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はじめに
神戸港は1868年の明治開港から2018年で150年を迎えた．しかし港の歴史を遡れば，大輪田の
泊，兵庫津，そして神戸港と呼び名が変わりながら1200年を超えている．天然の良港であったが，
時代の変化に合わせて，みなとの形態を変えながら，新たな発展を遂げてきた時の流れが歴然と
ある．また，みなとは情報の窓口であり，時代の変化の前触れを敏感に感じ取れる場所として，
その時代の国際関係や，船舶技術の革新の中，様々な船舶を招き入れ，常に人と物の交流から，
まちとして，都市としても繁栄を築いてきた．
本論では，明治開港150年の節目を，単にみなとの歴史を振り返るのではなく，港として繁栄
と衰退の繰り返しの背後にある様々な技術的，自然科学的な側面的視点から説明を試みるもので
ある．私自身は，大学で土木工学を学び，交通工学や都市計画を専門にほぼ半世紀に渡り，理論
を学び実務での実践をしてきた．市民工学的視点からの一つの試論として提起する．

1．天然の良港の地勢的特徴
1.1　地勢的特徴―近畿トライアングル
神戸の地勢は六甲山系と前面に広がる大阪湾の海に特徴がある．この両者がいつそこに存在し
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たのであろうか．その歴史を振り返ると今ある日本列島が形づくられたのは，地質時代の第4紀
と呼ばれる今から260万年前にさかのぼり現在に至ることになる．
それを説明したのが，1960年代に学説として定着したプレートテクトニクスと呼ばれる地球物
理学や構造地質学に基づく理論である．地球内部の高温で溶けたマントルが対流運動をする際 

に，地球の表面近くで固まったプレート板と呼ばれる10数枚の岩盤が年間で数センチ移動し続け
ている．
日本付近では周知の通りアメリカ大陸を載せた北米（北アメリカ）プレートに，ヨーロッパから
アジアの大陸が乗るユーラシアプレートが東から西に潜り込み，その下にフィリピン海プレート
が南から北に潜り込み，さらにその下に太平洋プレートが西から東に潜り込んでいる．この複雑
で地球規模の壮大な運動によって生み出されたのが日本列島である．東西から太平洋プレートと
ユーラシアプレートとがぶつかり合って押し合う形で生み出されたのが東日本の南北の山地で 

あり，南北のフィリピン海プレートとユーラシアプレートによって形成されたのが西日本の山地
である．陸地の岩盤に相対立する力が長期にわたり押し合った末に耐えきれなくなって上下に 

ずれたのが「断層」と呼ばれる地形で，その隆起を繰り返してできたのが単純には山地になり， 
沈降した部分が海，湖や盆地になる．
日本列島の中で近畿地方の地形は，図
1-1に示すように，東から太平洋プレート
の押す力が，南からのフィリピン海プ
レートが，北西からユーラシアンプレー
トの力が押し合うため，東日本と異なる
複雑な形の力を受け，大きくは3つに区
分される山地の地形で形成されている．
第1は敦賀湾から伊勢湾にかけて南北に
伊吹山地，鈴鹿山脈，布引山地が連なる
地形がある．第2は伊勢湾から紀伊山地，
淡路島を経て四国の四国山地の東西に連
なる（中央構造線という）地形である．そ
して第3が，これらの東西と南北の力の
合力として比良山地，六甲山地，淡路島
の丘陵を結ぶ地形である．これら3つの
山地の地形は三角形の地形で，「近畿トラ
イアングル」と命名されている（1）．この
三角形の形を形成する断層山地が存在する一方で，沈降してできたのが，図1-2に示す，盆地とし
ての琵琶湖盆地であり，大阪湾盆地，河内盆地，京都盆地や奈良盆地が存在する．
近畿地方の特徴のもう一つとして，フィリピン海プレートとユーラシアンプレートの押し合い
の力で，四国山地と中国山地が隆起して，その間の沈降してできたのが，瀬戸内海（当初は海で
はなく内陸の窪地）であった．今から約2万年前の氷期の最盛期には，地球上の水分の多くが氷河
として地上にあったために，海面は現在より-130 m程度下がり，瀬戸内海は全域が陸地であっ
た．岡山県の現在の倉敷市当たりを分水嶺にして，大きな川が東と西に流れ出し，紀伊水道と豊

図1-1　近畿地方の断層の位置と近畿トライアングル
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後水道を抜けて，太平洋に注いでいた．盆地や窪地は低いため，山地等に雨が降ると最も低い低
地に水が溜まってできたのが，琵琶湖，大阪湾の大阪湖である．
それから次第に地球の気候は温暖となり，6000年～7000年前に地上の氷河が融け，海面が 

+6 m近くまで上昇し，逆に紀伊水道と豊後水道から海水が入り，現在の瀬戸内海の形がほぼ出来
上がった．
その後，約5千年前に地球は寒冷化し，海面は下降し，現在の海岸線に落ち着いた．瀬戸内海
各地の縄文遺跡は当時の河辺か海辺に位置している．また，瀬戸内海に散在する700余りの島々
は，氷期の瀬戸内海に存在した小高い山々の名残である．
このように1万年前後の造山運動と，地球の温暖化や寒冷化が繰り返される中で，現在の地形
の原型が形成されていった．

1.2　天然の良港誕生の構造
近畿トライアングルの中の大阪湾に注目すると，大阪と奈良の間に生駒山脈，金剛山脈があり，
もう一つの「ミニ三角帯」の地形が存在する．
このミニ三角形の地形が神戸を天然の良港とした第1の要因である．ミニ三角形の内側で，大
阪よりは奈良盆地から大和川が，京都盆地から淀川が，何千年もかけて土砂を運び出し，大阪湾
を埋めた．神戸の背後の六甲山系は急峻であったため，大河川は存在せず，前面の海を広範囲に
埋めることがなかった．その結果，神戸の港の深度が深く，大阪湾の中での，大型の船の出入り
に適した唯一の港を維持することができた．
山があり，その前面に海があるとその間に形成される平地は，山から流れ出す河川が運び出し
た土の量に比例する．山が高く，河川の流域面積が大きければ，平地の規模は大きくなる．しか
し，神戸市の場合，図1-3に示すように，神戸市の最高峰である芦屋市境にある六甲山（932 m） 
から西側に山の高さがなだらかに低くなるが，平地の大きさは和田岬付近の背後地が大きく，大
阪湾に張り出す特異な形になっている．その謎を探ると，湊川の現在の流れを地図で上流に遡る

図1-2　盆地群の位置
（出典：新修神戸市史編集委員会 1992　歴史編1: 227）
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と平野の奥の谷を刻んできた天王谷川と，烏原水
源地の奥の谷を刻んできた石井川とその支流の烏
原川に分かれている．これらの川はさらに幾つか
の支流に分かれるが，驚いたことにこれらの流域
に六甲山系の裏側にある鈴蘭台地域がすっぽりと
収められているのである．現在の星和台，鈴蘭台，
北鈴蘭台に降った水が湊川に流れている．これは
六甲山系の隆起活動の過程で，湊川流域の山の高
さがそれほど高くなく，背後の丘陵地をも流域に
取り込んだためである．参考までに，湊川の東隣
を流れる生田川は，六甲山系の南側のいわゆる表
六甲の斜面を流域にしているに過ぎない．
表1-1に現在の神戸市内の
表六甲を流れ大阪湾に注ぎ込
む主な河川流域面積を示して
いる．新湊川の流域が他の河
川に比べて明らかに広い面積
である．私自身で，新湊川に
含まれる苅藻川を除外した旧
湊川が集水する流域の面積を
簡易的に計算したが，面積は約21 km2で，最も代表的な住吉川や生田川の流域面積と比べると約
2倍にもなるのである．この集水地域の大きさの違いが運び出される土砂の量の差となり，平地
の大きさの違いになったと言える．
ただし，これだけでは天然の良港と言われる特異な形は説明できない．
もう一つの答えは，明石海峡に起因する．地図を見れば理解できるように六甲山系は淡路島と
連なっていたが，断層の歪みの集中していた低地部に縄文時代の温暖期に海面が6 m近く上昇し，
大阪湾の海水が侵入し六甲山系が分断され，明石海峡が出現したといわれている．明石海峡がで
きたことで大阪湾と播磨灘には潮の干満の時間差による海面の高さの差により，一日に2回潮流
が生じることとなる．現在では海峡の深さは110 mあり，潮流の早さは最大9ノット（時速16 km）
で，河川をはるかにしのぐ早さである．ただし，狭い海峡部から大阪湾の中央に向けての広がる
につれ海流の流れは徐々に遅くなり，和田岬沖付近では0.3ノット程度になる．
潮流の速さの差が和田岬を作ったことになる．和田岬より西で，六甲山系背後の土砂が須磨区
の妙法寺川や垂水区の福田川によって大阪湾に注がれるが，明石海峡の早い海流のために堆積で
きず，大阪湾に運ばれた．須磨のあたりからの流速は遅く土砂が堆積することになり，和田岬付
近が堆積の終着点となり，ゆっくりと，やがて海中に細長く堤状の形の天橋立のような「砂嘴」と
いう地形を形成させた．そしてその内側には同じ六甲山系の土が湊川により運ばれ砂嘴を埋め尽
くしていった．こうして和田岬付近で大阪湾に張り出る形となったことで，西からの風を防ぎ船
の出入りに都合がよく，安心して停泊できる天然の良港になったのである．
物や人を運ぶのは通常陸路が使われるが，多くのものを運ぶには台車を牛に引かせることもで

図1-3　神戸市の地形（航空写真）（提供：神戸市）

表1-1　表六甲河川流域面積比較表

（出典：新湊川流域変遷史編集委員会 2002: 18）
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きたが，長い距離は大変であった．量を運ぶために用いられたのは船であった．8,000～6,000年前
の縄文時代から，樹木の胴をくり抜いてつくった丸木舟を使って輸送をしてきた事実も明らかに
なっている（2）．縄文時代には驚くほど広域で物流が展開され，船で数10 km運ばれた記録も残っ
ている．その後，丸木船の両側に波よけの板を取り付けて深くした船が生み出され，しだいに丸
木舟をベースによりしっかりした独特の形に発達していった．古墳時代（200年代～400年代）に
は，すでに簡単な帆が現れていたようである．
瀬戸内海の端にあり，天然の良港であったことで，みなとの形を変えながら，大輪田泊，兵庫
津，そして神戸港と呼び名が変わりながら，その地位を築いてきた歴史が生まれた．

2．「都」の位置は水運が決め手となった
2.1　瀬戸内海の東の端に成立した中央集権国家
3世紀中頃までの日本はたくさんの小さな国に分かれて，勢力争いや戦争をしていた．その中
で，強い国はだんだんと周りの国を従えて大きな権力を持つ国になり，日本全体を一つに統一す
る国が出現した．これが近畿地方に生まれたヤマト（大和）の国（大和朝廷と言われるが正確で 

はない）である．
戦うためには軍事力の移動が必要であり，従属を表すには朝貢が必要である．陸上では，量を
運べず，船による輸送が欠かせない．それに最も適した当時のハイウェイが「瀬戸内海」である．
内海で風も穏やかで，潮位も安定し，多くの島が存在することで，小さな船舶でも安全に航行す
ることができた．ある意味で大きな河川であった．
ヤマトの国が興ったのは，現在の奈良盆地であった．奈良盆地は，美しい山々で囲まれ防衛が
しやすい．平地では米や様々な農作物が収穫でき，多くの人々が安定した暮らしができた．それ
だけではなく，奈良盆地から流れ出す木津川や大和川を使って船で下れば瀬戸内海の東端の大阪
湾に出ることができた．すなわち，瀬戸内海の東の端に成立した国であることで，着実に権力を
集中できたのである．
ヤマトの国が国内を平定したことで，5世紀頃から朝鮮半島の新羅や高句麗，百済と外交や交
易関係ができ，往来が盛んになった記録がある．中国（当時は南朝時代の宋（420～479））からも，
貢ぎ物や使者の到来があったことを当時の宋書に多く記載されている．
ただし，この大阪湾は現在の形とは
違っていた．誕生当時の大阪湾は，図
2-1に示すように，「古大阪湾」の「外
湾」と「河内湾」の内湾に分かれていた．
それを区分するのが金剛山地と紀伊山
地の一部である和泉山地から張り出す
泉州丘陵の先に，活断層の割れ目から
隆起した「上町台地」である．図2-2に
示すように，瀬戸内海に海水が入り，
大阪湾盆地が大阪湾になった後，淀川
や大和川が流れ込む河内湾が土砂で埋
まり，小さくなるだけではなく，波の

