盛と関係の深い月照とよく間違えられますが、同僧とは別人で、

酒好きで酔うと刀を振り回す野武士のような気性で、国防を憂える熱血漢として吉田松

陰にも多大の影響を与えたという人物です。このような経緯が分かったならば、さきほ

ども指摘した「白菊の歌」は女々しいという批評も多少変わってくるかもしれません。 

 

4.この歌を広めたのは 

この歌は明治の終わりから大正の初めにかけて徐々に全国的に広まっていきました。 

その立役者となったのが演歌に初めてヴァイオリンの伴奏を持ち込んだといわれる神 

長瞭月氏(明治 21(1888)年 6 月 10 日~昭和 51(1976)年 12 月 3 日)です。同氏は栃木県塩

谷郡大宮村(現塩谷郡塩谷町)で農家の二男として生まれ本名を源二郎といい、明治 36

年 16 歳の時上京して神田の航海中学に入ったといわれています。明治 37 年 17 歳の時

「松の声」を発表したと述懐していますが、この自称の年齢には疑問をさしはさむ人も

あります。明治 37、8年頃 2～3歳年上の従兄で商船学校生神山義弘の話をもとに「白

菊の歌」を赤本に発表したと言っていますが、従兄の存在も確認できず赤本の存在も確

認されていません。大正７年に「ダンチョネ節」を発表したともいわれていますが、元

歌ではなく単なる替え歌を本人の作品として吹聴しているだけだろうと異を唱える人
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もあります。 

 なお大正２年に演歌をレコード化したとされており、それが「白菊の歌」かどうか特 

定されていませんが、その後の大流行の礎を作ったのは間違いありません。 

市販されている全ての本並びにほとんどの歌集で「白菊の歌」の作詞作曲は神長瞭月

となっていますが、これは「声高に宣言した早い者勝ち」という当時の悪弊のもたらし

たものとしか筆者には思えません。この歌を広めた功績は認めるものの、本当の作者は

だれかという疑問は早急に解明されるべきだと思われます。 

 

5.「白菊の歌」はいま 

かつて巷で人々に愛唱されていた「白菊の歌」は、当然各地の商船学校においても寮

歌・愛唱歌・船歌などの扱いで歌われていました。各学校の校史を繙いて見ると校歌・

寮歌などとともにほとんどの校史に載っています。ただし東京商船大学では扱いが異な

り、このことについては文献[1]に詳しく載っています。 

しかしながら船員教育機関の縮小に伴う非商船教育化・寮制度の改変等に伴って「白

菊の歌」の存在意義が薄れていったのか、最近の校史では全て姿を消してしまいました。 

それと轍を一にするように在校する学生の間からも消えて行き、現在歌い継がれている

のは東京海洋大学だけです。同大学には「明治丸」が保存されていますが、「白菊の歌」

にとって「揺籃の地」として認められるのはここしかないように思われます。 

 

6.おわりに 

  作者やモデル校がどうであれ明治・大正の昔から昭和・平成と連綿として歌い継が 

れてきたこの歌の良さは時代が変わっても変わることはないでしょう。「白菊の歌」は 

商船教育のシンボルで商船学校共通の愛唱歌と言えます。いまや令和の時代となり明治 

は本当に遠のいてしまいましたが、歴史的な名曲としてぜひともいつまでも歌い続けて 

欲しいものと願っています。 

 

参考文献 

[1]佐藤由佳子:東京商船学校における「一緒に歌う文化」の展開を探るー≪白菊の歌≫

の謎に導かれてー、海洋、2019 年 10 月。 

[2]田中誠:安藤紀一、―安藤文庫目録作成に関してー、萩市郷土博物館研究報告 No.2、

萩市郷土博物館、1968 年。 

[3]山口県立萩高等学校:山口県立萩高等学校百年史、昭和 48 年。 

[4]林清見:寮歌「霞める空」にかかる靄、小松会消息の栞、第 11号、昭和 46 年。 
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【商船学校寮歌「白菊の歌」余話】 

                            正会員 佐藤勝二郎 

 

1.商船学校寮歌「白菊の歌」 

商船学校寮歌「白菊の歌」があるのは、年配の商船学校出身者は誰でも知っているが、

最近では商船学校で歌われる機会が少なく忘れ去られる寮歌になろうとしている。 

筆者は寮歌消滅の危機を憂えて、東京海洋大学越中島キャンパスの新寮生に寮歌指導

や寮歌 CD の配布の活動を行っているが、明治時代の末期に出来た「白菊の歌」は神長

瞭月の作詞作曲と殆どの歌集に記されている。 

しかし作詞作曲者には疑問があり、題名、歌詞、旋律がかなり変化しており、指導に

自信を持てず不安を覚えるのである。 

歌詞の変遷を知るために、文献（歌集）や音盤（レコード）から、歌詞と音源を蒐集

している過程において、演歌歌手の田端義夫や春日八郎がレコードを出していることが

分かった。     

田端義夫の「白菊の歌」はネットから収録できたが、春日八郎の「白菊の歌」はよう

やく国会図書館の歴史的音源で試聴することが出来た。 

両者はともに６番まで歌っており歌詞は同じであった。 

 

２．春日八郎記念公園・おもいで館 

今年の 10 月末に裏磐梯に妻と旅行をする機会があり、旅行誌を見ていたら会津坂下

町に「春日八郎記念公園・おもいで館」あ

ることが分かり、もしかしたら音盤がある

かもしれないと訪ねることにした。 

記念公園は田んぼの中あり、そこには

「別れの一本杉」の歌碑とお地蔵様があり、

杉の木が植わっていた。       

「おもいで館」は小さな平屋建で質素な建物

であり、他に見学者は無く中年の御婦人（管理

人？）が応対してくれた。 

訪問の目的を告げ音源となる「白菊の歌」の

レコードの有無を尋ねたが、置いて無く聴くこ

とが出来ず、はるばるやってき来たのにと落胆

した。 
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しかし、壁の掲示物を見るとそこには春日八郎の歌の年表があり、昭和 30 年 1 月に

「白菊の歌」と「海の若人」のタイトルのレコードが発売されたことが書いてあり、別

の掲示物にはレコードジャケット画像が展示されており、確かにレコードが存在したこ

とが確認できた。 

 

＜レコードジャケット（EP 盤）＞      

＜レコード発売年表＞ 

 

昭和 30年 1 月 白菊の歌 映画主題歌 採譜・編曲 山口俊郎 C1149 

昭和 30 年１月 海の若人 映画主題歌 作詞：横井 弘 作曲：吉田矢健治 C1149   

（国会図書館の歴史的音源では「海の若人」の作詞は高橋掬太郎、作曲は江口夜詩の

となっている。これもまた謎である。筆者註） 

 

此のレコードのジャケットの発見

に嬉しくなり、おもいで館の管理人の

御婦人から「白菊の歌」を歌うことを

求められたが、伴奏が無いので代わり

に、大胆にも「別れの一本杉」のカラ

オケを歌ってしまった。                     

 

