
    

氷見の歴史民俗講座　第５回
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０７’１１’２８）

　　　　斎藤　弥九郎
　～江川英龍・
　　　　　　　渡辺崋山らとの交流～

担当　小谷　超



    

今回の主役たち　今回の主役たち　



    

今講義のねらい今講義のねらい

郷土の先賢である斎藤弥九郎について、理郷土の先賢である斎藤弥九郎について、理
解を深める。解を深める。

理解を深めるためには、江川英龍について理解を深めるためには、江川英龍について
知ることが重要である。知ることが重要である。

「蛮社の獄」、渡辺崋山が弾圧されたこの事「蛮社の獄」、渡辺崋山が弾圧されたこの事
件に、江川、そして弥九郎が大きく関わって件に、江川、そして弥九郎が大きく関わって
おり、このことを紹介する。おり、このことを紹介する。



    

斎藤　弥九郎

•寛政１０年（１７９８年）（今から２０９年前）
　　越中国射水郡仏生寺村　
　　　組合頭　新助の長男として誕生

•１３歳で高岡に出て、油屋や薬種店で奉公

•１５歳で従兄弟の土屋清五郎を頼って、単身江戸へ
出る

•旗本能勢祐之丞の従僕として仕える　



    

斎藤　弥九郎

•１８歳の頃、神道無念流剣術の撃剣館、岡田十松に
入門した。

文政元年（１８１８）、弥九郎２１歳の時、伊豆韮山代官
の江川英毅（ひでたけ）につれられて岡田道場にやってき
た江川邦次郎（後の英龍）と出会う。（邦次郎　当時１
８歳）



    

文政２年（１８１９）文政２年（１８１９）

江川邦次郎（１９歳）江川邦次郎（１９歳）

　　弥九郎に稽古をつけて　　弥九郎に稽古をつけて
もらい、成長もらい、成長

　　　　

斎藤弥九郎（２２歳）斎藤弥九郎（２２歳）

　この頃には、森重百合蔵と　この頃には、森重百合蔵と
もに「撃剣館の竜虎」と称もに「撃剣館の竜虎」と称
せられる存在になっていたせられる存在になっていた
。。

藤田東湖、父の藤田幽谷に連れられ、この年初めて撃剣館に訪れる（１４歳）



    

文政３年（１８２０）文政３年（１８２０）

江川邦次郎（２０歳）江川邦次郎（２０歳）

　　寒稽古に励み、師岡田　　寒稽古に励み、師岡田
十松より免許皆伝を許さ十松より免許皆伝を許さ
れる。れる。

　　　　

斎藤弥九郎（２３歳）斎藤弥九郎（２３歳）

　この頃、江川英毅の江戸役　この頃、江川英毅の江戸役
所に御雇侍に取り立てら所に御雇侍に取り立てら
れ、年３両２分の手当てがれ、年３両２分の手当てが
支給された。支給された。

８月２５日、岡田十松死去

→長男の熊五郎が十松を継ぎ、弥九郎が後見人となる



    

文政４年（１８２１）文政４年（１８２１）

江川邦次郎（２１歳）江川邦次郎（２１歳）

　　兄で嫡子（代官見習）の　　兄で嫡子（代官見習）の
英虎英虎（ひでとら）（ひでとら）病気で死去。　病気で死去。　
　１１月に嫡子となる。　１１月に嫡子となる。

　　　　

斎藤弥九郎（２４歳）斎藤弥九郎（２４歳）

　　

江川との出会い、そして次男であった邦次郎が兄の死により

跡継ぎになったことが、弥九郎の人生に大きな影響を与えた。



    

文政６年（１８２３文政６年（１８２３))

江川邦次郎（２３歳）江川邦次郎（２３歳）

　　この年、結婚する。　　この年、結婚する。

　　　　

斎藤弥九郎（２６歳）斎藤弥九郎（２６歳）

　　



    

文政７年（１８２４文政７年（１８２４))

江川邦次郎（２４歳）江川邦次郎（２４歳）

　　代官見習になる。　　代官見習になる。

　　将軍家斉に御目見　　将軍家斉に御目見

　　　　

　　　　

斎藤弥九郎（２７歳）斎藤弥九郎（２７歳）

　　



    

文政８年（１８２５文政８年（１８２５))

江川邦次郎（２５歳）江川邦次郎（２５歳）

　　　　

