
　1902年（明治35年）、株式会社川崎造船所
（現川崎重工・神戸造船工場）に完成した船舶
修繕施設「第１ドック」が、111年の歴史に幕を
下ろすことになった。
　「第１ドック」は、建設場所の地盤が軟弱なため
工事は困難を極め、新しい工法を採用しつつ６
年の歳月と巨費を投じて築造された。神戸港に
おける最初の本格的な乾ドック※で、わが国の

川崎重工の礎を  築いた船舶修繕施設

「第１ドック」 が111年の歴史に幕
近代化を牽引してきた施設のひとつといえる。
　しかし、1995年（平成７年）の阪神・淡路大震
災で大きな被害を受けて使用を中止。その後
も老朽化による損壊部分や漏水部分の拡大が
続いて危険度が増したため、今後の維持管理
が困難と判断したのである。
　なお、「第１ドック」はその歴史的価値が高く
評価され、1998年に「登録有形文化財」となり、

2007年には「近代化産業遺産」に認定された。
　惜しまれながら111年の歴史を閉じることに
なった「第１ドック」。その歴史の周辺などを探っ
てみた。
※乾ドック：海から陸へ掘り込んだ一種の堀割で、船を入れたあと水門を閉めて
　ポンプで排水し、船舶の修繕あるいは建造を行なう施設。ドライドックともいう。
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現場を訪ねて

航空機用ジェットエンジン工場
西神工場に「第四工場」を建設

最前線カメラルポ

川に見る・日本の四季⑯

中国地方の川の「冬」を追う
澄明な冷気に映える、
青と白のコントラスト。

●表紙説明●
　ボルトとナットなどが整然と並んだ、淡いメタ
リックカラーの精巧な構造物（？）－実はこれ、
英国ロールス・ロイス社の民間航空機用エンジ
ン「Ｔｒｅｎｔ 1000」のモジュール（構成要素）のひ
とつ、中圧圧縮機（ＩＰＣ）モジュールの外面を接写
したものです。「Ｔｒｅｎｔ 1000」は、米国ボーイング
社の最新の中型旅客機「787」に搭載されている
エンジンのひとつです。
　川崎重工は、「Ｔｒｅｎｔ 1000」の開発に基本設計
段階から参画し、ＩＰＣモジュールの設計・製造・組
立を担当しており、西神工場（神戸市西区）で生
産を続けています。
　詳しくは「現場を訪ねて」（８～11ページ）をご
覧ください。

川崎重工の礎を築いた船舶修繕施設
「第１ドック」が
111年の歴史に幕
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川崎重工の創業者、川崎正蔵。

初代社長、松方幸次郎。
御影石を積み上げた「第１ドック」の側壁にはめ
込まれている「起工・竣工」の銘板。

❶記念式典「Ｌｅｇｅｎｄ Ｋａｗａｓａｋｉ Ｎo．１ Ｄｏｃｋ ～
　111年の時を超えて～」で挨拶する村山滋社長。
❷式典参加者の頭上を高く昇っていく無数の風船。
❸「第１ドック」の次の未来への“出航”を見送り、参
　加者たちは万感の思いで別れのテープを投げた。

記念式典で関係者が
「さようなら、第１ドック」

「川崎重工の創立時を物語る
貴重な設備」

明治11年、
川崎正蔵が東京・築地で造船業を開始 初代社長、松方幸次郎に託された

「第１ドック」の建設

　2013年10月22日。
　川崎重工・神戸造船工場の「第１ドッ
ク」のそばで、あるセレモニーが開かれ
た。参加者に配られた案内書の表紙には
「Ｌｅｇｅｎｄ Ｋａｗａｓａｋｉ Ｎｏ．１ Ｄｏｃｋ ～
111年の時を超えて～」とある。
　「第１ドック」を見守ってきた方々、苦労
を共にした方々に集まっていただき、「第
１ドック」との別れを記念しようという式
典である。
　式典には、矢田立郎神戸市長（当時）
をはじめとする神戸市関係者や神戸市
会議員、兵庫県ならびに国土交通省関
係者など、また、川崎重工からは村山滋
社長や松岡京平副社長、村上彰男常務
など経営陣のほか、船舶修繕事業などに
かかわったＯＢなど多数が参加した。
　この記念式典で村山滋社長は次のよ
うに挨拶した。（抜粋）

　「この第１ドックは、当社の創立時
を物語る貴重な設備です。創業者の

　ここで、「第１ドック」築造の経緯を
もう少し詳しく振り返ってみよう。
　川崎重工の創業者である川崎正蔵
が、東京・築地で造船業を始めたのは
1878年（明治11年）のこと。1881年
には兵庫に川崎兵庫造船所を開設。
東京と呼応しながら船舶の建造や舶
用機械の製作などを行なった。
　その後、社業は発展し、両造船所と
も規模の拡大を迫られるようになっ
た。そんな折り、かねてより払い下げ
を願い出ていた官営兵庫造船所の借
り受けが許可された。そこで、川崎兵
庫造船所と官営兵庫造船所を合併
し、川崎造船所として新しく発足。
1886年（明治19年）のことである。こ
の年にはまた、東京の川崎造船所を

