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明治 25(1892）年頃の岩内全景写真。岩内町郷土博物館蔵

話初期︶﹂と伝わる写真は︑北前船
の活動時期を考える上で非常に興
味深い︒
一般的に北前船は︑汽船や鉄道︑
電信の普及等によりその特徴であ
る買い積み交易が衰退するにつ
れ︑明治末期には姿を消していく
とされるが︑実際はその後も弁財
船による北前船交易は継続してい
た︒福井県の小浜港では昭和初期
頃に井田写真館が撮影した弁財
船の写真が紹介されており︑岩内
港に弁財船が入港していても不思
議ではないのである︒
有田焼や九谷焼などの陶磁器
類は北前船によって各地に運ば
れ︑流通していった歴史があり︑近
年︑北前船の関わりを示す重要な
指標の一つとして注目されている︒
﹁瀬戸枕﹂は︑陶磁器製の枕の一種
である︒中空で空気の流れがよく︑
冷涼感があり夏期や趣味用の枕
として使用された︒江戸末期から
明治期に製造され︑中国の陶枕を
模倣して伊万里で雑器として少
数が焼かれたが︑一般的にはあま
り普及しなかった︒
﹁有田皿﹂は︑天保期の伊万里地
図皿で︑当時︑非常に人気となり︑
国内各地だけでなく海外にも流
通していた︒地図は浮き出しに
なっていて︑北海道は﹁松前﹂と﹁箱

岩内は歴史ある港町であり︑各
地から北前船が入港して様々な物
資が取引され︑賑わっていたが︑現
在では北前船と岩内の関わりを示
す遺産はあまり知られていない︒
後志各地の神社に数多く残る
北前船主たちが奉納した船絵馬
は︑岩内では確認できていない︒大
火で焼失したとも言われるが詳細
は不明である︒しかし︑岩内町郷
土館には︑船模型や写真︑北前船
でもたらされたと考えられる陶磁
器類︑北前船主と取引をしていた
商人たちの記録等がのこっている︒
泊は︑江戸時代からニシン漁を
中心とした漁業が盛んであった
が︑北前船が寄港していた港町で
もある︒鯨御殿とまりには北前船
でもたらされたと考えられる多数
の陶磁器類等がある︒日本の近代
化を支えた茅沼炭鉱は︑一時期︑
北前船主の右近家が経営してお
り︑盃稲荷神社には右近家の持ち
船の船頭︑右近仁三郎が奉納した
船絵馬が所蔵されている︒
本稿では︑岩内と泊の北前船の
遺産を掘り下げて紹介し︑両地域
と北前船の関わりを考えてみたい︒

固 岩内の北前船の遺産
岩内に場所請負人が置かれた
のは︑寛文期に遡ると推測されて
いるが︑資料的に確認できるのは︑
一七五一︵宝暦元︶年︑恵美須屋岡
田弥三右衛門が岩内・古宇の両場
所在請け負ったことに始まる︒ニ
シン漁と共に繁栄し︑明治期には
漁業は全盛を迎えた︒岩内港には
北前船が多数入港し︑ニシンなど
の海産物を本州各地に運び︑岩内
に住む人々の生活物資をもたら
した︒
岩内町郷土館にのこる北前船の遺産
一九七一︵昭和四十六︶年に開館
した岩内町郷土館には︑船模型︑
船箪笥をはじめ北前船の遺産が
多数展示されている︒展示解説パ
ネルは﹁文化と富を運んできた弁
財船﹂と題され︑岩内では﹁弁財船﹂
が地域呼称であることが伺える︒
一八九二︵明治二十五︶年頃の岩
内全景の写真では︑数十隻の弁財
船が帆を降ろして整然と停泊して
いる︒この写真は︑現存する岩内の
全景写真で最古といわれ︑同二十
三年の大火の数年後︑復興した岩
内を撮影した貴重な写真である︒
また︑﹁岩内寄港最後の弁財船︵昭

岩内地方文化センター内の北前船を描いた大型の壁画
同館は岩内の海をモチーフに波と船でデザインされている

＊注一北前船には様々な地域昭称があ
り︑後志地域では﹁弁財船﹂と時ばれるこ
とが多いが︑﹁北前船﹂は船型ではなく経
営形態を意味する呼称であり︑﹁弁財船﹂
以外にも﹁西洋型帆船﹂﹁合子船﹂等も含
まれる︒本稿では特に船型を指す場合以
外は﹁北前船﹂と表記する︒

