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１．はじめに：近年の「北前船」再評価

２．北海道からみた北前船

３．北海道にのこる北前船の遺産

４．北海道の地域資源として北前船

講演内容



•研究テーマ：歴史文化を活かした地域振興・まちづくり

•出身地：石川県加賀市橋立町 ＊「北前船の里」

•小樽商科大学グローカルプロジェクト
「北海道における北前船の歴史的価値と観光資源化」

近年の「北前船」再評価と課題

•日本遺産認定（H29年4月） ＊「北前船」の地域資源化

• 「北前船」の語られ方 ＊本州中心、莫大な利益

★北海道から北前船を再検討 北海道のルーツに関与

１．はじめに：近年の「北前船」再評価



• 「荒波を越えた男たちの夢が紡いだ異空間
〜北前船寄港地・船主集落〜」

• 全国11自治体のシリアル型ストーリー

• 来年度、自治体を追加認定

• 27自治体が申請中

• 道内の追加希望自治体 小樽市・石狩市

エリア 構成自治体

北海道 函館市 松前町

東 北 鰺ヶ沢町 深浦町 秋田市 酒田市

北 陸 新潟市 長岡市 加賀市 南越前町 敦賀市

「北前船」日本遺産認定（2017年4月）



北國新聞（2017年4月29日付）

北國新聞（2017年6月17日付）

日本遺産認定セレモニー
（2017年5月5日）

北國新聞（2017年6月２日付）

日本遺産認定後の報道（石川県加賀市橋立町）



２．北海道からみた北前船



北前船の主要寄港地

出典：中西聡『北前船の近代史』（２０１３年）



北海道の主な北前船寄港地

出典：中西聡『北前船の近代史』（２０１３年）



北前船とは？①

•江戸期から明治後期にかけて、蝦夷地（北海道）と、
上方（関西方面）を往来した廻船。

•各地の産物の流通、人の移動、文化の伝播に大きな
役割を果たす。

•船主自身が商品を販売する「買積み」経営。
商業と輸送業を兼業する商人船主が多い。

•地域間の価格差を利用して莫大な利益 難船のリス
クと表裏一体。ハイリスク・ハイリターン。



北前船主の利益

業 種 納 税 額

旅 館 ３２６円

呉服商 ４００円

医 者 ８００円

酒造会社 ８１３円

織物工場 ９５６円

北前船主（西出家） ３、２９３円

北前船主（大家家） ２６、５００円

小松税務署管内所得票（明治30年・1897年）



北前船の積荷

•下り荷（北海道へ）

大阪（木綿・酒・糸・雑貨など）

瀬戸内海（塩・紙・竹・砂糖・生蠟、御影石など）

小浜・敦賀（縄・ワラ製品・瓦・笏谷石）

富山・新潟（米・酒）

ロウソク（瀬戸内海産）

•上り荷（関西方面へ）

海産物中心

鰊粕、数の子、身欠き鰊

干しナマコ、昆布、干鰯 など

鰊粕焚き（ヨイチ場所）



北前船とは？②

•北前船の呼称 大阪・瀬戸内海の人たちが日本海方
面に向かう船や船乗りを「北前」と呼ぶ。
各地に地域呼称あり。 「千石船」「バイ船」など。

•北海道では「弁財船」「青箍」（あおたが）など。

•北前船の船型 時代によって様々な船型。18世紀初
頭から「弁財船」が主流に。北前船の代名詞。明治期
には西洋型帆船、合の子船、汽船が登場。

•北前船主の出身地 北陸、東北、山陰、瀬戸内海な
ど広範囲に分布。 場所請負人の北前交易も含む。



北前船とは？③

•北前船の定義。諸説あり。特定の船型ではない。

•現在では船主の出身地はあまり限定せず、