　1896年（明治29年）10月。
　川崎造船所はそれまでの個人経営
から株式会社に改組され、株式会社
川崎造船所となった。これを機に川崎
正蔵は顧問に退き、30歳の青年、松方
幸次郎が社長に就任した。そして、青
年社長に託されたのが乾ドックの建
設で、早くもその年の11月に着工した。
総指揮をとる松方社長の片腕となっ
たのが、気鋭の青年技師、山崎鉉次郎
である。
　ところがこの工事が、村山滋社長
の挨拶にもあるように空前絶後の難
工事となった。
　原因は、建設地点が旧湊川河口の
軟弱な地盤で、底なし沼のような土地
だったことだ。そこで、周囲をコンク
リートのダムで覆ってから地固めを行
なうという画期的な方法を採用した。
ところが、水抜きをしてみると、地下
から突き上げる強力な海水圧でドッ
クを囲んでいる壁が砕け始めた。失
敗である。
　松方社長は辞表を提出したが、
川崎正蔵は笑って辞表を押し止めた。

神戸に移した。
　1887年には、借用中のすべての土
地・施設を50年年賦で払い下げられ
ることが確定。川崎重工の前身であ
る川崎造船所が名実ともに誕生した。
　この1887年は、神戸に入港する大
型の外航船が飛躍的に増加し始めた
年でもあり、船舶修繕の需要が拡大
していた。船舶修繕を行なうには乾
ドックが不可欠だ。川崎正蔵にとって
乾ドックの建設は、次第に悲願ともい
うべきものになっていった。

川崎正蔵は『西洋船の建造、修繕を通
じて我が国の発展に寄与する』という
思いを持ち、乾ドックの建造に強い意
欲を持っておりました。
　初代社長である松方幸次郎はその
思いを引き継ぎ、当社創立直後の
1896年（明治29年）11月に第１乾
ドックの工事に着手しております。地
盤が軟弱であったことから、工事は困
難を極めましたが、松方社長は幾度
もの困難を乗り越え、６年という歳月
をかけて、ドックを完成させました。軟
弱な地盤を固めるため、１万本の松杭
で基礎を打ち、水中にてコンクリート
を敷設する工法など、斬新なアイデア
を採用しながら取り組んだ一大プロ
ジェクトでした。結果的に総工費は、
当時の資本金の４割に相当する、170
万円に達したと聞いております。
　歴史的には、明治時代に築造され
た乾ドック30基のうちの１つであり、
神戸港の発展や日本の近代化を支え
てきた設備といっても過言ではあり
ません。
　その意義を認められ、乾ドックとし
ては登録有形文化財の登録第一号と
なったほか、近代化産業遺産の認定
をいただくなど、歴史的価値がある設
備として評価を受けてまいりました。
　今般、残念ながら老朽化にあらが
えず、設備の維持が困難と判断、保存
よりも安全性を優先し、やむを得ず埋

め戻すこととしました」
　式典では、「第1ドック」の歴史的意
義を映像やパネルで振り返り、来賓挨
拶などの後、最後に“第１ドック出航”
となった。「第１ドック」を一隻の船に見
立て、111年の時を超えて未来に“出
航”するのを見送り、お別れしようとい
う趣向である。
　参加者たちは思い思いにテープを
投げて「第１ドック」の出発を見送り、空
には無数のカラフルな風船が舞った。

たびだち
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山崎鉉次郎技師が、ニューヨークの技術誌に発表した「第１ドック」構築に関す
る長文の技術論考に掲載された、松杭を打つ作業風景。

竣工間近い「第１ドック」。サイズは長さ130ｍ、幅15.7ｍ、深さ5.5ｍ。翌年の完成を待
たずして国の内外から船舶の修繕依頼が殺到したという。

「第１ドック」での修繕船第一号は日本郵船の「三河丸」（2,884トン）だった。この年
（1902年：明治35年）だけで320件の修繕依頼があったという。

昭和初期と思われる川崎重工・神戸工場。ほぼ真ん中辺が「第１ドック」で、左端
にはガントリークレーン（門型クレーン）が見える。

（左）無数の御影石を積み上げて
築かれた「第１ドック」の側
壁。この側壁はタイロッド（地
中に設置した引張り補強材）
で保持されている。

（上）拡張工事が竣工して初めての
注水式。当時の手塚社長が
注水弁を回した。

（右）拡張工事竣工を記した銘板。

１万本超の松杭打ち込みと
水中コンクリート打設

川崎正蔵の信念と
Ｋａｗａｓａｋｉのチャレンジ精神

阪神・淡路大震災による被害と
進んだ老朽化

歴史的・社会的意義を
将来に伝える方法を模索

　再挑戦が始まった。
　問題は、岩盤のない底なし沼のような
地盤だ。松方社長と山崎技師は決断し
た。「ないならつくるまでだ」
　どうするか。
　二人はドックの底に腐りにくい松杭を
打ち込む方法を採用した。びっしり打ち
込むため、総本数は１万本超。慎重に打
ち込んで１日におよそ20本。杭打ちだけ
で１年半を要した。
　打ち込んだ松杭の頭を切り揃え、隙間
に栗石を敷き詰める。その上にコンク
リートを流す。といっても、ことはそう簡
単ではない。現場は水深６ｍを超える水