館﹂のみが記載されている︒上部に
は﹁小人国﹂︑下部には﹁女護国﹂と
いう想像上の地名がみられる︒運
上屋の所有品であったと推定され
ている︒
収蔵庫には︑九谷焼や尾道の酢
徳利など多数の陶磁器類が保管
されている︒尾道では北前船によ
り北陸や東北から秋田米が移入
したことで︑尾道酢の原料に使用
されるようになった︒酢徳利は︑北
陸や東北の日本海沿岸︑道内各地
にのこっているが︑圧倒的に尾道産
が多数を占めている︒収蔵庫には
様々な店印の酢徳利がある︒
道内にのこる九谷焼は明治以降
に制作されたものが多く︑同館が
所蔵しているものはすべて﹁明治
九谷﹂である︒九谷焼の銘は﹁九谷﹂
等のよく見られる銘のほか︑様々な
﹁特徴だった銘﹂がある︒﹁松栄堂﹂
は増毛︑札幌︑余市︑泊︑岩内の
五ヵ所に四十三点確認されてい
る︒﹁松栄堂﹂がどのような製造元
であったかは不明であるが︑セット
の組み物になっていることが特徴
で︑岩内町郷土館には﹁松枝に立
ち鶴日出図﹂の小皿︑中皿︑茶碗が
ある︒﹁花鳥図蓋物﹂も明治九谷で
ある︒後志各地で取引していた商
人が同じで︑﹁松栄堂﹂はその商人
の取引先ではないかと推測されて

⑧

「岩内寄港最後の弁財船（昭和初期）」と
伝わる写真。岩内町郷土博物館蔵

瀬戸枕。岩内町郷土博物館蔵

いる︵中越︑二O 一八年︶︒
二O 工ハ︵平成二十八︶年の春︑
同館に寄贈された岩内場所請負
人・佐藤仁右衛門の壷には︑弁財
船が彫り込まれていてとても興味
深い︒壷全体は高さm
m︑胴回りは
ぬmの小型で︑胴の部分には緑色
の軸薬がかかっている︒胴部には舶
先を前にした弁財船が彫り込ま
れており︑帆印は佐藤家のものと
なっている︒桐箱の蓋裏の箱書きに
は壷の由来が記載されており︑そ
れによると︑この壷は一八五六︵安
政三︶年︑幕府の命により佐藤仁
右衛門が岩内1余市聞の山道のっ
v
ち︑稲穂峠から岩内までの山道開
削を行ったことに対して幕府から
感謝状をもらった記念に持ち船を
彫り込めて知人に配付したもので
あるという︒この壷は場所請負人
が手船で北前交易を行っていたこ
とを示す資料といえる︒
北前船主と取引していた岩内商人
岩内商人たちは各地の北前船
主たちと取引をしており︑船主側
の資料から名前が確認できる︒小
樽の大家倉庫で知られる︑北前船
主・犬家家︵石川県加賀市瀬越町
出身︶の資料には岩内商人の名前
が多数見られ︑取引の一端が伺え

る二八七五︵明治八︶年に大家家
は岩内で︑銭屋喜右衛門と﹁玉砂
糖﹂﹁ちり紙﹂を︑藤山孫左衛門と
﹁半紙﹂﹁大判綿﹂﹁竹原塩﹂﹁筒鯨﹂
を取引している︒同十二年には高
島音造と﹁鯨紋粕﹂︑同十三年には漬
喜三郎と﹁三貫目蝋轡﹁土佐六ツ入
り雑紙﹂﹁五貫匁警﹁六貫匁警﹁鯨
紋粕﹂﹁棒鱈﹂︑塩田久二郎と﹁山富
士半紙﹂︑綱嶋弥五郎と﹁鯨〆粕﹂︑
杉浦徳三郎と﹁胴鯨﹂を取引して
いる︒砂糖や塩などの食材︑紙︑症
といずれも生活必需物資であり︑
北前船が岩内の人たちの生活を
支えたことが伺える︒
漬喜三郎︵一八三一四1 一九一四︶
は︑明治から大正にかけて︑ヤマキ
の殿様とうたわれた鯨場の大親方
として知られる︒喜三郎は︑能登
国珠洲郡松波村︵現・石川県珠洲
市︶の富田喜右エ門の二男で︑漬屋
は屋号であったが後に姓老演に改
めている︒一八五O︵嘉永三︶年︑一六
歳で江差に渡り︑商家に五年勤め
た︒その後︑一八五五︵安政二︶年︑
古宇郡泊村に渡り︑鯨漁︑鱈釣り︑
海鼠漁などに従事し︑三年後︑江
州の商人で︑北前船主でもある増
田利兵衛の信頼を得て︑資金を貸
与してもらい商売を開始した︒
増田利兵衛は︑一八三O ︵天保
元︶年︑近江国愛知郡嶋川村に生

