
〔開催趣旨〕 

 嘉永 6 年（1853）、ペリー来航によって迫る対外危機を実感した幕府は、江戸湾防

備の拠点としての御台場を品川沖に築造した。海上に人工の砲台を造るというのは初

の試みで、当時の技術を結集させた大土木工事であった。本展では、品川御台場の設

計から築造、警備に至る流れを、多数の貴重な史料から紹介した。 

〔展示概要〕 

一 迫り来る対外危機と沿岸警備体制の整備 

二 品川御台場の設計に至る経緯 

三 ペリー来航と品川御台場の築造 

 四 品川御台場の築造と地域社会 

 五 江戸湾防備の拠点 品川御台場警備体制の確立 

六 品川御台場の保存とこれから 

〔記念イベント〕 

特別展を楽しむ会―学芸員による見どころ紹介―

日  時：10 月 30 日（日） 午後 2時～午後 4時 

講  師：冨川 武史、中野 光将（品川歴史館学芸員） 

会  場：講堂 

参加人数：90 名 

お茶を楽しむ会（協力：品川区華道茶道文化協会） 

日  時：11 月 3 日（祝） ①午前 10時～正午  ②午後 2時～午後 4時 

会  場：書院 

参加人数：108 名 

品川御台場を散策する 

日  時：10 月 23 日（日）午後 1時～4時 

会  場：第四台場跡（天王洲アイル）、史跡第三台場公園、 

レインボーブリッジ 他 

参加人数：30 名 

特別展

「品川御台場―幕末期江戸湾防備の拠点―」

期  間  平成 23 年 10 月 9 日（日）～11月 23 日(祝) 39 日間 

  会  場  1 階ロビー 第一展示室（部分） 第二展示室 小講堂 

  入館者数  3,756 名 



記念シンポジウム「江戸湾防備の拠点・品川御台場を考える」 

日  時：11 月 13 日（日）午後 2時～午後 4時 

パネリスト：大八木 謙司（東京都埋蔵文化財センター職員） 

髙久  智広（神戸市立博物館学芸員） 

本多  美穂（佐賀県立博物館学芸員） 

     冨川  武史（品川歴史館学芸員） 

会  場：講堂 

参加人数：74 名 

〔関連事業〕 

しながわ観光協会共催イベント 

「品川御台場・屋形船巡り」 

日  時：11 月 6 日（日）午後 1時～午後 4時 

コ ー ス：（集合）品川歴史館―しながわ水族館桟橋（屋形船乗船）―船清桟橋 

（屋形船下船）（解散） 

〔販売物、発行図書〕 

特別展図録『品川御台場―幕末期江戸湾防備の拠点―』 

      販売価格 1,000 円（A4 160 頁） 

特別展記念「御台場クッキーと黒船ブラウニー」 

（協力：社会福祉法人福栄会・かもめ第二工房） 

      販売価格 200 円  期間中売上 274 個 

〔周知〕 

広報しながわ 10月 1 日号、屋外看板、ポスター・ちらし、歴史館ホームページ等 



番号 指定 資料名 作者・編者等 年代 数量 所蔵先 展示期間等

1 長崎絵図 江戸時代後期 1 鶴見大学図書館
10/9～10/23
以降パネル展示

2 長崎湾鳥瞰図 江戸時代後期 1
佐賀県立佐賀城本丸歴史
館

10/25
以降パネル展示

3 御番方大概 江戸時代後期 1
財団法人鍋島報效会所蔵
佐賀県立図書館寄託
（鍋島文庫）

4 極内密手続 文化5年（1808） 1
財団法人鍋島報效会所蔵
佐賀県立図書館寄託
（鍋島文庫）

5 フェートン号図 文化5年（1808） 1 長崎歴史文化博物館 パネル展示

6 林子平肖像 大槻磐溪賛 江戸時代 1 早稲田大学図書館 パネル展示

7 校正海国兵談 林子平述 嘉永6年（1853）序 1 早稲田大学図書館 パネル展示

8 近海見分之図 嘉永4年（1851） 4
神奈川県立歴史博物館
（阿部家資料）

9 〔御台場普請人足請状等書状写〕
嘉永4年（1851）
6月20日

1

飯田助知氏所蔵
神奈川県立公文書館寄託
（武蔵国橘樹郡北綱島村飯
田家文書）

