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表紙写真

図１土天神（明治初年）

（宇那木俊介氏写）
題 字

津 山 市 長

津山市史

第五巻

近世

幕末維新

i
I
I
i

津山市史第五巻近世Ⅲｌ幕末維新Ｉ
一一二一

第一章明治維新と津山蕪
一︑開国論と接夷論

ペリー︲の来航⁝：⁝⁝：⁝．：：：⁝⁝⁝⁝⁝：：⁝⁝：．⁝⁝：⁝⁝⁝：⁝⁝⁝⁝・⁝・⁝一一一

外交上の諮問⁝⁝⁝⁝・⁝：⁝⁝⁝⁝⁝⁝：．⁝：．⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝：⁝⁝⁝・⁝：⁝・⁝七

箕作秋坪の調査報告⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝・⁝⁝：⁝⁝：．⁝・⁝⁝・⁝⁝⁝⁝⁝・⁝五

津山藩主斉民の開国論：⁝⁝⁝⁝⁝⁝・⁝⁝⁝．：⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝：：：：．⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝八

危機対策⁝⁝・⁝．．⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝・⁝⁝⁝⁝⁝．．⁝・⁝：：：：⁝一三

海岸防術：．⁝・・・・・⁝⁝⁝⁝・⁝⁝⁝：⁝⁝⁝⁝．：⁝・⁝⁝・⁝・⁝⁝⁝．．⁝⁝：⁝一五

通商間題：⁝・⁝・⁝⁝：⁝⁝・⁝・⁝・⁝⁝：：⁝⁝⁝⁝⁝・⁝・⁝⁝・⁝：⁝⁝⁝．：一九

藩主の交代⁝⁝⁝⁝⁝⁝・⁝⁝・⁝⁝⁝⁝⁝・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝一八

政局の動向⁝⁝⁝⁝⁝：⁝⁝⁝⁝：⁝：⁝：⁝⁝⁝⁝⁝：：⁝⁝⁝⁝・⁝⁝⁝：⁝二○
物価脇貴⁝⁝⁝⁝⁝⁝・⁝⁝⁝⁝⁝：⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝：．⁝．．⁝⁝・⁝一一二

津山藩主への内勅⁝：⁝⁝：⁝：⁝・⁝⁝．：：：⁝⁝：⁝⁝⁝⁝：⁝：⁝⁝・⁝：⁝⁝：：．：一一五

津山藩主慶倫の譲夷論：⁝⁝⁝⁝⁝・⁝⁝⁝⁝：：：：⁝⁝・⁝：⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝：⁝⁝：二三

弓 ； ：

： ： ：
： ： ：
： ： ：
： ： ：

： ： ：
： ： ：

： ： ：
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： ： ：
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： ： ：

： ： ：

： ： ：
： ： ：

： ： ：

： ： ：
： ： ：

： ： ：
： ： ：

： ： ：

： ： ：

： ： ：

： ： ：
： ： ：
： ： ：

： ： ：

： ： ：

： ： ：
： ： ：

： ： ：
： ： ：

： ： ：

： ： ：

： ： ：

： ： ：

八月一八日の政変⁝・⁝⁝⁝⁝：⁝⁝：：：︒：⁝⁝：⁝・⁝：：⁝．．：⁝⁝：．⁝⁝⁝⁝⁝⁝．一一八

摂海の警備⁝⁝⁝⁝：⁝⁝⁝⁝⁝・⁝⁝：：．⁝：⁝⁝⁝：⁝⁝⁝：．：．⁝⁝・⁝．．⁝一一七

： ： ：

二︑長州征伐

の変

一

一

一

：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：

禁門

第 一 次 長 一州 征 伐
参 勤 交 代 制 の変更

一一九

次

第二次長州征伐：⁝：⁝：⁝⁝⁝⁝：⁝・⁝⁝⁝⁝⁝．：⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝：⁝：⁝⁝：三七

確堂の泰勅⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝：⁝：⁝⁝⁝：⁝⁝︒：：⁝⁝⁝⁝：⁝⁝⁝：三四

三︑百姓一撲

一摸の概略とその鋲定⁝⁝⁝⁝⁝⁝：：⁝⁝⁝：：⁝：：⁝⁝：：⁝⁝⁝．⁝⁝⁝⁝⁝：⁝：．：三九

主謀者らの処分：⁝⁝⁝⁝⁝：⁝：：⁝：⁝・⁝：：⁝．：⁝⁝⁝⁝⁝⁝：：：⁝⁝⁝⁝⁝五○

嘆願譜と事後処慨⁝・⁝⁝⁝⁝⁝⁝：⁝⁝⁝⁝・⁝：⁝⁝⁝⁝：⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝：⁝：四四