３．東映映画「青春航路・海の若人」 

おもいで館に掲示されている春日八

郎のレコードジャケットを見ると「白菊

の歌」と「海の若人」は「映画主題歌」と書いてあり、この映画とは何であるのか新た

な疑問が生まれた。 

もしや、高齢の先輩たちが言っていた中村錦之助主演の映画のことかと調べたら、昭

和 30 年 4月 19 日封切りの東映映画「青春航路・海の若人」の主題歌らしいと思われた。 
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この映画は中村錦之助（萬屋錦之助）主演で美空ひばりが特別共演している青春映画

で、商船学校の学生役は錦之助(22 歳)であり、女子高生役(18 歳)はひばりである。 

しかし、この映画を紹介しているネットの記事のどれを見ても、主題歌のことには何

も触れられていないのである。 

ただ、映画の中で錦之助が歌うシーンがあるとの記述があるので、果たして「白菊の

歌」が歌われているのか、白菊の歌音源コレクターとしてはぜひ調べなければと思い、

ネットで販売されているビデオ（VHS）を入手した。 

この映画のなかで【おも舵とり舵 とも綱解いて 錨を揚げたら出発だ 船は海原越

えてゆく・・・・・・・】と、随所で「海の若人」が歌われており主題歌であることが

分かる。確かに、錦之助が亡くなった父親を想い、母と共に歌うシーンもあるが、その

歌は「海の若人」なのだ。 

そして、ここで歌われている「海の若人」は、海洋会発行の「檣濤歌集」に載ってい

る＜清水高等商船学校生徒隊に捧げる歌「海の若人」＞註 1 とは全く別のものなのであ

る。 

ひばりはピクニックシーンで歌を口ずさんでいるが、ポピュラーなものではなく題名

は分からず要調査である。 

また、なんと昭和 24 年 11 月 3 日当時高等商船学校在学中の荒川博氏（清航六期）が

作詞し、同級生である宗雪高明氏（清航六期）が作曲した、我らが寮歌・駿念河湾巡航

歌「さらば三保の松原よ」が挿入歌として歌われているのである。 
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ただ、残念なことに、この映画には、探し求めた「白菊の歌」は、どこにも登場しな

いし、春日八郎の歌声もないのである。 

春日八郎の EP レコードのジャケットでは、映画主題歌となっており、時期的にも合

致するのであるが、映画にも文献にも登場しないことは、何を意味しているのか分から

ず、新たな謎が生まれてしまった。 

 

４．東映映画「青春航路・海の若人」の原作者 

東映映画「青春航路・海の若人」の原作はネットで調べると、雑誌「平凡」に鬼怒川

公望という筆名で、昭和 30 年 1月～5月まで連載されていた小説であるという。 

書籍としてまとめたものは確認できていないとのことである。そして、「鬼怒川公望」

の本名は、なんと「茂在寅男」氏である。 

 

映画の最終シーンで遠洋航海に出る学生に、学長らしき人が送辞を述べている。 

『いよいよ遠洋航海に出発するが、それを終ったら諸君は卒業だ。 

そして、一人前の船員になるのだ。 

やがて、諸君は一船の船長にもなるだろう、また、機関長にもなるだろう。 

しかし、諸君の希望はそんなことでは無い。それは、この洋々たる海の彼方に有るは

ずだ。 

その希望は、永遠に達成されえない。なぜなら、海は永遠に征服出来ないからだ。 

航海を終われば、船は必ず港に着く。だが、海はそれで終わらない。 

諸君の前に果てし無くどこまでも広がっており、諸君の永遠の航海を待ち受けている。 

諸君、決して海を侮ってはならない。諸君の希望は常に海の彼方だ。 

では、元気で航ってくれ。』 

これは、茂在先生が言いたかったことなのではないだろうかと想像している。 

 

 

註 1. 清水高等商船学校生徒隊に捧げる歌「海の若人」 

作詞：梅木三郎  作曲：佐々木俊一 

『碧碧（みどりみどり）の水や空 ・・・』の歌い出しで始まるこの歌は、昭和

19 年、毎日新聞社とビクターの協賛で作られた。 

 

【参考資料】 

海洋会発行「檣濤歌集」 

キングレコード：春日八郎大全集「歌こそ我が生命」 

CD20 枚組 「海の若人」は収録されているが「白菊の歌」は無い。 

試聴していないので春日八郎と映画の歌が同一であるかは確認できていない。 
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【日本の自然災害はどうなるか？】 

正会員 都築雅彦 

 今年も押し迫って「平成令和」年末行事の「新語流行語大賞」候補が発表され、軽減税率、

令和、などの中に「命を守る行動を！」（気象庁発表）がノミネートされた。 これは関東に

来襲した台風 15号、19号で気象庁や報道各社が何度も警告した言葉である。 

 19 号では、我が家周辺に大きな被害はなかったものの、各地に降った記録的大雨により多

くの河川が氾濫し洪水の町をテレビで見て、高校生の時に名古屋で遭遇した伊勢湾台風の被

災を思いだした。 

 

 伊勢湾台風（昭和 34 年台風 15 号）は、紀伊半島に上陸後北東に進み福井から日本海に出

て秋田青森を横断し太平洋に抜けた。 上陸時の中心気圧 929mb で広い範囲に暴風域をもっ

ていた。 伊良湖で最大 45.4ｍ（最大瞬間 55.3m）、名古屋で最大 37.0ｍ（最大瞬間 45.7m）

を記録、九州から北海道まで 20ｍ超の最大風速を観測した。 

 進路の右半円となった伊勢湾では湾奥に想定外の高潮を生じ、防潮堤、河川堤防が決壊し、

干拓、埋め立て地に造られた市街地を広範囲に水浸しにし、死者行方不明者 5,000 人超、全

半壊住家 153,000 棟超、床上床下浸水 363,000 棟の被害を出し、交通網は寸断され、鉄道も

路盤の流失などで復旧に長い時間がかかった。 これだけ多くの災害となったのは名古屋港

に隣接する貯木場の堤防が破壊され、貯木が流木となって高潮と共に市街地に流れ込んで家

屋を破壊したためで、ゼロメートル地帯をほぼ完全に破壊し、その範囲も広かったことから

復旧にえらくかかった。 

その期に、近畿日本鉄道は全路線を標準軌道に切り替え、名古屋鉄道も臨時線路を敷設し、

高架路線に切り替えるほどの復旧時間を要した。 

 

 学校の授業は、多くの学友達の家も被災したことからしばし休校となり、校庭が救援物資

輸送の自衛隊のヘリポートとなった。 生徒たちは、少しでも早く救援物資を輸送しようと、

物資を積みにくるヘリが見えると救援物資を持ち、ヘリ着陸で一斉に走って搭乗員に物資を

渡す手伝いをした。 また、浸水地域に住み登校できない学友には、自転車部隊を編成して

1日がかりで救援物資を届けたりした。 

 昔から木曽川、長良川の洪水に慣れている弥冨周辺や長島の人たちは、家は 1 階まで水に

つかっているものの、住人は 2、3階に垂直避難し、自家用小舟で避難所に生活物資を取りに

行くタフな人たちで、自転車をこいで救援と生存確認ができたときは本当に「良かったー」

と安心したもの。 

 この年に名古屋城に金の鯱鉾が取り付けられたことから、この鯱が水を呼んだとされた。 

 