10 〔鶴崎・千代ヶ崎台場図〕 3月1日付 1 江川家 パネル展示

11 〔平根山御備場絵図写〕 江戸時代後期 1
東京都立中央図書館特別
文庫室
（近藤海事文庫）

パネル展示

12 〔江戸・相模・駿河湾海岸図〕 江戸時代後期 1 江川家
第一会場
フロア展示

13 The Illustrated London News 1842年11月12日号 1 神奈川県立歴史博物館 パネル展示

14 高島秋帆肖像 川原慶賀筆
大正6年（1917）模
写

1
松月院
（写真提供　板橋区立郷土
資料館）

パネル展示

15 水野忠邦肖像 椿椿山作 天保期か 1
首都大学東京図書情報セン
ター
（水野家文書）

パネル展示

16 阿蘭陀直伝高島流巻 天保12年（1841）写 1
板橋区立郷土資料館
（所荘吉コレクション）

10/9～10/30
以降パネル展示

17 長崎一件
弘化年間（1844～
1848）

3
板橋区立郷土資料館
（所荘吉コレクション）

10/9～10/30までパネ
ル展示、11/1～11/23
まで実物展示

18 高嶋流砲術御用留抜書 天保13年（1842） 1 江川家
10/9～10/30までパネ
ル展示、11/1～11/23
まで実物展示

19
戊申三月江川英龍先生塾中江被仰出候
条々

嘉永元年（1848）
3月3日

1
小田原市立図書館
（小田原有信会文庫）

10/9～10/30までパネ
ル展示、11/1～11/23
まで実物展示

アヘン戦争の余波と高島流砲術の普及

特別展「品川御台場―幕末期江戸湾防備の拠点―」展示資料リスト

会期　平成23年10月9日（日）から11月23日（水）
品川区立品川歴史館

一　迫り来る対外危機と沿岸警備体制の整備

すべては長崎からはじまった

異国船の渡来と江戸湾防備強化



番号 指定 資料名 作者・編者等 年代 数量 所蔵先 展示期間等

20 ☆ 絹本淡彩江川坦庵自画像 江戸時代後期 1 江川家 パネル展示

21 鍋島直正肖像写真 川崎道民撮影 安政6年（1859）11月 1 財団法人鍋島報效会 パネル展示

22 武雄の蘭書
19世紀前期から中
期

1
武雄市
（武雄鍋島家資料）

パネル展示

23
鍋島直正和蘭使節船乗込図
（忠宣公使節船御乗込巻物・部分）

古川松根画 弘化元年（1844） 1 財団法人鍋島報效会 パネル展示

24 阿蘭密報 江戸時代後期 1
財団法人鍋島報效会所蔵
佐賀県立図書館寄託
（鍋島文庫）

25 和蘭国王ウィルレム第ニ世肖像（写真）
ファン・デル・フル
スト画

19世紀 1 東京大学史料編纂所 パネル展示

26
江川英龍宛鍋島斉正書状（「鍋島閑叟書
牘」所収）

嘉永3年（1850）
2月23日

1 江川家

27 築城全図
ケルクウェイク著・
伊藤慎訳

江戸時代後期 1 国立公文書館 パネル展示

28 下士官用砲術学手引書　第3巻付図 ビュシャー著 1834年 1 国立国会図書館 パネル展示

29
嘉永三年庚戌二月阿部伊勢守殿江御持
参之御書付（「直正公仰出遊出御自翰御
建白抜書」所収）

江戸時代後期 1
財団法人鍋島報效会所蔵
佐賀県立図書館寄託
（鍋島文庫）

30 松乃落葉 本島松蔭著
明治17年（1884）
12月

5
財団法人鍋島報效会所蔵
佐賀県立図書館寄託
（鍋島文庫）

10/9～10/30

31 松乃落葉 本島松蔭著
明治17年（1884）
12月

2 東京大学史料編纂所 11/1～11/23

32 稜堡模型
嘉永年間（1848～
54）製作か

1 江川家

33 サヴァール築城書第2巻第2図写
嘉永年間（1848～
54）写か

1 江川家

34 強盛術原
矢田部信明郷雲
訳

江戸時代後期 12
財団法人鍋島報效会所蔵
佐賀県立図書館寄託
（鍋島文庫）

10/9～10/30

35 警備術原
矢田部信明郷雲
訳

江戸時代後期 5

個人蔵
伊豆の国市韮山郷土資料
館寄託
（長澤家文書）

11/1～11/23

