
江戸湾・東京湾防備史年表 

元号 西暦 月 江戸湾・東京湾防備に関するできごと 同時期の主なできごと 

享和元年 1801 ６月 伊能忠敬、内房の海岸を測量 
1802 十返舎一九、『東海道中膝栗毛』

出版 

文化４年 1807 11 月 
幕府、御先手鉄砲方井上正路に伊豆・相模・安房・上

総の４か国の海岸を巡視させ、徒目付を富津村に派遣

文化５年 1808   幕府、浦賀奉行らに海岸を巡視させ、砲台築造に着手 1808 フェートン号事件 

文化７年 1810   白河藩・松平定信、房総の海岸防備を命じられる 1809 間宮林蔵、樺太探検から帰還 

文化８年 1811 ５月 松平定信、房総の領地３万２千石を与えられる 

〃 〃   松平定信、竹ヶ岡砲台・陣屋を設置 

〃 〃   松平定信、房総の台場を巡視し『狗日記』を書く 

文化９年 1812 ５月 百首村、竹ヶ岡村と改称 
1814 滝沢馬琴、『南総里見八犬伝』

出版 

文政元年 1818   イギリス人コンドルが浦賀に来て通商を求める 

文政５年 1822 
房州の洲崎台場が富津に移される、この頃富津駅場で

きる 
1821 伊能忠敬の日本測量図完成 

〃 〃   
館山の波佐間から陣屋が移設され新たな富津陣屋が

できる 

文政６年 1823 
白河藩が桑名へ転封、代官森覚蔵が房総台場支配を命

じられる 

1823 近江屋甚兵衛、人見村で海苔養

殖を創始 

文政８年 1825   幕府、異国船討払令を出す 1825 異国船打払令 

天保４年 1833   天保の飢饉はじまる（天保４～７年） 1828 シーボルト事件 

天保８年 1837   アメリカ船モリソン号が浦賀に来て砲撃される 1837 大塩平八郎の乱 

天保10年 1839 
鳥居耀蔵・江川太郎左衛門英龍、伊豆・相模・房総の

海岸を巡視 
1839 蛮社の獄 

天保11年 1840   代官羽倉外記、房総台場支配を命じられる 1840 清でアヘン戦争起こる 

天保13年 1842   幕府、異国船打払令を緩和し薪水・食料の給与を許す 1841 水野忠邦、天保改革令出す 

〃 〃 12月 忍藩・松平忠国、房総海岸防備を命じられる 

〃 〃   佐貫藩・阿部正身、大坪山砲台と番小屋を設置 1843 印旛沼開墾開始 

弘化２年 1845 ３月 
飯野藩・保科正丕、領内の青木村へ青木浦見張番所を

設ける 

1844 オランダが開国を勧める国書

届ける 

〃 〃   
漂流民を浦賀に送ってきたアメリカの捕鯨船マーカ

トル号を鎖国を理由に帰らせる 

弘化３年 1846 ２月 
伊豆韮山の代官・江川太郎左衛門英龍が伊豆七島を巡

視し、海防に関する意見書を出す 

〃 〃 ５月 
アメリカ東インド艦隊司令長官ビットル浦賀に来て

国交を求める 

弘化４年 1847 ８月 

会津藩主・松平容敬、忍藩に代わって富津・竹ヶ岡台

場の警備を命じられ、忍藩は安房の洲崎・大房岬など

の台場、白子番所等の警備に就く 



嘉永２年 1849 ４月 イギリス測量船が浦賀に来航し、江戸湾を測量 1850 高野長英自殺 

嘉永３年 1850   会津藩、小久保に七曲砲台（大砲６門）を設置 1850 清で太平天国の乱起こる 

嘉永６年 1853 ６月 
アメリカ東インド艦隊司令長官ペリー軍艦４隻を率

いて浦賀に来航 

1853 トルコ・ロシア間でクリミア戦

争起こる 

〃 〃 ７月 江川太郎左衛門英龍、品川沖に11基の台場を設計 

〃 〃 ８月 品川第一、第二、第三台場起工 

〃 〃 11月 柳河藩・立花鑑寛、富津台場警備を命じられる 