　　　　

　　　　

斎藤弥九郎（２８歳）斎藤弥九郎（２８歳）

　藤田東湖の父宛書簡に　藤田東湖の父宛書簡に

　「斎藤弥九郎のほかは、さ　「斎藤弥九郎のほかは、さ
ほど恐ろしく相覚え候ものほど恐ろしく相覚え候もの
はこれ無く候」と記しているはこれ無く候」と記している
。。

　　
幕府、これまでの海防政策を転換し、無二念打払令を発布。



    

文政９年（１８２６文政９年（１８２６))

江川邦次郎（２６歳）江川邦次郎（２６歳）

　　　　

　　　　

　　　　

斎藤弥九郎（２９歳）斎藤弥九郎（２９歳）

　　

熊五郎（二代目岡田十松）、無頼の輩との交わりから

多額の借金をつくる。

→　　撃剣館立て直しのため、両者協力して取り組む。

熊五郎の弟、十五郎が三代目十松を継ぐことになる。



    

文政１２年（１８２９文政１２年（１８２９))

江川邦次郎（２９歳）江川邦次郎（２９歳）

　　練兵館設立に当たり、　　練兵館設立に当たり、
父の英毅とともに援助す父の英毅とともに援助す
る。る。

　　　　

　　　　

斎藤弥九郎（３２歳）斎藤弥九郎（３２歳）

　独立して俎板橋の角に練　独立して俎板橋の角に練
兵館を開く。兵館を開く。

十五郎、病気により道場経営が難しくなる。



    



    

文政１３年（１８３０文政１３年（１８３０))＊１２月に天保と改元＊１２月に天保と改元

江川邦次郎（３０歳）江川邦次郎（３０歳）

　　　　

　　　　

　　　　

斎藤弥九郎（３３歳）斎藤弥九郎（３３歳）

・この年、結婚。（妻　岩、す・この年、結婚。（妻　岩、す
でに３歳となる長男新太郎でに３歳となる長男新太郎
がいた。）がいた。）

・この年の秋、岡田十松利章・この年の秋、岡田十松利章
より免許が渡される。より免許が渡される。



    

斎藤弥九郎への免許状（氷見市教育委員会蔵）の一部写真



    

天保５年（１８３４天保５年（１８３４))

江川邦次郎（３４歳）江川邦次郎（３４歳）

　父　英毅　死去（６５歳）　父　英毅　死去（６５歳）

　　　　

　　　　

　　　　

斎藤弥九郎（３７歳）斎藤弥九郎（３７歳）



    

天保６年（１８３５天保６年（１８３５))

江川英龍（３５歳）江川英龍（３５歳）

　５月、代官を襲職し、家例によ　５月、代官を襲職し、家例によ
り太郎左衛門を襲名。り太郎左衛門を襲名。

　　　　

　　　　

　　　　

斎藤弥九郎（３８歳）斎藤弥九郎（３８歳）

　英龍、江戸詰の書役見習に登用　英龍、江戸詰の書役見習に登用
、代官所では「岩嶋伝九郎」を、代官所では「岩嶋伝九郎」を
名乗る。名乗る。



    

江川英龍が襲職した韮山代官とは？江川英龍が襲職した韮山代官とは？

「代官」は幕府直轄領（天領）の民政を担当。「代官」は幕府直轄領（天領）の民政を担当。
　　　　　　年貢の徴収、戸籍年貢の徴収、戸籍((宗門人別帳宗門人別帳))の管理や紛争処理、治安維持や罪人の処罰、村方への管理や紛争処理、治安維持や罪人の処罰、村方へ
の貸付金の運用など、行政・司法・警察・金融と、様々な業務を担当。 の貸付金の運用など、行政・司法・警察・金融と、様々な業務を担当。 

江川家は、伊豆、駿河、相模、武蔵、甲斐国など江川家は、伊豆、駿河、相模、武蔵、甲斐国など
の天領を支配した。の天領を支配した。

　　　（支配地域は時期により異なる。支配高約５万石～１０万石になる。）　　　（支配地域は時期により異なる。支配高約５万石～１０万石になる。）

代官役所は、韮山の江川邸内と、江戸に置かれ代官役所は、韮山の江川邸内と、江戸に置かれ
た。（弥九郎は江戸詰）た。（弥九郎は江戸詰）



    