36 神ノ島・四郎島填海工事之図 陣内松齢筆 昭和時代初期 1 財団法人鍋島報效会 パネル展示

37 神ノ島図 江戸時代後期 1 財団法人鍋島報效会
10/9～10/23
以降はパネル展示

38 四郎島御台場図 江戸時代後期 1 財団法人鍋島報效会
11/1～11/15
前後はパネル展示

39
御備其外打試秘録・両島御備筒并町数調
子控・砲術諸控

嘉永7年（1854）ほ
か

3
佐賀県立博物館
（前田家資料）

10/9～10/30

40 〔砲筒図面〕 江戸時代後期 江戸時代後期 1
佐賀県立博物館
（前田家資料）

11/1～11/23

41 大砲鋳造絵巻 坂口金兵衛筆
江戸時代後期から
明治時代

1
佐賀県立佐賀城本丸歴史
館

10/9～10/30

42 舶来大砲図 市川有孝模写
天保15年（1844）
11月25日付

1
佐賀県立佐賀城本丸歴史
館

11/1～11/23

43
（相州小田原御取立）御家中先祖并親類
書　二十一

文久2年（1862）5月 1
小田原市立図書館
（小田原有信会文庫）

44 砲台寸法書下書 安政6年（1859）か 1
小田原市立図書館
（小田原有信会文庫）

45 ◇ 文久図
文久年間（1861～
64）成立

1 小田原城天守閣 パネル展示

46 当浦御台場并浜畑町間見取絵図 江戸時代後期 1 小田原市立図書館

47 〔西洋型城塞図〕 嘉永3年（1850）頃か 1 江川家 パネル展示

48 〔台場下図〕（小田原台場図） 嘉永3年（1850）頃か 2 江川家 パネル展示

二　品川御台場の設計に至る経緯

江川英龍と鍋島斉正の軍事技術交流

品川御台場設計の前提―長崎伊王島・神ノ島台場と相州小田原台場の築造―



番号 指定 資料名 作者・編者等 年代 数量 所蔵先 展示期間等

49 ロイク王立鉄製大砲鋳造所における鋳造法 ヒューゲニン著 1826年 1 国立国会図書館 パネル展示

50 築地反射炉絵図 陣内松齢筆 昭和時代初期 1 財団法人鍋島報效会 パネル展示

51 多布施公儀石火矢鋳立所図 陣内松齢筆 昭和時代初期 1 財団法人鍋島報效会 パネル展示

52 多布施反射炉絵図（複製）
三浦乾也原図
小野寺篤竹谷写

文久2年（1862）写 1
四世針生乾馬氏原蔵
（写真提供佐賀県立佐賀城
本丸歴史館）

パネル展示

53 大小銃製造禄　第2冊 明治35年（1902） 1
財団法人鍋島報效会所蔵
佐賀県立図書館寄託
（鍋島文庫）

54 御献納炮録 佐賀藩鋳立方編
安政6年（1859）成
立
明治時代写

1
財団法人鍋島報效会所蔵
佐賀県立図書館寄託
（鍋島文庫）

10/9～10/30

55 公儀御用御石火矢鋳立記 明治時代写 1
財団法人鍋島報效会所蔵
佐賀県立図書館寄託
（鍋島文庫）

11/1～11/23

56 多布施公儀石火矢鋳立所跡遺構写真 ― 7 佐賀市教育委員会

57
多布施公儀石火矢鋳立所跡出土遺物
（大砲鋳型、窯道具、鉄片、銅片、耐火レ
ンガ、耐火粘土）

幕末期 6
佐賀市教育委員会所蔵
佐賀県立佐賀城本丸歴史
館寄託

58 多布施公儀石火矢鋳立所跡出土遺物（鉄滓） 幕末期 1 佐賀市教育委員会

59 浦触写（覚） 安政3年（1856） 1
佐賀県立佐賀城本丸歴史
館（神代鍋島家文書）

パネル展示

60 鍋島直正公品川台場巡視之図 陣内松齢筆 昭和2年（1927） 1 財団法人鍋島報效会 パネル展示

61 六番御台場破裂之絵図 江戸時代後期 2 港区立港郷土資料館

62 韮山反射炉古写真
明治42年（1909）
1月

1 佐賀県立博物館 パネル展示

63 反射炉小屋場御用麁絵図控
文久3年（1863）
9月朔日付

1 江川家 パネル展示

64 反射炉築立再目論見帳正扣 江川英敏作成
安政3年（1856）
9月

1 江川家

65 鉱滓（韮山反射炉） 江戸時代後期 1 江川家

66 耐火レンガ（韮山反射炉） 江戸時代後期 1 江川家