改政一摸の意味：⁝⁝⁝：：：．⁝⁝⁝：⁝・⁝．：⁝：⁝⁝⁝⁝：：：⁝：：：⁝⁝・⁝⁝⁝五三

四︑王政復古

外交問題の処迦⁝⁝⁝：．⁝⁝⁝⁝：⁝⁝⁝⁝⁝：⁝⁝：⁝：：⁝：⁝：：：⁝⁝⁝⁝⁝五六

大政奉還の前後⁝⁝．：：：：⁝⁝⁝⁝⁝：⁝：：⁝⁝：⁝⁝⁝⁝︒：⁝：：．⁝：⁝⁝：：：五七

山陰道鎮撫使の通過⁝⁝：⁝・⁝：⁝⁝⁝．．：⁝：．⁝⁝⁝・⁝⁝⁝⁝：⁝⁝⁝：⁝⁝．：⁝：：六六

王政復古⁝：⁝⁝⁝⁝⁝・⁝・⁝⁝⁝⁝：：⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝六一
津山藩の進退・⁝⁝⁝⁝⁝⁝：：⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝：⁝：⁝⁝⁝⁝⁝：⁝⁝⁝⁝．六二

備前藩との和親．：：⁝⁝⁝・⁝⁝⁝：⁝：⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝：．⁝⁝⁝：：⁝：：六八

江戸の開城と確堂⁝⁝⁝⁝・⁝⁝：．⁝：：⁝⁝：：⁝⁝⁝・⁝：：⁝⁝⁝⁝・⁝⁝⁝⁝：：：七○

大坂行在所⁝⁝⁝：⁝⁝⁝⁝：：⁝⁝⁝・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝：⁝⁝⁝⁝・⁝：⁝六九

鶴田騒動：⁝⁝⁝⁝⁝⁝：：：⁝．．：⁝．：⁝：⁝：：：⁝⁝⁝：：⁝⁝：⁝：：⁝：︑七七

京都派兵⁝⁝⁝⁝⁝⁝・⁝⁝・⁝⁝・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝・⁝．︑七三
藩治職制：⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝：：：．．：⁝⁝⁝：⁝：：⁝⁝⁝⁝⁝：⁝⁝⁝：：七五
貢士．徴士⁝⁝⁝⁝⁝⁝：．．⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝：⁝⁝⁝⁝：⁝⁝⁝⁝・⁝七六
五︑版籍奉還と廃藩置県

藩吏の公選︒：：：：⁝⁝⁝：．⁝・⁝⁝：：：：⁝⁝：⁝⁝⁝：：：．⁝⁝：⁝・⁝・⁝⁝：八一

版籍雅遼の上表⁝・⁝⁝：．：⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝：⁝⁝：⁝⁝⁝⁝︒：⁝：：⁝：：⁝七九

藩制改革：：⁝：⁝：⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝．：⁝：⁝⁝：⁝：：．⁝⁝：⁝⁝：八二