図2-1　「外湾」大阪湾と「内湾」河内湾
（出典：篠沢 2017: 22）
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穏やかな内湖となった．上町台地の西側の浜は波が速く険しい「浪速（なみはや）」や「難波（なん
ば）」であるが，上町台地の半島を回り込んで「河内湾」に入ると，その湾の北側は流量の大きな
淀川が大河川で荒々しく流れている一方で，南側は大和川が穏やかに流れ込んでいただけで，波
の穏やかな浜が利用できた．小さな船に乗り換え，河岸において水夫が船を引っ張ることで，奈
良盆地に入ることができた．

2.2　海外との交易
海上交通が盛んになった中で，中国（随）から制度や技術を吸収するために，推古朝の時代の
600年に遣隋使が随が滅ぶ618年までの18年間で6回派遣されている．隋を滅ぼした唐にも，630
年から遣唐使が派遣され，唐が滅ぶ907年までの277年間で，数え方には諸説があるが20回程度
実施（中止が3回ある）された．唐からは，先進的な文化や技術・制度が収集され，国内に伝播す
ることとなった．建物の建築技術や土木工事の技術などの実用技術が伝えられ，全国に普及した．
中でも仏教の伝播に大きく貢献することとなった．804年に派遣された国費留学生であった最澄
と，私費留学の学問僧として派遣された空海は，2年間で帰国し，最澄は比叡山延暦寺を開基し，
天台宗を開いた．空海は密教の長安の清流寺の恵泉に師事し，密教の奥義伝授を受け，経典の収
集のほか，土木技術や薬学などの他分野を学び，真言密教を確立し，高野山に金剛峯寺を開基し
ている．空海は仏教の教えに従い，人々の苦しみを救うため数多くの土木事業を行った．特に821
年に雨が少なく大きな川が少ない讃岐国（香川県）の決壊した満濃池（704年に国守により整備） 
の堤防の改修に，大陸からの知恵と工夫で，水圧に耐えうるアーチ式ダムによる事業は代表的な
改修事業であった．この技術は現代の土木技術に通じる技術としても有名である．集まってきた
農民達に工事のやり方を指導し，溜池工事が暮らしを保つ大事な仕事であることを広く民衆に知
らしめた．828年には，大輪田泊の修築工事の別当（責任者）に任命されている．

2.3　遅れていた造船技術
随や唐まで航海するようになるが，日本の造船技術は室町時代になるまで，基本は丸木船すな
わち単材刳船が主体であった（図2-3）．大型船は2材以上の刳船を接合した複材刳船の両舷に幅広
い弦側板を付けて積載量を増大した準構造船が使用された．複材刳船は，積載量も限られ，耐航
性にも欠けるが，喫水線が浅く，一般的には河川や沿岸部で使われた．5トン前後の船であった．
しかし，海上では波があり，また風も強く，船が安全に航海するためには，単に浮くだけでは

図2-2　古大阪湾の形状変遷図
（出典：篠沢　2017: 23）
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不十分で，転覆しないための安定性
がなければならない．すなわち，波
などによって船がある程度傾斜して
も，もとの姿勢に戻る復原力を得る
必要があり，積み荷の有無にかかわ
らず，船全体の重心を低くすることである．そのためには，船底を深くし，船底に荷物を入れ，
重心を深く下げ，浮力の中心（浮心）と船体の中心で同一垂直線上にすることで安定できる．それ
には，船底材に刳船ではなく，板材を用いることと梁を入れることで船体の幅の制約は解消し，
より深くできた．また，水圧に対しても梁を渡すことで対抗することが可能となった．この構造
の船が「構造船」と呼ばれた．エジプト，ギリシャ，中国では大型船の必要上刳船技術を脱し，梁
や外板のほか，竜骨や肋骨などを多数の木材で組む構造船技術が紀元前から採用されてきた．日
本では，遣唐使船用に中国型構造船が導入されたが，894年に遣唐使大使であった菅原道真がも
はや中国から学ぶことはないと遣唐使制度が廃止となり，大型船の必要性がなくなり，準構造船
から構造船への転換は15世紀を待たなければならなかった（吉川弘文館，1993: 903-6）．その背景
は後述する．

2.4　遷都に影響を与えた河川利用の水運規模
古墳時代から奈良時代にかけて，奈良盆地内に建設された都は，順次北の方向に遷都をしなが
ら，日本の中心として栄えることとなった．都は，飛鳥京，藤原京，そして平城京であった．
1）飛鳥京から藤原京への遷都
飛鳥京（672～694）は明日香村一帯に天皇の宮と関連施設の遺跡群があったといわれるだけで，
臣民の住居や施設が見つかってていない．そのために，都としての都市には発展できなかったよ
うである．
権力の集中が進むに合わせて，小さな都の飛鳥京から，藤原京（694～710）に遷都された．都は
中国の条坊制を引いた日本で最初の宮都として造営された．両者の違いは図2-5に示すように，藤
原京には大和川の支流が流れ，河川水運の利用ができるかの違いがあった．遷都しなければなら
なくなったのは，天皇や臣民の生活を支える物資や，祖・庸・調等の貢ぎ物を受け入れるために
は，現在の道路となる水路が欠かせなかったためである．

図2-3　丸木舟，準構造船の違い
（出典：NPO法人　守山弥生遺跡研究会）

図2-4　構造船の説明図
（出典：安達 2016）
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2）平城京へ遷都
しかし，藤原京も16年後には，平城京に遷都さ
れた．背景には，律令体制が確立し，中央集権体
制にふさわしいより大きな都が必要になった．生
活を支える物資や，祖・庸・調等の貢ぎ物だけで
はなく，軍事物資に加えて，神社仏閣や住宅の建
設資材などを大量に運び込まなければならない．
そのためには，幹線道路となる大和川の水運では
充分に物資の輸送ができなかったことも大きな要
因となった．しかも，大和の開発等で，河川を流
下する土砂が年々増え，下流の河内平野を埋め尽
くし，河床は上がるだけではなく，自然に流れる
河川の川筋が安定せず，川幅の確保のための工事
は当時の人力では，徐々に厳しくなった．その代
替案として浮上したのが，図に示すように，淀川
の支流である今の木津川が大和盆地の北限まで来
ており，木津で物資を陸揚げして，大和川の支流
（佐保川）に移せば，後は下りで運ぶことができる．
そのためには，佐保川の拡幅や，増深が必要とな
るが，それよりも都を奈良盆地の北側に遷す方が
得策として，平城京に遷都になったとする説（長
尾，1985: 129-30））があるのも理解できる．
平城京（710～784）は唐の都長安を模倣して都市計画により建造された．東西4.3 km，南北4.7 

kmの長方形で，中央の朱雀大路を軸としてそこから南に左京と右京に区分され，それぞれが5つ
の防に別れ，南北は2条から9条の条坊制でまちが区切られていた．平城宮は朱雀大路の北の端に
位置し，入り口には朱雀門が設置され，南端には羅城門が設置された．繁栄の象徴として，大安
寺，薬師寺，興福寺，元興寺（藤原京から移転してきた4大寺）に加え，東大寺，西大寺，法隆寺
の南都7大寺が建造され，それぞれには遣唐使として中国で修行をした高僧が唐の文化を伝える
などにより，信仰の篤い人々の参詣や修行僧等による賑わいが続いた．そして，都はシルクロー
ドの終着点としても，国際的な都市として，唐や新羅，インド周辺の人々の往来があり，その当
時の様相は東大寺正倉院の宝物から窺い知ることができる．
平城京は784年まで都であったが，天皇を巡る権力争いから，740年に図2-5の恭仁京（740～
744）さらに，744年に難波宮，紫香楽宮（現在の滋賀県甲賀市）に遷都し，755年に平城京に戻る
期間もあった．
3）長岡京への遷都
しかし，奈良末期には政治状況が混乱し（3），桓武天皇は遷都を計画し，784年に長岡京に遷都
となった．平城京からの遷都の理由としては，政治に仏教界の強い関与を排除し，人心の刷新な
どと説明されている．
もう一つの大きな理由として，内外との交易関係が増加し，図2-5に示す平城京の外港であり副

図2-5　遷都の経緯とその位置
（出典：篠沢 2017: 24に筆者が「巨椋池」を挿入
した）
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都であった難波津が土砂の堆積で利用がしにくくなったことと，また，小さな河川では，水量が
乏しく，10万と言われる都の住民の飲料水の確保や，生活排水や排泄物の処理に限界が生じ，衛
生面に限界が生じたとも言われている．さらに，和気清麻呂に命じて工事を進め大きな河川の淀
川と神崎川が接続され，さらにその上流には巨椋池（図2-5参照）という名前の通り大きな池が 

（明治時代まで存在した）あり，そこには桂川，宇治川，木津川が合流していた．この大量輸送で
きる船による水運に便利な地勢的条件で選ばれたのが長岡京であり，784年に遷都となった．
4）平安京への遷都
遷都された長岡京も，巨椋池一体は急傾斜地で雨が少し降ると洪水の危険があるなどのため，
巨椋池から鴨川に沿って約3 kmの平安京へ794年遷都された．
その理由として，中央集権体制が確立し，内外との交易関係が増加したため，淀川という動脈
的な河川が交易路として必要になった．さらに，京都の背後には琵琶湖という巨大な湖があり，
巨椋池とは宇治川，瀬田川で繋がっていた．琵琶湖の水運を活かし，北湖から深坂峠越えの20 km

の陸路は必要だが（竹村，2013: 291），敦賀湾へ流れる川を下れば敦賀港に達することができた．
当時の敦賀港には，中国や朝鮮から日本へは，帆船で太平洋高気圧による南風の季節風と対馬海
流に乗れば容易に着くことができた．日本から帰りは，冬のシベリア高気圧による北風を利用す
ることができた．この結果，京都は日本海側と太平洋側の各地へ船で行ける船運交流の中心地と
なった．こうした地勢的条件を備えていたことで，それ以降1000年以上の長期にわたり，日本の
都として君臨することなったのである．平安時代の歴史については省略する．

3．天然の良港大輪田泊の国際化
3.1　「大輪田泊」の名の登場
日本の交易の歴史では，5世紀頃から朝鮮半島や中国との外交，交易関係があり，往来が盛ん
に行われた．その手段として海運が発達した．瀬戸内海を船による海上交通は盛んになるが，基
本は帆を張って風力が動力であるため，風を待つことや，潮流を読むことが重要となり，灯りの
ない夜は座礁による遭難の危険があった．そのため，風待ちや潮待ちをするために各地に「泊」が
建設されていった．
その時代の都に通じる大和川や淀川に至るまでに大阪湾で港として名を残しているのが，務古
の水門（むこのみなと）や敏馬（みるめ）の浜で，もっとも繁栄したのが務古の水門であった． 
務古（むこ）とは，難波津（宮）からみた向こうで，詳細の場所は不明だが，武庫川の河口付近で
あり，むこは六甲山の意味もある．
飛鳥，奈良時代に，摂津国と播磨国に5つの碇泊地が航海する船に利用された．明石海峡の厳
しい潮流から回避するために，奈良時代の大僧正行基（668～749）が，「摂播五泊の制」を提唱し，
巨石を海岸に突出して敷き並べ，防波堤を築く方法で整備したと言われている（長尾，1985: 160）．
東から河尻泊（現在の尼崎市の神崎川西岸），敏馬泊（現在の阪神電鉄西灘駅近くの敏馬神社東），
魚住泊（明石市大久保町の赤根川河口），韓（から）泊（姫路市的形町福泊），室生泊（たつの市御
津町室津港）であった．しかし，奈良時代中頃から敏馬泊は河川の入り江にあり，河川が運ぶ土
砂で埋まるため，常に人力による浚渫が必要となり，天然の良港である「大輪田泊」が評価され，
8世紀の奈良時代から主に使われることとなった．平安時代になると国営の修築工事が行われ，そ
の地位を確立した．
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遣隋使や遣唐使の船が大輪田の泊から出港したように既に国際港湾としての役割を果たしてき
た．ここに初めて大輪田泊が港町として登場することとなった．