67 ドンケル・クルチウス肖像（写真） 19世紀 1 長崎歴史文化博物館 パネル展示

68 阿部正弘肖像（油彩画）
第二世五姓田芳
柳画

明治30年（1897）頃 1 福山誠之館同窓会 パネル展示

69 嘉永五年別段風説書 司天台訳 嘉永5年（1852） 1
神奈川県立歴史博物館
（阿部家資料）

70 日本遠征石版画集　ペリー肖像
ヴィルヘルム・ハ
イネ画

1856年 1 神奈川県立歴史博物館
10/9～10/16
11/16～11/23

71 海防掛御目附内密書付 江戸時代後期 1
財団法人鍋島報效会所蔵
佐賀県立図書館寄託
（鍋島文庫）

72 ペリー艦隊の砲弾 1853～54年頃 1 下関市立長府博物館

73 ペリー艦隊日本遠征記　第一巻 ホークス編 1856年 1 横浜みなと博物館

74 〔嘉永六年江戸湾御固図〕
嘉永6年（1853）
6月頃

1 当館

75
〔嘉永六年亜墨利加渡来之節江戸湾御固
之図〕

江戸時代後期 1 個人蔵 11/1～11/23

76 重書　第5巻 幕末明治期 1
東海寺所蔵
当館寄託
（東海寺文書）

黒船来航の衝撃

反射炉の構築と鉄製大砲鋳造

三　ペリー来航と品川御台場の築造



番号 指定 資料名 作者・編者等 年代 数量 所蔵先 展示期間等

77 海岸御見分ニ付見込之趣申上候書付写
嘉永6年（1853）
7月

1 江川家

78 御備場御用留　壱番
嘉永6年（1853）
10月条

1 江川家

79 海岸防御説 エンゲルべルツ著
嘉永6年（1853）
10月条

1 江川家 10/9～10/30

80 築城術教本 ハッケヴィッツ著 1838年 4 江川家 11/1～11/23

81 陸用砲術全書　中編
矢田部信明郷雲
訳

江戸時代後期 7 江川家

82 海岸防御書 エンゲルべルツ著 1839年 1 国立国会図書館 パネル展示

83 築城論 ケルクウェイク著 1846年 1 江川家 パネル展示

84 砲家必読 スティールチェス著 1832年 1 国立国会図書館

85 下士官用砲術学手引書 ビュシャー著 1834年 1 国立国会図書館 10/9～10/30

86 〔品川御台場絵図〕
嘉永6年（1853）
8月頃か

2
首都大学東京図書情報セン
ター
（水野家文書）

87 嘉永六丑年江戸内海御台場之図
嘉永6年（1853）
7～8月か

1
小田原市立図書館
（小田原有信会文庫）

88 品川御台場築立地割方同断台場割地形
嘉永6年（1853）
9月16日写

1 東京都江戸東京博物館 10/9～10/30

89 〔品川表台場図扣〕 江戸時代後期 1 江川家

90 御台場位置図式 嘉永6年（1853）か 1
川崎市市民ミュージアム
（池上新田文書）

91 〔御台場設計図（大砲配置図）〕 嘉永6年（1853）か 1
川崎市市民ミュージアム
（池上新田文書）

10/9～10/30

92 〔御台場石垣土手設計図〕 嘉永6年（1853）か 1
川崎市市民ミュージアム
（池上新田文書）

11/1～11/23

93 〔品川台場絵図〕
嘉永6年（1853）
8月頃か

1
東京都立中央図書館特別
文庫室

パネル展示

94 文久の遣欧使節団写真 文久2年（1862） 1 個人蔵 パネル展示

95
益頭駿次郎・高松彦三郎・山田八郎肖像
写真

文久2年（1862） 1 港区立港郷土資料館 パネル展示

96 高松彦三郎肖像写真 文久2年（1862） 1 東京大学史料編纂所 パネル展示

97
〔内海御台場御普請并江戸掛大筒鋳立御
用掛書上〕

江戸時代後期 1 江川家

98
〔内海御台場御普請井大筒鋳立御用懸リ
御勘定方名前〕

江戸時代後期 1 江川家

99 内海御台場築立御普請御用中日記 高松彦三郎筆
嘉永6年（1853）8月
～安政元年（1854）
12月

3
東京都立中央図書館特別
文庫室
（東京誌料文庫）

10/9～10/30

100 内海壱番御台場御成之節一件 高松彦三郎筆
嘉永7年（1854）
