
第３０回防衛問題セミナー（議事概要） 

平成３０年１２月２５日（火） 

 

 

【司会】 

それでは、定刻となりましたので、ただ今から、防衛問題セミナーを開催させて頂きます。

本日、皆様方におかれましては、御多用中にも関わらず、御来場頂きまして、誠にありがと

うございます。私は、本日の司会進行を務めさせて頂きます、中国四国防衛局企画部地方調

整課長の佐藤と申します。どうぞよろしくお願い致します。 

それでは、主催者を代表致しまして、中国四国防衛局企画部長 本多 宏光より、ご挨拶

を申し上げます。 

 

【挨拶】 

中国四国防衛局 企画部長 本田 宏光 

 

 皆様、こんばんは。中国四国防衛局企画部長の本多と申します。本日は大変お忙しい中、

多くの方々にお越しいただき、誠にありがとうございます。私ども中国四国防衛局は、防衛

省の地方支部局として中国５県、四国４県を管轄し、自衛隊、在日米軍と地域住民の皆様を

繋ぐパイプ役としての役割を担っております。 

 当局は、防衛施設周辺住民の皆様の環境整備のため、多種多様な政策を実施するとともに、

防衛問題セミナーや日米交流事業の開催に取り組み、防衛省と自衛隊に対する国民の皆様

の幅広い理解を求める活動を行っているところでございます。 

 この防衛問題セミナーは平成１９年から開催され、当局管内ではこれまで２９回開催さ

せていただいており、呉市での開催は、今回で４回目でございます。 

 本日は、防衛省海上幕僚監部より金澤３等海佐、広島国際大学から千田客員教授のお二方

をお招きし、明治１５０年記念セミナーとして「旧軍港の歴史と文化遺産～鎮守府と工廠の

まち・呉～」をテ－マとしましてお話しいただくこととしております。 

 金澤３等海佐からは、「明治１５０年と日本の近代海軍建設」と題しましてお話をしてい

ただくこととしております。また、千田客員教授からは、「戦艦「大和」の原点をたずねて」

と題しましてお話をしていただくこととしております。 



 講演の後、会場の皆様からの御質問をいただく時間も取っておりますので、御質問だけで

なく、忌憚のない御意見、御感想等もいただければ、大変ありがたいと考えております。 

 最後に、本日の防衛問題セミナーを開催するに当たり、共催あるいは後援を賜りました呉

市、旧軍港市振興協議会、また、御協力をいただきました広島地方協力本部をはじめとする

全ての関係者の皆様方に感謝を申し上げ、御挨拶とさせていただきます。 

 本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 

【司会】 

 続きまして、今回、共催をいただきました呉市より、呉市長の新原芳明様より御挨拶を頂

きたいと思います。よろしくお願い致します。 

 

【挨拶】 

呉市長 新原 芳明 

 

 みなさん、こんばんは。地元呉市の市長の新原 芳明でございます。今日は、第３０回の

防衛問題セミナーを呉市で開いていただきまして、中国四国防衛局の皆さん、本当にありが

とうございます。 

特に、今年は７月に呉での大きな豪雨災害がございまして、その時に海上自衛隊、陸上自

衛隊、多くの皆様に助けに来ていただきました。本当に頼りにさせていただきました。改め

てお礼を申し上げます。皆さん、ありがとうございました。 

 今日は、明治１５０年記念セミナー「旧軍港の歴史と文化遺産～鎮守府と工廠のまち・呉

～」と題して、お二人の方に御講演をいただきます。特に、金澤３等海佐にはわざわざ市ヶ

谷、防衛省の海上幕僚監部からおいでいただきましてありがとうございます。「明治１５０

年と日本の近代海軍建設－海軍、軍港、呉－」ということでございます。改めて呉を誇りに

させていただくことができると思います。皆さん楽しみにしていただきたいと思います。そ

れから千田先生は呉市役所において日頃からご指導いただいている、呉の海軍工廠建設に

ついての専門家でいらっしゃいます。皆さん、今日は大いに、呉の歴史について誇りを持て

ると思います。是非ゆっくりお聞き届けいただいて、勉強していただきたいと思います。最

後にもう一度、今日の会議を開いて頂きました、中国四国防衛局の皆様、それから防衛省海

上幕僚監部にお礼を申し上げまして、御挨拶とさせていただきます。今日はありがとうござ



います。 

 

【司会】 

ありがとうございました。新原市長におかれましては、御公務のためここで退席なされま

す。 

それでは、第１部を開催させていただきたいと思います。 

第１部は、防衛省海上幕僚監部 防衛部施設課 金澤 裕之 ３等海佐から講演させて

頂きます。 

金澤３等海佐は、２００２年に海上自衛隊へ入隊し、機動施設隊第４施設隊長、防衛研究

所戦史研究センター所員等を歴任され、現在、海上幕僚監部に勤務されております。 

本日は、「明治１５０年と日本の近代海軍建設」と題して、お話を頂きます。 

それでは、金澤３等海佐よろしくお願いいたします。 

 

【講演】 

「明治１５０年と日本の近代海軍建設－海軍、軍港、呉－」 

海上幕僚監部 ３等海佐 金澤 裕之 

 