3.2　武士の台頭と平氏の隆盛
大輪田泊の天然の良港としての自然条件に着目したのが平清盛であった．清盛は，武士が台頭
した時代の「平氏」の総領であった．
武士の起源は，奈良時代から平安時代にかけて，都の治安を盗賊などから守るために，宮城警
備につく武士を「武官」として，国家が武力を管理する建前として「律令」に登場してきた．また，
農村の荘園制度の中で，在地の開発領主は土地や農民を守るために，自力救済（自衛）のため武力
を持つ武士になった．自衛能力を蓄え，外に向けて膨張させた勢力が地方豪族になっていった．
その中で，中下級貴族は「武」を生業として専業化し，集団戦の知識や弓矢の技術を取得すること
で「武芸」を持つ家「兵の家」として，「平氏」（伊勢平氏）と「源氏」（河内源氏），「藤原氏」（秀郷
流藤原氏）として歴史の表舞台に登場した．
清盛の父である平忠盛（1096～1153）は，武家「平氏」の棟梁として，白川院に北面武士（院の
御所の北側に詰めて，身辺警護をする武士）として仕え，検非違使も兼任（1111）し，京の都の治
安維持に従事する．その後，伯耆守（1117）（現：島根県）となり，越前守（1120）（現：福井県）
に任じられ．当時の越前の国には敦賀港があり，中国や朝鮮から日本への交易船が頻繁に入港し，
琵琶湖を通じて京の都とつながる重要な拠点になっていた．忠盛は海外との交易で得た希少品の
「唐物」（中国からの陶磁器，書籍，文具，絵画，工芸品等）を白河院に贈与することができた．当
時は「贈与」と「返礼」の時代といわれ，公家の経済は贈り物の上に成り立ち，上位者は数倍の返
礼をすることで主従関係が維持され，返礼として特権（営業や製造の保証・官位）の付与がなされ
た（山田，2011: 32-5）．1132年には伊勢平氏して初めて内昇殿を許可され殿上人となった．貿易
の利に目覚めた忠盛は，鳥羽院にも唐物の文物を贈与し，肥前国（佐賀県と長崎県）の皇室領の神
崎庄の管理を任された．神崎庄からの年貢の積み出し港である博多に出入りし，博多を訪れる宋
や高麗などの民間商人から，朝廷の名で輸入品を独占買い取りし，日宋貿易の拠点を築くことに
成功する．さらに，西海（瀬戸内海），南海（九州沿岸部）の海賊を撃って功を上げるなどして，日
宋貿易の主要海上ルートとなる瀬戸内海も平定した．その功績で備前国，美作国，尾張国，播磨
国の裕福な土地の国司を歴任した．このように，忠盛は武力と財力を背景に，白川院の寵臣と，
鳥羽院の近臣として活躍し，平氏繁栄の基礎を作った．

3.3　平清盛の登場と日宋貿易
平清盛（1118～1181年）は忠盛の長男として誕
生した平氏の棟梁である．表3-1に清盛の主な年譜
を示している．清盛は忠盛が瀬戸内海を平定した
その恩賞を譲り受け，20歳で肥後守に就任した．
29歳で安芸守も兼ねた．忠盛死去（1153年）後の
1156年に，保元の乱（後白河天皇と崇徳上皇の兄
弟争い）が起こり，一門の結束につとめ後白河天
皇側について勝利をもたらし，播磨守に任じられ，

表3-1　平清盛の誕生から死去までの年譜



みなと神戸の発展の歴史的背景と今後の課題

― 75 ―

1158年には大宰大弐となった．
1159年の平治の乱（後白河天皇と二条天皇親政派の親子喧嘩）に勝利し，武士として初めて太
政大臣にまで登りつめた（実権のない名誉職に過ぎず，わずか3ヶ月で辞任）．2つの乱の過程で
源義朝をはじめとする源氏の有力武士が滅亡したため，清盛は武士の第一人者として朝廷の軍事
力・警察力を掌握し，武家政権樹立の礎を築くこととなった．
武士である平氏が登場し，清盛が活躍したのは，ちょうど平安時代と鎌倉時代をまたぐ間であっ
た．それは4世紀頃から7世紀に至る律令体制という形で完成した古代国家が，12・13世紀の動
乱を通じて崩壊し，武士の支配する新たな封建国家体制が形成された転換期であった．まさに，
「古代世界の崩壊」から「中世世界の形成」への変革期であった．
清盛はそんな時代に，農業経済を基盤とする貴族政治から，通商貿易を基盤とする政治へ転換
させる野望をもっていた．そのためには，宋との貿易の実権を直接握ることで莫大な利益を独占
する．宋国そのものが貿易立国であり，また，交易のために国内の農業や鉱工業にも力を入れて
いた．平清盛は「宋国から優れた技術を取り入れたい」と思っていたが，正式な国交貿易は『朝貢
交易』となり，中国の属国化するため，私貿易を拡大し，次のような通商貿易を考えた（伊東順，
2011: 140-42）．

輸入－銅銭（唐銭と宋銭）・織物・香薬・贅沢品
輸出－金・砂金・真珠・水銀・硫黄・武具・工芸品・木材

この中で，重要なことが銅銭すなわち宋銭の輸入であった．当時の国内での通貨量は非常に少
なかった．貨幣を普及させれば，交換，尺度，保存の3機能により商業が活発化し，「贈与と返礼」
の公家の経済から脱皮し，貨幣による交換経済を基調とした武士と，新しい商人（市民）が中心の
社会が構築できる．そのために，宋銭を輸入し，国内通貨として安定的に普及させることが必要
で，しかも，通貨発行権を握ることと同じで，その利益を独占できると考えたのであった．

3.4　清盛が目指したのは大輪田泊での日宋貿易の独占
瀬戸内海の海賊の平定により，1146年に安芸守や1156年の播磨守も兼任し，瀬戸内海が完全に
平氏の統制下になった．清盛が1158年に大宰大弐になり，平氏政権の経済基盤である日宋貿易の
独占の意図もあり，やがて北九州での政治的中心地は，大宰府から20 km北の博多（福岡市）へ移
した．それまでの博多での日宋貿易は，輸出や輸入の全てを宋商人が仕切り，儲けは宋側が独占
していた．それは，外国船の内海航路が禁止されていたため，それまでは博多で和船に積み替え
ていたためであった．そこで，日宋貿易の中心地を唯一の国営貿易港であった博多港から畿内に
移し，貿易実務を宋から日本に移し，国営貿易の莫大な利益を平氏で独占することを考えた．
当初は港の候補地としては，忠盛の時代と同様に越前の敦賀港をまず考えた．大消費地である
京の都に近く，大型船の航海がしやすかった．しかし，冬場の天候は北からの季節風が強く，長
期間利用しにくい問題があった．それで，年間通じて物資を運ぶには瀬戸内海を通り，京に近く
至便だった難波の港であったが，大小の河川が流れ込み土砂で水深が浅く，船底の深い宋船の出
入りが困難と判断した．
その結果として，京には難波より遠いが，天然の良港として遣唐使船の停泊実績のある大輪田
泊を経済的に，そしてその背後にある政治的な理由で最適だと判断した．
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技術的には，準構造船の和船より格段に船底が深い構
造船である宋船（図3-1参照）を，瀬戸内海を安全に航海
させる必要があった．瀬戸内海は，平氏の統制下にある
ことから，安全な航路確保のため，1167年に狭隘で危険
性が高い「音戸の瀬戸」の開削や，1168年に重要な途中
の停泊港の厳島神社の整備などを行った．そして，禁止
されていた外国船の宋船の瀬戸内海での航海を許可し，
1170年に宋船が大輪田泊に入港した．
大輪田の泊が天然の港としての十分な条件を備えては
いたが，清盛の富と権力を平家一族が握るという野望の
シナリオを完成するには，南及び南東からの風に対して停泊する船の安全を確保する必要があっ
た．つまり，1173年に清盛は私財をなげうって大輪田泊の大改修の実施という壮絶な土木事業に
打って出たのであった．
南東に開かれた小さな湾である港を，南東からの波を防ぐには，湾の入口部に現在では防波堤
を作ればよいが，当時はコンクリートのない時代には，全く不可能である．そこで清盛が考え出
したのは，湾内部の浅瀬を埋めて道を造り，そこから湾の入口の蓋をするような島状の土地を造
成しようとするものである．これとてアイデアとしてはいいが，現実には砂浜に砂で山を造るこ
とを考えれば解るように，できた山はすぐに波に浸食され，すぐにもとの砂浜の地形に戻される
経験があるように自然との壮絶な戦いを意味するものである．
土と石と材木と労役をする人夫が集められた．
これらの輸送には船が主に使われたが，清盛は現
在の神戸港を拡大するためと同様の土木技術を
使った先駆的な工事を実施した．すなわち，現在
のJR兵庫駅のすぐ北東に塩槌山があったところに
目を付け，その山を削り，土砂を古湊川を使い船
で運び，それで埋立をしたという．埋立地は，ま
さに現在のポートアイランドの小規模版である．
しかし，現実には想像以上の難工事であった．
土砂で埋めたら，すぐに周辺に木杭を打ち込み，
石を投入して，波に土を流されないようにしなければならない．杭を打ち込むといっても，人力
で打ち込むには限界があり，砂や沼のようなところに打ち込んでも，大きな波の力を受けると，
杭はきしみ，水の中の土は粒子がばらけて，杭を支えきれず，簡単に波にさらわれる．難工事の
ため，工事は遅れに遅れた．投入した資材は，脆くも海中に消え去っていった．自然の力を鎮め
なければならない．
残るは仏頼みである．自然の力に人柱をお供えにしよう．ここに松王丸悲劇が生まれた．幼少
の松王丸が，人柱となって，悲しみの涙の中で，海中に身を自ら投じたのであった．
清盛は，こうした悲劇を繰り返したくないため，お経の文字を石に刻み，人の命と代わって，
その石を投じて，自然の怒りを鎮めようとした．その松王丸とお経を刻んだ石の伝説から，島の
名前は「経ヶ島」と呼ばれるようになった．

図3-1　宋船　木造帆船（ジャンク船）
（約200トン）
（出典：山田 2011: 42）

図3-2　当時の海岸線と経ヶ島の位置（推定）
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3.5　清盛の「福原京」遷都のもう一つの狙い
清盛は築いた武力による権力基盤と，娘の徳子を高倉天皇に嫁がせ，1180年にその子を安徳天
皇として即位させ，天皇の外祖父となり，朝廷の権威すらも手中に収めることで，日本全土を収
めるほどの権力を手に入れた．
清盛はそれを確実に平家一族で守り続けるために実行したのが，1180年に京の都から大輪田泊
の近くの地に遷都し福原京を開いたことであった．桓武天皇が794年に平安京に遷都してから，
386年後に桓武天皇の流れをくみ，臣籍降下により平氏（由来は「平安京」にちなむとの説が有力）
を賜った主流の平清盛による遷都であった．しかし，その絶頂期の栄華は続かず，僅か170日で
都は京に戻り，失意の内に，熱病にも冒され，1181年に享年64歳で死去したのであった．
このため，歴史的には，清盛の遷都という政治的行為は暴挙であるとされている．
福原京遷都（別に大輪田京，あるいは和田京の説）からすぐに都を京に戻さなければならなかっ
た歴史的事実から見れば，誰もがそう考えるのは当然である．しかし，それでは神戸のみなと発
展の系譜の論理を形成できないので，別の角度から見た清盛の狙いについて探ってみたい．
清盛の狙いの第1として，平城京や平安京への遷都の背景にあるのは，都の防衛機能の確保と，
水運の利用の拡大できる港機能の確保であった．福原京の防衛力は背後には六甲山系による自然
要害により北側と西側の安全は確保され，南側は全て瀬戸内海と明石海峡の激しい流れがあり，
大量の船による軍事力には限界がある．攻撃は東側からしかないという都としての防衛力の高さ
である．もう一つの都の経済を支える生活物資の確保や利便用品や贅沢製品の搬入や流通のため
の交易の拡充については，大和川や淀川より遥かに大きな瀬戸内海を直接使える大輪田泊という
大型の船舶でも使いやすい大きな利点が確保できた．前章で説明したように，水運が確保できる
大きな河川や港のある場所の近くに遷都した理由から，福原京への遷都の歴史的な裏付けがある
といえる．
第2には，律令体制という形で完成した古代国家で，力を持つ者からの贈与に官位を返礼する
だけの貴族政治に見切りをつけ，武士が支配する社会で，かつ農業経済を基盤から脱却し，宋銭
輸入による交換経済を基調にした新たな重商主義国家体制への転換であった．そのことは武士と
して初めてなった名誉だけの太政大臣を3ヶ月で辞任したこと，遷都の前の1179年に後白河法皇
を幽閉して院政を停止させ，多くの貴族を追放する軍事クーデターを起こしたことはその萌芽で
あった．後に清盛の野望を打ち崩した源頼朝は，貴族化を避けて京から離れて鎌倉の地に，武士
だけの政権を作ったことが，その証でもある．
第3には，福原京の計画では，平安京のような都にふさわしい規模の都市完成が地形的・空間
的に難しいと説明されているが，それは律令体制による貴族政治のために，ある規模以上の空間
が必要であるとする考えである．貴族の優雅な生活を保障する寝殿造りの屋敷には広い土地が必
要であり，仕事以外の自由時間を満喫し社交のための和歌を詠んだり，蹴鞠をしたりする空間も
必要であった．しかし，清盛が目指した実質主義の武士社会は建前だけの空間はそれほどの広い
都市空間は必要ないと判断できる．事例として，平氏との戦いに勝ち，武士政権を確立した源氏
による政治の中心となった鎌倉の空間は平安京の数分の1に過ぎない．また，後に秀吉が大阪城の
周りには，商人を居住させた都市づくりに見られるように，物資輸送の道路の役割を果たす堀に
連なる土地で，効率よく密集して暮らす商業都市には，平安京のような広い空間は必要ではない．
こうした清盛の福原京遷都の発想力や政権奪取の努力も，平氏一族は貴族政治体制を捨てきれ
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ず，時代を先取りしすぎて，貴族からの反発を受け，遷都が形式だけの半年で終わった．また，
経ヶ島の完成を見ることなく，大構想が未完のまま清盛は死去し，平家は滅亡した．清盛の描い
た福原京で平氏による武士政権の栄華も夢と消え，志半ばで没したのであった．もしも，清盛が
もう10年生存し，経ヶ島が完成し，機能的で効率的な武士と商人中心の福原京が整備されていた
ら，その後の日本の政治は大きな転換点になったかもしれない．