5月

1 東京大学史料編纂所 11/1～11/23

101 江戸名所図会巻一　如来寺
斎藤幸雄・幸孝・
幸成編著

天保5年（1834） 1 当館 パネル展示

102
内海御台場御取建ニ付御国恩為冥加右
御用途之内江上納金受取

嘉永7年（1854）
3月16日

1
川崎市市民ミュージアム
（川崎宿森家文書）

10/9～10/30

103
内海御台場御取建ニ付御国恩為冥加右
御用途之内江上納金受取

嘉永7年（1854）
4月3日

1
川崎市市民ミュージアム
（溝口村上田家文書）

10/9～10/30

104
内海御台場御取建ニ付御国恩為冥加右
御用途之内江上納金受取

嘉永7年（1854）
3月16日

1
神奈川県立公文書館
（生麦村関口家文書）

11/1～11/23

105
内海御台場御取建ニ付御国恩為冥加右
御用途之内江上納金受取

嘉永7年（1854）
3月28日

1
個人蔵
神奈川県立公文書館寄託
（片平村安藤家文書）

11/1～11/23

106 全日記控
寛政6年8月～安政
6年8月（1794～
1859）

1
川崎市市民ミュージアム
（中原図書館旧蔵文書）

107 品川沖一二三御台場玉薬置所仕様書
嘉永6年（1853）
12月

1 東京大学史料編纂所

品川御台場の築造と御台場御普請御用掛の発足

江川英龍の江戸湾防備構想と品川御台場の設計



番号 指定 資料名 作者・編者等 年代 数量 所蔵先 展示期間等

108 新規御台場出来ニ付積書
嘉永6年（1853）
8月

1
立正大学所蔵
当館保管
（南品川宿名主利田家文書）

109 御用石御直段運賃積り書上帳
嘉永6年（1853）
8月

1
個人蔵
小田原市立図書館寄託
（八木下家文書）

110 根府川村之図 江戸時代か 1
小田原市図書館
（片岡文庫）

111

壱弐三御台場正面竿石垣木口絵図・壱弐
三御台場割石垣木口絵図・壱弐三御台場
後面入口波渡場絵図
（「江戸品川御台場仕様図面」所収）

江戸時代後期 2
東京都立中央図書館特別
文庫室
（東京誌料文庫）

112 □
江戸品川沖二番御台場御普請所石垣積
当所人足扁額

嘉永7年（1854）
7月吉日奉納

1 野沢温泉村野沢組惣代

113 鑓水村絵図 江戸時代 1 個人蔵

114 内海御台場仕切帳控
嘉永6年（1853）
8月

1 東京都江戸東京博物館 10/9～10/23

115 ○
御代官江川太郎左衛門御林山ニ付人足
帳

嘉永7年（1854）
6～7月

1
八王子市郷土資料館
（大塚家文書）

116 ○ 初切之分御林御伐出御用人足控帳
嘉永7年（1854）
6月

1
八王子市郷土資料館
（大塚家文書）

117 ○ 御林山松丸太御伐出中書物下書控之事
嘉永7年（1854）
6～7月

1
八王子市郷土資料館
（大塚家文書）

118 ○
御林御伐出賃銭払方之儀ニ付村々廿
五ヶ村より被願候ニ付諸払方奉書上候写

安政2年（1855）
3月

1
八王子市郷土資料館
（大塚家文書）

119
相模川小倉の渡し・相模川小倉の帰帆
（絵葉書）

明治大正期撮影 2
相模原市博物館所蔵
津久井浜郷土資料館保管
（写真提供 平塚市博物館）

パネル展示

120 須賀・柳島本浜・入会浜略図
明治8年（1875）
6月

1 平塚市博物館 パネル展示

121 嘉永年間浦賀関係記事 江戸時代後期 1
もりおか歴史文化館
（写真提供　神奈川県立歴
史博物館）

パネル展示

122 品川海岸御台場石垣絵図 江戸時代後期 1 港区立港郷土資料館

123 品川海岸御台場石垣地形絵図 江戸時代後期 1 港区立港郷土資料館

124
高縄泉岳寺ヨリ御台場築造ノ土ヲ荷フノ図
（「幕末風俗図巻」江戸地方実写の巻所
収）

幕末期か 1 神戸市立博物館 10/9～10/23

125
品川御殿山・松平駿河守下屋敷ヨリ御台
場ノ土ヲ荷図（同上）

幕末期か 1 神戸市立博物館 10/25～11/7

126