反政府運動⁝：⁝⁝・⁝・⁝・⁝．．⁝⁝⁝⁝⁝：：：：⁝⁝・⁝：⁝：：：⁝．：⁝⁝⁝⁝八八

旧藩士の処遇⁝⁝⁝：⁝⁝⁝．：⁝・⁝⁝：⁝⁝・⁝⁝⁝：．⁝：．⁝⁝⁝：：⁝⁝：⁝⁝九三

廃藩と領民⁝：⁝⁝⁝⁝・⁝⁝⁝⁝．：⁝：⁝⁝：⁝⁝・⁝・⁝⁝⁝⁝：⁝⁝⁝⁝・⁝九○

津山県から北条県へ⁝：⁝⁝⁝⁝：⁝⁝⁝⁝：：．⁝：⁝⁝︒：⁝：⁝⁝⁝⁝：：⁝⁝：⁝⁝：九五

第二章社会の諸相

九七五

一︑教育

一

一

一

藩校の
藩校の

教諭

○○○

一

一

一

二︑軍事

生 種
物 魚 農 早 種 牛 武

一

砲術修行と軍雅試業

問のの活痘法痘の

の

一

大砲奉行の手記

武士団の解体

館

伝来

諸対

団

種

七六五三二

九八

五三八三

場備立
価屋相策

盤設

西洋流砲術

，

士

痘

村越

一

一

三 三 二 二

，

軍制改革

匹
１

特産物⁝⁝：⁝⁝⁝⁝．．⁝⁝⁝⁝．．⁝⁝：⁝⁝・⁝⁝⁝：⁝⁝⁝⁝．：⁝⁝．一三七

五︑万人講

万人講のにぎわい⁝・⁝．．⁝⁝⁝⁝：．：︒⁝⁝．．⁝・⁝⁝⁝⁝・⁝⁝⁝⁝⁝⁝・⁝⁝⁝⁝．一一一一七

万人講の廃止：：⁝⁝⁝⁝⁝⁝：．⁝⁝：⁝⁝・⁝⁝・⁝⁝．：⁝⁝・⁝⁝⁝⁝⁝⁝：︑一四一

六︑娯楽

一宮市町のにぎわい⁝⁝：⁝：：：⁝⁝⁝：：⁝⁝︒：⁝：⁝⁝：：：：⁝⁝：⁝：⁝：⁝：⁝一四四

興行⁝：⁝⁝⁝⁝・⁝：．⁝⁝⁝⁝⁝⁝：⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝．一四二

天神：：⁝⁝：：⁝・⁝⁝⁝・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝：⁝⁝⁝・⁝：⁝⁝：⁝⁝⁝．一四五

だんじり・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝・⁝．．⁝・⁝⁝⁝．．⁝⁝⁝⁝⁝・⁝⁝：⁝⁝⁝・⁝⁝．一門六

衆楽園：⁝⁝⁝⁝⁝⁝．．⁝⁝⁝⁝⁝：⁝⁝：⁝：⁝⁝・⁝：⁝⁝⁝⁝：⁝⁝一四八
追廻・⁝：⁝⁝・⁝⁝・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝一四九

七︑宗教

神社勢力と廃仏棄釈：⁝⁝：：⁝⁝：⁝・⁝⁝⁝⁝⁝：：：：⁝⁝⁝：：：⁝⁝⁝⁝⁝：⁝：一五四

キリシタン問題：⁝：⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝：⁝⁝⁝⁝⁝：：⁝：⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝一五二

宣教係⁝⁝⁝⁝・⁝⁝：⁝⁝⁝⁝⁝：⁝⁝⁝⁝・⁝⁝⁝⁝：⁝・⁝⁝⁝⁝⁝一五六

八︑交通

人馬の賃銭：：：⁝⁝：⁝⁝⁝⁝：⁝⁝⁝⁝：⁝：．⁝⁝⁝：⁝⁝⁝⁝⁝．：．⁝⁝一五七

交通渋滞⁝：：⁝⁝：⁝⁝⁝・⁝⁝：：．⁝：⁝⁝・⁝⁝⁝・⁝⁝⁝⁝⁝・⁝⁝⁝．一五九

郵便：：⁝：⁝⁝：⁝：：：⁝：⁝：：：：：⁝⁝⁝⁝⁝：︒⁝・⁝⁝⁝⁝・⁝：一﹂ハニ

商瀬舟と汽船⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝：⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝：⁝⁝：⁝：⁝⁝：⁝⁝・⁝．一六○
人力車：⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝：：⁝：⁝⁝⁝：⁝⁝：：⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝：：一六一

九︑治安

番所：⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝・⁝・⁝⁝：⁝⁝⁝⁝⁝⁝：⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝．一六三

犯罪とその処置⁝⁝：：．：⁝：⁝⁝⁝：：⁝⁝：⁝：⁝⁝⁝⁝．：⁝⁝：：．：：：⁝・⁝．一六五

一○︑蕪邸

藩邸における犯人の捜査：⁝⁝⁝・⁝．：⁝．：⁝：：：⁝⁝⁝⁝：⁝：︒：⁝⁝：：．．⁝：⁝⁝：：：一六九

藩邸の整理・⁝⁝：．⁝⁝：⁝．：⁝．：⁝⁝：⁝⁝⁝⁝⁝：⁝⁝・⁝⁝：：⁝⁝⁝⁝一六七

第三章人間群像
一︑箕作院甫

医者としての玩甫：：⁝：⁝⁝⁝⁝⁝：⁝⁝⁝⁝⁝⁝・⁝⁝・・⁝：⁝・⁝⁝⁝⁝・⁝⁝⁝一七七

箕作家・⁝：⁝⁝⁝：．⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝：⁝：⁝：⁝⁝：．⁝：︑一七五