皆さんこんばんは。防衛省海上幕僚監部の金澤です。どうぞよろしくお願いします。この

年末の大変押し迫った時期に、お運びいただきまして、誠にありがとうございます。本日は

明治１５０年と日本の近代海軍建設と題して、４０分ほどお付き合い頂きます。 

さて、「海軍」、日頃の生活の中で、頻繁ではないにしても、時々耳にする言葉です。日本

海軍、アメリカ海軍、海軍基地、いろいろあります。ただ、じゃあ海軍って何だとなると、

あまり具体的な定義というものを考えないで漠然としたイメージで口にすることの方が多

いかと思います。まず本題に入る前に、その定義について確認しておきます。 

海軍とは何か、安全保障論における最大公約数的な定義は、「海洋、河川、湖沼の水上及

び水中に展開する軍事力」です。この中には、水上艦艇、潜水艦、艦載機などだけではなく、

これに関連する陸上や宇宙空間の基地や、ミサイルなども含まれますが、紀元前４８０年、

サラミスの海戦を戦ったギリシャ艦隊から、現代の海上自衛隊まで全てをひっくるめた、非

常に幅広い概念です。 

では本日の主題、近代海軍となるとどうなるでしょうか。例えば、かつて瀬戸内海で活躍



した毛利水軍がここ呉に係留されている護衛艦に乗り組んだら、それは近代海軍になるの

でしょうか。そうはなりません。それはあくまで「近代的な兵器を装備した水軍」でしかあ

りません。 

２０世紀に活躍したイギリスの海軍史研究者マイケル・ルイスは、近代海軍の定義を次の

ように定義しております。「近代海軍とは、海軍のうち‘permanent’, ‘national’, 

‘maritime’, ‘fighting’, ‘force’ の５要素を具備したもの」すなわち「国家の所有に

属した恒久的な組織で、国家の支出により維持される、海上を活動の舞台とする軍事力」こ

れを近代海軍としました。 

では日本に近代海軍が誕生したのはいつになるでしょうか？日本人のイメージのほとん

どを占めているのが、今からちょうど１５０年前の明治維新を起点とする、一連の海軍建設

です。 

しかし、ここで我々は１つの問題点にぶつかることになります。一流の近代海軍をゼロか

ら作り上げるまでにはざっと１００年かかると言われています。スクリーンは、２０世紀初

頭まで世界一の海軍国だったイギリス、２０世紀半ばから現在まで世界一の海軍国であり

続けているアメリカ、そして日本、それぞれの海軍の発展段階をごく大雑把に示したもので

す。イギリスが世界に冠たる海軍国として名を馳せたのは１９世紀初頭のナポレオン戦争

ですが、近代海軍の誕生はそれから１５０年ほど遡った、１７世紀半ばとされています。

１８世紀末の独立戦争で誕生したアメリカ海軍がまずまずの活躍をはじめたのは、それか

ら１２０年ほど経った米西戦争あたりからです。 

 では日本はどうでしょうか。仮に明治維新から起算すると、海軍誕生から２６年後に日清

戦争、３６年後に日露戦争を迎えます。産業革命で近代化のスピードが格段に増した１９世

紀以降でも、これはあまりに早すぎるわけです。まず人材養成が追い付きません。 

そこで、日本の近代海軍というものを考える上で明治維新以前に目を向ける必要が出て

くるわけです。今日は日本の近代海軍を題材に、明治維新史研究の永遠のテーマ「近世と近

代の連続と断絶」についてみてみたいと思います。 

 ただし、４０分で全てをお話しするには、余りに大きなテーマですので、本日は主に明治

維新前後の海軍建設、海軍とともに誕生した各地の軍港、そしてここ呉と海軍について見て

いきます。 

まず初めに、日本の海上軍事の歴史について確認します。 

古代日本人は日本の地理的特性から、軍事技術の発展と共にその軍事活動の場を水上、海



上へ広げていきました。記録上、最初の大規模な海戦となるのが６６３年の「白村江の戦い」

です。それから時代が下り、１２世紀末のいわゆる源平合戦では、「海賊衆」と呼ばれる海

上集団の動向が勝敗を決しました。海賊衆は戦国時代に入ると戦国大名の海上軍事力を担

う水軍となり、水軍がどちらの側につくかは、時として戦国大名の存亡を決しました。 

１６００年に江戸幕府が成立すると、水軍は船手と称されるようになり、幕府の船手は、

徐々に海賊衆が独立性を保ったまま幕府の海上軍事力を担う形から、幕府の直轄軍団へと

変わっていきます。つまり国家の所有と支出、永続的な組織という要素が揃うわけですが、

これを近代海軍と呼ぶにはやはり無理があります。たとえ船手がその人員や制度で蒸気船

を運用したとしても、それはやはり洋式化された水軍でしかないわけです。 

時代は下って１８世紀末以降、度重なる外国船の来航によって、海岸の防備体制に関する

議論、いわゆる「海防論」が盛んになり、海上軍事力の強化が緩やかに取り組まれていきま

すが、その成果が十分なものになる前に、日本は１８５３年のペリー来航を迎えます。幕府

はこれをもって近代的な海軍組織の創設に踏み切り、ペリー来航から２年後となる１８５５

年、ペルス・ライケン中佐を長とするオランダ海軍教官団が来日し、長崎で日本初の近代海

軍教育が始まります。長崎海軍伝習と呼ばれるこの教育の特徴の１つは、幕臣だけでなく諸

藩の家臣にもその門戸が開かれたことです。長崎海軍伝習は江戸の軍艦操練所開設により、

１８５９年に終了しますが、ここで学んだ学生達が、勝海舟ら海軍第１世代を構成していき

ます。 

海軍創設から５年、１８６０年に幕府は史上初となる軍艦の海外派遣に踏み切ります。日

米修好通商条約批准のため、ワシントンに派遣される外交使節団の護衛として選ばれたの

が咸臨丸です。咸臨丸は１８５７年にオランダから購入された蒸気軍艦で、参考までに、現

在海上自衛隊最大の船である「いずも」型護衛艦と比較すると、排水量で約３０分の１、長

さで約５分の１という大きさです。この時に咸臨丸が経験した浦賀～サンフランシスコ間

の航海は、日本海軍が初めて経験した外洋航海となりました。海軍創設から５年で太平洋横

断航海を成し遂げた日本人に、全米が驚愕し、咸臨丸一行は各地で大歓迎を受けます。 

咸臨丸航海の成功は日本の政治指導層に蒸気船の有用性を認識させ、日本の海軍は訓練

の組織から実動の組織へと転換していきます。特に幕府海軍は、輸送、警備、測量、捜索・

救難などの実動任務に相次いで投入され、保有する艦船は常にフル稼働状態にありました。

海軍の三大機能の１つに、パワー・プロジェクション、「戦力の投射」というものがありま

すが、高い機動性を活かした輸送任務は、日本の交通事情を一変させます。当時、幕府の軍



艦は品川～兵庫間を最短３日間で移動しています。同じころ、将軍徳川家茂が江戸～大坂間

を陸路で３７日間かけて移動していることを考えると、蒸気船の導入はまさに日本に交通

革命をもたらしたと言えます。 

海軍の建設によって新たに必要となったのが、建造・修理のための設備と蒸気船に石炭を

供給するためのシステムです。 

日本は洋式帆船の時代をすっ飛ばして蒸気海軍をスタートさせましたから、蒸気機関を

整備するための設備と、ドックのような船体を整備するための施設、この二つを同時に作ら

なければなりませんでした。日本に蒸気船が導入された当初は、浦賀港の一画を締め切りに