3.6　その後の大輪田泊と社会
平氏を倒した源氏によって鎌倉幕府が開かれ，貴族支配から武士支配の中世封建時代という新
しい時代に突入した．しかし，鎌倉は太平洋に面した地にあり，船舶の安全な航路もなく，清盛
が目指したような通商国家とはならず，旧来の農地を基盤とする土地による支配規模による権力
構造を維持したに過ぎなかった．しかし，その体制は徳川時代の終わりまで続くこととなった．
未完であった経ヶ島の建設にはその後も難工事が続き，工事は東大寺の僧（重源）により，1196
年に改築工事が完成した．その完成後は，船舶の安全性や利便性が大いに高まり大輪田泊は京の
都の外港として発展した．やがて，鎌倉時代以降に経ヶ島を拠点とする港が「兵庫津」と呼ばれ
て，明治開港まで重要な港湾としてのその地位を維持することができた．清盛が目指した計画は，
当時としてはだけではなく，その後にも影響する壮大な計画であった．
清盛が通商国家として交換経済の中心とするために輸入した宋銭は，その後400年間の間の政
権でも使い続けられ，日本の貨幣経済を支えた．一方で，宋銭普及は，それまでの交換通貨であっ
た絹や米の価値を下げ，農業を基盤とする荘園の寺社や貴族，武士の反感を買うこととなり，鎌
倉時代の一時，宋銭禁止の措置（4年間）が取られたが，通貨不足で流通が滞留し，逆に公式に使
用を認めることにもなった．また，中国が明の時代になり明銭も使われたが，日本では新しすぎ
て私造銭と区別がつかないため，宋銭が重んじられて使用され続けた歴史もある．鎌倉時代や足
利時代の武士政権では農業生産の基盤の封建社会を陰で支える通貨でもあったのである．ここに
も，清盛が目指そうとした社会構造改革の方向性の正しさが証明されていると言えよう．

4．中世封建時代の兵庫津―民間活力による発展
4.1　経ヶ島埋没の謎
清盛の大輪田泊と福原京による通商国家建設の夢は志半ばで破られ，難工事の繰り返しだった
経ヶ島は，最終的には国営事業として東大寺の重源上人の手で完成し，大輪田泊は清盛の構想通
りに発展し，その後「兵庫津」と名を変え交易都市としてその地位を固めた．
しかし，経ヶ島のその後はどうなったのであろうか．資料をひもといてみても経ヶ島の正確な
位置や規模を示すものが少なく，推測として現在の兵庫区島上町の西側に長さが南北・東西数百
メートルの矩形の人工島であったといわれる程度にすぎない．船の安全が確保され，宋・明・朝
鮮からの船や瀬戸内海の港からの船で賑わう兵庫津発展の経過の中に完全にその姿を消してし
まったのである．埋め立てて陸地をつくる奇想天外な工事方法で膨大な費用を費やした経ヶ島 

は，なぜ歴史の中にその姿の変化が刻まれなかったのであろうか．
背景にあるのは大輪田泊という天然の良港を作った古湊川（現在の新湊川やその前の流路であ
る旧湊川と区別するための名称）が，その後も絶えず六甲山系から削られた土砂を運び和田岬背
後の浅瀬を埋める自然の力を制御できなかったことが考えられる．塩鎚山を削ったことで大輪田
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泊を迂回していた流れが経ヶ島の背後に流れを変えたこともより大きな要因であろう．それなら
ば埋設土砂を除却する工事が施されたと考えられるが，浚渫を大規模になされた形跡を示すもの
もない．あれほど難工事の末に建設できた経ヶ島の修復維持の努力はなぜ続けられなかったのだ
ろうか．
答えは和船構造の技術革新にあるのではないだろうか．室町時代までは小舟は丸木舟であり，
大きな船でも刳船を接合した程度で積載量は3トン程度の準構造船であったことは2-3で述べた．
15世紀になるとようやく日本でも大型船は構造船と呼ばれる梁構造等で多数の木材で組む建造技
術が日本でも普及し，日明貿易や瀬戸内海の商品流通のため積載量が千石積み前後の大型商船が
登場することとなった．
その最も大きな技術的な要因は，日本では室町時代中期からようやく「鋸（のこぎり）」が一般
的にも使われることになったからである．鋸の歴史は古く，ヨーロッパでは紀元前2000年頃には
ギリシャで青銅製の鋸が使われ，紀元前800年頃にメソポタミヤで鉄製の鋸が使われ，古代ロー
マ時代には，個々の歯を左右に交互に突き出させる（あさり）付きで摩擦抵抗の少ない鋸が使われ
ている．鋸が使用されることで，薄板の大量製造が可能となり，エジプト，ギリシャ，中国のよ
うな大型船による交易が必要な国では，刳船技術を早くから脱して構造船の建造が可能となって
いた．日本では，中世まで斧，ちょうな等によって伐採から製材までをこなしてきた．そのため，
木目の通って挽き割りやすい柔らかい針葉樹が建造材として使われてきた．大海を航海する必要
性が少なく，大型船の需要も少なく構造船の普及が遅れる原因となった．
鋸の普及で，船は構造船により大型化できるようになった．また，錨も使われるようになり，
南東からの風に対して問題なく停泊することができれば，古湊川により運ばれる土砂で浅くなっ
た経ヶ島の内側に停泊する必要もなくなり，古湊川が埋める土砂にいつのまにか経ヶ島は埋没し
たと考えることができよう．

4.2　鎌倉時代と室町時代の兵庫津の栄枯盛衰
鎌倉時代には，朝廷から征夷大将軍という本来は蝦夷征伐のために設けた官職の称号をあえて
受けた源頼朝は，武士の棟梁として鎌倉の地で政権を担当することとなった．京の都は朝廷と貴
族が自ら持つ荘園等からの農産物を収入源としてつつましく官位の維持に努めるだけとなった．
贈与と返礼の時代はほぼ終息した時代となった．
兵庫津は，瀬戸内海の主要航路の終発着港として，西日本や中国や朝鮮からの人や物が集中し，
また京の都の外港機能を果たした．しかし，1274年の元寇（文永の変），1281年の元寇（弘安の変）
以来，大陸との貿易は途絶え，一時兵庫津は衰退した．
鎌倉幕府が滅び（1333年），建武の中興による天皇親政で京の都が賑わうも，足利尊氏が1336
年に征夷大将軍となり京に幕府を開くが，天皇家が吉野と京に別れる南北朝時代（1336～1392年）
を経て南北朝の合一で，足利幕府による室町時代になる．中国も1338年に元が滅び，明国が建国
される．
この間に兵庫津は楠木正成と足利尊氏による湊川合戦の地となる（1336年）ほか，足利家内の
内戦（1350年）で焦土と化した．しかしその後は兵庫津で交易に携わる商人の奮起で，まちはそ
の都度再生されていった．
足利政権の1404年には第1次遣明船を兵庫津から出帆した．以降17回の遣明船のうち13回が兵
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庫津から出港するなど日明貿易で再び，天然の良港あるいは京の都の外港として国際的交易の港
町として発展した．
8代将軍足利義政の跡継ぎ問題（弟の義視と息子の義尚）で，管領家の細川家と山名家の有力守
護大名により応仁の乱（1467～1477）が起こった．細川・山名の両軍は，兵庫の港からあがる利益
を逃がすまいと，1469年に兵庫津の地で激しく戦った．そのため，兵庫津は完全に灰燼に帰し，
また，この戦乱で瀬戸内海の治安も完全に乱れた．応仁の乱以降には，大内家が兵庫津を得たた
め，管領家の細川家は堺を本拠とすることとなった．これにより，遣明船の発着は山名氏の支配
する瀬戸内海を避け，土佐沖を迂回して堺港を利用するルートをとるようになった．これを契機
に堺港が兵庫津にとって代わって，約80年間，日明貿易の中継地，琉球貿易，南蛮貿易の基地と
して栄えた．堺は国内外より多くの商人が集まる国際貿易都市としての性格を帯び，戦国時代の
戦乱から町を守るため周囲に堀を巡らせた環濠都市を形成し，会合衆と呼ばれる商人たちが自治
的な都市運営を行い，中世の自治都市となった．しかし，その価値に注目・警戒した織田信長，
豊臣秀吉らの前に屈服し，自治機能が解体され，支配下（直轄地）に置かれた．
本能寺の変（1582）を経て全国統一した秀吉は，1583年に大坂城を築き，城下町が開発される
に伴い堺商人の多くを大坂へ強制移住させたため，堺の都市機能は著しく低下した．一方，大坂
の城下町は東横堀川を手始めに川を掘り，掘った土で宅盤を造り，堀に向けて倉と商家を建てる
方法で，豪商や問屋が集積し商業・金融の町となった．
一方で，兵庫津には，花隈城の攻略の功で織田信長より兵庫に領地を得た池田恒興（信輝）とそ
の子輝政が，その後に天下を取る豊臣秀吉の命で，1581年に内外交通の要衝である兵庫津の地に
花隈城の天守閣などの用材を移築して兵庫城を築いた．秀吉が兵庫城に着目したのは，軍事上か
ら瀬戸内海を船で攻め上がる毛利勢の水軍を監視する目的であった．海陸の要所となった兵庫津
には，西国街道への出入りに4門（湊川惣門や柳原惣門など）の番所や札場が置かれた．町の防御
のため延長1,364 mの半円形の高い土堤を築き，外側に幅3.6 mの掘が築かれた．土堤内に戦闘時
の防衛のため寺を集めた寺町とし，民衆を集めた城下町とした．兵庫城の築城により兵庫津は平
和をとりもどし，港町としてあらためて繁栄を取り戻すこととなった．