 今年、関東に来襲した 15 号（9月 7-9 日）、19 号（10 月 11-13 日）は、どちらも観測史上

初めての暴風と大雨を記録した。  

15 号は、暴風による送電線や電柱倒壊で千葉県では長期の広域停電とゴルフ練習場の鉄塔倒

壊させる災害をもたらし、  

19 号は、広域に記録的な降雨域を伴って接近し、静岡沖まで接近してきたときには、すでに
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静岡、長野方面に大雨を降らせており、箱根では 24 時間 1,000ｍｍ弱の新記録となった。 そ

の結果、多くの河川で越水、堤防決壊、洪水を引き起こしてくれた。 

 19 号は、東京直撃しそうだったので、我が家の南東を通るか北西を通るかが（南西からの

暴風でベランダの屋根を飛ばされるおそれがあった）気になり、通りすぎるまでテレビの「台

風情報」とインターネットで気象庁「アメダスレポート」をウォッチしていた。  

駿河湾あたりから「アメダスレポート」を連続で見ていたが、19号は上陸したところで一息

入れてそれから内陸に進むような動きをした。 アメダスの風向風速画面で中心付近の風の

渦巻きを見ていたのだが、渦巻きが富士市付近で 3 時間ほど停滞して動かなくなり、その後

「アレッ」と思うほどの速さで埼玉東部に移り、東京を飛び越えたような感じであった。 

風向きは南東からがほとんどで、23時過ぎに突然的に北西に変わったものの、15 号の風より

弱くことなきを得た。 

 

 越中島近辺の江戸川臨海観測所では、10 月 12 日 21 時過ぎに瞬間最大 43.8m の暴風を記録

したが明治丸には損害はなかった。 ただ終日強雨だったため、想定していた上甲板からの

雨漏りが、修復以来最もひどい状態となり、船首の船員室、船員階段室の雨漏りは中甲板上

を船尾に流れ、絨毯をびしょ濡れにしてくれた。 

（これで上甲板裏に雨漏り排水具を取り付ける気になった） 

 19 号から 2 週間後には太平洋岸を低気圧が通過し、高知、千葉などに大雨を降らせ、19

号復旧を妨げることとなった。 

  

 昨年も今年と同じような規模の台風（台風 7 号（北九州に豪雨）、21 号（関空が冠水し、

連絡橋に内航船が漂着した台風）24号（和歌山から北東に縦断）が来襲し、各地に大きな被

害をもたらしてくれたことから、近年の気象は、「冬の大雪」「梅雨期の前線と台風」「夏の猛

暑」「夏から秋の台風」の災害に毎年遭うことが恒常的になったようで、40m 超えの暴風も普

通になったと思われる。 （毎年伊勢湾台風級が２～３個上陸してくるし、「猛吹雪」「記録

的暴風雨」「半端ない夏の暑さ」などが普段的な表現になってしまった） 

（平成 30年の「新語流行語大賞」候補には「災害級の暑さ」が入っている） 

 

 これだけ気候がおかしくなると、「命を守る行動を！」は、台風 19 号の暴風・豪雨予報や

警報で気象庁やテレビ局が流したものであるが、温室効果ガスの排出削減行動も含まれてい

るのでは？と思う次第。 

 

 IPCC（国連気候変動に関する政府間パネル）の報告では、「大気の温暖化は暴風や豪雨を激

しくし、ハリケーンや台風の進行を遅くする」としており、「国連気候行動サミット」で各国

は「温暖化対策の行動と計画を報告する」ことになっているが、今年のサミットでは、行動

しない日本の安倍総理は演説を断られ、小泉環境相も出る幕はなく、「何やってんだ！」と訴

えたグレタ嬢に注目が集まったほど。 2015 年のパリで協定した温暖化ガス削減目標とその

ための行動は無視されているので、自然災害は「まだまだひどくなる」と覚悟したほうがい

いようだ。 
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【『明治丸 現状変更説明』（コピー）の紹介】その２ 

              （明治丸の真鍮磨きと雑感） 

正会員 伊原厚司 

 
  海洋塾の定期的作業として明治丸の真鍮磨きを加えておりますが、皆さん気付いて下

さっていますでしょうか。 

 真鍮磨きのきっかけとなったのは、2018年2月18日、板橋区のボーイスカウトを対象にし

た明治丸見学の企画でした。 

 小学生の集団見学は初めての企画でしたが、その目的としては、重要文化財である明治

丸の歴史・価値を知ってもらうのは勿論ですが、明治丸を通して船や職業としての船員を

知ってもらう機会にしたいと思ったのです。 

簡易な結索やコンパスと大学周辺のチャートを使って地図上の明治丸の位置を求める実

習も用意しましたが、結局はやんちゃな小学生が興味を持ってくれることと言えば、チョ

ット危なそうな高いところに上がること、キラキラ光るものにふれることかなと、先ずは

多くを望まず、開放していないブリッジ見学を内緒で（通常の見学経路には含まれていな

い）目玉とすることにしました。 

 ところが、明治丸のブリッジには舵輪とコンパスが置かれているだけ（明治時代の船橋

はそんなものかも）で特に興味を引いてもらえそうなものはなく、コンパスカバーを磨い

てピカピカにして興味を引いて、コンパスの説明をしようと考えました。 

そこで、コンパスとカバーを台座から取り外すと、カバーの内部に真鍮製の小さくて可

愛いランプを見つけました。ランプは精緻な細工で気品があり、大袈裟ですが、まるで腹

籠りの仏像に出くわしたように感動がありました。カバーの錆の厚さに辟易としましたが、

その感動が三日間の単純作業を支えてくれたようです。 

お陰でブリッジに上がる企画は小学生には結構人気でした。ただ、海洋少年団を対象に

せず、海とは係わりの無いボーイスカウトを対象に船とその周辺を知ってもらおうとした

この企画は、海洋塾としての目論見と、ボーイスカウトの活動目的の相違からか、これ１

回の試みで潰えてしまいましたが、これを機にサロンの真鍮磨きに手を染めるきっかけに

はなりました。 

ところで、真鍮磨きのような単純作業をしていると、結構色々なことを考えてしまいま

すが、只管コンパスカバーを磨きながら想ったこと一つに、何故、明治丸には舷灯が無い

の、建造当時は舷灯なんてそもそも無かったのか疑問に思いました。それに連れて、大学

１年の７月、航海・機関の学生を分かたない初めての短期練習船実習が銀河丸で行われま

したが、座学で航海灯の色を「赤玉ポートワイン」と覚えろと教わったのを懐かしく思い

出したりしました。 

『航海灯』を調べてみたら、明治丸が建造された英国では、１８４８年に蒸気船の舷側

に赤と緑の航海灯、マストにマスト灯を設置する法律が施行されており、きっと建造時か

ら、また、繋留練習船となった当時の明治丸にも航海灯が設置されていたのではないかと

思うのですが、復元作業の記録には航海灯は入っていませんでした。 

記念館には沢山の舷灯が展示されていますが、中にはランプを使用した当時の航海灯も

含まれているかも知れません。もし、そんな舷灯があれば、明治丸に設置したら、その舷

灯もさぞかし喜んでくれるのではないかと思ったりしております。 

 