して、一時的に水を抜き船体を整備するという方法がとられましたが、本格的な施設の必要

性は明らかであり、１８６１年に長崎製鉄所が、６５年に横須賀製鉄所が設置されています。 

石炭はと言いますと、日本は陸上の蒸気機関車が普及する前に蒸気船を導入するという、

やや特異な産業の近代化を遂げましたので、海軍建設と同時並行で、石炭供給システムを構

築しなければなりませんでした。当時全国各地で、商業ベースで石炭の採掘が行われており、

長崎では外国船からの需要に応える形で石炭が販売されていました。幕府も兵庫に石炭会

所を設けて、石炭の一元的管理に乗り出しますが、既に各地で商業ルートが確立されていた

こともあり、実際には請負商人からの供給に依存し続けることになります。 

さて、１８６０年代後半になると政治情勢は一気に流動化し、１８６５年の幕長戦争、

６８年から６９年にかけての戊辰戦争と、日本は内戦期を迎えます。幕府や諸藩が建設した

海軍もこの内戦に投入され、スクリーンに示すような海戦が戦われています。 

この内戦は１８６９年６月、箱館の五稜郭陥落により終結しますが、この内戦を生き延び

た海軍の将兵、艦船、施設の多くは明治海軍へと移っていきます。どうやら滅びゆく幕府で

近代化を担っていた者の幾人かは、初めからこのことを意識していたようです。 

横須賀製鉄所の建設を推し進めた幕府の勘定奉行小栗忠順は、完成した建屋を見て、信頼

する部下、栗本瀬兵衛へ「瀬兵衛殿、これにて土蔵附きの売家となり申した」と語ったと、

のちにジャーナリストとして活躍する瀬兵衛、栗本鋤雲が書き残しています。小栗は幕府の

滅亡を予見しながらも、近代化を進められるだけ進めて、次の時代へ引き継いでいくという

明確な意識を持っていたようです。 

１８６８年の王政復古以来、新政府の組織は目まぐるしく変わっていきますが、軍事行政

の面では、軍務官、兵部省を経て、１８７３年には海軍省が誕生しています。その２年後に

は横浜に東海鎮守府が置かれます。この時、西日本の海軍の要として西海鎮守府の設置も決



められますが、これは計画のみで、恐らくは経済上の理由で実施には至りませんでした。 

明治政府の海軍が幕府と諸藩の寄り合い所帯でスタートしたことは先程述べましたが、

ここで興味深いデータを２点提示したいと思います。【表１・２】はそれぞれ海軍草創期の

艦船・人員について示したものです。 

幕府からの接収艦と諸藩からの献上艦から成る計７隻からスタートした明治海軍ですが、

このうち軍艦の全てを含む５隻が幕府海軍から接収されています。 

次に海軍省が誕生した年の職員の出身藩比率を見てみますと、職員約６００名のうち、

最も多いのが旧幕府出身者で全体の約３割を占めています。第２位につけている薩摩藩の

１５％弱、長州藩、佐賀藩の５％台を大きく引き離しています。明治の海軍というものを考

える時、私達はしばしば「薩摩の海軍」というイメージに囚われがちですが、少なくとも草

創期は主要ポストを薩摩藩出身者が押さえつつ、佐官、尉官級で幕府海軍出身者が実務レベ

ルで海軍建設を担うという現象が見られました。 

明治政府の多くの行政部門がそうであったように、海軍もまた、俗な言い方をすれば幕府

海軍の「居抜き」でスタートしたと言えます。 

さて、ここからは幅広い海軍の歴史の中でも、海軍と軍港という面を中心に駆け足でお話

をしていきます。 

１８７３年に日本海軍初の拠点として横浜に東海鎮守府が置かれたことは既に述べまし

たが、８４年には鎮守府は横須賀へ移転し、以来、横須賀は現在に至るまで日本における海

上防衛力の一大拠点であり続けます。 

東海鎮守府の横須賀移転から２年後に制定された海軍条例では、日本の海域を５つの管

区に分け、各地に鎮守府を置くことになりました。１８８９年に呉と佐世保に、１９０１年

には舞鶴に鎮守府が置かれています。なお、当初は北海道にも鎮守府を置く予定でしたが、

これまた恐らくは財政上の理由で断念され、大湊に水雷団を置くという形で折り合いが付

けられています。 

鎮守府が置かれ、艦隊が配備されれば、当然そこには造修施設を始めとする基地機能が必

要となってきます。スクリーンに示すように、順を追って各地に海軍工廠が整備され、そこ

に全国から工員が集まり、彼らを顧客とする商業が生まれ、鎮守府が置かれた各都市は軍港

都市として発展を始めます。 

なお、幕府が設置した長崎と横須賀の製鉄所のうち、長崎製鉄所は三菱に払い下げられ、

三菱重工長崎造船所として現在でも操業しています。一方、横須賀製鉄所はその後も長く日



本海軍の造修機能の一翼を担い続けていきます。横須賀製鉄所の建設を推進した小栗忠順

は維新の動乱の中、非業の死を遂げますが、彼の事業はその死後、見事に花開いたと言えま

しょう。 

では次に呉について見ていきましょう。 

１７世紀末に宮原村の町方として設けられたのが、呉の成り立ちで、製網業、すなわち網

づくりが産業として行われていたようです。この頃の呉は、人口約７００人程度の町だった

と言われています。 

鰆、鰯等を中心とする漁業と、製網業の町だった呉が大きく変わるのが、１８８０年代で

す。太平洋東側の備え、東海鎮守府の対をなす、西側の備えとして西海鎮守府の設置が計画

され、根拠地として三方を海峡、水道に囲まれ、比較的安全と考えられていた瀬戸内海に置

くことが決められ、１８８３年に候補地選定のため三原沖から徳山沖にかけて海岸調査が

行われます。 

三原は河口に堆積する砂が軍港に不適と判断され、呉と江田島の２カ所に候補地が絞ら

れ、更に江田島は交通に不便であるという理由から、最終的に呉への鎮守府設置が決められ、

３年間の工事を経て１８８９年に呉鎮守府が開庁します。軍港建設のために全国から職工

が集まり、彼らを相手とする商業が生まれ、呉は大正末期には人口約１５万人、戦時中には

約４０万人と、急速に発展していきます。 

また、先ほど見たとおり、１９０３年に呉海軍工廠が完成します。各地に置かれた海軍工

廠の中でも「帝国海軍第一ノ製造所」と称された呉海軍工廠は、唯一製鋼部、すなわち鋼鉄

を製造する部門を持っていました。 

１９０７年の巡洋艦「筑波」建造を皮切りに、戦艦「安芸」、「扶桑」、「長門」、「大和」、

空母「赤城」、「蒼龍」など、海軍を支えた主力艦の多くがこの呉海軍工廠で建造されていま

す。 

一方１９２２年、過熱する各国の海軍拡張競争を抑制するためにワシントン海軍軍縮条

約が調印され、さらに１９３０年にはロンドン海軍軍縮条約が調印され、国際社会は「海軍

の休日」と呼ばれる時代を迎えます。これを受けて日本でも軍艦の廃艦、建造中止などが行

われ、各地の海軍工廠でも行政整理が行われています。 

呉海軍工廠では約２万３千人の職工のうち、７千人が解雇され、呉市にとっても大きな経

済的打撃となりました。先年大きな反響を呼びましたここ呉を舞台とする作品、「この世界

の片隅に」主人公すずの舅円太郎はロンドン海軍軍縮条約により、呉海軍工廠を一時解雇さ



れていたという設定になっています。このように、軍港都市の盛衰は、常に国際情勢の動き

と密接に連動していました。海軍によって急速な発展を遂げた呉市ですが、海軍に従属した

都市形成には、独自の経済活動が制限されるという側面もありました。 

さて、ここでちょっと話題を変えてみたいと思います。 