品川ヨリ遠望鏡ヲ以御台場築立ヲ観図（同
上）

幕末期か 1 神戸市立博物館 11/8～11/23

127
卯三月十三日御支配より御下渡之写　品
川宿控

明治期以降写し 1
当館
（六行会旧蔵史料）

128 御殿山公使館地図
文久2年（1862）成
立か

1
東京大学史料編纂所
（外務省引継書類）

10/9～10/30

129 御殿山最寄見取絵図 江戸時代後期 1 東京大学史料編纂所 11/1～11/23

130 東海道品川宿仮往還道普請出来形帳
品川宿役人惣代
作成

嘉永6年（1853）
12月

1
立正大学所蔵
当館保管
（南品川宿名主利田家文書）

131
公用記録附山中事故　従嘉永六癸丑年
十月至于同七寅八月

嘉永6～7年（1853
～54）

1
東海寺所蔵
当館寄託（東海寺文書）

132 法禅寺の御殿山出土石塔写真 直津建吉撮影
昭和30～40年
（1955～65）頃

1 当館 パネル展示

133 法禅寺遺墳碑拓本 平成8年（1996） 1 当館 パネル展示

134 御殿山出土古墳時代遺物
6世紀前半から中
葉

3
東海寺所蔵
当館寄託

四　品川御台場の築造と地域社会

品川沖に集う築造資材



番号 指定 資料名 作者・編者等 年代 数量 所蔵先 展示期間等

135 黒船瓦版板木 幕末明治期 1 横浜市歴史博物館

136 日本山御武光寺由来
嘉永6年（1853）
11月

1 当館

137 品川高輪一覧之図
嘉永6年（1853）
8月

1 当館

138 泰平安民画図
嘉永6年（1853）
8月

1 当館

139 豆州・相州・武州・上総・下総・房州　御固
嘉永7年（1854）
4月

1 当館

140 品川大筒御台場出来之図
嘉永7年（1854）
7月頃

1 当館

141 名所江戸百景　品川御殿やま 初代歌川広重画
安政3年（1856）
4月

1 当館 10/9～10/23

142
五十三次名所図会二　品川　御殿山より
駅中を見る

初代歌川広重画
安政2年（1855）
7月

1 当館 10/25～11/6

143 東京滑稽名所　品川沖釣舟の狼狽 三代歌川広重画 明治16年（1883） 1 当館 11/7～11/23

144
当世流行とふ（道）化狂歌、ほか（「あさふ
くろ」所収）

嘉永6年（1853） 1 東京大学史料編纂所 10/9～10/23

145
太平狂歌（「色川三中来翰集」第十六帖所
収）

嘉永6年（1853）
6月30日

1 静嘉堂文庫 パネル展示

146
神国吉左右三十六歌仙（「あさふくろ」所
収）

嘉永6年（1853）末
頃

1 東京大学史料編纂所 11/1～11/23

147
異国船帰帆之図并ニ魚之図（「維新前後
風刺画　四」所収）

元治元年（1864） 1 東京大学史料編纂所
10/9～10/23
以降パネル展示

148 江戸近海之図 安政期以降 1
東京都立中央図書館特別
文庫室
（東京誌料文庫）

パネル展示

149 幕府沙汰書　第十三冊
嘉永7年（1854）7月
～安政元年12月

1 東京大学史料編纂所

150 高輪一ノ御台場画図面 田村孝昭写 安政3年（1856）写 1 当館

151 オイレンブルグ東アジア遠征記第一巻 1864年 1 東京都江戸東京博物館 パネル展示

152 屋敷書抜　第五十六冊の一・第五十七冊
嘉永4～7年（1851
～54）

2 国立国会図書館 10/9～10/30

153
第二台場図面（品川御台場見取図及び配
置図）

江戸時代後期 1 東京都江戸東京博物館

154
外廻土ノ干蛇口之方ニ而斜見クル図　三
番（「品川御台場見取図及び配置図」）

江戸時代後期 1 東京都江戸東京博物館

155
五番台場付陣屋図（「品川御台場見取図
及び配置図」）

江戸時代後期 1 東京都江戸東京博物館

156 江戸深川松平下総守御屋敷絵図 江戸時代後期 1 行田市郷土博物館 パネル展示

157 内海三番御台場全図 江戸時代後期 1 港区立港郷土資料館