4.3　古湊川の流れをつけ替えたのは誰か
湊川の流れは現在の新湊川とそれ以前の新開地を流れていた（旧）湊川と，さらにそれ以前の大
輪田泊や兵庫津のまちを潤しつつ，大雨の都度流れを変えた古湊川に分けられる歴史がある．
清盛の構想であった経ヶ島の完成後，兵庫津は瀬戸内海を航路とする海運の中心となり，さら
に室町時代には明国への遣明船の出港地であり，国際貿易港としての不動の地位を築いてきた．
出入りする船の増加と流通物資の伸びに商人や港湾役務を求めて人口が増え，商都として富の集
まる繁栄の道を歩んだ．しかし一方で，幾度となく戦乱の地になり，火災で消失したり，地震に
襲われ，その都度壊滅的な状況になったが，恵まれた港機能を有するが故に常に不死鳥のように
甦ったまちでもある．港の修理料に充てるため関所を設け関税徴収を，室町時代には東大寺や興
福寺が管理し，徴収した関銭は莫大な収入源になっていた．その権限を得るために幾たびか争い
が生じたほどであった．
古湊川を旧湊川に付け替えたのは誰か．歴史的には室町・戦国時代に兵庫城と兵庫津の城下町
の建設の障害になる古湊川を旧湊川の方へ付け替えたとする説がある（神木哲男・崎山昌廣，1996: 
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167）．しかし，それを説明する資料がなく，それ以前の時期ではないかとする考えもある（落合
重信，1975: 98）．
すなわち，繁栄の経過の中で，まちを流れる古湊川の被害に常に悩まされた兵庫津の住人であ
る商人や町人が，必要に駆られて付け替えたとする考えをとりたい．河川は生活用水としての水
源として無くてはならないが，被害は繰り返し起こる大雨による洪水であり，その度に六甲山系
を削りとって運ばれる土砂である．運ばれた土砂の堆積地は新たな住宅地や農地になったが，港
の停泊地が埋められることは海運関係者には死活の問題であった．これらの被害の修復や町の復
興に関銭と商人の利益の一部が使われたに違いない．しかし今日のような浚渫技術がない当時は，
土砂に埋められた機能を復旧することは不可能であった．その結果が経ヶ島の埋没であったが，
和船の構造船化による大型化で何とか港湾機能の低下による衰退という悲劇を免れることができ
た．しかし海運関係者には古湊川がさらに土砂を運び天然の良
港を埋めれば兵庫津の地位はどうなるのかという恐怖心があっ
たに違いない．
港とまちの繁栄を守るための対策として，当時の技術では，
古湊川を兵庫津の外の図の4-1の位置に付け替えることであっ
た．渇水期には水がほとんど流れていない川を付け替える工事
は関銭と海運関係者の蓄財で十分であったと考えても不思議で
はないだろう．湊川の流れは本格的には池田信輝が付け替えた
のではなく，それ以前に歴史上の主人公とはならなかった兵庫
津を支えた商人・町人の力で，バイパスとしての流れの確保と
して付け替えていたと考えるのが妥当ではないだろうか．そし
てその結果，洪水の危険性から守られ，江戸時代には人口2万
人が住む当時としては大商港都市として，その地位を築く背景
になった．

4.4　江戸時代の兵庫津の繁栄時代
江戸時代になり，政治の中心は江戸
に移るが，大坂冬の陣，大坂夏の陣で
焦土化した大坂で，財政的にも独力で
復興にあたれない江戸幕府は，秀吉の
町割を踏襲して，町人請負による道頓
堀川をはじめとする堀（川）の開削と土
地の嵩上げによる宅地造成などで，「天
下の台所」としての全国経済を運営す
る責任を与えた．
図4-2に示すのが大坂の町割と堀川
の位置である．できた堀川は当時の主
要交通路として，小型船による輸送で
倉に直結して各地から集めた米や様々

図4-1　付け替えられた湊川と
兵庫津の位置関係
（出典：落合 1975: 112「元禄兵庫
津絵図」をもとに作成）

図4-2　大坂の町割と堀川の位置図
（出典：新修大阪市史の図より作成）
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な物資の搬出搬入に使われた．図の中の大川は淀川から分岐した川である．
鎖国政策のなかで生産規模の拡大が全国に展開するなか各地の特産品が流通するが，陸路は経
費がかさみ大量輸送に問題があったため，伊勢商人で，土木事業家としても才能がある河村瑞賢
によって，1671年に「東廻り航路」，1672年には「西廻り航路」という海の大動脈が幕命を受けて
開かれた．具体的には，航路に沿って，適切な距離毎に泊（港）として，澪標（航路標識），灯明
台，薪炭や飲料水の供給，造船所や船舶修理施設，航海情報の提供，そして船乗りが休息の取れ
る施設（遊女や芸能施設）等を整備した．東回り航路は黒潮の利用はできるが，房総半島沖から下
手をすると太平洋に向けて流される危険があり，冬には南に向かう風が期待できなかった．一方
で，日本海から下関を通り瀬戸内海を船で運ぶ西回り航路は，夏は対馬海流，冬は北からの季節
風が利用でき，瀬戸内海は安全であるため日本海沿いに分布する天領地からの米等の産物の輸送
は江戸ではなく大阪に運ばれた．その代表船の北前船の活躍により，兵庫津には1日に百隻を越
す内航海運の大型商船が出入りした．当時活躍した商人として北風彦太郎（北風家）は船乗りをも
てなし寄港を推進させ，高田屋嘉兵衛は1,500石積みの大型北前船を建造し，東北，北海道との交
易で一代を築いたのである．兵庫津や大坂に運び込まれた各地の物資は，小型船に載せ換えられ
て，商都大坂の各堀川に運ばれ陸揚げされた．決済は両替商が仲介する振出手形，預かり手形や
為替手形類が現金に代わる決済手段となり，荷主である諸藩や商人に届けられた後に現金化され
た．商人による信用経済の発展が世界に先駆けて整っていたからである．
兵庫津は，幕藩体制が分権を前提とした封建社会の中で，藩独自の特産物の開発や生産性の拡
大，消費需要の高まりで，国内の物資の流通を担う船舶の母港として機能を発揮して繁栄をする
こととなった．
江戸時代の経済活動の基本は農民からの年貢である「米」であった．米の豊作は，米価を下落さ
せ，米の売却による収入が藩の財政基盤，あるいは武士の給与であり，社会の不安定問題となっ
た．そのため幕府は米の流通量を減らすため1754年に「酒造勝手造り令」による奨励政策（～1786
年）が取られた．その当時の酒造りは，池田や伊丹が中心ではあったが，大坂・兵庫の材木商・
肥料商人・米商人などが酒造家になる投資を行った．諸大名の米を販売する「蔵元」の大坂堂島で
の米市相場の間隙を縫って，安い良質の米を大量に手に入れやすい条件を活かして，灘五郷（東
から今津，西宮，魚崎，御影，西の郷）での酒造りが一気に広まり発展した．大消費地である江
戸ではおいしい醸造ができなかったため，大阪湾に面した灘五郷から酒専用の千石樽廻船が大量
の酒を江戸に運び，灘五郷が日本で最大の酒の醸造地となった．
さらに鎖国時代であったが，将軍から通商渡航を許可されたオランダ人が5年毎の江戸城参礼
の途中に寄港したことや，朝鮮通信使として李氏朝鮮国より将軍への使節団が12回来航し，うち
11回は兵庫津に寄港し，兵庫津は国際港としても機能を果たした．

5．神戸港開港―官による近代港湾工業都市としての発展
5.1　兵庫開港―近くて遠い京都
1868年1月1日の兵庫開港，実際は神戸港の門出であり，英国の11隻の艦隊，米国艦隊5隻の
ほかの外国汽船などが停泊し，正午の合図で11発の礼砲が発せられ賑々しい第一歩の踏みだしで
あった．そして翌翌日の1月3日には「王政復古の大号令」が発せられ265年間維持してきた徳川
幕府が倒れることとなった．まさにこの時の兵庫開港は兵庫津にとっても日本の体制にとっても
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歴史的に大きな転換点であった．
徳川幕府の鎖国政策で200年以上世界に門戸を閉ざしている間に，世界の情勢は大きく変化し
ていた．18世紀後半のイギリスに端を発した産業革命により西欧列強の国は工業化の波を迎えて
いた．工業生産した製品を産業化していない海外の市場でさばくため，蒸気軍艦の威力を見せつ
けインド，清国等のアジアの国を支配下に治めようとしていた．米国は西部開拓が太平洋岸まで
進み，さらに西のフロンティアを求め日本との通商を要求し，1853年ペリーの率いる4隻の黒船
が浦賀に停泊した．初めてみる蒸気軍艦に圧倒された幕府は，その後日米和親条約（1854年），日
米修好通商条約（1858年）を締結せざるをえず，外圧と国内の攘夷運動，将軍継承問題，倒幕活
動のうねりの中で求心力を失い，政権を朝廷に返還したことは歴史に明らかである．
その中で兵庫開港は京都との地理的距離の関係から，政治的に開港が最後になった．当初の米
国草案の開市・開港場の候補（箱館・江戸・品川・下田・京都・大坂・長崎・平戸）には兵庫の名
はなかった．交渉の過程で京都は都であり，大坂は都に近いため幕府側が拒否し，大坂の代わり
に堺も候補に挙がったが皇室陵のある大和に近い理由で取り下げられ，結果的には兵庫（神戸）の
ほか箱館（函館）・神奈川（横浜）・新潟・長崎が開港，江戸・大坂の開市に決まった．しかし条約
調印の勅許を幕府は朝廷に求めようとした際，朝廷内部で兵庫・大坂の畿内の地が含まれている
のが問題となった．このため兵庫開港は最後まで許されず，開港期限の延期がなされたため英・
仏・米・蘭連合艦隊9隻が兵庫津に入港し，武力で開港要求をする動きに一時騒然となった．徳
川慶喜が15代将軍を相続し，列強国との開戦を回避するため朝廷側を説得し，神奈川（横浜）・長
崎より遅れること8年，朝廷より開港の勅許を得たのであった．
兵庫開港とはいえ居留地の建設地には，兵庫津の住人と外人の無用な衝突を避けるため，人口
希薄な神戸村が選ばれた．そのため最終的に神戸開港になり，兵庫と神戸のまちは違った運命の
道を歩むことになった．明治維新後は日本国家の近代化及び産業の育成に力が注がれ，欧米先進
諸国に軍事的経済的に追いつこうとする中で，神戸は新しい港湾施設の建設と居留地の整備によ
り国際色豊かな貿易港としての発展を遂げる．一方兵庫のまちは，後で述べる兵庫運河開削によ
る港湾機能に支えられ，日本の産業革命・工業化の中心の重工業地域として大きく変貌していく
ことになる．かつての兵庫津のまちは工業化時代の息吹の幕開けを迎えることになるのである．

5.2　神戸港の基盤を造った民間人
1）生田川の付け替え
1858年の日米修好通商条約で開港場には居留地の設定が行われ，日本政府が外国人に貸与し，
自由な居住・貿易を認めることとなった．神戸港は横浜や長崎に遅れた開港であったため，居留
地は試行錯誤的でなく計画的に建設されることとなった．英国人 J.C.ハートの設計で，22の街区，
126区画（1区画は660 m2～990 m2）で，中央にメイン道路京町筋（W＝27 m），歩道と車道を分離，
勾配のある南北路に下水道が埋設された．電柱はなく街路樹とガス灯のすっきりした街並みで，
後に東洋一の設計と評価された．1872年頃に道路や溝渠の工事が完成し，土地の貸与は競売によ
り1873年に決定した．しかし東に接して流れる（旧）生田川は通常時は水量が少ないが，長い年
月を経て堆積した土砂で天井川になっていた．高くなった河床だけでなく，居留地近くの堤防は
低く，少しの雨で居留地に流れ込んでくる事態の発生には，外国人は困っていた．
そんな折に，居留地で建物建設を考える外国人に材木を商いしていた加納宗七なる男が登場す
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る．加納は紀州藩の御用商
人の子で，幕末期に脱藩し
た陸奥宗光（後の外務大臣）
を頼り，尊皇の志士になっ
た．陸奥は坂本龍馬の海援
隊の有力メンバーで，1867
年の大政奉還工作時の龍馬
の秘書の仕事をしていた．
しかし，大政奉還の半月後
の12月10日に龍馬は暗殺さ
れた．加納はその敵討ちと
して，紀州藩重役と新撰組
の幹部を襲う天満屋事件に
1868年1月1日（神戸開港の
日）に荷担したが，失敗に終わってしまった．この結果，幕府
の政治犯になったが，同年1月3日の王政復古で罪は問われなく
なり，その後神戸に落ち着き，晴れて神戸で材木商をやり，大
儲けした．
居留地の整備が進む中，加納は住民となる外国人の要望を実
現すべく，1871年兵庫県から生田川の付け替え工事を受注し，
3月10日に着工し，わずか3ヶ月後の6月9日完成させた．全長
1.9 km，深さ4.5 m，堤高2 mの現在の生田川に付け替えた．
旧河川敷は埋め立てられ，幅18 mの道路と宅地となり，宅地
を売却することで工事費の回収を行った．右岸側の宅地には新
たな町名として「加納町」が付けられた（司馬，2011: 177-88）．
加納は港湾の関係者でもなく，神戸港の将来を考えた人物ではなかった．しかし，図5-1で分か
るように，旧生田川を付け替えたことは，その後の神戸港の発展に阻害要因となる生田川による
土砂の港内堆積を未然に防止することとなった．神戸港の発展に忘れてはならない人物の一人で
ある．参考までに，図5-2の加納宗七像が神戸市役所南の東遊園地（加納町6丁目）のせせらぎの
横で旧生田川を眺めるように建てられている．
2）兵庫運河開削
神戸港の開港で世の中は新しい時代に向かい急激な変化を迎えることとなった．神戸のまちで
は居留地の建設や税関の前身である神戸港運上所の設置や波止場の建設，大阪・神戸間の鉄道の
敷設などが進み，内外の貿易に携わり一獲千金を夢見る人が集まり，国際色豊かな文化を創造し
ながら活気を呈しはじめた．一方で，兵庫のまちでは廃藩置県により兵庫県が置かれ，切戸町に
最初の県庁が置かれることとなった．これまで兵庫津の繁栄を築いてきた商人は，新たな経済環
境の変化には保守的で消極的であったことや，これまでの取引が直接各地で行われるようになっ
たなどにより兵庫のまちは衰退の様相を見せはじめた．
急激なまちの近代化は神戸側に重心を置くこととなった．1889年には市制がひかれ「神戸市」が