韮山



    
江川邸（重要文化財）



    

天保７年（１８３６天保７年（１８３６))

江川英龍（３６歳）江川英龍（３６歳）

　　　　　　

　　　　

　手代や鉄砲隊の足軽を引　手代や鉄砲隊の足軽を引
き連れて、韮山を出発。　き連れて、韮山を出発。　
　　

斎藤弥九郎（３９歳）斎藤弥九郎（３９歳）

江戸を発ち、厚木村で江川江戸を発ち、厚木村で江川
と合流。ともに八王子へと合流。ともに八王子へ

　　

天保の大飢饉　→　甲斐国郡内地方で大規模な打ちこわし発生
（この時、甲斐は支配地外だが、支配地に隣接）

支配地には影響が無いことがわかった。

韮山への帰路、領内を視察、指示を出す。（弥九郎韮山へ同行）



    

天保８年（１８３７天保８年（１８３７))

江川英龍（３７歳）江川英龍（３７歳）

　　　　　　

　　

斎藤弥九郎（４０歳）斎藤弥九郎（４０歳）

　　２月１９日、大坂で大塩平八郎の乱発生。



    

「大塩平八郎の乱」とは「大塩平八郎の乱」とは

・天保の大飢饉により、大坂も米不足で民衆困窮。・天保の大飢饉により、大坂も米不足で民衆困窮。

・当時の大坂東町奉行は老中水野忠邦の弟の跡部良弼・当時の大坂東町奉行は老中水野忠邦の弟の跡部良弼（よし（よし

ただ）ただ）で、江戸からの指令を優先し、大坂の米を窮民対策でで、江戸からの指令を優先し、大坂の米を窮民対策で
はなく、江戸へ廻した。はなく、江戸へ廻した。

・大坂東町奉行の元与力であり、陽明学者でもある大塩・大坂東町奉行の元与力であり、陽明学者でもある大塩
平八郎は、奉行に民衆救済を直訴したが聞き入れられ平八郎は、奉行に民衆救済を直訴したが聞き入れられ
ず、また米を買占めしていた豪商に対しても怒りが募りず、また米を買占めしていた豪商に対しても怒りが募り
、天保８年２月１９日に蜂起。鴻池らの豪商の家など焼、天保８年２月１９日に蜂起。鴻池らの豪商の家など焼
き払い、総勢５００人位の一揆となった。き払い、総勢５００人位の一揆となった。

・内部密告により、事前に奉行所の知るところとなり、半日・内部密告により、事前に奉行所の知るところとなり、半日
後に鎮圧された。後に鎮圧された。

・大塩はその後、潜伏していたが、約４０日後、見つかり自・大塩はその後、潜伏していたが、約４０日後、見つかり自
刃。刃。



    

「大塩平八郎の乱」と江川、そして弥九郎「大塩平八郎の乱」と江川、そして弥九郎

・大塩、天保８年２月１８日付で、大坂町奉行らの不正を記・大塩、天保８年２月１８日付で、大坂町奉行らの不正を記
した建議書を、江戸の幕府へ飛脚で送った。した建議書を、江戸の幕府へ飛脚で送った。

・２月１９日、大塩ら蜂起。建議したことを知った大坂町奉・２月１９日、大塩ら蜂起。建議したことを知った大坂町奉
行は、江戸に着いた荷物を引き返させた。行は、江戸に着いた荷物を引き返させた。

・飛脚が大坂へ戻る道中、三島（静岡）近くで持病のため・飛脚が大坂へ戻る道中、三島（静岡）近くで持病のため
動けなくなった。通りかかった知り合いに三島までの送動けなくなった。通りかかった知り合いに三島までの送
付を依頼したが届かなかったため、飛脚屋が探すと、金付を依頼したが届かなかったため、飛脚屋が探すと、金
目のものが盗まれた状態で発見。中身が大塩の建議目のものが盗まれた状態で発見。中身が大塩の建議
書だとわかり、韮山代官所に届けられた。（江川、すべ書だとわかり、韮山代官所に届けられた。（江川、すべ
てを部下に書き写させる。）てを部下に書き写させる。）



    

「大塩平八郎の乱」と江川、そして弥九郎「大塩平八郎の乱」と江川、そして弥九郎

・３月９日、江川より呼び寄せられた弥九郎が韮山に到着。・３月９日、江川より呼び寄せられた弥九郎が韮山に到着。
江川より大塩の乱の発生と、建議書が江川の手元にあ江川より大塩の乱の発生と、建議書が江川の手元にあ
ることを知らされる。ることを知らされる。