和解御用としての院甫⁝⁝⁝⁝⁝⁝・⁝⁝：⁝⁝⁝：⁝⁝⁝⁝・⁝⁝⁝：⁝⁝⁝⁝：⁝⁝：一八○

字田川家の学統：．⁝⁝⁝⁝⁝⁝・⁝⁝：⁝：⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝・⁝⁝⁝⁝：⁝⁝⁝・⁝一八三

学問上の業紬⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝：⁝⁝⁝⁝⁝・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝：⁝：⁝︒：⁝：一八六
長崎紀行・⁝．．⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝・⁝：：⁝⁝⁝⁝⁝・⁝⁝・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝：⁝一八八

晩年の玩甫：⁝⁝⁝⁝⁝：：⁝：⁝⁝：⁝．．：．：．⁝：⁝⁝⁝：⁝：⁝：⁝：⁝⁝：一九○

箕作家の学統：：⁝⁝⁝⁝⁝：：⁝：：：：⁝・⁝⁝⁝・⁝：⁝⁝⁝・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝一九一一

二︑箕作秋坪

菊池秋坪：⁝⁝⁝⁝⁝・⁝⁝⁝：⁝：．：⁝⁝・⁝・⁝⁝⁝⁝：⁝・⁝⁝⁝：⁝・⁝二○○

ヨーロッパ旅行・⁝⁝⁝⁝⁝・⁝⁝⁝．．⁝⁝⁝・⁝・⁝⁝⁝⁝・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝．︑二○四

和解御川：⁝⁝⁝・⁝：⁝⁝：：：⁝・⁝・⁝⁝⁝⁝⁝⁝：：⁝⁝⁝・⁝⁝⁝：．⁝二○三

幕臣としての秋坪⁝・⁝⁝⁝：：⁝⁝：⁝⁝：⁝：⁝⁝⁝・⁝：⁝⁝・⁝⁝・⁝：⁝⁝⁝⁝二○六

秋坪の母⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝・⁝・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝・⁝⁝⁝二○五

三叉塾⁝⁝・⁝⁝⁝・⁝⁝⁝⁝⁝・⁝⁝：︒⁝⁝：⁝⁝・⁝⁝⁝⁝：⁝⁝⁝・⁝二○八

一一男菊池・大六・・⁝⁝⁝⁝⁝・⁝⁝⁝⁝⁝⁝・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝・⁝・⁝⁝：⁝⁝・⁝二一○

長男杢吾⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝・⁝⁝⁝⁝⁝・⁝⁝・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝二○九

四男元八その他⁝：⁝．：⁝．：．⁝⁝：⁝⁝・⁝⁝⁝⁝：⁝：．⁝・⁝：⁝⁝・⁝⁝⁝⁝⁝二一二

一一一男佳吉⁝・⁝⁝・⁝⁝⁝⁝・⁝・⁝⁝・⁝⁝⁝⁝・⁝⁝⁝・⁝⁝⁝・⁝⁝⁝・⁝⁝二一○

三︑津田真一郎

オダンダ留学⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝：⁝⁝・⁝⁝・⁝：⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝二一六

肖年期⁝⁝・⁝⁝：⁝：⁝⁝：⁝：⁝・⁝⁝：．⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝：⁝．：一一一二

法学者としての津田真一郎：：⁝：⁝：⁝・⁝：⁝⁝⁝⁝⁝：：⁝⁝⁝⁝：：：：：⁝：⁝⁝⁝：︑二一八

明六雑誌⁝：：⁝：⁝：⁝⁝・⁝⁝：．：⁝：⁝⁝⁝：：．⁝⁝⁝⁝：⁝⁝：：：：：二二○

四︑植原六郎左衛門

神伝流：：：：⁝⁝⁝・⁝⁝⁝⁝・⁝⁝：⁝：：：⁝・⁝⁝⁝・⁝：：：⁝⁝⁝・⁝一一二二

植原家：⁝・⁝⁝⁝：．：．⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝．：⁝：⁝⁝⁝．：⁝⁝⁝⁝．二二一

人となり⁝⁝⁝⁝⁝⁝・⁝⁝⁝⁝⁝．．⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝二二八
大砲鋳造⁝⁝⁝⁝：⁝：⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝・⁝．：⁝・⁝⁝⁝：⁝⁝・⁝：⁝・⁝⁝二二九
自決⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝：⁝：⁝・⁝・⁝⁝・⁝・⁝⁝．：⁝⁝⁝・⁝⁝二三一

五︑井汲唯一

剣術修行と尊王拠爽連動⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝：：⁝：⁝：⁝⁝⁝⁝⁝⁝：⁝・⁝・⁝⁝⁝⁝二三四