図5-1　新・旧生田川，兵庫運河，湊川・新湊川の位置図

図5-2　加納宗七像
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誕生した．さらに1892年には兵庫港と神戸港を一括して「神戸港」と総称することになった．
重心が神戸側に移った中で，兵庫のまちは神戸港の発展のための大きな手術を受けることに
なった．それは兵庫運河の開削である．だが皮肉にも目的とは違った形で兵庫のまちの新たな発
展につながった．和田岬の突出により南西の風を防ぐことで天然の良港として兵庫津が繁栄して
きたが，南東や東の風には常に悩まされ，港に出入りする小船にとって和田岬は海の難所になっ
ていた．1871年の暴風雨で580隻が難破し，多数の死者がでる災害が発生した．そこで1874年に
当時の兵庫区長であった神田兵右衛門が船の避難所と荷揚げ場のために新たな運河を掘削し，そ
の土で海岸を埋める計画を作った．県や民間の出資を得て，1876年には新川運河約1 kmが完成し
た．兵庫運河全体の構想はすぐに実現できなかったが，神田の後を引き継ぐ形で八尾善四郎と池
本文太郎の二人が奔走し，1893年に「兵庫運河株式会社」を設立し，1899年に本線1,800 m，支線
764 mという日本一の長さの運河が完成した．和田岬を廻る難航路が避けられ，船舶の被害が大
幅に減少した．
できた全長2.5 kmを超える兵庫運河（図5-1参照）は，実は5 kmを超える岸壁の港を持ったこと
になる．資源の乏しい我が国にとって海外から原材料を安価な船舶で輸入し，加工し製品化する
工業化に港はなくてはならなかった．兵庫運河により内陸部に港機能ができたことで，安全な停
泊地の確保で神戸港の機能充実に寄与し，工業化の時代に入ると造船，機械，製油，製粉，製糖，
繊維，製材等の工場が運河沿いに立地した．その代表が川崎重工，三菱重工，鐘淵紡績である．
兵庫のまちは最も工業化した地域として発展し，そこで働く従業者とその家族が住む活気に満ち
た地域に変貌を遂げた．参考までに，運河整備に貢献した八尾善四郎の像が高松橋の西側から運
河を眺めて立っている．
3）旧湊川の付け替え
兵庫津のまちが古湊川による運搬土砂に埋められるのを防ぐために流れを旧湊川に付け替えて
から4世紀余りの時が流れていた．しかし，大雨による河川の氾濫は幾度も繰り返され，1866年
と1874年にも洪水の記録が残されている．運ばれた土砂により川床は徐々に高くなり，天井川と
なった堤防の高さは周辺の民家の高さを超える6 mにまでになっていた．「土手」と呼ばれた堤防
は，明治開港により繁栄する神戸のまちと兵庫のまちの間の大きな壁となり，2つのまちを結ぶ
大きな障害にもなっていた．神戸港と兵庫港の間には湊川が埋めた砂浜が大きく出っ張り，天然
の良港である港機能に支障が出るほどになっていた（図5-1参照）．
旧湊川が流れ出る後背地の六甲山系は花崗岩で風化しもろくなりやすく，常に洪水の不安，港
の機能障害，神戸と兵庫の発展の障害となる旧湊川は市民の悩みの種になっていた．その対策と
して河川の付け替えや断面の拡大を国費による改修計画として幾度と嘆願されたが実現できな
かった．
1896年に兵庫の小曽根喜一郎，大阪の藤田傳三郎，東京の大倉喜八郎ら27人の有力者が「湊川
改修株式会社」を設立し，付け替え工事をする申請を県に行った．当初市民の猛反対が起こった
が，同年8月に湊川の堤防が100 m決壊し，神戸駅は1.5 m以上も水に浸かった．この水害を契機
に，付け替え事業の早期実施を望む声に世論は変わった．12月に会社設立の許可が下り，翌年5
月に会社を設立した．工事は長田の苅藻川まで4,400 mの新川を建設するもので，河川断面は旧の
川床幅24 mから29～37 m，水深は1.2 mから，4 mに改善するものであった．このために会下山の
下に600 mのトンネルを掘ったことは市民の大きな驚きであった．会社は投資した工事費用を，旧
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河川の川床と堤防の土地を入手し，撤去する堤防の土で川崎浜や河床を埋め立てて売却すること
で回収したのであった．
1897年11月に工事着手し，兵庫運河の完成から遅れること2年，1901年に付け替え工事が完成
し，新湊川として長田の海に流れを変えたのであった．
旧湊川は埋められて1905年に新開地が誕生した．芝居や寄席の劇場や映画館が続々進出し，小
売や飲食の店舗も立地し「東の浅草，西の新開地」と呼ばれる大歓楽地に発展した．下流の川崎町
では川崎造船所が埋め立て地で工場を拡張し，兵庫南部の工業化による発展の中心地となって
いった．兵庫運河の開削と旧湊川の付け替えという兵庫のまちの大手術は，その後の神戸港と港
湾工業都市の急速な発展の源泉となったのである．

5.3　国による神戸港の近代化への整備
兵庫開港で，実際に開港したのは川崎から小野浜に
かけての新しい区域であった．といっても，明治の初
期は，船は沖合に停泊し，荷物は艀（はしけ）という小
舟で陸に運ばれていた．近代港湾に成長するまでの過
程を図5-3に示している．まず，直接外国船の荷揚げ場
を作る必要から，防波堤による波の穏やかな泊地を確
保し，波止場（埠頭）を建設し，船を係船することあっ
た．そのため，1871年から1877年にかけて東運上所
（税関）前，西運上所（現：中突堤付近），米国領事館前
（メリケン波止場），宇治川尻に4つの波止場と，倉庫
3棟を築造し，新たに「神戸港」と称することとなった
（図5-3の上図）．
近代港湾への歩みを支えたのが，鉄道による人や貨
物の輸送で，官営鉄道として東京－神戸間の東海道本
線が1889年に開通し，神戸駅から西は私鉄の山陽鉄道
が下関まで1901年に完成した．山陽鉄道は鉄道国有化
法により1906年に国有化され山陽本線になった．鉄道
整備に併せるように，港湾整備も着実に進み，1906年
第1期修築工事が完了する．1919年には第2期改修工
事に着手し，第2次大戦以前には，図5-3の下図に示す
ように，第1突堤から第6突堤，兵庫第1・第2突堤をはじめ，防波堤総延長約6,000 m，物揚場総
延長約6,000 m，係留岸壁総延長約9,000 m，上屋36棟，貯木場などの港湾施設が完成し，日本を
代表する国際貿易港の地位を確立した．
明治開港以降の神戸は，日本の国際化・近代工業化の重要な役割を担う港湾工業都市として発
展した．国内輸送の大動脈となった東海道本線と山陽本線，世界の港と結ぶ神戸港の連結を背景
に，神戸市は戦前には世界に誇る国際港湾都市としての地位を築き，貿易商社，金融機関，造船，
重機，ゴム工業などの企業の本社が立地する日本第3位の出荷額を誇る都市にまで成長した．

図5-3　神戸港の変遷1（資料：神戸市）
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5.4　ポートアイランドの埋立とコンテナリゼーション
第2次世界大戦（太平洋戦争）の敗戦で，神戸の市街
地は焦土と化し，神戸港も機能を失った．港湾施設は
連合軍に接収されたため，港湾の復旧，輸送貨物の処
理にも苦慮する状況が続いた．1950年に民間貿易が再
開され，朝鮮戦争の特需景気により，日本経済は復興
のきっかけをつかみ，それとともに神戸港も活況を呈
することとなり，1960年に戦前と同じレベルの貨物量
を取り扱うまでに復興した．その後は，日本の本格的
な景気の拡大，経済成長の中で，工業都市としての生
産を拡大させ，港湾の取扱量も右肩上がりで増え続け
ることとなった．海運界も船舶の大型化が進み，港は
一層の近代的施設を整備する必要から，兵庫第3突堤，
摩耶埠頭の建設が行われた．
その中で，港湾物流に大きな変革の波が起こる．米
国で始まったコンテナリゼーションの波は，急速に世界の海運界の戦略に位置づけられ，先進各
国の主要航路にも，多数のコンテナ専用船の就航への対応が迫られた．神戸港では，国際海上コ
ンテナ輸送の始まりとして，1967年アメリカのマトソン社のコンテナ船（20 ftコンテナ465個積）
が摩耶埠頭に初めて入港した．
コンテナ船へは，従来の岸壁，荷役方法では対応できなくなった．このため，神戸市は神戸港
内を新たに人工島神戸ポートアイランドの埋立を1966年から始めることとなった．新たに荷役の
コンテナ化のニーズに対応するために，水深12 mの1バース10 haの広いヤードをもつ12のコン
テナ船専用埠頭バースと，16の定期船（ライナー）埠頭バース，その背後に港湾関連施設用地，中
央部には人口2万人の新たな街を配置するという，それまでにない新しい概念の埋立手法による
人工島であった．
その手法は，六甲山系の須磨以西の山地や丘陵地の土砂を切り出し，ベルトコンベアで須磨の
海岸部まで運搬し，そこからプッシャーバージという埋め立て専用船（埋め立て場所に着くと船
底が開き土砂を放出する船）で大量の土を運び埋め立てた．ポートアイランドは正に「（新）経ヶ
島」である．土砂が切り出された地域には，住宅団地，研究学園，流通団地などが整備され，都
心の三宮とは地下鉄が順次延長整備され結ばれた．こうした神戸市による方式は，「公共デベロッ
パー」あるいは「神戸市株式会社」と呼ばれ賞賛されることとなった．
先行的に埋め立てられたポートアイランド・コンテナ専用埠頭（PC1～5）は，1970年を皮切り
に73年までに5バースが供用を開始し，その後，順次全12バースが整備供用され，日本のコンテ
ナ時代の幕開けとなった．
当時のコンテナ輸送はヨーロッパを出港すると，アメリカ東部，パナマ運河，アメリカ西部，
そして日本が主要定期船ルートであった．パナマ運河は，全長約80 kmでその間に海抜26 mのガ
トゥン湖を通過するため，閘門式の運河である．運河の深さ最深12.5 mであるため，船舶の喫水
は12 m以下でなければならなかった．
神戸港はこの主要ルートの最西端であるため，日本より西の韓国，台湾，フィリピン，東南ア

図5-4　神戸港の変遷2（資料：神戸市）
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ジアの資本主義国から，アメリカやヨーロッパへの輸出・輸入の貨物は神戸港まで運ばれ，定期
コンテナ船に積み替えられた．これらを「トランシップ」と呼ぶ．神戸港はトランシップの割合が
非常に高く1976年には48.2％も占め，1980年にはコンテナ取扱貨物量が，ニューヨーク，ロッテ
ルダムに次ぐ世界第3位の地位を占めることとなった．

6．神戸港の試練の時代へ
6.1　スエズ運河の改修
スエズ運河は地中海と紅海を結ぶ延長164 kmで，1869年に完成した．ヨーロッパからアフリカ
の喜望峰を廻りアジアに向かう航路に比べ，8,000 km短縮され，世界の海運コースを変えた．し
かし，幅が22 m，深さ8 mの規模しかなく，船舶同士の行き違いはいくつかの決まった場所でな
いとできなかった．このため，待機による時間ロスや政情の不安定さ，さらに中東アジア・イン
ド等の東アジアと日本を結ぶ，海運の主要ルートには採用されてこなかった．
第2次大戦後，運河の所有を巡って，イギリスとエジプトの間に争いが生じたが，1956年にエ
ジプトが国有化することとなった．1960年より10年の運河改修計画（全線の複線化と水深の14.5 
m化）が実施され，受注した日本の建設会社は経営者が先頭に立ち涙ぐましい努力で岩盤の堅さ
に挑んだ．新たな浚渫船の開発で工事を進めるも，途中イスラエルとの戦争での中断を挟み，1980
年8月に工事が完成し，12月より供用し，15万トン級の船の航行が可能となった（4）．
パナマ運河を通過する喫水線12 mのコンテナ船は約2,500（TEU）個の輸送しかできなかった
が，スエズ運河の開通で喫水線16～18 mのコンテナ船が通過でき，コンテナ船を大規模化すれば
積載個数も10,000～14,000 TEU個を超える量の輸送ができるようになった．このため，停泊する
コンテナ埠頭の大水深化，そして，定期船ルートとして採用する動きが出てきた．
その流れを受けて，神戸港では専用船の大型化に対応する大水深バースのニーズから，新たに
六甲アイランドの埋立を1972年に開始し，77年には六甲アイランドで最初のコンテナバース（水
深14 m，1バース12.2 ha）が供用し，1994年までに7バースが完成した．