 さて、前号では、明治丸建造後、昭和58年頃までに改造された実態についての説明部の

コピーを紹介しましたが、これに引き続き、明治丸が練習船となった当時に復元される根

拠等について、今回は上甲板の復旧整備の部分を紹介します。 

 （本文中、「現在」と記載されている部分は、５７年時点です。まさに今現在我々が目

にする明治丸の復元が如何に大規模なものであったか、今まで明治丸に関係無かった小生

には「素人への説明記録」として興味を引いたので、同世代の方々に紹介いたします。） 
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『明治丸 現状変更説明 原文』 
 

１、上甲板および外観を次のように復旧整備する。 
 （１） ミズンマストにヤードを復してシップ型とする。 
    明治丸の帆装は、当初二本マストのトップスルスクーナー型で、その後、三本マスト横帆式に改

装してシップ型となった。 
    現在はフォアーおよびメインマストにそれぞれ 5本のヤードがあって横帆を張るが、ミズンマストは

ヤードの無い縦帆式となっており、従ってバーク型の帆装である。 
    しかし、ミズンマストにもヤードを吊り上げるための造り付け滑車や、ヤードを固定する金具（コパ

ーファンネル、キャップバンド）が残っており、三本マストに改装したのちの写真には、ともに５本の

ヤードが付いている。記録（本文注九、明治丸史による。）によると、ミズンマストは昭和 12 年にヤ

ードが老朽して取り外したまま今日に至ったとある。 
    よって、ミズンマストに 5 本のヤードをあげ、船装の形式を明治 31 年、改装後のシップ型に復す

る。 
 （２） バウスプリット・ジブブームの角度を復旧する。 
    先端にジブブームが取り付くバウスプリットは、船首の上甲板を斜めに貫通して船員室前方の隔

壁前面に取り付いている。この隔壁から4フレーム分、約 2.2 メートル前の隔壁でも、鉄板に木枠を 
取り付けた上に架けてあるが、この位置でバウスプリットが約 8 センチメートル浮き上がり、角度が

やや急になっていることが判る。 
よってこれを下げ、旧規の角度に復する。 

   （注） 
現状の仰角は 23 度。旧規は 21.5 度となる。 

 （３） 鋼製デッキハウスを木製に復する。 
また、前部デッキハウスの船長室を階段室に改め、その後方の通風筒を撤去して煙突を中心と

した缶室上部を復し、両翼のブリッジと便所および前方上部の操舵室ならびに後方の日用水槽と

四本の通風筒を復旧するとともに、 
後部デッキハウスのブリッジを整える。 

    現在の前・後二個所に設けられているデッキハウスは、ともに外側を鋼板製とし、内側は合板張り

である。これは昭和 40 年に上甲板を甲板張りに改めた際の改造で、もとは各柱間に額縁付の鏡

板を張り、軒には繰型蛇腹を廻らした木製のハウスであったことが、改造以前までの図面・写真に

よって判る。 
    次に、前部デッキハウスの後室は、現在船長室と称しているが、この室の前半部にある二本のビ

ームには、室の右端から左方へ約 45 センチメートルにわたって L 型金物を取り付けた鋲穴が対応

してあり、その左端部にはこの二本のビームを繋いで L 型金物が取り付いたまま残っている。従っ

て、右端の 45 センチメートル幅の部分を踊り場とし、その先を吹き抜けとして、主甲板に通ずる階

段があったことが判り、階段後方には左右に下方の缶室から立ち上る通風筒を備えた階段室であ

った。 
     このハウス後方には、煙突を中心とした缶室上部施設のあったことが、設計図や写真によって

判る。 
（注一） 建造当初の設計図（写真複製で原図は不明） 

（注二） 明治 35 年、明治 44 年、大正 6 年、大正 10 年の写真がある。 

     痕跡などの実資料は、昭和 40 年の改造で大半を失っているが、残存するビーム（甲板梁）やタ

イプレート等の配置から、全体の区画が判る。 
     それは、現在ハウス後方約 8.4 メートル（１５フレーム）を旧ハウス後壁とし前から２・２５メートル

（4 フレーム）を旧ハウス後壁とし前から 2.25 メートル（4 フレーム）を船長室、次の２．８メートル（5
フレーム）を缶室上部の囲壁、その次の 2.25 メートル（4 フレーム）を賄室とし、後端の 1.1 メートル

（2 フレーム）には左右に缶室から立ち上る通風筒が設けられる。 
   （注３） フレームは舷側の肋骨筋で、間隔は約５５．８９センチメートル（２２吋） 
   （注４） 船長室（船将室とも云う）は建造当初では後部デッキハウスの後部にあったが、明治 31 年三本マスト・シッ

プ型に改装した際、ミズンマストを移動したため撤去され、前部デッキハウスの一室を宛てたというが詳かでは

ない。 
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このうち、缶室上部の囲壁内は、主甲板からの吹き抜けとなり中央に煙突が立ち、左右と後側

鉄板製有孔パネルプラットフォームがあって、改め床となる。 
また、前部デッキハウス前端の両翼には、現在手摺付きのブリッジがあるが、これはデッキハウス

の後方を撤去した昭和２年頃、ハウスの前端に移動したもので、もとは前記の階段室筋にあっ

て、その下の両舷側よりに便所が設けられていた。便所のスカッパーが現存し、また、設計図

や写真とも一致する。 
なお、この便所の後方には、ブリッジに上がる階段が取り付く。 
 デッキハウスの前方上部には、前面に弯曲して窓を並べた操舵室が設けられ、船長室の上に

は天窓と、その後方に日用水槽が設置され、また賄室にも天窓のあったことが、当時の写真

によって判り、設計図とも一致する。 
 以上の資料によって、デッキハウスを木製に復するとともに、失われた前部デッキハウスの後方

を復し、各施設を復旧整備する。 

 （４） 上甲板の天窓を復旧整備する。 
   ア、前部デッキハウス前方の客室天窓に設けた階段を撤去して、旧規の天窓に復する。 
       この天窓は、もと二等客室サロンのものである。昭和 2 年改造の際に、船首部の船員昇降口、

客室階段を撤去した代わりに、この天窓の前端の一部を階段室に改造したものであり、後述 

ウ のメインマスト後方階段とともに、練習生の昇降用として新設したものである。 
        よって、階段を撤去して、旧規の天窓に復する。 
   イ、フォアマスト前方に天窓付き客用階段室を復する。 
       この位置の下方、主甲板部には、男女別の三等客室があって、上甲板から前方向に降りる

階段があった。 
        階段は、フォアマストから約1.1メートル（2フレーム）前方にあるビームから、船首側へ巾約

50 センチメートル出の踊場をつくり、その先に長さ約 1・75 メートルメートル、巾約 95 センチメ

ートルの吹放しの階段室を伴うものであった。この階段室の左右両側のビームやタイプレート

には、階段室側壁を取り付けた鋲穴等があり、当時の写真や設計図によって、尾根面に天窓

をもった階段室の形態が知られる。 
        よって、この位置に天窓付きの階段室を復する。 
   ウ、メインマスト後方の階段を撤去して、機関室天窓を復する。 
       この階段は、昭和２年に撤去した船首の船員昇降口を移して新しく設けられ、のち、昭和４０

に現在の鋼製に改めたものである。当初、この位置に機関室天窓があった。 
  メインマストの後方、約５メートルの所から、更に約３．４メートル（６フレーム）の間にわたって、船体中