・江川より、「行方不明の大塩が、甲斐国に潜伏していると・江川より、「行方不明の大塩が、甲斐国に潜伏していると
いうものや、大島や八丈島に渡ったとかという流言があいうものや、大島や八丈島に渡ったとかという流言があ
る。大坂へ行って、乱の実態と潜伏先について調べてきる。大坂へ行って、乱の実態と潜伏先について調べてき
てもらいたい。」と依頼。てもらいたい。」と依頼。

・弥九郎、大塩が潜伏しそうな場所を探しながら、大坂に・弥九郎、大塩が潜伏しそうな場所を探しながら、大坂に
到着。与力らから実態を聞くとともに、吉野山に潜伏と到着。与力らから実態を聞くとともに、吉野山に潜伏と
の情報を得たので、向かったが、気配も無く、引き返しの情報を得たので、向かったが、気配も無く、引き返し
た。た。



    

「大塩平八郎の乱」と江川、そして弥九郎「大塩平八郎の乱」と江川、そして弥九郎

・４月７日、弥九郎江戸へ戻る。ここではじめて、大・４月７日、弥九郎江戸へ戻る。ここではじめて、大
塩が潜伏先で取り囲まれ、自刃したことを知る。塩が潜伏先で取り囲まれ、自刃したことを知る。

・弥九郎は水戸藩の藤田東湖に大坂での状況に・弥九郎は水戸藩の藤田東湖に大坂での状況に
ついて、細かく話し、東湖は、水戸斉昭に報告しついて、細かく話し、東湖は、水戸斉昭に報告し
ている。ている。



    

天保８年（１８３７天保８年（１８３７))

江川英龍（３７歳）江川英龍（３７歳）

　　　　　　

　　

斎藤弥九郎（４０歳）斎藤弥九郎（４０歳）

　　４月、甲州微行に出る

「甲州微行」とは・・・大塩平八郎の乱の残党が甲斐国に潜伏し、
やがて武蔵、相模両国に横行する勢いがあるとの風聞が広まった
ため、江川は、この情報確認にあわせ、民情視察を思い立ち、弥
九郎とともに刀剣商の身なりで、各国を巡回したとされる。

後年、江川自らが当時の様子を描いている。（甲州微行図）



    

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　甲州微行図　江川　筆　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　甲州微行図　江川　筆

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（前　江川英龍　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（前　江川英龍

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　後　斎藤弥九郎）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　後　斎藤弥九郎）



    

　　この頃より、江川は「海防」について考えさせら
れる状況になる。
　①近年、外国船が日本近海に多く現れるようになったこと。
　②支配地は、江戸近隣であり、かつ、長い海岸線を有するため
、その影響を最も受けること。　

江川の対応
　　①蘭学者への師事（幡崎鼎、渡辺崋山など）を通じて、西洋の
情勢や軍事、海防関係の新知識の吸収に努めた。
　②その結果、外国船が日本を攻めてくることになれば、現在の
幕府ではまったく対応できないことを知った。そのため、積極的
に幕府に進言するとともに、自ら研究していく。（洋式軍船、台場
、大砲などの西洋軍事技術の導入）



    

天保８年（１８３７天保８年（１８３７))

江川英龍（３７歳）江川英龍（３７歳）

９月、渡辺崋山と面会。９月、渡辺崋山と面会。
意気投合しこの後交流を意気投合しこの後交流を
深める。深める。

　　

斎藤弥九郎（４０歳）斎藤弥九郎（４０歳）



    

天保９年（１８３８天保９年（１８３８))

江川英龍（３８歳）江川英龍（３８歳） 斎藤弥九郎（４１歳）斎藤弥九郎（４１歳）

・３月、練兵館が火災に遭う。・３月、練兵館が火災に遭う。

麹町三番町に再建。麹町三番町に再建。

（現在、靖国神社の敷地内）（現在、靖国神社の敷地内）



    

練兵館　跡



    



    



    



    

今回の講義のもう一人の主役今回の講義のもう一人の主役

渡辺崋山渡辺崋山
・寛政５年（１７９３）田原藩家臣の家に生
まれる。



    