「花鳥図蓋物」明治九谷以降。
岩内町郷土博物館蔵。口径： 14.9cm
泊港に停泊する弁財船（大正 8年、『泊村史 J
1967年
）

「松枝に立ち鶴日出図」の小皿、中皿、碗のセ、ソト
明治九谷以降。岩内町郷土博物館蔵
佐藤仁右衛門の壷。岩内町郷土博物館蔵。高さ： 18cm

まれ︑木綿呉服商を経て︑一八六O
︵万延元︶年に住吉丸を購入し︑船
主となった人物である︒一八六一一
︵文久二︶年には磯谷・岩内へ回航
している︒汽船が普及すると持船
老売却し︑京都で呉服商を営み︑一
八八四︵明治十七︶年に死去した︒
利兵衛は︑チェンバロ奏者の明楽み
ゆき氏の五代前の先祖にあたる︒
藤山孫左衛門は︑同四年︑岩内
生まれ︒この孫左衛門は四代目で︑
初代孫左衛門は江戸期に渡島国
福山から岩内に移ってきた︒四代
目孫左衛門は十四歳で故郷岩内
在離れ︑小樽の豪商として知られ
る藤山要士口のところで奉公して商
業在学んでおり︑小樽とも関わり
の深い人物である︒

園 泊の北前船の遺産
泊の地名は︑アイヌ語で﹁鱒が
入ってくる入海﹂在意味する﹁ヘモ
イトマリ﹂に由来するといわれ︑
﹁トマリ﹂は﹁港﹂を意味し︑古くか
ら船舶が入港する場所だった︒﹃北
海立志編﹄︵明治二十六年︶の泊稲
荷神社からの眺望を描いた絵図
や︑一九一九︵大正八︶年に撮影さ
れた泊港の写真から多数の弁財
船が帆を下ろして停泊している様
子が伺える︒

中村旅館は︑北前船の船乗りた
ちが宿泊先として利用していた旅
館である︒写真から玄関先の看板
の横に船名を記載した札が掲げ
られていることが確認できる︒
泊の船絵馬
泊村には三つの神社に五面の船
絵馬が奉納されている︒堀株村の
稲荷神社︑泊稲荷神社にはそれぞ
れ二面︑一面の洋式帆船の絵馬が
あり︑盃稲荷神社には二面の弁財
船の船絵馬が確認されている︒
盃稲荷神社に奉納された﹁幸吉
丸﹂と﹁永貰丸﹂の船絵馬は︑北前
船主・右近家が奉納したものであ
る︒盃稲荷神社は︑一八O七︵文化
四︶年に田村豊質がサカツキに創
記した稲荷神社と︑一七三O ︵
享
保十五︶年に輿志内の漁場に田村
重孝が創記した神社が一九O七
︵明治四O︶年に合併して創記さ
れ︑一九五五︵昭和三O︶年に現在
地に移転した︒
﹁永賓丸﹂には奉納者として右
近仁三郎の名前が記載されてい
る︒仁三郎は一八七五︵明治八︶年
から一八八四︵明治十七︶年にかけ
て永宝丸の船頭を務めた人物であ
る︒右近家は越前河野︵現・福井県
南越前町河野︶の北前船主・右近

尾道産の酢徳利。岩内町郷土博物館蔵
漬喜三郎支店（『北海立志伝四 .11903年
）

船箪笥。岩内町郷土博物館蔵
伊万里地図皿（天保期）岩内町郷土博物館蔵

家で︑小樽に右近倉庫を建設した
ことで知られる︒帆印や臓の意匠
が同じであることから︑両船とも
大阪近江屋栄次郎名義の右近家
の持ち船であると考えられてい
る
︒
﹁幸吉丸﹂の船絵馬は︑船旗をは
じめ︑化粧金・聞の口障子・水主の
仕事着の背に﹁近﹂の文字が書かれ
ている︒弁財船の特徴である帆の
ほかに︑洋式の帆であるジブとス
パンカーを装備していて︑﹁合子
船﹂と呼ばれた和洋折衷型の船で
あることがわかる︒作者を一不す落
款には﹁大阪黒金橋ゑんま曹と記
載されている︒ゑんま藤は大阪北
堀江金橋北詰に店を構え︑船絵馬
のほか様々な絵馬を手がけてい
た
︒