心部から左右に１．７５メートルの位置に、それぞれガーダーが取り付いていて、この中が吹き

抜けであったことがわかる。 
       また、この前後のビームやガーダーには、天窓の地覆などを留めた鋲穴があり、設計図や写

真とほぼ一致するので、この階段を撤去し、天窓に復する。 
   エ、サロン天窓を側面採光式に改める。 
       一等客室サロンの天窓は、現在、屋根の左右側面に緩い勾配をつけ、ここに円形のガラス

窓を設けて採光しているが、これは昭和４０年の改造になる。 
       改造直前の写真によると、側面に引戸式のガラス戸を建て込んだ側面採光式で、屋根面も

突き上げ式に開閉できるようになっていたことが判る。 
       よって、これを復する。 
   オ、鋼製天窓を木製に復する。 

現在の天窓は、すべて昭和４０年に鋼製に改めたものである。この改装直前の写真をみても、

すべて木製であったことが判るので、本来の木製天窓に復する。 
 

（５） 揚錨機前方の通風筒を撤去して、後方船員昇降口を復し、その両舷に２連式便所と前面２本

通風筒を復旧する。 
揚錨機前の通風筒は、本来このやや前方にキャプスタンがあったから、これが同時にあったと

すると、キャプスタンを使用する際に、そのバーの支障となる。従って、キャプスタンを後方に移

動させてから設置したことが判る。すなわち、船首の部員室を廃して倉庫とした昭和２年以降の

改装になるから、これを撤去する。 
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次に揚錨機の後方には船首の船員室へ通ずる昇降口があった。これは、主甲板に素の階段

や階段室仕切りの取付痕があること、ビームやガーダーには、前項（４）のイで復した客用階段と

同様な踊場を設けた仕事が残っていること、および設計図やその後の写真等によって判る。こ

の階段は船首方向に向かって降りるようになっていて、階段上部に前下がりの片流れ屋根がつ

くものであった。 
（注１） 船員昇降口の上屋は、その後 機関室囲壁がてっきょされてから、メインマスト後方に設けた階段に転

用され、その当時の写真では木造で、屋根がスライドする天窓でもあった。これは昭和４０年に鋼製円弧型

屋根に変えられた。 
よって、これを復する。 
この船員昇降口の両舷側には２連式の便所があった。この便所は下級船員用であったため、

早い時期に撤去されたが、その舷側外板は手摺高さまでが残され、キャプスタンバーを掛けて

置くことに利用された。原形は設計図や明治期の写真でほぼその概要が知られ、舷側から立ち

上る外板の上方が内側に弯曲して屋根となり、前後に側板をつけ、昇降口に面して扉があった。

舷側にはそれぞれのスカッパーが残っている。 
なお、船首船員室用の通風筒は、この船員昇降口の前方左右に各一基宛あったことが知ら

れる。 
以上によって、船員昇降口、その左右の２連便所、および前方の通風筒をそれぞれ復旧す

る。 
（注２） 写真等で比較すると、大正 6 年頃には撤去されている。 

 （６） 前部倉口の長さを約 2.2 メートルに縮小する。 
 前部の倉口は、巾 2.5 メートル、長さは 2.8 メートル（5 フレーム）ある。しかし、ビームを見ると、倉口後

部のビームは配置が両舷側と一致せず、一つフレーム分だけ後進している。その工作は、倉口部

のビームを切断して後方に移し、改めて接合したもので、従って当初の倉口との長さは一フレーム

分縮かく、ビーム間隔に一致していることが判るので、これを戻すと倉口長さは約 2.2 メートルとな

る。よってこれを縮小する。 
 （７） 揚錨機後方のキャプスタンを、同期の前方約 1.25 メートルの位置に、また後部倉口口前のキャ

プスタンを、約 4.4 メートル前方の位置に、それぞれ移動する。 
    キャプスタンはヤードの上げ下げに使う手動縦型巻取機で、従ってマスト 1 本に対して 1 基が配

された。このうち、ミズンマスト用キャプスタンは船尾に遭って移動していない。メインおよびフォア

マスト用のそれは、共に移動したものと見られる。 
    フォアマスト用キャプスタンは、現在揚錨機の後方約 3.9 メートルにあるが、この位置は前項（５）

で復した船員昇降口に当たるので、当然もとはこれ以外の位置にあったことが判る。船員昇降口は

昭和2年まであったから、キャプスタンの移動もこの後であろう。旧位置は痕跡等からは立証できな

かったが、同校行卒業生の記憶に依れば、揚錨機の前方にあったという。揚錨機の前方約 3.7 メ

ートルにはアンカーダビットがあるから、キャプスタンバーの回転を考慮して、その中間程の位置と

推定される。よって揚錨機の前方約 1.25 メートルの位置を想定してここに移動させる。 
    次に、メインマスト用のキャプスタンは、後部倉口の前にあるが、これはマストと共に明治 31 年の

補加である。ただ現在地はもと機関室上部の天窓があったところで、昭和 2 年以降に移されている。

当初の位置はその痕跡を総て失っているため、詳かではないが、メインマスト付近では機関室天

窓前方の空間しかないことから、ここを想定すると、現在位置より約 4.4 メートル前方となる。 
    よって、これら 2 基のキャプスタンを、それぞれ前方に移動する。 
 （８） 前部天窓の両舷に繋留装置（ボラード・フェアリーダー）を復する。 
      繋留装置は陸上定置よって不要となったが、校地繋留時代には船首船尾各一か所で陸上と

係留されていた。 
      （注１） 繋留装置は、繋留索を通す舷側上端の導索孔（フェアリーダー）と、繋留索を結び留めたり巻きつけ

たりする杭状の突起（ボラード）とが一対となる。ボラードはその頭部がやや太く作られ、二本一組からな

る。 
      現在ボラードは船尾両舷に各一基がある。また、フェアリーダーは船尾両舷と船首揚錨機前

方両舷に各 2 基、都合 6 基が残っている。当初の平面図では、前部客室天窓の両舷にも、ボラ

ードヘッドの記入があり、そのやや前方両舷にフェアリーダーの開口部が描かれている。この失

われたボラード位置のビームには他と同じくその基部を取り付けた鉄製受板が残っていて、図面
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と一致する。 
      また、フェアリーダーについては舷側外板上端部が新しく築かれているが、前項（５）で復した

便所後方のビームにその受板を取り付けた鋲穴があるので、ほぼその位置が推定できる。 
      よって、残存するものに倣い、これを復する。 
       （注 2） 前部繋留装置は、片舷にボラード 2 基とフェアリーダー3 個となる。最先端のフェアリーダーの繋

留索は揚錨機両舷のボラードを共用した。 
 （９） 上甲板の樹脂系モルタルを撤去して、木甲板の形式に整える。 

上甲板を木甲板から鋼板に変えたのは、既に練習船の役を解かれ、 
記念工作物として保存を計った昭和39年から40年にかけての改造による。 

また、鋼板のみでは船内温度が上昇するため、その上に樹脂を混入した耐水モルタル（デッ

キコンポジション）を塗った。 
鋼板厚は６ｍｍ、樹脂モルタル厚は２０ｍｍである。 
当初、木甲板であったことは、ビームやタイプレートにある木甲板留鉄穴のほか、写真や図面、