日本海軍と切っても切れない食事と言えば、まずカレーが挙げられようかと思います。 

呉、佐世保、横須賀、舞鶴、大湊、どこに行っても海軍カレーの看板を掲げた店を見ること

ができます。 

殊にここ呉では、海上自衛隊各艦艇のレシピを忠実に再現して頂き、各店舗で海自カレー

ラリーを実施して頂いているところです。改めまして、呉の皆様の御協力に感謝する次第で

す。 

このカレー、明治時代に脚気対策として考案されたことは皆さんも御存じのとおりです。

明治以降、白米食の浸透と副菜の貧しさから、ビタミンＢ１不足を原因とする脚気は日本人

の国民病となっていました。海軍では、兵食、すなわち兵隊に食べさせる食事の改良に乗り

出し、イギリス海軍で食べられていたカレーシチューに注目をします。これを船の上で波の

動揺でも食べられるようにトロみを付け、ご飯に絡めて食べる、お馴染みのカレーライスが

日本の食文化にもたらされた。これがカレーにまつわる物語して広く語られている話では

ないかと思います。 

海軍カレーを巡っては、その発祥の地を巡って旧軍港４市で議論が尽きないところです

が、異文化交流史の研究家、白石広子さんの御研究によりますと、１８５７年から６２年に

かけて、オランダ海軍教官団の１人として来日した海軍軍医ポンペ・ファン・メーデルフォ

ールトは本国に当てた報告書の中で、長崎の出島でカレーソースに米と魚をそえたもの、す

なわちシーフードカレーを食べたと書き残しています。少なくとも江戸時代の終わりには、

長崎の出島でカレーが食べられていたことが確認できます。カレーにまつわる逸話として、

記憶の片隅に留めて頂ければ幸いです。 

さて、次に、呉に続いて江田島について見ていきたいと思います。 

江田島は中世までは厳島の衣料を担う島であるとともに、海賊の根拠地としても知られ

ました。江田島という地名もこれにちなんだものだと言われています。 

近世以降の江田島の歴史を見ていきますと、現在の江田島市の原型となる江田島村は、

１７世紀はじめに形成されています。１８世紀の初めごろは、人口約８００人程度だった江

田島は、呉同様海軍によってその姿を大きく変えていきます。 



既に述べたとおり、西海鎮守府は呉に置かれることになりますが、江田島には別の役割が

与えられることになります。ここで登場するのが一人のフランス人技師です。ルイ・エミー

ル・ヴェルタン、フランス海軍屈指の俊才として知られた技師で、１８８６年に来日します。

それから帰国までの４年間に２９隻の軍艦を設計し、日本海軍の建設に大きく貢献した人

物ですが、このヴェルタン、来日早々に呉・江田島を巡視し、江田島を呉鎮守府の補助軍港

として整備するべきであるという具申をしています。 

時を同じくして、東京築地に置かれていた海軍兵学校が江田島に移転することとなりま

す。スクリーンに示しますのは海軍大臣西郷従道から総理大臣伊藤博文へ、海軍兵学校移転

取調委員設置の許可を求めた文書です。１８８８年に移転工事は完了し、現在まで続く海軍

教育の地としての江田島の歴史が始まります。 

この海軍兵学校移転に関して、兵学校施設の研究をされている江田島市文化財保護委員

長の宇根川進さんは、庁舎が学校施設としてはあまりにも堅牢・豪華であることから、江田

島の海軍施設の主たる目的は、少なくとも当初は分艦隊庁舎として計画されたのではない

かと考察されています。これを明確に示す史料はないものの、非常に興味深い仮説として御

紹介しておきます。 

いずれにしても、兵学校移転により江田島村は大きく姿を変え、１９世紀初頭には約

３千４００人だった人口は、１８８７年には約１万人に達しています。また、水道、港湾の

整備が行われ、江田島もまた海軍の街として発展していきます。 

さて、最後のトピックとして、戦後の軍港都市、呉と海上自衛隊、そして日本遺産につい

て簡単に御紹介をしていきます。 

１９４５年の敗戦により日本海軍は解体され、海軍省は復員業務を主任務とする第二復

員省、さらに陸軍省から改編された第一復員省との統合を経て、４８年には厚生省復員局へ

と縮小されます。 

呉の海軍も４５年１０月に海軍工廠が、１１月に鎮守府が廃止され、復員業務と機雷掃海

業務を残して呉の海軍も解体されます。海軍と軍港都市の関係全体で見れば、海軍の解体に

より主要産業を失った各軍港都市は経済的な危機に見舞われます。呉もその例外ではなく、

戦時中４０万人を数えた人口は、戦後の動乱の中で１９万人にまで減少し、特に技術者の失

業は５千人に達したといわれています。 

このように、終戦による海軍解体で打撃を受けた各軍港都市を、平和産業都市として復興

させるために、１９５０年に旧軍港市転換法が制定・施行されます。これは鎮守府が置かれ



た４市を対象とし、旧軍用資産を無料もしくは時価よりも安く払い下げることで、民需の発

展を促すというものです。 

呉ではこれに先立って播磨造船所が海軍工廠の設備を利用して沈没船舶の引き上げ、軍

艦の解体、商船の修理作業を始めており、また尼崎製鉄がスクラップの鋳鋼作業を開始して

いましたが、旧軍港市転換法はこれらに拍車を掛け、呉は造船の町として急速に発展してい

きます。 

その一方で１９５２年に保安庁警備隊が新編されますと、横須賀地方隊の所属部隊とし

て呉航路啓開隊が新編されます。更に１９５４年に自衛隊が発足すると、海上自衛隊５番目

の地方隊として呉地方隊が新編され、現在に至っています。 

 さて、本日のセミナーの主題とも関わってきますのが、日本遺産です。 

日本遺産とは、文化庁が２０１５年度に創設した制度で、有形・無形の文化財を織り込ん

で、その歴史や文化の特色をわかりやすく表現する「ストーリー」を認定するものです。旧

軍港４市が共同で申請したストーリー「鎮守府 横須賀・呉・佐世保・舞鶴～日本近代化の

躍動を体感できるまち～」が、２０１６年４月に日本遺産に登録され、４市が足並みを揃え

てその魅力の発信に努めているところです。 

このうち、ここ呉では旧鎮守府司令長官官舎をはじめとして、１７の史跡、史料群が日本

遺産を構成する文化財として指定されています。いずれも激動の時代を乗り越えて現在に

伝えられてきた歴史の生き証人でありますから、今後もより良い形で後世に伝えられてい

くことを願ってやみません。 

さて、私の持ち時間もそろそろ終わりとなります。本日のお話を一言で表すとすれば、日

本の海軍建設における近世と近代の連続性になります。 

今日、お越し頂いた皆さまの中には、もしかすると私の話の内容が予想されたものと違う

と思われた方もおられるかと思います。実は６月に舞鶴でこの話をした時、参加者の一人か

ら、「源平合戦の話をする時間があったら、もっと東郷元帥や秋山参謀の活躍について話し

て欲しかった」という御意見を頂きました。 

しかし、歴史研究者として皆様に最もお伝えしたいことは、明治維新によって、ある日突

然近代日本が生まれた訳ではないということです。 

明治維新以降の１５０年だけを見ても、江戸時代から連続したもの、断絶したもの、様々

な要素が入り交じって、現在の日本の姿があります。 

理論と異なり、現実の歴史には０か１００かどちらかということはありません。それらを