　「第１ドック」（6,000総トンの船舶ま
で修繕可能）の建設は、工期６年で総
工費170万円。当時の資本金は400
万円だった。いかに巨費で、破天荒な
大工事であったかが分かる。
　この壮大な難工事を進められたの
は、川崎正蔵の「学理と経験を十分に
活かして工事を進めれば、必ず完成

　「第１ドック」は竣工以来、多くの修
繕実績を上げ、1959年（昭和34年）
には、船舶の大型化に対応するため
拡張工事が行なわれた。拡張後は長
さ161ｍ、幅23.58ｍ、深さ6.58ｍと

　「第１ドック」は、基本的には御影石
の側壁などの形状をほぼそのまま残
して埋め戻される。
　「『第１ドック』の歴史的意義および
社会的意義を考慮し、可能な限り土中
保存に努める工法を採用するととも
に、モニュメントを設置することなど
によりその意義を長く将来に伝え、残
していきたいと考えています。（森川
哲事務所長） 

中だ。水上のボートから流し込んだ水中
コンクリートを、潜水夫が敷き詰めてい
く。作業は人海戦術で昼夜を分かたず進
められ、延べ15万人を動員してドックの
底に厚さ３ｍの底板ができた。1900年
（明治33年）11月10日のことだった。
　そして、水抜き。８万トンの水を半分ほ
ど抜いた時、地盤の隆起が心配される現
象が見られたが、即座に砂利と栗石を投
下して事なきを得た。
　1901年５月22日。
　神戸港に面して長さ130ｍ、幅15.7
ｍ、深さ5.5ｍの巨大な“堀割”（ドック）が
出現した。ドックの側壁には無数の御影
石が積み上げられていた。
　正式なドックの完成までには、まだ１年
以上の仕上げ工事が必要だったが、国の

内外から修繕依頼が殺到した。修繕船第
１号のドック入りは翌年６月２日。日本郵
船の「三河丸」（2,884トン）だった。記録
によれば、修繕依頼はこの年だけで320
件に達している。

なり、１万総トンの船舶まで修繕でき
るようになった。その後はさらに修繕
実績を積み上げた。
　しかし、1995年（平成７年）の阪神・
淡路大震災でクレーン倒壊、御影石
の側壁部損壊、さらにはドック側壁を
保持するタイロッド（地中に設置した
引張り補強材）などが被害を受け、
ドックとしての機能を失った。さらに
近年は損壊部や漏水部分が拡大し、
危険性が高まっている。こうしたこと
から今回、埋め戻すこととなった。
　それにしても、風雪に耐えて歴史を
刻んだ111年である。多くの方々が苦
労を共にし、このドックで汗をかいて
きた。記念式典の出席者も「第１ドッ
ク」の永年の労に思いを馳せた。
　社員も同様である。「第１ドック」で
船舶修繕に従事したことがあるとい
う川崎重工・船舶海洋カンパニー神
戸造船工場工作部生産管理課の岡田

憲光基幹職、同神戸造船工場品質保
証部の川口修次プロシニアは、
　「実際にさまざまな仕事をした思い
出があるだけに、一抹の寂しさも感じ
ますが、ご苦労様でしたと言いたい気
持ちです」と語った。

する」という強固な信念である。また、
その信念をバックボーンに、
　「何度も困難にぶつかりながらも
逃げずに踏みとどまり、全社一丸と
なって大きな壁にぶつかっていった、
Ｋａｗａｓａｋｉのチャレンジ精神があった
ればこそ完成できたのだと思います」
（川崎重工・森川哲神戸工場事務所長）

■「Ｙｏａｋｅ  Ｐｒｏｊｅｃｔ」スペシャルサイトがオープン！
　川崎重工の“夜明け”をテーマにしたスペシャルサイト「Ｙｏａｋｅ Ｐｒｏｊｅｃｔ」
が昨年11月１日にオープンしました。
　今回、本誌で紹介した神戸工場「第１ドック」の、完成までの挑戦ストーリー
を動画で紹介しています。
  ぜひご覧ください。
【アクセス方法】
　http://www.khi.co.jp/yoake
　または 「Ｋａｗａｓａｋｉ  Ｙｏａｋｅ」で検索してください。
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