およびこの船で訓練を受けた人の言によって明らかである。 
木甲板一枚の巾は、ビームの取付鋲間隔から約１５ｃｍである。また、厚さは船首のベルマウ

ス基部に差し込むように張られていた木甲板の 1 部が残っていたことから約７ｃｍと判明した。 
（注１） 錨用鎖の引き込み口。 
今回の修理に当たっては、現状の鋼板張りは補強上の見地から踏襲採用し、その上面に断

熱効果を持つ樹脂合成板を使って、厚さ、巾とも旧木甲板の形式に倣い、外観を整えて今後の

保存と管理に対処する。 
（注２） 硬質発泡ウレタン型成品で木甲板同寸の疑似材を作り、上面に厚さ７ｍｍのエポキシ樹脂層を作り、

更にウレタン系ノンスリップ板を張り合わせて、外観・色彩は木甲板と同じ状況とする。 
 （１０）ボートダビットを両舷各 3 組に復し、取付形式をスタンド型ソケットに改める。 
      ボートダビットは、当初、後部天窓、機関室天窓及び煙突の各両舷にそれぞれ一組宛、計 6

艘の短艇を装備するものであった。これは当初の図面や明治 9 年函館碇泊中の写真などで明

らかである。 
      その後、明治 35 年 越中島校池に繋留されてからは、訓練のためにこれらの前方に両舷各

二基宛が増設され、計 10 艘の短艇が常備されるようになった。 
      このうち、煙突右舷側の短艇はやや小型のものであった。補足した 4 基のボートダビッドのソ

ケットは、当初のスタンド型ではなく、舷側の外に鋲留する形式である。その後、当初のボートダ

ビットも次々に外板型ソケットに取り替えられ、また、ボートの必要性も失ったことから次々に取り

除かれて、現状では僅かに機関室両舷の二基を残すのみである。 
      当初のスタンド型ソケットは、上甲板の上に据えられ、基部は上甲板を貫いてその下のビーム

間に渡したタイプレートと木台とに鋲留としたもので、当初の 6 基についてはそれぞれビームに

この受け台を取り付けた痕と留鋲穴のあるタイプレートが残っている。写真によると、スタンドの高

さは上甲板から約５０ｃｍ程で、これにボートを吊るアームを差し込む仕組みであった。 
      よって、ボートダビットは当初の 6 基としその取付け形式はスタンド型ソケットに復する。 

（１１）左舷前方のカーゴポートの木製方引戸を鉄製上下開扉に改め、また、後方の後方の出入り口

を廃してカーゴポートに復する。 
これらのカーゴポートは当初なかったが、明治 35 年頃には左舷前後に装備された。のちに昭

和 12 年頃に前方のそれを引戸式とし、後方は拡幅して引戸式の出入り口に改めた。 
      前部カーゴポートの周辺外板には、上・下各二個のヒンジ金物を取り付けた鋲穴があり、また、

上部中央に上扉を引き開ける索条孔がある。船首側には下扉を引き開けたときに水平に維持す

る鎖を留めた肘壺金具取付痕もある。これらの痕跡や昭和 12 年以前の写真によって、鉄製上

下開きの水密扉を復する。 
(注) 海王丸のカーゴポートは左右両横開きであるが、扉の細部はこれを参考とする。 

なお、日本丸はカーゴポートを備えていない。 
（１２） 角型舷窓に波除蓋を復する。 

明治丸の舷窓は、中央から前方にかけては丸形で、後方の一等客室部から船尾にかけては

角型である。 
この角型舷窓は、現在内側に横引きのガラス戸を取り付けただけであるが、外面には弓上の
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小さな庇があって、その下端に二か所のヒンジが作り出され、窓下枠の上端には突き出し棒を留

める肘壺金具が残っている。明治期の写真では各窓に鉄板製の突き上げ蓋が付いているのが

確認される。これは暴風時に窓を保護するための設備である。よってこれを復する。 
(注) 外側に波除蓋を装備する例は稀である。通常は内側に付けられる。内側に横開きのガラス蓋と上開き

の鉄製盲蓋が取り付けてあり、暴風時にはガラス蓋を開いて鉄製波除蓋を嵌め込んでから盲蓋を下ろ

して締め込む。明治丸角窓は古式舷窓の形式を伝えている。 
（１３） 船名入りの船首飾と船尾飾を復する。 

帆船には古くからフィギュア-ヘッドがつけられた。 
(注１) 船首龍骨の先端につけられる飾り。 

これはバウスプリットを受ける実用と船首の装飾を兼ね、多くは海神や海獣をかたどった。また、

船尾にも同じような横帯文様を付ける例が多い。明治丸では、船首に拳鼻のような頭部を持つ

頭部と、それに続くふくらみで鳥の形をあらわし、後方に長く伸びる羽形の縁取りの中にアカン

サス状の文様を嵌め込んでいる。船尾には「明治丸」と船名を示す字板が打ってある。 
現在は船首飾の大半と船尾飾もすべてを失っているが、外板には僅か乍ら腐蝕〇(字不明)と

留鋲穴があって、これを辿るともとの文様がほぼ推定できる。また、明治期の写真や当初のリギ

ンプランにはそれが明瞭に示されている。 
(注２) 帆装を示す立面図 

すなわち、船首では、現在の飾りの上方にもアカンサス文様があって、ここにローマ字で

“MEIJIMARU”と船名の文字盤が打ち付けられ、また、船尾では角窓上に弧状のモールと、

同じくアカンサスの横帯文様があり、漢字で「明治丸」と船名が配されていた。よって、これら失し

た文様と船名文字板を復する。 
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【咸臨丸と肥田浜五郎】 

                           正会員 澤間譲治 

 

嘉永６年（１８５３）の黒船来航により、江戸幕府はその翌年日米和親条約を締結した

が、そのペリー来航以来、明治維新までの１５年間を『幕末』と言う。幕末に展開され

た政治的、軍事的、文化的、経済的な混乱は我々の想像を絶する葛藤の下、希望と絶望

を各分野の指導者達に齎し、庶民の間にも「ええじゃないか踊り」と言われる様な頽廃

とも取れる異様な精神状態を齎した。しかし我々の先輩はそんな中にあっても『日本国

を外国の侵略から守り、独立と尊厳を保つ為』に、各自与えられた地位に応じてその役

割を精一杯果たした。 

当該 Ocean１１号から、その大先輩の一人である、肥田浜五郎の生涯を書き綴って来た

が、本号では、長崎海軍伝習所が閉設され、江戸に戻ってから後の彼の活躍を述べる。 

  