6.2　「冷戦終焉」による資本主義単一市場へ
1989年に世界を驚かせた「ベルリンの壁の崩壊」が起こった．
第2次世界大戦後「国際連合」が1945年に設立された．国連の常任理事国の2大大国の一つの雄
であった当時のソ連（ソビエト社会主義連邦共和国）の軍隊が東ヨーロッパから撤退をすること 

なく駐留した．ソ連の拡張主義的体質に対して，アメリカのトルーマン大統領は，ソ連を孤立化
させるしかないと判断し，1947年「封じ込め政策」を発表した．世界を資本主義陣営と共産主義
陣営に完全に2分化し，相互の交流を徹底的に断つ，静かな戦争の「冷戦」の始まりとなった．
冷戦の開始から40年が経過し，資本主義陣営は市場経済といういわゆる「見えざる手」の働き
で，モノ，カネと技術が陣営の中を勢いよく流れ，工業化による成長を続けた．技術革新が持続
的に続き，情報革命を生みだし，さらなる成長を続けることとなった．共産主義陣営は計画経済
で「見えざる手」は現れず，工業化も低い生産性のまま，軍事技術も民生用に転活用できず，1980
年代の後半には，成長ができない事態に陥った．
ソ連の指導者が，冷戦の敗北を認めることとなった．それが，現実の形となったのが，東欧の
政治システムの自助崩壊と，そして典型が「ベルリンの壁」の崩壊であった．
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こうして，冷戦時代の世界の2分化は，ほぼ半世紀後に，世界は資本主義社会だけの1つの市場
になった．世界の資本はより安い原材料を求め，より低賃金の地域を求めて動き出し，グローバ
ルな構造に転換した．特に，それまで資本主義社会とは隔絶され，技術革新が遅れ，生産性が低
く，労働賃金の低い共産主義や社会主義の国々が門戸を開いたことで，よりコストの低い製品の
生産工場が一気に広まることとなった．
共産主義陣営にあった中国（中華人民共和国）は，ソ連消滅後の1992年の中国共産党大会で「社
会主義市場経済」の導入を決定した．社会主義による独裁体制を維持しつつも，市場経済を認め
ることで，外資の導入を認め，国家主導型で，中国の経済の発展を求めることとなった．同年か
らGDP（国内総生産額）で10％を超える経済成長が始まった．1996年までで1990年比の2倍の成
長を遂げた．冷戦の終焉で，世界はグローバル市場へ移行し，生産拠点をアジアに移したため，
アジア発の貨物量は大幅な増加となった．
アジアの世界の工場化などによる貿易量の拡大は，さらなる物流の効率化や迅速化が求められ，
コンテナ船のさらなる大型化が促進され，直接アジアと欧米を結ぶ海上ルートとして，制約のあ
るパナマ運河より，スエズ運河を通過するルートが主要となった．

6.3　阪神・淡路大震災による神戸港の被災とハブ港の地位の喪失
1995年に阪神・淡路大震災が発生した．コンテナ専用の岸壁の全ては被災して傾き，ガント
リー・クレーンも被災し，貨物の揚げ降ろしができなくなった．ハブ港として，神戸港で集荷し
てきた貨物は，日本の他港に流れるだけではなく，西日本の貨物は，コンテナ取扱総料金が2/3程
度と安く，成長が著しい，韓国釡山港や台湾高雄港に移っていった．
さらに，冷戦の終焉で，世界はグローバル市場へ移行し，生産拠点をアジアに移したため，ア
ジア発の貨物量の大幅な増加となった．さらに，直接アジアと欧米を結ぶ海上ルートとして，制
約のあるパナマ運河より，スエズ運河を通過するルートが主要となった．すなわち，米国東海岸，
ヨーロッパ，スエズ運河，アジア，日本，米国西海岸となり，日本はかつての終発港でなく，単
なる通過港の一つとなった．さらに，2000年
以降はスエズ運河（深さ19.5 m）の改善が進
み，輸送のコスト競争から，喫水深14～16 m
の大きな船舶による輸送が主流となった．
このような世界物流は，経済成長による
発展著しい中国の香港，上海や天津等の港
湾の整備，さらに中継港としてのシンガ
ポール港の躍進で，神戸港は図6-1のトラン
シップ率の激減からわかるようにアジア地
域の中継ハブ港としての地位を失い，アジ
アとアメリカを結ぶ，単なる一つの日本の
港の地位に急落することとなった． 図6-1　神戸港のトランシップ率の変化

（出典：神戸市 2017: 15）



現代社会研究　第5号（2019年）

― 90 ―

6.4　神戸港の現状
その結果，1980年にはコンテナ貨物取
扱量第3位であったが，1990年には第5位
の地位を維持するも，阪神・淡路大震災
を契機に，2000年には第22位にまで落ち，
2010年には第47位に，最近の2016年には
第57位にまで下がっている．
震災からの復興を成し遂げて，神戸港
の現在のコンテナ専用埠頭は，12 m水深
のバースは，大学の立地等のコンテナ埠
頭以外の土地利用に転換した．水深14～
16 mのバースは六甲アイランドに7バー
スとポートアイランド2期に6バース，計
13バースを保有し，欧米の主要な港との
間に定期航路を持ち続けている．取扱量
としては2017年に291万TEUとなり，震
災前をようやく超えたに過ぎない．
その背景には図6-3に示すように2000
年からの世界の取扱量の伸び率が3倍に
増大するの中で，日本全体は1.4倍程度に
留まり，神戸港は1.2倍にしかなっていな
い．世界の潮流の変化の中にあって，日
本自身の産業構造の変化（主要工場の海
外シフト等）の中で，世界的な物流ネッ
トワークの変化の中にあっては，単なる
世界の港の一つにしか過ぎない存在に
なってしまったと言えよう．
ただし，国内で見れば，順位は東京港，横浜港に次いで，（名古屋港を抜いて）第3位である．
また，2017年の空港を含む港湾の貿易額では，輸出では第6位（1位は名古屋港），輸入では第8位
（1位は成田国際空港）である．このように神戸港は日本の中での占める位置は高いが，もはやか
つての栄華は全て歴史の中にしか存在しないものになってしまったのである．

7．第3の開港―神戸空港とウォーターフロントの開放
7.1　第3の開港の鍵は，ものから人へと，官から民へ
神戸港が表舞台に登場するまでの歴史は，大輪田泊であり兵庫津であった．この時代は，平清
盛の経ヶ島建設に国営事業が入る以外は，基本は全て港を使う海運事業者や商人の手によって港
の整備や維持が行われてきた民営化の時代であった．天然の良港であるが故に，港の利用に対し
て発生した課題の解決方法は，当時の技術で対処できる投資で回収できる損得勘定で，苦しい時
も何とか乗り越えて，次の時代に繋ぐこととなったのであった．

図6-2　神戸港の現状

図6-3　コンテナ取扱量の伸び率の比較
（出典：神戸市 2017: 15）
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明治開港，すなわち第2の開港で神戸港が表舞台に登場した時代は，国家が中心になって，先
進国に追いつけ追い越せの工業化による経済成長を創り出すために，近代港湾として整備を続け
てきた．原材料を輸入し，加工し，製品輸出を中心としてきた．
日本は高度成長を成し遂げた後，さらに冷戦の終焉の後，そのビジネスモデルは，グローバル
化の中にあって，過去のものになってしまった．
21世紀の社会で求められるのは，ものという量ではなく，情報や「知」といった付加価値の高
いものや，時間を消費する「体験」を重視することが求められることとなった．情報を運ぶのはコ
ンピューターであり，「知」や「体験」を運ぶには，飛行機による移動が重視される．また，それ
らの社会基盤の整備は公共が重視されるが，その運営を民間に任すことが欠かせなくなった．官
は長期的視点で効率性の追求には適するが，多様なニーズに，迅速に対応できないからである．
神戸港の今後を考えるに当たっても，新たな視点，すなわち「ものから人へ，官から民へ」の展開
が求められ，それが「第3の開港」の大きなテーマである．

7.2　利用制限付き神戸空港の開港
1960年代になり東京オリンピックに合わせて新幹線東海道線の東京から大阪間が1964年に開通
した．所要時間は4時間であった．大量高速輸送時代の幕開けでもあった．
飛行機による航空輸送は，それ以前から優れた時間短縮効果を持ち，高速交通手段として，ま
た，付加価値の高い輸送手段として定着していた．航空需要の拡大に対して，関西地方では大阪
（伊丹）国際空港のみで，拡張余地が乏しく運営時間（発着可能な時間）の制約が「（午前7時から
午後9時」であったため，将来の大きな需要に対処できない懸念から「関西第2空港」の建設計画
が提起された．
1968年に運輸省が関西第2空港建設へ向けての基本調査を開始し，候補地として，阪和県境，
泉南沖，岸和田沖，西宮沖，六甲沖，ポートアイランド沖，明石沖，淡路島の8力所が対象に 

挙げられた．1971年7月 神戸市はポートアイランド沖空港試案（埋立面積1,100 ha，滑走路4,000 
m×4＋3,200 m×2）発表した．
1970年代に入ると，大阪国際空港の隣接・周辺住居地では騒音などの環境問題が顕在化し，大
阪空港訴訟にまで発展していた．そのため，1972年3月　神戸市議会野党が「神戸沖空港反対」を
決議し，1973年3月　宮崎辰雄市長が神戸市議会で，関空神戸沖案に反対表明した．10月の市長
選挙では神戸沖空港案推進を公約する自民党候補に勝利し再選を果たした．関西第2空港案は1974
年に，泉州沖が建設地に最終選定された．
1982年に1981年のポートピア博覧会の成功裏の終了を受けて第4期目に入った宮崎市長が関空
神戸沖案に反対表明は「生涯の痛恨の極み」と反省の弁とともに，国内線専用の「神戸沖新空港計
画試案」として要望書を運輸省に提出した．運輸省は当然受取りを拒否した．
しかし，神戸市や兵庫県等の熱心な要望活動が続けられ，また，高度経済成長後の順調な成長
を背景にした航空需要の拡大の中で，1986年に国は第5次空港整備計画に神戸空港の調査計画を
欄外記載の形で組み入れ，地方空港整備の位置づけがなされた．
そして，1991年の第6次空港整備計画に神戸空港が予定事業として盛り込まれ，開港への具体
的な道筋が開けた．内容は第3種空港として神戸市が設置管理者であり，面積272 ha，滑走路2,500 
m（1本），2005年度の開港を目指す．当初年間発着回数2万回，旅客数319万人，貨物量41,300 t
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と予測した．
その後，1994年9月　関西空港が泉州沖に開港した．1995年に阪神・淡路大震災に見舞われる
が，1997年2月国により神戸市に神戸空港の飛行場設置認可が下り整備が始まった．
そして，当初の計画通り2006年2月16日に神戸空港は開業した．開業にあわせて，空港利用者
の交通利便を確保するため，新交通ポートアイランド線を市民広場駅から神戸空港までの延伸事
業が既に行われた．都心の三宮駅より神戸空港までわずか16分で結ばれ，利便性の高い空港の誕
生となった．
神戸空港の開業以来の利用者
数を図7-1に示す．2017年度に
307万人でようやく開港当時の
数を超えた．開港前の2015年度
予測値の434万人には遠く及ば
ない．とは言うものの，国内の
国管理空港や国際線を持つ空港
を含めた全97空港の中では第14
位であり，地方管理空港では第
1位にランクされる．搭乗者数
の伸びが緩い背景は，神戸空港
建設に課せられた利用上の制約
がある．関西国際空港との役割
分担で決められた1日30便（発
着で60便）の上限運用しか認め
られない．航空機はジャンボ機
から中型機へシフトする中，図
7-2で示す搭乗率が8割になって
いるが，これ以上の搭乗者数の
増加は限界に近くなっている．
さらに，国内線限定であるため，
近年の外国人客大幅増の恩恵は
十分には得られない．参考まで
に，仙台国際空港（239 ha，滑走
路3,000 m＋1,200 m，2016年民営化移行）と比較すると，搭乗者数は343万人 /2017年とほとんど
遜色はない．違うのは，便数が76便 /日と国際線（ソウル，北京，上海，台北の国際線便40便 /週
を含む）である．
近畿圏においては，関西国際空港は搭乗者数が2017年度は2,798万人（国内684万，国際2,113
万人）で，3年連続で過去最高を記録している．国際線は6年連続で伸びている．人口規模が同程
度の欧米諸国の大都市圏と比較すると，なお空港整備水準は低い．このため，神戸空港および伊
丹空港，関西国際空港の3空港全体での利用のあり方が求められる．特に，かつてのいきさつか
ら神戸空港に頑なに制約を課す国の考えを見直すことと，官から民への思想で進めることが，21