１つ１つ丁寧に拾い上げ、人々が時代の転換点をどう生きていったか見つめることが、明治

維新に匹敵する時代の転換点を迎えている我々が、明治１５０年に学ぶべき点なのではな

いかと考えます。 

１８５０年代から始まった日本の近代海軍建設は、従来の海上軍事力とは似て非なるも

のを作るが故に、様々な摩擦、軋轢とともに進められていきました。例えば幕府海軍は創設

５年で太平洋横断航海を成し遂げた一方で、その運用能力の未熟さから１５年間で１０隻

の船を座礁などで沈めています。幕府で海軍建設に苦闘した士官・水夫達の多くは成功と失

敗の経験を携えて明治海軍に参画し、特に失敗の経験は彼らが血であがなったノウハウと

して、明治海軍に継承され、明治期の海軍建設が比較的スムーズに進んだ前提条件となりま

した。 

こうした明治維新に先だつ人材養成の貯金、「海軍第 1 世代」の形成は、その後の日本海

軍形成に如何なるアドバンテージをもたらしたのでしょうか。一例として、【表３】に示す

日清戦争における両海軍首脳部の陣容を見てみます。 

日本海軍は樺山資紀、鮫島員規を除く４人が旧幕時代に海軍士官として、実戦を経験して

います。 

 一方、長崎海軍伝習開始から１１年後の１８６６年に海軍を創設した清国では、陸軍から

転向した丁汝昌を除く５人が海軍第１世代にあたりますが、司令官の丁を含め全員が、海軍

軍人としては日清戦争が初の実戦でした。 

 この１１年間のリードタイムは日清戦争における両海軍の人材養成の到達段階において

圧倒的な差となって表れます。 

もし日本の海軍建設が、本当に１８６８年の明治維新から始まっていたならば、逆に清国

につけられていた２年間の差は、容易に覆せるものではなかったはずです。 

そしてもう１つ、本日は旧軍港４市の日本遺産についても御紹介しました。 

これは日本海軍のレガシーを今に活かすというコンセプトから成り立っているものです。

私の専門に引き付けると、戦後長らく歴史研究の世界で軍事の分野が十分顧みられなかっ

たことから、各地の海軍史跡に関する実証研究は、まだまだ不十分な状況にあります。中に

は歴史学の検証を経ないまま、伝承・伝説の類が海軍と地域の歴史として活字になっている

例も見られます。この現状は、歴史学は勿論、地域の振興を目的とする日本遺産の精神にも

適うものではありません。 

実は昨年縁あって、日本遺産にも指定されている、舞鶴の旧海軍機関学校庁舎が建築史上



どのような意義を持つのか、１級建築士の同僚と一緒に調査をする機会がありました。その

成果物は本日お配りした資料の参考文献の中に示してあるＵＲＬで公開しておりますので、

お時間のあるときに是非御覧いただきたいのですが、こうした地味な実証研究によって、日

本遺産というものを側面から支援していければと思っております。 

最後に、現代を生きる私達、明治維新に匹敵する時代の転換点を生きる私達が歴史から何

を学ぶべきなのか、私が歴史を研究する際に座右の銘としている松尾芭蕉の言葉を御紹介

してお話を終わりたいと思います。 

「古人の跡を求めず、古人の求めたるところを求めよ」 

長らくの御清聴、誠にありがとうございました。 

 

【司会者】 

どうもありがとうございました。 

ここで会場の皆さまからご質問をお受けしたいと思います。御質問のある方、係員がマイ

クをお持ちしますので挙手の方をお願いいたします。 

 

【質問者】 

タイミング的に、今の時期にこういうセミナーということで時期を得た大変良い企画だ

ったと思っておりますが、海軍を語るについては、日本海軍、帝国海軍は最初から、列強の

外圧に対抗するという専守防衛の戦略から出たものだと思いますが、イギリスとかアメリ

カ、フランス等の海軍と比べて少し特殊な成り立ちをしている。イギリスでは通商、シーレ

ーンを守るというようなところから特に外交についても少し関与するような経緯を経なが

ら発展していった。そういう意味で日本海軍というのはイギリス、フランスと、アメリカ等

を含めそういう海軍とは違うという気がしているのですが、その辺りについては日本の海

軍を語るにおいて、少し今海上自衛隊の役目も違ってきておりますので、そうした点も含め

て話していただきたいと思いました。 

 

【金澤３佐】 

ありがとうございます。 

今お話のあった通りです。イギリスやアメリカというものの海軍の歴史、これは海上交通

の保護というのが非常に大きな役目でありました。 



今でも海軍の３大機能の１つというものに海上交通の保護というものが挙げられます。

ちなみにもう１つが、先程申し上げましたパワー・プロジェクション、もう１つが海軍外交、

これが古代から現代まで続く海軍の３大機能といわれています。 

そしてこの海上交通の保護でありますが、皆さまよく御存じのアメリカの海洋戦略家ア

ルフレッド・マハンは「海上交通というものが無くなれば、海軍というものも消滅するので

ある」というような極論までしております。イギリスを例にとってみれば、パクス・ブリタ

ニカと呼ばれるイギリスが最も輝いた栄光の時代、７つの海を制した時代、この時代の海軍

の最も重要な任務が海賊対策でした。 

数百年を経て今でも海軍の重要な任務として海賊対策が挙げられ、実は私の仲間も今ア

フリカのアデン湾で海賊対策に従事しております。 

アメリカについても、イギリスから独立した後は海上交通、そして後にアメリカが植民地

を持つに至りますと、特に海上交通の保護という任務がアメリカにとって重要になってき

ます。そのために、先程のアルフレッド・マハンは「戦艦よりも快速、小型、安価な巡洋艦

のようなものを沢山造るべきだ」というような意見も言っております。 

日本についてはやや特異な海軍の発展段階を遂げます。冒頭述べましたように海防、海岸

防備のための軍事力として生まれたのが日本の海軍です。これは、当初台場と呼ばれる陸上

砲台が日本の海岸防備のためのプラットホームとして造られるわけですが、幕末の頃非常

に面白いことが言われています。陸上の台場は死物、軍艦の銃砲は生き物。つまり、機動性

を持った軍艦が無ければ、海岸線を守ることはできないという点から日本の海軍建設は始

まりました。それが１８５０年代です。 

それが大きく変わっていきますのが、今日はお話しすることができませんでした日清・日

露戦争以降の話になってきます。日本が海外に経済的な、死活的な利益というものを持った

以降の話になります。それは戦前もそして現在も全く変わらない、もしかしますとグローバ

リゼーション、高度に相互依存が進んだ現代においては、我々海上自衛隊にとっては最も重

要な任務であると言えるかも知れません。 

 

【司会】 

それでは、第２部に入らせていただきます。 

第２部は、広島国際大学 千田 武志 客員教授から御講演をいただきます。千田客員教

授は、呉市市史編纂室長、広島国際大学教授などを歴任され、現在同大学の客員教授として



日本近代史、特に海軍工廠史、経済史、医療史の研究者として御活躍をされております。今

年の２月には、『呉海軍工廠の形成』を発刊され、本日は「戦艦「大和」の原点をたずねて

－明治期の海軍と呉海軍工廠の形成－」と題され、本書の内容についてお話をいただきます。 

それでは、千田客員教授よろしくお願いいたします。 

 