【咸臨丸が随行船に決定】 

江戸では嘗ての米国との仮条約で約束された通り、米国ワシントンへの条約批准の為の

日本側の使節派遣が政治課題として持ち上げっており、派遣要員はどうするか？船の調

達はどうするか？等々の問題が喫緊の課題として検討されていた。 

 当時の我が国の軍艦では未だ航海に慣れず、しかもそれらの軍艦では船体自体が小さ

くて大勢の乗組みは不可能の為、安政六年(１８５９)米国の軍艦ポータハンを回しても

らって、わが国の使節を米国の首府に護送する事になった。しかし、『もし米国で使節

に病人や不時の故障が起きた時には、軍艦奉行がその代理をするため、非常の備えをも

って、目本の軍艦一隻も米国へ航海させるべきだ』という議論が幕閣で起こり、『丁度

いい機会だから、随行艦として日本人だけで米国まで航海してみよう』との意見が勝海

舟あたりが言い出したらしいとの形跡があり、その際、長崎の伝習生だった連中がその

勝海舟の提案を後押しをしたという事情があったらしい。 

 安政六年（１８５９)１１月、水野筑後守が軍艦奉行のとき、勝海舟の提案が本決ま

りとなり、これに用いる軍艦とその乗組員、食料、薪水などの計画をたてはじめた。 

先ず軍艦は、当時品川の海に繋留されていた観光丸、朝陽丸、蟠竜丸、翔鶴丸の四隻

が候補として取り上げられたが、そのなかで蒸気軍艦で遠洋航海が可能なのは観光丸と

朝陽丸の二隻だけであり、議論の結果、観光丸を適当としたが、米国のボータハン乗組

員の意見では、観光丸は遠洋航海に不便で、おそらく航海に耐えられないだろうという

意見が強かった。一方朝陽丸はというと、これまた小さくて荷物や乗組員をのせるには

不十分だという事になり、結局、他の船にすべきだという意見に落ち着いた。そんな時

タイミング良く、丁度神奈川港に咸臨丸が停泊していて、この船なら間にあうだろうと

いうことになり、検査の結果、急遽、咸臨丸に変更になった。十二月二十五日、咸臨丸

は品川へ帰港し、航海に耐えられるように修理が加えられた。 
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＊＊ここで咸臨丸は歴史上余りに有名なので、どの様な船だったのかについて 

 Wikipedia の記述を参考にしながら、その概要と略歴を紹介しておく。咸臨丸も歴

史の激動の波を経験した貴重な日本史の証言者である事が良く分かる！！ 

 

【咸臨丸の概要】 

洋式の軍艦としては、観光丸（外輪船）に次ぐ 2番艦であるが、洋式のスクリューを装備する

船としては初の軍艦である（スクリューは入出航時に主に使用され、航海中は抵抗を減らす

ため水線上に引き上げる構造になっていた）。姉妹艦には朝陽丸(旧称エド号)及び電流丸(旧

称ナガサキ号)がある。幕府の船として初めて太平洋を往復したことから名を知られる。幕府

の練習艦として用いられた後、戊辰戦争に参加するものの、軍艦としての機能は他艦に劣り、

既に運送船の役割を担っていた咸臨丸は新政府軍によって拿捕される。明治政府に接収さ

れた後、開拓使の輸送船となった。 

【咸臨丸の略歴】 

 1855 年（安政 2年）7月、オランダのキンデルダイクにて起工。 

 1857 年（安政 4 年）3 月、完成。8 月 4 日 (旧暦)、日本へ送られ、長崎海軍伝習

所の練習艦となる。 

 1860 年（万延元年）、日米修好通商条約の批准書を交換するため、遣米使節団が派

遣された際、正使一行が乗艦するアメリカ軍艦ポーハタン号の別船として本艦も派

米。福澤諭吉らも便乗していた。 

 1862 年（文久 2年）、小笠原諸島を巡視し、父島と母島を探検（艦長は小野友五郎）

した。 

 1866 年（慶応 2年）、酷使が祟り、疲弊が激しく故障頻発していた蒸気機関を撤去。

帆船となる。 

 1868 年（慶応 4年）、戊辰戦争が起こる。 

 8 月 19 日 (旧暦)、海軍副総裁榎本武揚の指揮下で、旧幕府艦隊として江戸（品川

湊）から奥羽越列藩同盟の支援に向かう。 

 8 月 23 日 (旧暦)、銚子沖で暴風雨に遭い榎本艦隊とはぐれ、下田港に漂着。救助

に来た蟠竜丸と共に清水へ入港。 
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 9 月 11 日 (旧暦)、蟠竜丸は先に出航。咸臨丸は修理が遅れたため新政府軍艦隊に

追い付かれる。新政府軍艦隊に敗北し、乗組員の多くは戦死または捕虜となる。逆

賊として放置された乗組員の遺体を清水次郎長が清水市築地町に埋葬。山岡鉄舟の

揮毫した墓が残っている。 

 1871 年（明治 4年）9月 19 日 (旧暦)、片倉氏の旧臣 401 名を移住させる目的で北

海道小樽へ向け出航したが、輸送途中、北海道木古内町泉沢沖で暴風雨(米人船長

の操船ミス説も存在)により遭難し、サラキ岬で破船、沈没する。 

 1887 年（明治 20 年）、清水次郎長が清水市興津の清見寺に咸臨丸乗組員殉難碑を

建立。 

 1984 年（昭和 59 年）、サラキ岬沖で鉄製の朽ちた錨が発見され、咸臨丸のものか

と話題になる。 

 2006 年（平成 18 年）9月 20 日、錨は咸臨丸のものと発表される。 

 

さて同行艦として決まった咸臨丸には、早速、石炭、薪、米、油、灯油、麻、軽石、

木綿等々、こまごましたものが載せられ、更に鰹節千五百本、豚二頭、鶏六十羽、鴨二

十羽等も載せた。因みに白米は乗組員百五人として百五十日分、生水は四十日分を積み

込んだとの記録が残っているらしい。 

  

乗組員については奉行従者として乗り込んだ『森田留蔵』の書いた『亜行新書』によれ

ば以下の通りだが、拙稿の主人公、肥田浜五郎は機関長兼教授方の肩書で乗船している。 

 

提督軍艦奉行    木村摂津守 (同令長官) 

船將        勝麟太郎(艦長) 

運用方教授     佐々倉桐太郎 (航海長) 

運用方教授     鈴藤勇次郎(副航海長) 

通詞        中浜万次郎(米語通訳) 

測量方 教授       小野友五郎 

測量方教授     松岡磐吉 

運用方教授     浜口与右衛門_ 

運用方教授     肥田浜五郎(機関長) 

蒸気方教授     山本金次郎 

測量方教授     伴鉄太郎 

 

運用方教授手伝   根津金次郎 

蒸気方教授手伝   岡田井藏 

蒸気方教授手伝   小杉雁之助 
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測量方教授手伝   赤松大三郎 

 

公用方 操練所勤番 吉岡勇平（事務長） 

公用方 操練所勤番 小永井五八郎（事務助勤） 

 

医師 幕府医師   牧山脩郎（医務掛医） 

医師 幕府医師   木村宗俊（医務掛助勤） 

医師 幕府医師見習 田中脩安（牧山の弟子） 

医師 幕府医師見習 中村語安（木内の弟子） 

 

木村摂津守従者   福沢諭吉（奥平大膳大夫臣） 

木村摂津守従者   秀島藤之助（松平肥前守臣） 

木村摂津守従者   大橋栄治（木村摂津守臣） 

木村摂津守従者   長尾幸作（松平安芸守臣） 

木村摂津守従者   斎藤留蔵（後、森田氏の養子）：亜行新書の筆者 

 

その他勝麟太郎従者一人、水夫五十人、大工 鈴木長吉、鍛冶 小林菊太郎等 

総勢１０５名の乗員で太平洋を渡った。日本人による航海を目指した咸臨丸であ 

ったが、この１０５名の中には１１名の米国人も含まれていたのが実態である。 

 