今回の講義のもう一人の主役今回の講義のもう一人の主役

渡辺崋山渡辺崋山
・著名な蘭学者であった、高野長英、小関三英らに、
蘭書の翻訳依頼や、教えを乞い、次第に蘭学の大家
と見られるようになった。

・幼い頃、貧しい家計を助けようと谷文晁らに絵を学ぶ。
（写実的な洋画の技法を取り入れた画風を確立する。）

・天保３年（１８３２）藩の年寄役末席に任じられ、同時
に海防掛を兼務し、その必要性から蘭学を研究し始め
た。



    

・翌天保９年６月、長崎に入港したオランダ定期船は、「砲撃
された船は、日本人漂流民７名を送還するために、江戸湾に
入ってきたものであり、また銃装備を持たない商船であった。
」ことを知らせた。

・天保８年（１８３７年）６月　無二念打払令に
従い浦賀沖に来た異国船に砲撃を浴びせ、そ
の異国船は退散。（モリソン号事件）　

後に大きく影響を及ぼす大事件が発生します

・再度、モリソン号が漂流民を乗せて来航した時にどう対応
するか、を老中水野忠邦は、評定所に諮問した。

・評定所は、これまでどおり、すべての異国船を打払うべしと
答申した。



    

・憤りの内容

　　西洋の情勢を知る崋山は、「日本のみが鎖国を続けるこ
とは不可能である。また、無防備の船を砲撃したことは、人
道に反するとして侵略の口実を与えてしまった。」と考える。

　　加えて、わが国の為政者は、世界の現状に目をつむり、
いたずらに太平を謳歌しているとして、批判する。

・評定所の答申を聞いた崋山は憤る。

これは、有名な「慎機論」として著されたが、内容があまりに
過激であることに気づき、草稿のまま、箱の中にしまいこん
だ。（これが後につながります）



    

天保９年（１８３８天保９年（１８３８))１２月１２月
老中水野忠邦は、江戸湾防備強化の必要性を感じ、江戸湾老中水野忠邦は、江戸湾防備強化の必要性を感じ、江戸湾
内に新たな備場の選定と、そのために正確な測量のため、幕内に新たな備場の選定と、そのために正確な測量のため、幕
府の役人二人に見分（調査）を命じた。府の役人二人に見分（調査）を命じた。

一人は、目付の鳥居耀蔵（正使）であり、もう一人は一人は、目付の鳥居耀蔵（正使）であり、もう一人は江川英龍江川英龍
（副使）であった。（水野が江川の度重なる海防建議を評価し（副使）であった。（水野が江川の度重なる海防建議を評価し
抜擢）　抜擢）　

江川江川はは弥九郎弥九郎をを渡辺崋山渡辺崋山の元に派遣して、測量士の推薦をの元に派遣して、測量士の推薦を
依頼した。依頼した。

１２月２３日付、１２月２３日付、崋山崋山の書簡がの書簡が弥九郎弥九郎に届き、高野長英門下のに届き、高野長英門下の
奥村喜三郎と、内田弥太郎が推薦され、測量に同行すること奥村喜三郎と、内田弥太郎が推薦され、測量に同行すること
になった。になった。



    

天保１０年（１８３９天保１０年（１８３９))１月１月正使　鳥居耀蔵一行　約１１０名

副使　江川英龍一行　約３０名
（弥九郎含む）

１月９日　江戸出発

３月１５日　江戸へ帰る

復命書作成にとりかかる



    

復命書作成に当たり復命書作成に当たり

江川江川は、江戸防備改革案の作成にとりかかった。は、江戸防備改革案の作成にとりかかった。

同時に、同時に、崋山崋山に外国事情に関して執筆を依頼した。に外国事情に関して執筆を依頼した。

それをうけて、それをうけて、崋山崋山は、江戸湾防備の私案を述べた「諸国建は、江戸湾防備の私案を述べた「諸国建
地草図」と、ヨーロッパの現状について書いた「西洋事情書」を地草図」と、ヨーロッパの現状について書いた「西洋事情書」を
江川江川に渡した。に渡した。

「西洋事情書」は、幕府の対外政策批判の色が濃かったこと「西洋事情書」は、幕府の対外政策批判の色が濃かったこと
から、から、江川江川は、直接またはは、直接または弥九郎弥九郎を通じて、を通じて、崋山崋山に書き直しをに書き直しを
依頼し、「外国事情書」に書き直した。依頼し、「外国事情書」に書き直した。