【講演】 

「戦艦「大和」の原点をたずねて－明治期の海軍と呉海軍工廠の形成－」 

広島国際大学 客員教授 千田 武志 

 

皆さん、こんにちは。クリスマスという日にわざわざお運びいただきまして、ありがとう

ございます。前の金澤先生が海軍全般のことをお話しされたということで、私の方は呉海軍

工廠の話をさせていただきます。ただし呉といえば「大和」ということで、導入部分といた

しまして「大和」にちょっと触れることにします。 

「大和」ですが皆さんご存じのように、ちょうど日中戦争が開始された直後に起工いたし

まして、できあがったのが太平洋戦争開戦直後ということになっております。正に太平洋戦

争に向けて、できあがった戦艦ということになるかと思います。６万９１００トンというこ

とで、これは未だに世界一の排水量を誇る戦艦ということになっております。 

この戦艦のすごいところは、１８インチという世界で類を見ない大砲が搭載されていた

ということになります。正に世界最大の戦艦なわけですが、まあ残念ながらといいますか、

当たり前といいますか、この大きな戦艦が見えないところの敵に撃っても、相手も動くし全

然戦果を上げられなかったというようなことで、世界の三大無駄と言われたりしておりま

す。また一方では、この技術の結晶として戦後の復興や高度経済成長の礎になったという評

価もあります。 

どちらも事実を捉えているわけですが、未だに「大和」が語り継がれるのは、ここに物語

性がたくさん含まれているということではないかと思います。威厳があるとか、美しいとか、

尊い若い命が失われてしまったという悲しみとか、「大和」と言えば戦争にともなうあらゆ

る視点、あらゆる物語がここに含まれているということで、ずっと語り継がれてきたのだと

思います。 

これが日本人特有かといいますと、違った感覚で世界の人達も考えているということが

わかりました。大和ミュージアムの計画に携わっていた平成８年、私は大和ミュージアムに



必要な旧日本海軍の兵器類を貸して欲しいと、本当は返して欲しいということなのですが、

そういう使命を帯びてアメリカへ行ったわけですが、空港に到着した途端にそのバッグを

開けるようにいわれ、それだけではすまずおみやげ品の包装紙までとらされた。大変なこと

になったと心配になったのですが、なかから「大和」の模型が出てきた途端に、「ヤマト」、

「ヤマト」と目を輝かせ、こんなきっちり包装してきたのに開けさせてしまってごめんとい

うようなことをいわれ、色々な質問を受けて包装を手伝ってくれました。それ後にいろいろ

な博物館を巡り協力をお願いした訳ですが、私の住んでいる呉で「大和」は建造され、その

呉に博物館を設立するということで話が弾みました。この時に、「大和」の発信力を実感し

た訳ですが、今でも、もし呉市海事歴史科学館に「大和ミュージアム」という愛称がなかっ

たならば、開館後の人気は出なかったのではないかと思っております。 

今日は、「戦艦『大和』の原点をたずねて」ということで、「明治期の呉海軍と呉海軍工廠

の形成」について、この２月に出版しました『呉海軍工廠の形成』に沿って、その一端をお

話したいと思います。まずこの本を書いた目的について、取り上げたいと思います。それは

第一に、呉工廠の形成過程を徹底的に実証してみたいということです。第二番目は、呉海軍

工廠はどんな目的を持って計画されたのか、そしてそれはどういう結果となったのかとい

うことを明らかにしたい。三番目は、そういう目的実現のために海軍が採用した方策、どん

な方法でそれを実現したのかということを考えてみたい。四番目は、この呉海軍工廠の形成

の実態を通じて、海軍の兵器の国産化の基本的道筋を提示することを目指しております。 

対象時期は、狭い意味では第二海軍区鎮守府の位置に呉港が決定した明治１９年から、呉

工廠が設立した３６年までとなっております。ただし広い意味では、鎮守府設立が問題とな

った明治９年から、日本最初の主力艦の「筑波」（１万３７５０トン）が竣工した４０年ま

でということになります。先程お話ししました「大和」は、日本最初の主力艦「筑波」が呉

で建造されたことをもって、必然化されていたことになります。ではなぜ横須賀海軍工廠よ

り２０年以上遅れて出発した呉海軍工廠で、日本最初の主力艦が建造されたのか、この問へ

の解答を求めて『呉海軍工廠の形成』を書いたといえる問題であり、最後に言及したいと思

います。 

先程、「大和」は物語性を含んでおるという話をしたのですが、歴史というものは人類の

最初の物語ではないかなと思います。ただし、その物語は実証、史料に基づく物語でなくて

はいけない。そうした前提の上で、次に『呉海軍工廠の形成』の分析方法をお話しします。

その基本となるのは、多くの研究のように仮説を立てそれを実証するのではなく、仮説を置



かず、原則として全計画、組織と人事（係長以上）、施設の設備の整備（５０００円以上）、

そして兵器の生産（全艦艇、兵器の場合は最初の型）を全部取り上げることを目指しました。

仮説に該当する事柄だけがなぜ取り上げる価値があるのか、仮説に沿った問題のみを対象

にしたことによる思い違いが発生するのではないかという疑問をぬぐいさることができな

かったのです。それ故に、多くの時間を要し不明なことがあると行き詰まった訳ですが、あ

る時から今もっている資料でわかるところから書き出すことにしました。その結果、その時

点で不明だったことが５年後の資料や、他の分野の資料によってわかるようになるなど、ま

たそうしたなかでどんな資料を見ればよいかということが理解できるようになりました。

またこうした方法を採用したことにより、思わぬ人間、思わぬ機械がこの兵器の開発に役立

っていたのではないかというようなことが理解できるようになりました。 

このように本書は、実証に重きをおいていますが、実証に意義付けと物語性を与えるため

にはやはり、分析視角というものが必要になります。私はそれを、共同研究者が提唱した兵

器の取引から兵器の拡散と技術移転に着目した「武器移転論」を使用することはできないか

と考えました。ただしそこには、そこには兵器生産をふくむ呉海軍工廠の形成過程を分析す

る概念となり得るのかという疑問がありました。そのことを１０年ほど考えて、兵器生産に

利用できる視角を作らなければということで、兵器生産に発展的に適用した、「武器移転的

視角」というものを自分なりに考え出したわけです。 

その「武器移転的視角」というものを簡単に申しますと、出発点として艦艇などの兵器の

保有や海軍工廠などの施設の整備を決定する軍備拡張計画を置き、次に海外の兵器製造会

社への発注と受注会社への技術者の派遣および技術の習得へと続き、そして派遣された技

術者の指導のもと、購入兵器の改造と修理によって技術の普及をはかり、先導的な海軍工廠

（最初は横須賀工廠）において同じ型の兵器を生産することになります。さらにそこで経験

を積んだ技術者の他の海軍工廠への転勤や民間会社の指導によって同型の兵器を製造する。