158 品川台場大炮据付本座之絵図 江戸時代後期 1 東京大学史料編纂所

159
〔内海御台場規則・台場ヨリ敵船射擲心得
書等書留〕

江戸時代後期 1

個人蔵
伊豆の国市韮山郷土史料
館寄託
（長澤家文書）

160 青銅製80ポンドカノン砲 江戸時代後期 1 靖國神社遊就館 パネル展示

161 品川五番台場之図 江戸時代後期 1
鶴岡市郷土資料館
（阿部正己文庫）

パネル展示

162 〔異国船渡来・第六台場一件留〕 安政3年（1856） 1 当館

163
品川第五台場・第六台場絵図（浄書稿本
「陸軍歴史」巻10所収）

勝安房編著 明治22年（1889） 2 国立国会図書館
10/9～10/30
以降パネル展示

164 御殿山火薬蔵地所之図 江戸時代後期 1
個人蔵
港区立港郷土資料館寄託
（一色家文書）

165 YEDO（江戸湾海図）
イギリス海軍水路
部作成

1859年 1 横浜開港資料館

描かれ詠われた品川御台場

五　江戸湾防備の拠点　品川御台場警備体制の確立

江戸湾防備新体制の確立



番号 指定 資料名 作者・編者等 年代 数量 所蔵先 展示期間等

166 徳川家慶像 森田易信拝写 嘉永6年（1853）か 1 奈良・長谷寺 パネル展示

167 徳川家定像 森田易信画 19世紀 1 奈良・長谷寺 パネル展示

168 品川砲台大砲試発図 遠江守泰従作 安政2年（1855） 1 江川家
当館所蔵複製物展
示

169 大崎御屋敷絵図 江戸時代後期 1 鳥取県立博物館 パネル展示

170 池田慶徳肖像 幕末期 1 鳥取県立博物館 パネル展示

171 御殿山下御台場図 江戸時代後期 1 鳥取県立博物館 パネル展示

172 神発秘事 江戸時代後期 1 鳥取県立博物館 パネル展示

173 江戸御留守居日記
安政2年（1855）1月
16日条

1 鳥取県立博物館 パネル展示

174
〔鳥取藩発給文書〕（「新古文書録　第二
輯」所収）

江戸時代後期 1
個人蔵
当館寄託

パネル展示

175 （押送船絵図） 江戸時代後期 1 江川家 パネル展示

176 押送舟模型 ― 1 横浜みなと博物館 パネル展示

177 五ヶ国条約並税則 安政5年（1858）頃 5 鶴見大学図書館 パネル展示

178 摂州海岸御固場所絵図 江戸時代後期 1 神戸市立博物館 パネル展示

179 青銅製150ポンドカノン砲 江戸時代後期 1 靖國神社遊就館 パネル展示

180
（和田岬）石堡塔外郭墩図・西宮石堡塔外
縮図（浄書稿本「陸軍歴史」巻12所収）

明治22年（1889） 1 国立国会図書館 パネル展示

181 湊川砲台（「The Far East」所収） 1872年2月1日 1 神戸市立博物館 パネル展示

182 石堡塔外観及び内構造絵図 江戸時代後期 1 神戸市立博物館 パネル展示

183 和田岬砲台内部構造・部材 幕末期 数点
三菱重工株式会社神戸造船所
（写真提供　神戸市教育委員会
文化財課）

パネル展示

184 箱館弁天崎御台場絵図 元治元年（1864）頃 1 函館市立中央図書館 パネル展示

185 西洋砲台之図 元治元年（1864）頃 1 市立函館博物館 パネル展示

186 弁天台場古写真 明治時代 1 函館市立中央図書館 パネル展示

187 五稜郭之図　三分十間 江戸時代後期 1 市立函館博物館 パネル展示

188 箱館柳野御陣営之図 江戸時代後期 1 市立函館博物館 パネル展示

189 GULF OF YEDO（江戸湾海図）
イギリス海軍水路
部作成

1863年 1 横浜開港資料館 パネル展示

190 神奈川台場図 明治30年（1897）頃 1 横浜開港資料館 パネル展示

191
惣躰御炮台一覧絵図（「江戸品川御台場
仕様図面」所収）

文久3年（1863）頃 1
東京都立中央図書館特別
文庫室
（東京誌料文庫）

パネル展示

192

品川沖御台場請負市郎右衛門借財方附
入用帳・品川沖御台場請負市郎右衛門損