藤本十兵衛・⁝⁝・⁝：：⁝⁝⁝⁝⁝：⁝⁝：⁝⁝⁝⁝⁝：⁝⁝⁝：⁝⁝：：．⁝：二一一一八
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第一章明治維新と津山藩

開国を促すべく︑極めて広範な自由裁量の権限を典えら

○巴胃農昏勺日昌︶は大統領の親書を直接将軍に渡して

将軍のひざもとへ派遣してきた︒・ヘリー提督︵旨胃昏の三

第一章明治維新と津山藩

一︑開国論と控夷論

条約を結んだ︵一八四二︶のにつづいて︑アメリカ合衆

営に進出したイギリスが︑アヘン戦争を経て清国と南京

将軍家斉の子で︑幼名を銀之助といった︒津山七代藩主

きりに伝えられた︒津山藩主斉民︵のち確堂︶は一一代

異国船渡来にともなう情報は津山藩の江戸藩邸へもし

かえい

川県︶に来航した︒時に嘉永六年︵一八五一一一︶六月一一一日

れて︑米国東印度艦隊の軍艦四隻をひきいて浦賀︵神奈

アメリカ独立戦争が起った頃︑すでに
ペリーの来
航・・霊へぞち
ロシアは日本の北辺に進出し︑蝦夷地

であった︒

国及びフランスも清国と通商条約を結んで︵一八四四︶

松平斉孝には男子がなかったので︑文化一四年︵一八一

しんこく

に来て通商を要求した︵一七七八︶・インドから極東経

極東進出の歩を進めてきた︒アメリカ合衆国は清国との

七︶に銀之助を養子としたのである︒その後文政一○年

よしとも

なりたかぶんか

なりたみ

貿易のほか︑北太平洋捕鯨のため日本近海で捕鯨船の遭

︵一八二七︶には斉孝に実子慶倫が生れたが︑天保二年

てんぽう

ぷんせい

難することや︑薪水食糧の補給を要することが多くなっ

︵一八三一︶︑斉民は家督をつぎ︑慶倫をその養子とし

伝げい

た︒そのため日本の開港を特に必要とし︑強力な使節を

6

開国論と撚夷論

た︒会松平確堂公年譜﹄︶

かねごえつれのりひこ姫

藩主斉民は︒ヘリー来航の翌日すなわち六月四日に︑異

なおすけ

国船渡来について川越︵埼玉県︶藩主松平典則と彦根︵滋

さがみ

賀県︶藩主井伊直弼へ内々の聞き合せをするように藩邸

おしあいず

の留守居役に命じた︒当時︑川越藩と彦根藩が相模︵神
奈川県︶の警衛に︑忍︵埼玉県︶藩と会津︵福島県︶藩
あわかずさ
が安房・上総︵千葉県︶の警衛にあたっていたのである︒
川越の松平家は津山松平家と深い縁戚関係にもあったの
しもうさ

で︑特に詳しい情報を伝えて来た︒
幕府は六月四日︑安房・上総・下総︵おもに千葉県︶・

相模の詩大名に各領内海岸の固めを命ずるとともに︑有
力な諸大名に江戸湾岸その他の要所の固めを命じた︒津
山藩に対してはその沙汰はなかった︒

だて

六月八日に斉民は老中阿部正弘︵福山藩主︶を訪問し

たのも

て要談した︒この日︑藩では万一の場合に備巽えて︑伊達

くりはらた虞き

頼母以下一二○数名の者にそれぞれの任務を定めて待機さ
せた︒

︷ハ月一○日には蕪の留守居役の栗原玉城から幕府大目

付へ︑異国船が内海︵江戸湾内︶へ乗り入れた場合の処
置について次のような伺いを出した︒

５４

１判

免・｜器︒丑

緬哩愈電のわＩ種別挙率鯵掲紛擢癖

鵬群隙露灸葱亨典蝋徽

織卿測徽赤︑鳥織髄撤遊亭︽議

警

図３将軍家の極秘文書（老中松平信明から将軍家芥の子を津山藩主の養子にするよう
にとの申入れ一文化１３年４月25日『津山松平藩文劃）

４
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アメリカ船（焚作秋坪の報告絵図）−安藤泰樹氏蔽
図
'
４