私はこれを「武器移転的視角」と名付け、分析視角として採用しました。 

最初の軍備拡張計画ですが、時間がないので呉海軍工廠の形成に関係しているところだ

けを取り上げます。明治１４年の第４回軍備拡張計画の策定において、赤松則良主船局長は

川村純義海軍卿に、艦艇の国産化が必要なこと、そのためには横須賀造船所の他に新しく防

御に最適な西部に海軍一の造船所を設立しなければならないことを建言します。この背景

には、日本の国力を考えた場合、海防艦や水雷艇の保有にとどめ沿岸防備に徹するべきであ

り、そのためには攻められても防備の堅い場所で新しい艦艇を建造し、補給が伸びた先進国



の艦隊を追い出すという、正に専守防衛論というべき戦略構想があったといわれておりま

す。なお川村海軍卿は、第二鎮守府（造船所）の位置として呉村を候補としてあげておりま

すが、呉村は実際にはありませんので、その後は呉港とか、呉浦と表記されるようになる訳

です。 

明治１６年から１８年にかけて、こうした海防艦隊にとどめるべきであるという主船局

案と、甲鉄艦（戦艦）を中心とする外洋艦隊を整備すべきであるという軍事部案が対立し、

論戦が続けられます。しかしながら決着が付かないため、１８年の第６回軍備拡張計画は、

二つの案を併置することになります。その後、内閣制が導入され最初の海軍大臣に就任した

西郷従道は、第６回軍備拡張計画において閣議で承認されたのは軍事部案であると主張す

るとともに、中枢部に軍事部系で固めた人事を断行します。そして将来は戦艦を購入し、国

内で戦艦を建造することを最大の目的とし、軍備拡張計画で段階的に要求を獲得し、とうと

う２６年２月の衆議院本会議で詔勅という方法によって、戦艦２隻などの保有が決定する

ことになります。 

時間がありませんので、軍備拡張計画についてはこのくらいにしまして、呉海軍工廠の形

成に関する計画に移ります。最初に基本となる呉鎮守府設立計画をみますと、調査の結果、

呉鎮守府を設立するには１０００万円以上が必要だということがわかります。ところが、政

府から割り当てられた特別費は１６６万円に過ぎません。そこで海軍は、３期（８年以上）・

１３８２万円以上という理想的な計画を作成します。この計画によると、１期計画は３カ年

に１６２万円の予算で狭い意味の鎮守府、造船部の一部、（用地整備、第一ドックの一部）

を建設、２期計画で５カ年間に９１３万円の予算で狭義の鎮守府を完成させ、２船渠・３船

台を建設し、巡洋艦を建造できる施設を造ることを考えたわけです。また３期計画は、期間

は未定で３０８万円以上の予算によって、３船渠・３船台を建設し、戦艦ができる施設を造

ることになっております。 

これを見ますと海軍は、長期的な展望のもと理想的な計画を作成し、それを実現するため

与えられた予算を受け入れそれを第１期計画とし、第２期計画、第３期計画と段階的、漸進

的に事業を推進していく方法となっていることがわかります。このように与えられた予算

を受入れ事業に着手し、途中で事業が打ち切られないように、第１船渠費が３９万円かかる

とすれば、その内１期計画に６万円だけを計上し工事を途中まで進め、それが打ち切られな

いように第２期計画に３３万円の予算を計上する計画を作り、それを実行していく。こうい

うやり方を採用していた訳です。 



こうした苦心にもかかわらず、呉鎮守府設立計画の２期計画予算は計画通りには認めら

れず、海軍は新たに呉鎮守府設立２期計画を継承した造船部８カ年計画を策定し、２１６万

円の予算で２船渠・３船台を建設して、一等巡洋艦の建造を目的とすることになりました。

そして明治２３年２月、呉鎮守府設立計画にはなかった２５３万円の予算で防備の堅い呉

軍港に理想的な造船所に隣接して新たな兵器製造所を設立するという１３カ年計画が承認

されることになります。この計画では、巡洋艦搭載用の２４センチ以下の大砲、速射砲、魚

雷などと兵器用素材の特殊鋼を製造し呉だけでなく他の工廠にも供給するという中央兵器

工廠を設立することになっておりました。 

造兵部門では、明治３２年に４カ年間に１１１万円の予算で、当時の世界最大にして戦艦

用の１２インチ砲とそれ以下の兵器、さらにその素材である特殊鋼を製造することを目指

す第１期呉造兵廠拡張が決定されました。そして３３年には５年間に６２９万円で甲鉄板

の製造を目指す第２期呉造兵廠拡張計画を作成し、第１５回帝国議会に上程しました。しか

しながらこの計画は貴族院で否決され、そのため海軍は、官営製鉄所作業開始式に出席した

帝国議会議員などを呉造兵廠観覧会に招待するなどの種々の議会対策を実施、５年間を４

年間に短縮し、その他の内容は同じ計画案を第１６議会に提出し協賛を得ることになりま

す。 

こうして呉工廠は、横須賀と同規模の造船部門と海軍随一の造兵部門、唯一の製鋼部門を

有する海軍一の兵器製造所を目指すことになります。そしてこれらの計画が目睫となった明

治３６年を期してこうした部門を統一的に運営するために呉海軍工廠が設立されることにな

ります。試みに当時の職工数をみますと横須賀工廠の６５５１名（造船部・造機部５５５４

名、造兵部９９７名）に対し、呉工廠は１万２８４７名（造船部・造兵部４８４４名、造兵

部６０９５名、製鋼部１９０８名）と、呉は横須賀の約２倍の職工を有しています。 

それでは次の、兵器の海外への発注と技術移転に移ります。最初に、小型の甲鉄艦「扶桑」

（３７１７トン）、鉄骨木皮の装甲コルヴェットの「金剛」と「比叡」（ともに２２８４トン）

の３艦をイギリスに発注した例をみることにします。これらの３艦は、明治８年に起工、

１０年に進水、１１年に竣工しますが、４年に海軍兵学寮を卒業した留学生のうち４名が、

最後の３年間を工場で実習させてもらったわけです。これが本格的な兵器を海外の兵器製

造会社に発注し、技術を習得させてもらうという形の初めだろうと思います。 

やがてそういう例が多くみられるようになるわけですが、時間の関係もあり戦艦の発注

と技術を習得に移ります。すでに述べましたように海軍は、明治２６年に戦艦２隻、のちの



「富士」（１万２５３３トン）と「八島」（１万２５１７トン）を発注したわけですが、この

「八島」をアームストロング社へ発注すると、その時に帝国大学を出て海軍技術学生として

３年間の留学していた目良恒が、これまでは巡洋艦の建造技術しか習得していないのでさ

らに３年間の延期をして戦艦の建造技術を習得することを希望して認められています。 

これ以降、兵器の発注と技術の習得に移ります。まず１２センチ速射砲の導入についてみ

ますと、明治２１年１１月９日の兵器会議において、当初の１２センチ通常砲に変えて新艦

艇のすべてに１２センチ速射砲を搭載することが決定され、フランス駐在の富岡定恭少佐

とオーストリア駐在の山内万寿治大尉が調査することになります。みなさんがご存知のよ

うに山内大尉は、のちに海軍一となる呉海軍工廠の形成において中心的人物となるわけで