炭組合が作られ︑一九一七︵大正
六︶年までの三十三年間に経営者
が九度変遷した︒中小の地元資本
家が多いが︑右近炭鉱をはじめ︑
藤山炭鉱︑板谷炭鉱は︑海運会社
が経営に携わっていたことが興味
深い︒
右近炭鉱は︑明治三十年に北前
船主の右近家が茅沼の漁業家一一
代目武井忠兵衛の弟忠吉を支配
人として経営を開始した︒右近炭
鉱の鉱区の坑道は官営時代のもの
であったが︑二度の火災があり︑輸
送路が寸断されるなど︑新たな炭
層を掘り進める必要があった︒同
三十五年︑多大な犠牲を払いつつ
五十七坑を開坑すると︑出炭量は
急上昇し︑やがて年間一万三千ト
ンを算出するようになった︒
その頃︑日露戦争の影響で炭価
が高騰していたが︑同四十年の好
況期を頂点に︑翌年から石炭業界
は不況に陥った︒同四十一二年︑右近
炭鉱は同じく海運業者である藤
山要吉の経営に移り︑岩内炭鉱合
資会社と並列経営となった︒その
後︑藤山炭鉱は板谷炭鉱と合併
し︑一九一六︵大正五︶年に茅沼炭鉱
業所となる︒戦後︑炭鉱業界の合理
化の過程で次第に衰退していき︑一
九六四︵昭和一二十九︶年︑百年余に
わたる歴史に終止符を打った︒

鯨御殿とまりの陶磁器類
鯨御殿とまりは︑一九工ハ︵大正
五︶年頃︑武井忠吉によって建てら
れた﹁旧武井邸客殿﹂の敷地に︑明
治二十七年に漁場経営者の川村
慶次郎によって建てられた﹁旧川
村家番屋﹂を移築し︑一体化した
漁場建築として整備した施設で
ある︒三OO一︵平成十三︶年四月
から一般公開し︑周年︑泊村で初と
なる有形文化財に指定されてい
る︒館内には北前船によってもた
らされたと考えられる陶磁器類
などが展示されている︒
岩内町郷土館と同じ︑﹁松枝に
立ち鶴日出図﹂の小皿︑中皿が多
数あり︑銘は﹁九谷松栄堂﹂のもの
が十六件確認されている︒﹁公家瓢
箪図皿 L︑﹁柳に人物園煎茶碗﹂︑
﹁忠節字除隊記念盃﹂︑﹁酒宴泊舟
図湯呑﹂︑﹁達磨図蓋付湯呑﹂など︑
いずれも明治九谷である︒九谷焼
とセットになった輪島塗会席膳も
ある︒

︹訂正︺本誌却号臼頁下段目行目
﹁小樽市博物館創設に関わった郷土史
家︑越崎宗ごと訂正いたします︒

︻謝辞︼坂井弘治さん︵岩内町郷土
館︶︑森和稔さん︿泊村教育委員会︶︑
森公一さん︵鯨御殿とまり﹀︑中越康介
さん︵石川県九谷焼美術館︶にご協力
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年︶︑﹃写真で見る昔の泊村﹄︵泊村教
育委員会︑二O一四年︶︑林昇太郎﹁積
丹半島に現存する絵馬について﹃北海
道開拓記念館研究報告﹄
﹂︵日号︶一九
九三年︑﹃岩内町史﹄︵岩内町役場︑一九
六六年︶︑﹃開田百年史﹄︵茅沼炭化砺
業株式会社︑一九五六年︶︒

これまで紹介してきたように︑
岩内︑泊にはさまざまな北前船の
遺産がのこっているが︑あまり知ら
れているとは言えない︒北前船の
遺産は両地域のルIツと北陸や瀬
戸内海など各地とのつながりの歴
史をいまに伝えてくれる︒今後︑地
域資源として活用されていくこと
を期待したい︒

鯨御殿とまり内の陶磁器類

茅沼炭鉱と右近家
茅沼炭鉱は︑一八五六︵安政三︶
年︑岩内場所の漁場の背後に接す
る山中で武井忠兵衛の鱈釣り船の
船頭・忠蔵が海岸の沢で石炭の塊
を発見したことがきっかけとなり
開鉱した︒以後︑幕府︑開拓使︑か経
営したが︑一八八三︵明治十六︶年に
官営が廃止となり︑同十七年︑地
元漁業家の武井忠兵衛︑長浜彦太
郎らによって第一次茅沼炭山採
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