くるわうら

異国船が万一内海へ乗り入れる非常の場合には︑火

消屋敷で早半鐘を打ったなら︑曲輪内出火の節の通り

さげんうかが

心得て︑火事具着用登城するようにとのお触れ達しが
えちごのかみみかわのかみ
あったが︑その節越後守︵斉民︶・一二河守︵慶倫︶は

登城して︾﹂機嫌伺いをすればよいか︒

右登城の節︑武具は屋敷内に置いて︑時宜によりお

城へ持ち出してよいか︒

かつちゅう

かねて届けてある海防人数は屋敷内に揃えておき︑

お指図次第甲幽門をつけてその場へまかり出る心得でよ
いか︒

右心得方を伺い奉る︒

非常時にとるべき進退について︑幕府従来の形式主義

みつくりしゆうへい

に不安を感じながら念を押したものである︒︵﹃幕末外国

関係文書﹄・﹃江戸日記﹄︶

しゆったつ

箕作秋坪の津山藩士のうち若手蘭学者箕作秋坪
調査報生口は︑落命により浦役表へ出張して異国

船の様子を調査することになり︑六月一○日の晩に出立
した︒

あいずそう

会津︵福島県︶御番船二○幾程が富岡に出ていたので

舟を寄せて様子をきくと︑通行は差し支えない由なので︑

国●

開国論と披夷論

・贈人心雀唖余・へ
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図５アメリカ人久里浜上陸行軍（繁作秋坪の報告絵図）−安藤泰樹氏蔵

さるもしと幸

さらに舟を出してゆ︐く︑と︑異国船は猿島︵横須賀市︶の沖

Ｊ︑ハソ

合に沢山の小船を下して深浅の測競をして居り︑遠眼鏡

は堂

で見ると明らかに顔色まで分った差﹂と︑その前日に︑栗

演︵久里浜︶で彦根・川越両藩の人数が警固するなかで︑

浦賀奉行が大統領の親書を受け取り︑その返事は五︑六

か月遅れて渡すことにし︑その日から四日のうちに出帆

する約束ができたこと︑その他軍艦の名号や将官の名な

どを急使をもって書き送った︒

一三日に浦賀表から江戸に帰った秋坪は︑あらためて

次のような書類報告をした︒

異国船は一二日に出帆することになり︑奉行からは

わんうちわきせる

次のものを贈った由︒

綿五巻︑吸物椀五○人前︑剛扇四○本︑畑管五○

本︑熟一五○羽︑同卵一︑○○○．
かなきんぴき

異国船からも通詞どもへ次の品物を贈った由︒

むつどき

金巾四○疋︑フラスコ一一四︑同七︑砂糖一四斤︒

一一一ｐＨ正六時︵午前六時︶から奉行ら諾役人が番所

に詰いて出帆を見届けた︒異国船一般がにわかに帆を

上げ︑房州︵千葉県︶大坪沖合いへ行き︑しばらくし

て︑また元のところへ船をつないだが︑時刻はもはや

６
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四︵午前一○時︶過ぎになった︒昨ｐＨの約束にそむい

いかり

ているので︑奉行は心配して掛合いに及ぼうと支度を

調えたところ︑錨を上げたという注進があった︒蒸気

はんとき

船の大きい方へ小軍艦をつなぎ︑小さい蒸気船へ大軍

一参↑ご望唇

艦をつなぎ︑おびただしく煙をあげて︑わずか半時︵一

時間︶ほどの間に房州の崎辺今まで行って見えなくなっ
た︒

げんぽうだがわこうさいらん

以上のほか大砲の数なども報告書に記している︒

箕作院甫︵秋坪の養父︶と宇田川興斎は津山藩医で蘭

がくや童じゃざえ

もん

学に精通していたから︑幕命によって天文方山路弥左衛

門の役所で︑六月一五ｐＨから大統領親書の翻訳に従事し
た︒︵﹃江戸日記﹄︶

嘉永六年六月九日に大統領親書を渡

しもん秋坪の報告にあったように︑ペリーは
外交上の諮問

いえよ○しも

し︑明春の再来を約して一二日に浦賀を去って沖縄へ向

った︒六月一一一一日に病没した将軍家慶の喪は七月一一二日

に発せられた︒当時幕閣の首席は阿部正弘であったが︑
ばんがしら

大統領親書の翻訳が成ると︑六月二六日にこれを評定所

一座及び一一一番頭︵大番頭・御書院番頭・御小姓番頭︶な

どに示し︑十分評議して上申するように命じた︒
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図６アメリカ軍人（箕創作秋坪の報告絵図）−安藤泰樹氏蔵
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七月朔日︑江戸城において阿部正弘以下老中が出席