すが、若き日にこうした任務を受け、大きな成果をあげております。山内は最初にフランス

の兵器製造会社を訪問しますが未だ開発途上ということで、次にドイツのクルップ社に行

ったら門前払いを食った。最後の望みを託してイギリスのアームストロング社を訪ねると、

アームストロングと並ぶ実力者のノウブルの出迎えを受け、よく来たと、あなたが欲しい技

術は全部教えてやると、製造過程や実際に発射まで見せておらいます。それで、手を取って

自分もやらせてもらったと、非常に感激し報告書を送り、多くの艦艇にアームストロング社

製の１２センチ速射砲を搭載し、日清戦争で大きな成果を上げることになります。そしてア

ームストロング社と海軍、特に呉海軍工廠は密接な関係を持つことになります。 

話はつきないのですが、時間も迫っておりますので、戦艦の発注と造兵技術の習得につい

ては、戦艦「富士」と「八島」の発注に際して、造兵や製鋼の技師や技手に加え多くの職工

をアームストロング社などに派遣して、造兵・製鋼技術を習得したことを述べるにとどめさ

せていただきます。 

最後に、呉海軍工廠形成の成果と課題に移ることにします。その際、最初にお話ししまし

たように、なぜ日本最初の主力艦の装甲巡洋艦の「筑波」と姉妹間の「生駒」が横須賀工廠

ではなくそれから２０年遅れて出発した呉海軍工廠で、日露戦争とその後の繁忙期に建造

し得たのかに焦点を絞り、お話ししたいと思います。その理由の第一は、長期的展望のもと、

防御に最適な呉に日本一の造船所に続き、その理想的な造船所に隣接して海軍随一の造兵

部門、さらに製鋼部門の設立を計画して、段階的にそれをすすめそれを実現したことがあげ

られます。 

第二の理由は、艦艇等の兵器の発注と受注先への技術者の派遣と技術の習得にあったと

思います。それまで日本最大の軍艦といえば巡洋艦、当時は海防艦と言っていたわけですが、



４２００トンの三景艦です。なぜそれが１万３０００トンの「筑波」が造れたのか。それは、

先程からお話ししておりますように、海軍にとっては兵器を海外から輸入するということ

は、造るということを意味している訳です。買うことを決めたら、その生産施設を建設する。

一方で、受注企業に技術者を派遣してそれを見て覚えてくる。だから戦艦を購入しないうち

は、戦艦建造の現場で体験することができないので、巡洋艦の技術しかない訳です。購入に

よって、はじめて本格的な技術移転が可能になるわけです。 

ここで巡洋艦までは、同型艦の購入から国内の先導的な海軍工廠で建造するまで３年か

ら５年でできていたものが、主力艦の場合、なぜ１０年以上も時間を要したのかという点に

触れておきたいと思います。その際、「筑波」と「生駒」には呉工廠製の機関、大砲、甲鉄

板が使用されていたことを思い出していただきたい。船を組み立てるのに技術がなかった

訳ではなくて、機関、大砲、甲鉄板と非常に技術を要するものを覚えてくるのにかかった時

間だということになります。とくに甲鉄板の製造は、困難を極めた。なお両艦は、日露戦争

で２隻の戦艦を失ったために急遽計画したというようなことが定説になっていますが、そ

んなものではないことを追加しておきます。海軍は、明治３２年頃には、３７年から呉工廠

で戦艦を建造する計画のもと、１２インチ砲、甲鉄板、船台の建設などをすすめていたので

あり、日露戦争で２戦艦を失いその代艦として「筑波」と「生駒」の建造が決定したのは事

実であるが、それができたのは戦前からの計画があって、その技術、施設というものを用意

されていたのだということを知ってほしいと思います。 

これまで「筑波」と「生駒」の建造を通じて、呉工廠の形成、ひいては海軍の成果を述べ

てきましたが、これ以降、課題といいますか、反省点を考えてみたいと思います。すでに述

べましたように、赤松主船局長は、海軍一の造船所として防備に最適な地を選んだ訳ですが、

そこには国力に見合った軍備として海防艦、水雷艇を中心とする沿岸防備という防衛戦略

があった。こうした点を考えると、貧しいなかで主力艦、後の巡洋戦艦と呼ばれる「筑波」

や「生駒」を同時に造るということは本当に必要だったのか。当時、先進国では、新型の戦

艦が建造され、潜水艦、航空機などの新兵器が登場していたことを考えると、その有効性に

も疑問があったように思います。 

私は『呉海軍工廠の形成』を執筆した目的として四つあげたわけですが、本当に希望して

いるのは、戦争をしないためにはどうしたらいいかということを考える一歩としたいとい

うことです。軍事史を研究するというのは、戦争するためにやっているのではなくて、戦争

しないためにはどういしたらいいのかということを考えることだと思っております。今日



は、中途半端な説明しかできませんでしたが、明治期の海軍には二つの道があった。海防艦

や水雷艇艦以下の艦艇によって沿岸防備に徹するか、やはりイギリスと同じように戦艦を

持つことを目指し、それで外洋で決戦するという考えでやるかという選択があったという

ことです。これは非常に選択が難しいことで、本気で歴史をやったら本当にどっちが正しい

なんて簡単に言えることではありませんが、二つの道があったと考える材料を提供するこ

とはできたのではないかということを提起して、私のお話をこれで終わらせていただきま

す。どうもありがとうございました。 

 

【司会】 

どうもありがとうございました。それでは会場の皆さんから御質問をお受けしたいと思

います。御質問のある方は手を挙げていただくと、係の者がマイクをお持ちいたします。よ

ろしくお願いいたします。 

 

【質問者】 

 質問させてもらいます。呉海軍工廠の形成というお話だったのですが、巡洋艦が２５４万、

戦艦が１１１万という数字が出ましたが、現在の１万円と当時の１万円の換算値は幾らぐ

らいだったのでしょうか。 

 

【千田教授】 

巡洋艦が２５４万円、戦艦が１１１万というのは私が誤解を与えるような話し方をした

かと思います。巡洋艦建造を目指した造船部８カ年計画の予算が２１６万円、戦艦搭載用の

１２インチ砲の製造を目的とした第一期呉造兵廠拡張計画の予算が１１１万円であるとい

う意味です。 

 

【質問者】 

ちょっとすみません、失礼します。１万円が現在の幾らくらいになるのかということだけ

で結構です。 

 

【千田教授】 

大体１万倍くらいじゃないでしょうか。これは非常に膨大なお金だということになりま



す。 

 

【司会】 

御質問はございませんでしょうか。それでは、予定の時間も参りましたので、これで質疑

の方を終了とさせていただきたいと思います。本日はありがとうございました。 

お帰りの際には、受付の時にお渡しいたしましたアンケートの方に御記入をされて、出入

口付近に設置しておりますアンケートの回収箱にご投入下さいますよう、御協力のほど重

ねてお願い申し上げます。 

本日の防衛セミナーにつきましては、以上をもちまして閉会とさせていただきたいと思

います。大変長い間御静聴いただきまして、ありがとうございました。 