金借財方附仕様帳・品川沖御台場請負市
郎右衛門申立金差引扣帳

葉山太七
慶応元年（1865）
2月

3
個人蔵
神奈川県立公文書館寄託

パネル展示

193 〔埋没する品川御台場〕 直津健吉撮影 昭和28年（1953）頃 1
当館
（直津健吉収集資料）

パネル展示

194 〔埋め立てが進む第一台場〕 直津健吉撮影 昭和30年代 1
当館
（直津健吉収集資料）

パネル展示

195 〔埋め立て後の第一台場〕 直津健吉撮影 昭和37年（1962）頃 1
当館
（直津健吉収集資料）

パネル展示

196 〔ほぼ撤去が終わった第一台場〕 直津健吉撮影
昭和38年（1963）
3月頃

1
当館
（直津健吉収集資料）

パネル展示

197 〔撤去される第二台場〕 直津健吉撮影 昭和35年（1960）頃 1
当館
（直津健吉収集資料）

パネル展示

198 〔第五台場と第三台場〕 直津健吉撮影 昭和36年（1961）頃 1
当館
（直津健吉収集資料）

パネル展示

199 〔埋め立て後の品川埠頭〕 直津健吉撮影 昭和30年代後半 1
当館
（直津健吉収集資料）

パネル展示

江戸湾防備から箱館湾・大坂湾防備へ

鳥取藩池田家の品川御台場警備

国指定史跡「品川台場」の誕生と昭和の解体撤去

六　品川御台場の保存とこれから



番号 指定 資料名 作者・編者等 年代 数量 所蔵先 展示期間等

200 刻印のある石垣（第2地点）
平成9～11年
（1997～99）

2 港区教育委員会 ロビー展示

201 石垣裏込石（第2地点）
平成9～11年
（1997～99）

3 港区教育委員会 ロビー展示

202 石垣部～捨石部出土陶磁器
平成9～11年
（1997～99）

6 港区教育委員会 ロビー展示

203 下駄
平成9～11年
（1997～99）

2 港区教育委員会 ロビー展示

204 捨石部砂質泥岩塊（土丹岩）
平成9～11年
（1997～99）

2 港区教育委員会 ロビー展示

205 縄
平成9～11年
（1997～99）

2 港区教育委員会 ロビー展示

206 鎹
平成9～11年
（1997～99）

1 港区教育委員会 ロビー展示

207 土台木（第2地点）
平成9～11年
（1997～99）

4 港区教育委員会 ロビー展示

208 地杭・面杭（第2地点）
平成9～11年
（1997～99）

10 港区教育委員会 ロビー展示

209 第三台場の現況
平成23年（2011）
3月撮影

1 北海道新聞社（写真提供） パネル展示

210 品川御台場跡の空撮写真 平成時代 1 品川区立台場小学校 パネル展示

211 第六台場波止場現況 福島司氏撮影
平成21年（2009）
8月撮影

1 福島司氏（写真提供） パネル展示

212 第六台場北東部分石垣現況 福島司氏撮影
平成21年（2009）
8月撮影

1 福島司氏（写真提供） パネル展示

213 第六台場内部現況 福島司氏撮影
平成21年（2009）
8月撮影

1 福島司氏（写真提供） パネル展示

214 第六台場内部現況 福島司氏撮影
平成21年（2009）
8月撮影

1 福島司氏（写真提供） パネル展示

215 第六台場火薬庫現況 福島司氏撮影
平成21年（2009）
8月撮影

1 福島司氏（写真提供） パネル展示

216 御殿山下台場跡間知石露出状況 平成17年（2005）撮影 1 当館 パネル展示

217 御殿山下台場跡出土石材
嘉永7年（1854）頃
加工か

1 当館
パネル展示
ただし、実物は屋外
常設展示

※「指定」枠の印は、○が東京都指定文化財、☆が静岡県指定文化財、◇が小田原市指定文化財、□が野沢温泉村指定文化財をそれぞれ指す。
※「展示期間等」枠が空欄の史料は、通期展示である。

残された品川御台場の現状と保存

現代によみがえる第一台場
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