〃 〃 11月 岡山藩・池田慶政、竹ヶ岡台場警備を命じられる 

安政元年 1854 １月 ペリー軍艦７隻を率いて再び神奈川沖に来る 

〃 〃 ３月 幕府、日米和親条約を結び、下田・箱館の２港を開く

〃 〃 ４月 
江川太郎左衛門英龍の設計により、品川第一、第二、

第三台場竣工 

〃 〃 ５月 品川第四、第七台場、未完成のまま建設中止 

〃 〃 12月 品川第五、第六台場竣工 1855 安政の大地震 

安政４年 1857 ４月 松山藩が神奈川宿周辺の警備を命じられる 1856 吉田松陰、松下村塾開設 

安政５年 1858 ６月 竹ヶ岡陣屋・台場廃止 
1858 ムガール帝国滅亡、イギリス領

インドとなる 

〃 〃 ６月 二本松藩・丹羽長富、富津台場警備を命じられる 

〃 〃 ６月 日米修好通商条約に調印 

安政６年 1859 ７月 神奈川台場起工 1859 安政の大獄 

万延元年 1860 １月 咸臨丸アメリカへ向かう 1860 桜田門外で大老井伊直弼暗殺 

〃 〃 ６月 神奈川台場竣工 1861 アメリカ南北戦争開戦 

文久２年 1862 ４月 寺田屋騒動、生麦事件 

文久３年 1863 ５月 長州藩、下関でアメリカ･フランス･オランダ船を砲撃

〃 〃 ７月 薩摩藩、イギリス艦隊と戦う 

元治元年 1864 ８月 幕府、長州征伐を命令 1865 アメリカ南北戦争終結 

慶応２年 1866 １月 倒幕のための薩長同盟の密約が成立 

慶応３年 1867 ３月 前橋藩・松平直克、富津台場警備を命じられる 1867 大政奉還 

明治元年 1868 １月 鳥羽・伏見の戦いから戊辰戦争始まる 1868 江戸城無血開城 

明治２年 1867 ５月 五稜郭の戦いで旧幕府軍降伏し、戊辰戦争終結 1869 東京－横浜間に電信開通 

明治４年 1869 ７月 廃藩置県 1872 新橋－横浜間に鉄道開通 

明治８年 1875   品川台場が陸軍省の所管となる 
1875 ロシアとの間に千島・樺太交換

条約締結 

明治10年 1877 １月 西南戦争起こる 

〃 〃 ９月 西郷隆盛自殺により西南戦争終結 1878 大久保利通暗殺 

明治14年 1881 ８月 第一海堡起工 

明治15年 1882 １月 元洲堡塁砲台起工 1883 鹿鳴館開館 

明治17年 1884 ６月 元洲堡塁砲台竣工、猿島砲台竣工 1885 伊藤博文内閣成立 

〃 〃 〃 観音崎第一、第二、第三砲台竣工 

明治19年 1886 ４月 走水第一砲台（走水低砲台）竣工 

明治20年 1887 ５月 観音崎第四砲台（観音崎砲台）竣工 



明治22年 1889 ７月 第二海堡起工 1889 大日本帝国憲法発布 

〃 〃 ８月 横須賀・笹山砲台竣工 1889 東海道本線全通 

〃 〃 11月 横須賀・夏島砲台竣工 1889 町村制実施 

明治23年 1890 ７月 横須賀・波島砲台竣工 

〃 〃 ８月 横須賀・箱崎砲台竣工 

〃 〃 12月 第一海堡竣工 

明治24年 1891 10 月 横須賀・米ヶ浜砲台竣工 
1891 田中正造、足尾鉱毒質問書を衆

議院に提出 

明治25年 1892 ８月 第三海堡起工 
1892 軍艦千島、イギリス船と衝突し

て沈没 

明治26年 1893 ８月 観音崎・南門砲台竣工 

明治27年 1894 ２月 走水第三砲台（走水高砲台）竣工 

〃 〃 ８月 日清戦争開戦 

〃 〃 12月 観音崎・花立堡塁砲台竣工 

明治28年 1895 ３月 浦賀・千代ヶ崎砲台竣工 

〃 〃 ４月 日清戦争終結、下関で日清講和条約調印 