    

蘭学を憎む鳥居耀蔵蘭学を憎む鳥居耀蔵

鳥居は、鳥居は、江川江川を支援するを支援する崋山崋山に対し、次第に敵意を抱くようになった。そに対し、次第に敵意を抱くようになった。そ
もそも、大学頭林家の家柄にある鳥居にとって、蘭学は、世の人を惑わもそも、大学頭林家の家柄にある鳥居にとって、蘭学は、世の人を惑わ
す異端邪説に過ぎなかった。す異端邪説に過ぎなかった。

蘭学を熱心に学ぶ蘭学を熱心に学ぶ江川江川ら「開明派」と呼ばれた人々の台頭は避けなけれら「開明派」と呼ばれた人々の台頭は避けなけれ
ばならず、彼らの失脚も狙っていた。ばならず、彼らの失脚も狙っていた。

無実の罪の疑いがかけられた無実の罪の疑いがかけられた崋山は崋山は、家宅捜索を受けた際、草稿として、家宅捜索を受けた際、草稿として
箱にしまってあった「慎機論」「西洋事情書」が押収され、幕府の対外政箱にしまってあった「慎機論」「西洋事情書」が押収され、幕府の対外政
策に批判的であることが明らかとなった。策に批判的であることが明らかとなった。

５月１４日、５月１４日、崋山崋山逮捕、７月２４日、有罪、１２月在所蟄居を命じられる。逮捕、７月２４日、有罪、１２月在所蟄居を命じられる。



    

崋山逮捕後崋山逮捕後

江川江川は、は、弥九郎弥九郎を通じて４回、を通じて４回、崋山崋山に獄中見舞金を届けていに獄中見舞金を届けてい
る。る。

翌天保１１年１月１３日、国許の翌天保１１年１月１３日、国許の

　　田原藩へ送られて、家族と蟄居　　田原藩へ送られて、家族と蟄居

　　生活をおくる。　　生活をおくる。

絵を描き、またそれを売って、絵を描き、またそれを売って、

　　困窮した生活の足しにした。　　困窮した生活の足しにした。

幽閉の身でありながら、絵を売る幽閉の身でありながら、絵を売る

　　ことに批判が高まり、藩主への批判となることを恐れ、自害。　　ことに批判が高まり、藩主への批判となることを恐れ、自害。

　　（天保１２年１０月）　　（天保１２年１０月）



    

天保１１年（１８４０天保１１年（１８４０))

江川英龍（４０歳）江川英龍（４０歳） 斎藤弥九郎（４３歳）斎藤弥九郎（４３歳）

アヘン戦争、勃発。イギリス軍艦、清国を屈服させる。

長崎町奉行、高嶋秋帆。洋式砲術整備の急務を説く上書を幕府に提出

幕府では評定の結果、高嶋秋帆を江戸へ呼び、

洋式砲術の演練をさせることになった。



    

天保１２年（１８４１天保１２年（１８４１))

江川英龍（４１歳）江川英龍（４１歳）

９名の家臣を演練に参加９名の家臣を演練に参加
させた。また当日は見物させた。また当日は見物
したした

演練後、入門が許可され演練後、入門が許可され
高嶋秋帆より免許皆伝を高嶋秋帆より免許皆伝を
受ける。受ける。

斎藤弥九郎（４４歳）斎藤弥九郎（４４歳）

弟の三九郎とともに演練に弟の三九郎とともに演練に
参加した。参加した。

弥九郎は大砲、三九郎は弥九郎は大砲、三九郎は
銃隊銃隊

５月、江戸の徳丸原（現在の東京都豊島区高島平）で洋式砲術の
演練を実施した。



    

天保１３年（１８４２天保１３年（１８４２))

江川英龍（４２歳）江川英龍（４２歳）

次第に西洋砲術が幕府次第に西洋砲術が幕府
内で認められるようにな内で認められるようにな
った。砲術指南や大砲鋳った。砲術指南や大砲鋳
造の許可願いが認めら造の許可願いが認めら
れる。れる。