航路と経営形態（買積み）を重視する傾向。

•日本海を通じて北の海を往来する航路と、買積を行う
商人船主であることが特徴。

★狭義の北前船：北陸の船主、買積み経営

★広義の北前船：多様な航路と経営形態（買積み含む）



北海道からみた北前船

江戸期

• 道南３港で取引 ＊松前・江差・函館

• 安政２（1855）年、幕府が積丹半島神威岬以北への、「婦女
子往来の禁」を解除 道内各地に居住地拡大

明治期以降

• 地域間格差の縮小（汽船、電信）で買積の利益減 衰退？

⇒人口急増、漁場経営の拡大、北海道産魚肥の需要急増。

⇒北前船主の北海道進出は明治期に最盛。

⇒北海道の企業勃興に関与 倉庫業、銀行、北洋漁業等

★北前船の「海の道」を通じて人・モノ・文化がどんどん北海
道へ 北海道のツールに深く関わる。北前船の新たな役割。



３．北前船にのこる北前船の遺産



さまざまな北前船の遺産

• 北前船主・船乗りの資料 場所請負人資料

• 倉庫 関連建築物 停泊地 慰霊碑
石材（笏谷石、御影石など） 瓦

• 船具類 船箪笥 陶磁器類 船絵馬

• 衣類（アイヌ）

• 食文化

• 言葉

• 民俗芸能

• 写真

• ルーツ（会社、商店等）など

★北前船の「海の道」を通じた人・モノ・文化の交流



「北前船」日本遺産構成文化財（函館市）

文化財の名称 ストーリーでの位置づけ

函館山
北前船の船乗りたちが出航前に日和
をみた場所

箱館奉行所跡
北前船で運ばれた笏谷石が礎石に
使用

高田屋屋敷跡
北前船で財をなした高田屋の屋敷跡

高田屋本店跡
北前船で財をなした高田屋が商売の
拠点を置いた店舗跡

厳島神社
加賀橋立の北前船主が寄進した鳥
居がある神社



函館奉行所

• 2010年に部分復元が完了。
一般公開中。

• 柱（青森のヒバ）、天井板・
板戸（秋田のスギ）、屋根
裏の梁（岩手などのマツ）、
大広間の畳（備後）。

• 屋根瓦（越前産）建設当
時のまだらな色相を再現
するため赤系4色の越前
瓦が使用。



「北前船」日本遺産構成文化財（松前町）



北前船主がつくった倉庫群（小樽市）



小樽倉庫をつくった北前船主（西谷庄八）

• 万延元（1860）年、橋立生まれ

• 明治22（1889）年、小樽に進出

• 西出孫左衛門らと小樽倉庫設立

• 明治38（1905）年、小樽倉庫の
経営権は山本久右衛門へ 小
樽倉庫を譲渡後も小樽で活動

• 日露戦争後の海運発展に乗じて、
「東洋一の回漕店」に

• 大正11（1922）年、西谷海運株
式会社設立。

• 昭和16（1941）年、小樽港運作
業会社を設立。



•全国有数の北前船主集落、橋立の代表的な北前船
主家の一つ。

•宝暦10（1760）年、橋立で創業。北前船交易で発展。

•明治20（1887）年、五代目庄八（1860-1933）が、北
海道開拓で賑わっていた小樽に支店を設立。

•明治28年、橋立出身の北前船主・西出孫左衛門ら
とともに小樽倉庫を創設。

★小樽をはじめ北海道各地で様々な事業を展開。

★西谷家には、橋立に関する資料のほか、小樽や北
海道での事業に関する資料が多数保管。

北海道での北陸の北前船主の活動（西谷家）



• 明治28年、小樽倉庫株式会社、設立認可

• その頃、西谷庄八はドイツの汽船会社との係争、小豆取
引失敗により、事業整理で回漕部のみを継続し、小樽支
店は西谷回漕店と改め、正吉（庄八の弟）が経営者となっ
た。