明治29年 1896 ３月 観音崎・腰越砲台竣工 
1896 第１回近代オリンピックをア

テネで開催 

〃 〃 ７月 観音崎・大浦砲台竣工 

〃 〃 12月 観音崎・三軒家砲台竣工 

明治32年 1899 
要塞地帯法の制定により富津岬周辺の海岸が東京湾

要塞地帯に指定 
1899 東京－大阪間に電話が開通 

明治35年 1902 １月 日英同盟締結 1902 八甲田山雪中行軍遭難事件 

明治37年 1904 ２月 日露戦争開戦 1903 ライト兄弟飛行機を発明 

明治38年 1905 ５月 日本海海戦 

〃 〃 ９月 日露戦争終結、ポーツマスで日露講和条約調印 

明治43年 1910 ８月 韓国を併合して朝鮮と改称 1911 中国で辛亥革命始まる 

大正３年 1914 ６月 第二海堡竣工 

〃 〃 ８月 ドイツに宣戦布告し、第一次世界大戦に参戦 

大正４年 1915   元洲堡塁砲台、旧式化により除籍 

大正７年 1918 ８月 日本、シベリアに出兵 
1917 ロシア11月革命でソビエト政

府誕生 

〃 〃 11月 第一次世界大戦終結 

大正８年 1919 ６月 ベルサイユ講和条約調印 

大正９年 1920 １月 国際連盟ができ、日本加盟 

大正10年 1921 ３月 第三海堡竣工 1921 中国共産党結成 

〃 〃 ８月 三浦・三崎砲台竣工 1922 日本共産党、非合法下に結成 

大正12年 1923 ９月 関東大震災、第三海堡沈下 

〃 〃 12月 金谷砲台起工 

大正13年 1924 ３月 金谷砲台竣工、久里浜・千駄崎砲台竣工 

〃 〃 〃 走水第二砲台（走水新砲台）竣工 



〃 〃   富津岬軍用鉄道敷設 

大正14年 1925 ４月 治安維持法公布 1925 普通選挙法公布 

大正15年 1926 10 月 品川第三、第六台場が国指定史跡となる 

昭和２年 1927 ３月 洲崎第二砲台竣工 1927 金融恐慌 

〃 〃 ６月 三浦・剣崎砲台竣工 

昭和３年 1928 ７月 品川第三台場が都市公園「台場公園」として開園 1928 特高警察を全国に設置 

昭和４年 1929 ３月 城ケ島砲台竣工 
1929 ニューヨーク株式暴落で世界

恐慌始まる 

昭和６年 1931 ９月 柳条溝の南満州鉄道爆破により満州事変勃発 

昭和７年 1932 ３月 満州国建国宣言 1932 上海事変 

〃 〃 ５月 ５・15事件（犬養首相が陸海軍将校らにより暗殺） 1932 リットン調査団来日 

〃 〃 10月 大房岬砲台、洲崎第一砲台竣工 

昭和８年 1933 ３月 日本、国際連盟を脱退 1933 ドイツでヒトラー政権成立 

昭和11年 1936 ２月 ２・26事件（皇道派の青年将校によるクーデター） 1936 日独防共協定締結 

昭和12年 1937 ７月 盧溝橋事件を発端に日中戦争開戦 1937 中国に抗日統一戦線できる 

昭和13年 1938 ４月 国家総動員法公布 1938 ドイツ、オーストリアを併合 

昭和14年 1939 ６月 品川第四台場埋め立てられる 1939 ノモンハンで日ソ両軍が衝突 

昭和15年 1940 ９月 日本軍、仏領インドシナ侵攻、日独伊三国同盟締結 1940 政党解散、大政翼賛会成立 

昭和16年 1941 12 月 ハワイ真珠湾攻撃により太平洋戦争開戦 1941 日ソ中立条約締結 

昭和17年 1942 ６月 ミッドウェー海戦で日本軍敗北 1944 サイパン島玉砕、レイテ沖海戦 

昭和20年 1945 ８月 日本のポツダム宣言受諾により第二次世界大戦終結 1945 広島・長崎に原子爆弾投下 