佐久間象山入門佐久間象山入門

水野ら四人の老中らから水野ら四人の老中らから
大砲（青銅砲）鋳造依頼大砲（青銅砲）鋳造依頼

斎藤弥九郎（４５歳）斎藤弥九郎（４５歳）

弟三九郎、長崎へ行き秋弟三九郎、長崎へ行き秋
帆に入門帆に入門

弥九郎と長男新太郎、江弥九郎と長男新太郎、江
川に入門。川に入門。

１０月、秋帆一族、

捕らえられる。



    

天保１４年（１８４３天保１４年（１８４３))

江川英龍（４３歳）江川英龍（４３歳）

・鉄砲方兼帯を命じられる。・鉄砲方兼帯を命じられる。

（５月）（５月）

・水野、政策の失敗により・水野、政策の失敗により
老中罷免され、阿部正弘老中罷免され、阿部正弘
老中に就任。（９月）老中に就任。（９月）

斎藤弥九郎（４６歳）斎藤弥九郎（４６歳）

江川、弥九郎、象山らが集まり、秋帆救出について話し合う（１月）



    

弘化元年（１８４４弘化元年（１８４４))

江川英龍（４４歳）江川英龍（４４歳）

・鉄砲方を罷免される（１１・鉄砲方を罷免される（１１
月）月）

・このころから、代官として・このころから、代官として
の役目以外、幕府よりなの役目以外、幕府よりな
んらの用も言われなくなんらの用も言われなくな
った。った。

斎藤弥九郎（４７歳）斎藤弥九郎（４７歳）



    

弘化２年（１８４５弘化２年（１８４５))

江川英龍（４５歳）江川英龍（４５歳）

・このころ韮山塾の塾生らと・このころ韮山塾の塾生らと
山へ狩りに行ったりなど山へ狩りに行ったりなど
して過ごす。して過ごす。

斎藤弥九郎（４８歳）斎藤弥九郎（４８歳）

・韮山塾に新太郎入門。・韮山塾に新太郎入門。



    

弘化４年（１８４７弘化４年（１８４７))

江川英龍（４７歳）江川英龍（４７歳） 斎藤弥九郎（５０歳）斎藤弥九郎（５０歳）

・江川の提案により、練兵館・江川の提案により、練兵館
が他流試合を始めた。が他流試合を始めた。

・長男新太郎、全国修行の旅・長男新太郎、全国修行の旅
にでる。（途中長州の萩ににでる。（途中長州の萩に
も立ち寄る）も立ち寄る）



    

嘉永４年（１８５１嘉永４年（１８５１))

江川英龍（５１歳）江川英龍（５１歳） 斎藤弥九郎（５４歳）斎藤弥九郎（５４歳）

・三男歓之助（１９歳）、九州・三男歓之助（１９歳）、九州
の大村藩に剣術指南役との大村藩に剣術指南役と
して召抱えられた。して召抱えられた。

・吉田松陰、江戸へ出てきた・吉田松陰、江戸へ出てきた
とき、練兵館を訪ねる。まとき、練兵館を訪ねる。ま
た東北遊歴に際し、新太郎た東北遊歴に際し、新太郎
より何人かの招待状を受より何人かの招待状を受
け取る。け取る。



    

嘉永５年（１８５２嘉永５年（１８５２))

江川英龍（５２歳）江川英龍（５２歳）

・伊豆半島の先端にある下・伊豆半島の先端にある下
田の警備を指揮。この頃田の警備を指揮。この頃
盛んに、幕府に対し海防盛んに、幕府に対し海防
の建議を提出し、徐々にの建議を提出し、徐々に
幕府の認識が深まる。幕府の認識が深まる。

斎藤弥九郎（５５歳）斎藤弥九郎（５５歳）

・新太郎再び萩へ行く。留学・新太郎再び萩へ行く。留学
生として江戸へ連れて行く生として江戸へ連れて行く
中に桂小五郎がいた。中に桂小五郎がいた。



    

嘉永６年（１８５３嘉永６年（１８５３))

江川英龍（５３歳）江川英龍（５３歳） 斎藤弥九郎（５６歳）斎藤弥九郎（５６歳）

６月３日、ペリー提督率いるアメリカの黒船４隻、浦賀に来航。大統領か
らの国書を渡し、来年、再訪することを伝えて１２日、浦賀を去った。



    



    