ついたち
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鋼︑勢．銀︲雀斑撫唖婦塑禰沈弗拘誰鞭

綴

は容易ならぬことで︑実に国家の一大事であるから︑

通商は︑これまでのしきたりもあって︑許容の可否

渡した︒その演達書には大要次のように記されていた︒

和解︵日本語訳︶二冊︑ならびに演達書二通を諸大名に

し︑浦捜表へ渡来したアメリカ船から差し出した親書の

わげえんたつ

開国論と嬢夷論

きい

右書翰の趣意を熟読し︑一体の利害得失︑後来のとこ

るまでも厚く思慮をつくし︑たとえ己心謹に触れること

でも苦しくないから︑見込玖の趣を十分に述べよ︒こ

けんどう

のたびアメリカ船の持参した諜翰を浦抵表でうけとつ

たのは︑全く一時の権道︵臨機応変のはかり呑﹂と︶で

あるから︑これにこだわることなく述べよ︒︵﹃江戸日
記﹄︶

せんげ

幕府は朝廷へも異国船渡来のことを報告したが︑新将

軍家定に将軍道下を伝達するため江戸に下った勅使は︑

前例を破って外交事情について幕府に諮問した︒また幕

ちつきよたかしましゆうはんえがわひでたっ

府は諸藩の陪臣や儒者・浪人・町人にも意見の上申を許

した︒更に塑居中の高島秋帆を許して江川英幸電︵太郎

左衛門︶とともに銃砲の鋳造や砲台の築造にあたらせ︑
なかは磯虞んじろうてつき
アメリカ合衆国から帰った中浜万次郎を江川の手付︵配

下︶という名目で幕府に登用するという異例の描侭さえ
とった︒

津山藩主斉民津山藩主斉民は嘉永六年七月一八日に
の開国論登城して意見書を提出した︒︵﹃江戸日
記﹄︶

意見書には概要次のように論じている︒

目
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る︒しかるにひとり﹁白雲国の外︑亜細亜之一︑二邦函﹂

ことからもその心底を見破ることができる︒アメリカ

とも交易を結ぼうとし︑その徴を琉球に現わしている

禁の法も容易に行われて来たが︑富今の時勢となって

の承はまだその風習を用いないで港を鎖し交りを絶っ

合衆国はイギリスに次ぐ強盛の大国で︑今︑軍船を備

欝今海外の形勢を熟案すると︑五大洲のうち舟を通

ているから︑西洋諸国は皆そのすきを承て﹁海禁﹂を

え︑隣好の名をもって和親を結び︑交易を開くことを

は︑アメリカ合衆国の上書中にある通り︑鎖国の制は

開かせようと考えながら︑よい機会がなくて見合わせ

請うている時︑これを拒めば戦争になるであろう︒わ

ずべき国は互に港を開いて通商する風習である︒西洋

ている︒アメリカ合衆国は独立以来領土がひろがり︑

が﹁神国﹂は勇敢に戦って一旦の勝利をとるのは疑いな

将来持続し難いと思う︒世界一強大なイギリスは︑本

通商のためわが近海を往来する船舶や捕鯨船の数は大

いが︑彼が大挙して侵略してくれば奔命に疲れ︑﹁内

及びアメリカ合衆国等は専ら﹁経商交易﹂をもって業

いに増加して︑隣国ともいうべき模様となったので︑

地一たひ此騒擾に逢は坐︑太平の積弊︑上下遊惰︑

国は小国であるがその所領は五大洲にわたり︑わが国

﹁隣好﹂を結ぼうと願い出るのはやむを得ない自然の時

府庫空虚之折柄︑盗賊蜂起︑人民潰散︑遂に土崩瓦解

とし︑全地球を﹁周流﹂することはその常となってい
ほかあじあの

勢である︒アメリカ船がわが近海で難船し漂着するこ

之時勢に陥る事なしと一云ふへからす︑﹂この隙をうか

とざ

とは少なくない︒その節︑薪水そのほか相応の手当は

がってイギリス等がわが国に迫ってくれば︑国家三百

すき

おりから催うきかいさんどほうがかい

このそうじようゆうだ

行われているが︑外交禁制のため十分でないから︑以

年泰平の基も動揺しないとは言えない︒もし始めから

前後の思慮なく先方の請うことを拒絶し︑戦い敗れて

しきた

後格別﹁御寛仁之御計ひ﹂があるようにしたいと思う︒

交易のことはこれまでの仕来りもあって︑許容の可

やむを得ず和を乞うて交易を許せば︑わが国に極めて

﹄﹄

否は容易でないことで︑実に国家の一大事であること

りん

はもっともなことである︒徳川家創業の始必は外国人

不利な約条を拒むことができなくなる︒最近清国の林
そくじ共ふくてつ
則徐と同一の覆轍を踏むようになるかもしれない︒ま
も地理のことに明らかでなく︑交易も狭いから︑通商制