図7-1　神戸空港の搭乗者数の経年変化

図7-2　神戸空港利用航空機の搭乗率
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世紀の近畿圏の発展にとって不可欠である．
その中で，神戸空港は1919年4月より，「神戸市営」から民営化となり，伊丹空港と関西国際空
港を運営する「関西エアポート」の子会社「関西エアポート神戸株式会社」が運営することとなっ
た．航空需要の増大，3空港一体化運営の中から規制緩和に進めば，人にとって利便性の高い神
戸空港は新たな「空のみなと」としての期待を実現できることになるであろう．
また，本稿執筆中の2018年9月4日に台風21号の近畿直撃で，関西国際空港は高潮による大規
模な被害と関空連絡橋に走錨した2,591トンのタンカーが衝突し，本格的復旧稼働に時間がかか
り，経済に大きな損失が出る状況になった．このため，国は臨時的に国内線専用である伊丹空港
に20便，神戸空港に15便の国際線を含む代替便として増便の要請を関係自治体に求めた．しか
し，関西国際空港の旅客施設が急ピッチで復旧し，10月11日に本格運用に復帰する見込みとな
り，同日付で2空港への国際線，国内線の代替受け入れは終了することが発表された．しかし，今
回の措置で災害を契機とするが，国の増便の要請は今後の規制緩和の道が開かれる契機になった．
さらに，11月24日に2025年国際博覧会（万博）の開催国が日本（大阪）に決定した．1970年以
来55年ぶりの開催となり，185日間の開催期間中に国内外から約2,800万人の来場を想定する．会
場は大阪湾内の人工島・夢州が舞台となる．会場と至近距離になる神戸空港には，内外からの来
場者の受入が求められることになろう．
今後の神戸空港の国際化や増便については，2010年以来開催されていない「関西3空港懇談会」
での意見一致が条件であるが，もはや関西全体の発展にとっては不可欠な状況になっていると言
えよう．

7.3　ウォーターフロントの開放―港湾管理者から民間へ
神戸には，六甲山・摩耶山，有馬温泉など古くからの観光地があり，1980年代から北野異人館，

（旧）居留地には若者を中心に国内から多くの観光客が訪れてきた．
しかし，2015年に発表された図
7-3の関西空港外国人利用者の観
光地別訪問者を見て，ショックを
受けた．外国人には神戸市は魅力
がないと映っているからだ．京都
には古寺があり，古都を感じさせ
る佇まいや日本文化があふれてい
る．大阪には，アジア的で庶民性
があり，雑多な食べ物と買い物が
楽しめる空間，そしてUSJがある．
神戸には至近に六甲山があり，海
があり，きれいな街並みがある．
しかし，これでは，外国人を楽し
ませる要素としては，訴えるもの
がないのが現状であろう．
神戸にあって，京都や大阪にな

図7-3　関西空港外国人利用者の観光地別訪問者数
（出典：神戸市 2017: 16）
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いものは何か．それは都心の近くにあるみなとであり，ウォーターフロントである．しかし，現
実は明治開港以来，国家主導による港湾工業都市の機能性重視の空間には，みなと関係者以外の
人を寄せ付ける雰囲気がないのが現状である．コンテナ化以前は，貨物船が入港して，物資の荷
下ろしと積み込みで数日間停泊したため，船員やその家族が会食や，出逢いを楽しむ港町として
の色合いが強かった．しかし，コンテナ化で，停泊時間はコンテナの降ろしと積み込みが数時間
で終わり，出港となるため，まちで楽しむことがなくなったと聞く．要するに，港湾物流の機械
化で，もはやみなとは単なる機能空間としか捉えられなくなってしまった．
本来のみなとの中のウォーターフロントは，水辺の寄せては返す波音に，心が癒される空間で
あった．それは，産まれる前の母親の胎内で，羊水の中にいるのと無意識に感じるからであると
言われている．
現代は高度情報社会，知的体験重視の時代になった．みなとも，ものから人に適した空間づく
りが求められる．しかし，それを阻むものが，港湾機能を守るために官が作った法規制である．
戦後，新憲法が施行され，全ての内政を統括した内務省は解体された．当初GHQは港湾行政の
多岐にわたる窓口の一元化を図るために，欧米型の「ポートオーソリティ（以下：PO））」の設立，
運営等の準備を指示した．主要な港には原則として営造物としての港湾の開発，利用および保全
に関してのみの港湾管理権限をもつ主体POを法律により定めること，それには地方自治権を尊重
し，最適な管理主体は地方公共団体，あるいは，いくつかの地方公共団体によって設立される法
人（港務局）に限定することを指示した．しかし，現実の法技術上の問題や，行政機構を根本的に
改革する必要性からPOは実現できなかった．結果，港湾行政は新たに設立された省庁，つまり，
関税は（旧）大蔵省，入出国管理は法務省，港湾の整備を（旧）運輸省，そして港湾の管理主体を
地方自治法（1947年）による権限委譲で自治体が行う，いわゆる縦割り行政で進められることと
なってしまった．
その一連として，1950年に「港湾法」が制定され，旧都市計画法も改正され，両法に新たに 

「臨港地区」が創設された．港湾を管理運営するために「水域」に限られた港湾区域と一体として
機能すべき最小限の「陸域」を指定するものである．それで，一般的な都市計画規制を受けること
なく，港湾法による分区条例（5）によりその目的に合致しない構築物の用途を規制する．さらに，
港湾管理者が，港湾の環境を整備し，保全するために港湾工事を行に要する費用の一部を，条例
により定めた港湾環境整備負担金（固定資産税と同等額）として一定の業者に負担させることがで
きる．
要するに，臨港地区とは「都市と港湾という関連性の深い地域の中で，港湾の開発，利用，保
全のために発生する陸側の営造物管理権限を，治外法権的に港湾管理者に委ねた最小限の地域的
範囲」と解されるものであった．
時代は大きく転換した．ものから人へ，官から民の時代に．港湾貨物はコンテナ化による省力
化・大量輸送化に，付加価値の高い貨物は飛行機で輸送する時代になった．現状の臨港地区の課
題は，一時代の役割を負えた土地利用を，いかに新しい形態に転換するところにあろう．
神戸のみなと持つ可能性として，ウォーターフロントの開放，自由で需要に応じた民間活力を
誘致そして引き出すことが求められることになった．「かもめりあ」周辺の倉庫跡地や第1突堤に
はデザインに優れた荘重なホテルが誘致されている．まちの雰囲気は大きく変わった．しかしな
がら，敷地境界の出入口は厳格に管理され，ウォーターフロントへの開放性が乏しく，水際線を
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新たな利用展開のできる形にはなっていないのが現状である．それは土地利用転換に対して，官
主導の姿勢が分区条例の規制緩和を「港湾関係者のための…」の解釈内での運用するだけになって
いるからである（6）．それは，陸側からウォーターフロントを訪ねる「人」の視点に欠け，土地利用
も官主導型の「プロダクト・アウト」で，グローバル化の民主体の自由で柔軟な「マーケット・ 

イン」の発想による利用を阻んでいる．そのため，経済活動にかかわる既得権が残存し，インバ
ウンドを含むグローバルで自由な経済活動における「見えざる手」が働く妨げになっていることの
自覚が薄い．新しい時代へは「臨港地区」規制による守旧的解釈が妨げになっていないだろうか．
みなと神戸は「人のみなと」として，六甲山系の前に広がる美しい街並みを背景に出港する 

クルージングの基地になることができる．瀬戸内海のクルージングでは，美しい島々や古くから
伝わる伝統の工芸手法や製品がある．帰港時には私が勝手に命名した「100万カラットの夜景」が
迎えてくれる（7）．ウォーターフロントでは，「神戸ビーフ」「神戸ウォーター」そして世界で認め
られる「灘の酒」，さらに，「神戸ワイン」「神戸ビール」まであり，瀬戸内海で獲れる多様な魚介
類を鮮度そのまま料理した食事と併せて，十分に楽しい一時を過ごすことも可能である．また，
大輪田泊時代や兵庫津時代の遺跡や雰囲気を漂わせる寺院や「兵庫大仏」を含む歴史的街並みと，
全長2.5 kmの兵庫運河沿いの工業・物流から商業系への土地利用転換で，小樽運河に劣らない 

「古きみなと」を味わうことも可能である．
ウォーターフロントを，人間にとっての癒やしの空間として開放することが，「ものから人へ」
という時代要請に合致し，都市とみなとが一体的に融合し神戸の新たな魅力となるだけではない．
「水際」と言うフロンティアだけではなく，「国際」，「業際」，「まち際」，「学際」などの「際」を越
えた思想の開放・展開ができる空間となろう．都市との対立ではなく融合の視点を持つ時代に合
致した「際都地区」（中山，2003: 11-14）であることを都市計画法と港湾法でまさに考えるべき時
代である．

おわりに
神戸の「みなと」の概ねの1200年の歴史を土木・都市計画，すなわち市民工学的な視点から説
明してきた．2018年が神戸開港150年であるが，それはまさに「官」が主導してきた神戸港の歴史
であったと言えよう．それ以外の時代は，大輪田泊，兵庫津の時代で，天然の良港を活かすこと
に知恵を工夫した「民」の時代であった．
高度情報社会，知的体験の時代になり，神戸のみなとは「第3の開港」として，神戸空港が 

「空のみなと」，神戸港のウォーターフロントが「人のみなと」として，新たな発展の形を求めて 

行くことの期待ができる．かつての国際港湾としての位置づけは低下したとは言え，まだ重要な
「ものの港」としての役割も担っていくことになる．
みなと神戸は，今後この3つの「みなと」の機能を充実させ，新たな都市とみなとを融合させ，
自然に恵まれて，美しく，訪れたくなるまちとして成長をすることを願うことでまとめとしたい．
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注記
（1） 藤田和夫大阪市立大名誉教授によって1962年に近畿中央部に見られる盆地と山地が交互に配列 

する地形は，第四紀地殻変動によって形成された構造地形であることを強調して命名された． 
（出典：吉田・高山，1992，「近畿トライアングル周辺域の地震活動の相関とその地学的意義」，『地
学雑誌 Journal of  Geography』，101(5)，p327,」）

（2） 千葉県市川市の「雷下遺跡」での発掘調査（2013～2015年）から，国内最古となる約7,500年前の
丸木舟が出土した．（出典：2015/2/13 https://style.nikkei.com/）

（3） 769年に女帝称徳天皇の寵愛を受けた僧道鏡が皇位を狙おうとした事件．770年には称徳天皇が 

没し，道鏡も失脚した．
（4） NHKプロジェクトX挑戦者たち　第106回「爆破の嵐　スエズ運河を掘れ」，2005年4月26日放映
（5） 港湾管理者が指定することができる9つの類型として，①商港区，②特殊物資港区，③工業港区，

④鉄道連絡港区，⑤漁港区，⑥バンカー港区，⑦保安港区，⑧マリーナ港区及び⑨修景厚生港区
がある．神戸港ではそのうち，商港区（1,333 ha），工業港区（678），マリーナ港区（3），修景厚生
港区（77）の4種類と無分区（11）を条例で定めている．

（6） 事例として，臨港地区は残すが分区は定めず（無分区），分区による建築禁止を適用せず用途地域
に従いシティホテルを認めたものや，条例の中の「市長が指定する商店，飲食店その他便益施設」
の解釈をして商業施設やレジャー施設が多く立地している．

（7） 中山久憲，2018年4月15日毎日新聞「キャンパス通信」記事．六甲山から見た神戸の市街地の夜
景を「1千万ドルの夜景」と称されるのに対して，神戸港の水上やポートアイランドのウォーター
フロントから見れる市街地の夜景を「百万個のダイヤが放つ7色に輝く光の帯」として「百万カラッ
トの夜景」と命名することを提案した．
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