ペリー来航後ペリー来航後
６月１９日、江川は幕府の勘定吟味役格海防掛６月１９日、江川は幕府の勘定吟味役格海防掛
に任じられた。に任じられた。

６月２２日、幕府の中枢の人物ら、江戸湾防備計６月２２日、幕府の中枢の人物ら、江戸湾防備計
画のため、湾内の海岸区域を見分。江川には弥画のため、湾内の海岸区域を見分。江川には弥
九郎ら江戸役所の手代らが同行。（その中に、九郎ら江戸役所の手代らが同行。（その中に、
身分を隠した桂小五郎も同行した）身分を隠した桂小五郎も同行した）

約１ヶ月間の見分を終え、江川は見分報告書を約１ヶ月間の見分を終え、江川は見分報告書を
作成した。その中で江戸湾防御線を、浦賀水道作成した。その中で江戸湾防御線を、浦賀水道
とした。とした。



    

江川の考えた

防御ライン

費用と時間がネック

最終的に決まった

台場築造箇所

江川、まったく不本意

「竹に縄をつけて品川の海
に立てておくのと同じ」と言
い放つほどだった。



    

台場築造台場築造
７月２３日、台場の企画、設計及び据え付ける大７月２３日、台場の企画、設計及び据え付ける大
砲の鋳造は、江川に一任された。砲の鋳造は、江川に一任された。

台場の設計は西洋のものを参考に、複雑な形状台場の設計は西洋のものを参考に、複雑な形状
のものとしたが、最終的には、単純な多角形ののものとしたが、最終的には、単純な多角形の
ものとなった。ものとなった。　　　　　　　　　　　　　　（当初の設計模型）　　　　　　　　　　　　　　（当初の設計模型）

第１台場～第３台場は８月第１台場～第３台場は８月

　２１日着工、翌安政元年５　２１日着工、翌安政元年５

　月３日完成。第５、第６、山　月３日完成。第５、第６、山

　下御殿台場、同１１月完成　下御殿台場、同１１月完成



    

イメージ図イメージ図



    

イメージ図イメージ図



    

お台場の現状お台場の現状



    

御台場築造と弥九郎御台場築造と弥九郎
「幕末偉人斎藤弥九郎伝」では、「実地測量並築造工「幕末偉人斎藤弥九郎伝」では、「実地測量並築造工
事監督として連日品川に出張」し、大工事を１年を要事監督として連日品川に出張」し、大工事を１年を要
せずに完成させた功績は大であるとしている。せずに完成させた功績は大であるとしている。

また、桂小五郎は、弥九郎の弁当を持参する従者としまた、桂小五郎は、弥九郎の弁当を持参する従者とし
て、台場築造を具に見ることができた、としている。て、台場築造を具に見ることができた、としている。

弥九郎は、その当時、湯島馬場大筒鋳立場の監督に弥九郎は、その当時、湯島馬場大筒鋳立場の監督に
任じられており、本当に台場に連日出張していたかは任じられており、本当に台場に連日出張していたかは
不明である。不明である。



    

反射炉の建設反射炉の建設

大砲の鋳造が急務となる。大砲の鋳造が急務となる。

青銅製の大砲は製造が容易であるが、錫と銅は青銅製の大砲は製造が容易であるが、錫と銅は
いずれも高価な金属であったため、大量生産はいずれも高価な金属であったため、大量生産は
難しい。難しい。

材料代が安い鉄製砲の大量生産のためには、材料代が安い鉄製砲の大量生産のためには、
融点の高い鉄の溶解炉が必要で、ヨーロッパで融点の高い鉄の溶解炉が必要で、ヨーロッパで
発達していた「反射炉」の建設が不可欠である。発達していた「反射炉」の建設が不可欠である。

嘉永６年１２月、材料や完成した大砲の輸送の嘉永６年１２月、材料や完成した大砲の輸送の
便を考慮して、伊豆半島の先端に位置する下田便を考慮して、伊豆半島の先端に位置する下田
に作ることになった。に作ることになった。



    

反射炉の建設反射炉の建設

最初の反射炉
建設地

韮山反射炉

日米和親条約で下田開
港後、ペリー艦隊の水
兵が下田の反射炉建設
現場に立ち入るという事
件が発生した。

→韮山に変更



    



    

安政２年（１８５５安政２年（１８５５))

江川英龍（５５歳）江川英龍（５５歳）

・１月１６日、過労と肺炎が・１月１６日、過労と肺炎が
重なり、死去重なり、死去

斎藤弥九郎（５８歳）斎藤弥九郎（５８歳）