ここで水夫以外の乗組員では、鈴藤裕次郎、中浜万次郎、小野友五郎、松岡磐吉、 

肥田浜五郎、赤松大三郎、吉岡勇平、斎藤留蔵、鈴木長吉、小林菊太郎等が全て 

伊豆韮山塾の関係者であったことから、江川太郎左衛門英龍と言う人物の存在の大き 

さが伺い知れる。 

 

＊＊咸臨丸の当時の乗組員名簿はネットの下記の URL に詳細が掲載されています。 

http://kanrin-maru.org/kanrin_material/1860_crew/crew_list_for_usa.html 

 

＊＊又現在、咸臨丸乗組員の子孫による『咸臨丸子孫の会』が設立されており、種々 

の活動が行われていますが、下記 URL にその様子が掲載されています。 

http://www.kanrin-maru.org/kanrinmaru_new/greeting/greeting.html 

 

＊＊江川太郎左衛門英龍については本稿 Ocean１２号で紹介したが、Wikipedia にも 

紹介されているので、下記にその URL を掲げておきます。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%9F%E5%B7%9D%E8%8B%B1%E9%BE%8D 
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【太平洋上の咸臨丸】 

咸臨丸は純然たる江戸幕府所有の軍艦であり、勝海舟等の意見の下、乗員全て日本人

船員と言う建前で太平洋に乗り出した快挙であったが、前述したように、実際には１１

人の米国人が乗船していた。米国海軍士官ブルック大尉と水兵１０人である。ブルック

大尉は自分の船が運悪く難破したので、部下と共に祖国に帰る為に、横浜から咸臨丸に

便乗する事になった。表向きはそうであったが、実際には、日本人船員の航海術が未熟

であった為に、それを心配して、ポータハンの米国首脳部が相談して、乗り込ませたの

だと言われている。 

咸臨丸が出航して直ぐに大時化にあった事はよく知られているが、この時、日本人乗

組員は殆ど船酔いのために操船作業もする事が出来ず、手も足も出なかった。そんな時、

ブルック大尉とその部下達が、長年の航海技術を活かして、荒海を乗り越えてくれたと

の事。このことはブルック大尉の「航海日誌」に記述されており、又後の海軍中将にな

った測量方で乗組んだ赤松大三郎も知人に「日本の水夫達は大洋の真ん中で疲労のため

に弱ってしまったが、一緒に乗組んでいた米国の水夫のおかげで操船も出来、航海に大

いに役立った」と語ったそうである。 

プルックは、「航海日誌」にはこの事実を書いたけれども、帰国しても決して自分た

ちの技術を手柄にして、日本人乗組員の未熟を人に吹聴するようなことはなかった。こ

のことは部下にも言い含めてあったらしく、米国人は一般にはそんなこととは知らなか

った。反対に日本人乗組員の努力によって無事に渡航し得たことを、米国についてから

人々に褒め称えたとあり、なかなか奥ゆかしい、男気のある海軍士官だったようである。 

このブルック大尉にまつわるエピソードで、元東京商船大学教授橋本進先生が『LA 

MER ２０１０年１１－１２月号』に以下のエピソードを中浜明著『中浜万次郎の生涯』

から引用して掲載し、ブルック大尉のシーマンシップと武人振りを紹介しています。 

『 ・・(略)もともと咸臨丸のタンクには限りがあることですし、途中から、水は飲

用のほかには使ってはいけないと、勝艦長から命令が出ました。ところが、アメリカの

帆縫水兵のフランク・コール (帆縫工) というのがこの貴重な水を使って、自分の下着

の洗濯をしているところを見つけた吉岡公用方 (事務官) は、いきなりこの水兵の顔を

足蹴にしたのがきっかけで、この水兵は何かわめきながら仲間を呼びに行って、連れて

きたかと思うと、吉岡に向かってピストルをかまえ、吉岡も刀の柄を握ったところに、

何事が|始まったかと、日本の士官たちと勝艦長、万次郎もやってきますし、それにキ

ャプテン· ブルックも出て来たのです。事の次第を聞いたキャプテン.ブルックは、が

やがやさわぐ自分の下たちを制して、静かに日本側に向かって、よろしい斬って下さい。

といって共同生活のおきてを破った者に対して、落ち着いて進んで処刑を求めるのでし

た。この事件は、勝艦長とキャプテン．ブルックの握手となって納まりましたが、この

三十三歳のアメリカ海軍大尉に対する日本士官たちの見る目はそれ以来変わってきま

した』 
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橋本先生はこの時のブルック大尉の態度を『シーマンシップ』並びに『武士道』の視点

から激賞しています。 

 

一方日本人の乗組員は何もしなかったかと言うとそうではなく、平時にはすべて日本

人だけの手で操船を行い、米国人はいっさい手をださず、文句もつけなかったらしく、

殆どの航海を日本人の努力によって渡米を成し遂げたと言って誇張ではないと言える。 

機関長の肥田浜五郎は「亜行航海記」と言う航海日誌をつけていたが、江川坦庵全集

にのっている一部を引用して、当該航海の様子を探ってみたい。 

 

『正月十九日午後三時三十分ごろより、蒸気を焚き、横須賀を出帆す。されど西風烈し

く、午後八時ごろに至りて、漸く城ケ島東方に達したり、当直士官、我が藩出身鈴藤、

松岡両君なり』七月二十七日のところには 

『夜半二時ごろに至り、風向変り、西北西也、四時たまたま東北東、宵より時化模樣な

れば、当直を厳にし、米将ブルークその外、米人等甲板上に集合、終夜警戒す。然るに

不馴れの航海に士官水夫等多くは船酔にて休む』と記されている。 

  

又後々、測量方松岡磐吉が米国から帰朝して、望月大象に語ったと言われる以下の話が

伝えられている。 

 

『はじめての大洋航海で提督船将以下に至るまでほとんど船酔いのために船室にもぐ

り込む者が多かった。中で最も勇敢だったのはわが藩出身の肥田浜五郎と中浜万次郎、

それに小野友五郎、見習士官では赤松大三郎であった。中浜は万里の海を経験している

ので、少々の船酔いではへこたれず、肥田は機関室からときどき甲板上に現われて、当

直を交代してくれるほど強かった。僕はすっかりやられて中浜や肥田の厄介になったも

のだったが、十六歳の森田留蔵があの大時化の中で、江川塾の名誉のため だといって、

太鼓をどんどんと打ち鳴らしながら、水夫たちの志気を鼓舞していたのには感服した』 

 

 肥田浜五郎が福沢諭吉との親交が深かった事は当該連載の冒頭に触れたが、福沢諭吉

との親交の始まりは、この咸臨丸の航海を通してであった。肥田浜五郎、この時三十一

歳であった。福沢諭吉は有名な『福翁自伝』と言う自叙伝を書いているが、そのなかに

もこの咸臨丸による米国渡航の様子が描かれており、勝海舟について『航海中、艦将の

勝は自室に閉じこもったきりでほとんど出てこない』とある。さすがに、あの勝海舟で

も大いに船酔いに悩まされた光景が浮かんで来る。 

 

米国に上陸した後のエピソードについては次号以降に・・・・。 
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       荒天航海中の咸臨丸 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                       日米修好通商１００周年記念切手 

 

平成２３年 咸臨丸終焉１４０周年時のポスター 
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