• 明治29年、庄八は大阪に転居し海運業を離れる。

• 明治36年、正吉が病死 庄八が海運業に復帰

• 明治38年、山本久右衛門（3代目）に小樽倉庫株式会社
の経営権を委譲。以後、山本家の経営に。

• 庄八はその後も美唄炭山を手放す等、トラブルに見舞わ
れたが経営を立て直す。

★大正11（1922）年、西谷海運株式会社を設立。

北海道での北陸の北前船主の活動（西谷家）



北海道での北前船主の活動（西谷家事業）

北海道での西谷家の事業展開

• 西谷海運株式会社

（小樽、釧路、神戸、樺太）

• 小樽港海陸運輸株式会社

• 西谷農場

• 常磐温泉（札幌市南区）

• 西谷海運留萌作業部（留萌）

• 峰延農場（岩見沢市峰延町）

• 北日本汽船株式会社

• 北海道水田株式会社

• 北日本観光株式会社
北國新聞（南石川、2018年2月27日付）



後志と北前船（ヨイチ場所産のイナウ）

・アイヌの祭具「イナウ」9点が石川県
の神社2ヵ所に保管されていることが
判明 うち1点は「ヨイチ場所産」で明
治元年に奉納されたことが確認

・戸澗幹夫氏（石川県立歴史博物館）、
北原治郎氏（北大）、今石みぎわ氏
（東京文化財研究所）の共同調査

北海道新聞（2015年10月18日付）



石狩と北前船

•石狩（イシカリ）

•厚田（オショロコツ）

•浜益（ハママシケ）

•弁財船：江戸〜昭和初期

•汽船・洋式帆船：明治以降



石狩と小樽で活躍した井尻家の遺産（山王倉庫）

井尻正二（1913-1999）
古生物学者・地質学者

・石狩と小樽で活躍した井尻家の倉庫
・明治〜昭和初期まで倉庫業。
・現在は北海製罐株式会社の倉庫。
・倉庫西側には小樽支店があった。
・「山王」（やまおう）の印が印象的。



石狩と小樽を拠点に活躍した井尻家

井尻半左衛門（1828-1882）。鹿児島生まれ。北辰丸など
数隻船を所有。長崎、大阪、新潟などで商売。明治5年
（1872）頃、函館で昆布を買い入れ、上海に輸出。

・明治7年、石狩に居住。明治9年、小樽の色内に鰊漁場
購入。支店を設置し、倉庫業もはじめる。石狩と小樽を往
復して漁場と倉庫業を営む。初代静蔵の頃に大きく発展。

二代井尻静蔵の頃、漁場不振、政治活
動で浪費。昭和7年（1932）、10億円近く
の借金を抱え、小樽を去る。

静蔵の息子、井尻正二（1913-1999）は
日本の化石研究の第一人者。野尻湖の
ナウマンゾウの発掘で有名。

井尻半左衛門

井尻静蔵（初代） 井尻静蔵（二代）



札幌にのこる北前船ネットワークの遺産

①北陸銀行

②移住者とその文化

（丘珠獅子、県人会）

③軟石

④瓦



札幌の製瓦と北前船ネットワーク

•明治13年、石川県出身の遠藤清五郎が、月寒村で瓦
の試作を行ったことが初の民営製瓦。

•明治17年、東京出身の鈴木佐兵衛が白石村
（現・平和通6丁目）で鈴木煉瓦製造場を操業。

•明治19年、同社の瓦製造の月寒分工場が稼働。

•遠藤清五郎の瓦工場が鈴木煉瓦製造工場に経営吸収
され瓦製造部門となったと考えられる。

★遠藤清五郎を通じて北陸の製瓦技術が継承



北前船と北洋漁業①：高田屋嘉兵衛

高田屋嘉兵衛（1769-1827）と箱館

• 明和6（1769）年、淡路島生まれ

• 寛政8（1796）年、函館に来航

• 函館を本拠地として北前船交易で巨大

な利益をあげ、箱館の都市形成、経済発展に貢献

• 幕府の依頼を受け、国後島・択捉島間の航路を開拓 漁
場経営と廻船業で活躍 箱館の北洋漁業の基礎を築く

• 司馬遼太郎『菜の花の沖』（1982）の主人公

• 辰悦丸回航事業（1986） 各地の地域振興に影響



北前船と北洋漁業：平出喜三郎

平出喜三郎（初代：1841-1907）

• 1841（天保12）、橋立の紋屋家に生まれる。

• 17歳で乗船 20歳で堺の河内屋の千石船の船頭に。

•箱館戦争の際、旧幕府軍の榎本武揚らの支援。

•函館に移住 千島漁場で

成功。函館財界の重鎮に。

• 1902（明治35）、北海道初の

衆議院議員に。

• 1907、死去。享年67歳。



北前船と北洋漁業へ：平出喜三郎（二代目）

平出喜三郎（二代目：1876-1931）

• 1876（明治9）、橋立の久保彦助四男に生まれる。

•幼少時に函館在住の初代喜三郎の養子に。

•初代を継ぎ、海運、北洋漁業、鉱業等実業界で活躍。

• 1912（明治45）衆議院議員に当選。

•北洋漁業で「母船式沖取漁業」を推進。

• その後の基礎を作る。

• 1931（昭和6）死去。享年55歳。



北前船と北洋漁業：択捉水産株式会社

択捉水産株式会社

• 1927（昭和2）、二代目平出喜三郎の女婿で、事業を
継承した原忠雄の関連会社。

•択捉島の別飛に出張所を設置。

• マスを収穫。半分を缶詰に。

• 1928年度は従業員100人以上。

•橋立から北前船関係者が従事。

•択捉島に残った人はソビエトに抑留。

•平出喜三郎、高野愛吉らは函館にいた。



もう一つの北方領土問題：漁業権問題

• 北前船主から転身した人た
ちの多くが漁業権を所有。

• 1910年、旧漁業法に基づき
北海道長官が交付。

• 1942年、政府の指導で経営
統合した択捉漁業に移管、

• 1945年、旧ソ連の北方領土
侵攻後、操業不能 49年に
択捉漁業が解散後、未清算
の状態が継続。

北海道新聞
（2016年10月22日付）



４．北海道の地域資源としての
北前船



北前船を活かした各種の地域振興事業との連携。

• 北前船寄港地フォーラム、北前船交流拡大機構、日本遺産。

• 調査研究面、関連事業での協力。

小樽の歴史文化を活かした観光まちづくり

• 北運河および周辺地域。

• 堺町通り商店街。

• 北前船主ゆかりの石蔵の保存・活用。

北前船を活かした小樽のまちづくり



「小樽・後志における北前船の歴史的価値の観光資源化」（H26-28）

「北海道における北前船の歴史的価値の観光資源化」（H29）

• 小樽・後志、北海道と北前船の関わりについての調査研究。

• 歴史的価値を地域観光資源化することで、小樽・後志、北海道をつ
なぐ新たな広域観光ルートの開発を推進。

具体的な取り組みと成果

①調査研究

• ゆかり調査、新資料発見（船絵馬、古写真、笏谷石、西谷家など）

②観光資源化

• ツアー、イベント、パネル展、シンポジウム、その他情報発信など

③教育

• 地域志向型授業（地域学、日本経済史、グローバリズムと地域経
済）、小・中学校教育（北前船こども調査団、出前授業）

小樽商大「北前船」関連研究プロジェクト



地域志向型授業（小樽商科大学）

• 地域学、グローバリズムと地域経済、日本経済史など

HBC北前船こども調査団事業（小学校）

• 北前船寄港地（6地域）の小学5年生が

小樽でワークショップ。

• まっぷる特別編集

「北前船こども調査団」

北前船出前授業（中学校）

• 石狩市立花川北中学校で授業

（中学1年生・2年生）

教育関連の取り組み

北海道新聞（2018年2月8日付）



まとめ

•北海道からみた北前船。北海道のルーツ。

金融、漁業、農業、炭鉱業、観光など密接な関係。

「北海道150年」「日本遺産」 再発見の契機に。

•北前船の歴史的価値 現代的意義
グローカルな活動 船主たちの地域社会への貢献。

•広域の地域資源としての北前船

北海道・北方四島と本州各地。

•北海道の地域資源としての可能性
調査研究、観光資源化、教育の連携。