甘威

開国論と嬢夷論

た一策がある︒それは彼の請うところを四︑五年の間

もって処置し︑和親を結び交易を許容するのがよい︒

困難ではあるが︑今日となっては﹁権道の御沙汰﹂を

引延しているうちに大砲を鋳︑軍艦を造り︑沿海の地

そのわけは︑日を追うて地理の学が盛になり︑世界中

い

にあまねく砲台を築き︑兵備の整うのを待って彼の請

のことが明白になり︑各国人民は万里の外にあっても

うであるがそうではない︒そのわけは︑彼が和親を結

挫くに足るだろうというものである︒この策は良さそ

その中には正大の道理を唱えず暴虐をもって通商を強

も︑他の国がひきついで互市を請うことは疑いない︒

から︑たとえ今一日一アメリカ合衆国の請いを退けて

法制を怪し承︑開国させようと待っている時節である

隣のように互に往来通商するようになり︑わが鎖国の

うところを拒絶すれば︑彼は恐れて害を加えまい︒た
たやす

び︑両国の民を安んじようと﹁正大の辞﹂をもって来

要するものがあり︑その時になって和親通商を許して

と坐え彼が怒って兵を挙げても︑わが兵は容易くこれを

り請うのに︑我は詐偽を用いてこれに対し︑四︑五年

わが武威を挫くより︑今︑アメリカ合衆国が正大の辞

いったん

の間に兵備を修めようとしても︑その兵備は果して十

を修めて来り請う時に乗じて快くこれを許すのが得策

当ご￥こ

分彼に抗して余りあるようになるかどうかも気遣わし
あらわ

く︑且つもとより﹁誠実信義を以万邦に願れたる皇

である︒さて古来の制律を改め海禁を開くには多くの

にながれ︑一時しのぎをする風が盛んであるからその

あらたわいろ

しやし

国﹂が詐偽をもって他国に接するのは︑文明の御世に

﹁節目﹂がある︒第一は︑一二百年の泰平で人心が箸修

はずか

あるまじきことで︑外人の間襲えも塊しい︒まして彼の

国の兵備は数十年研究練磨していることであるから︑

弊を革める必要がある︒第二には︑賄賂が盛んに行わ
こうしよせんろう

にわかに備えた兵勢では敗れることなしとは言えな

れ権門にへつらい官職の進むのをねがい︑軽薄の風が

とんぼく

い︒それでは︑これまた﹁苛且浅雁之策﹂で真に武勇

競い起り︑﹁忠厚敦朴之習﹂が日に衰える弊風を厳に

府庫が空しく︑宮に無用の雑費が多く︑﹁軍事兵政之

正さなければならない︒第三には︑諸侯が華署を尚び

かしやたつと

なものと言えようか︒さらば有識の士は深謀遠慮して
十全の策を講ずることが急務である︒

わが国のこれまで建て置いた法制を改革することは
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事﹂に至っては備える暇がない︒これらの諸弊を改革

大公明信義﹂を本とする処置をとれば︑﹁皇国﹂の武

を絶って専ら交易に勤めるであろう︒このように﹁正

つつしむこと︶する事あらん︒﹂今津山松平藩文書﹄︶

威が輝き﹁万民安全︑永く泰平の徳津に薫泳︵身を清め

くんもく

することは︑平日にあっても︑もとよりゆるがせにす
べきではないが︑今︑新たに外国と通商を許すに富っ
ては︑最も欠くことのできない急務である︒なお委細

彼の申し立てもあるが︑和蘭人同様長崎に一地を賜い

しかと交易の約条を定めるのがよい︒場所については

から︑和蘭人を仲に立てて︑五年或は十年を期して︑

することを起して︑ついに大事を引起すおそれがある

も︑互に事情をつくすことができず︑彼我の間に蝿龍

案内で︑ことに言語も通じない国人と直接対談して

さて交易の取り結び方は︑交易については邦人は不

分県︶などがあった︒津山が上書の中で﹁荷且浅晒之策﹂

丸亀︵香川県︶・小浜︵福井県︶・佐倉︵千葉県︶・中津︵大

るところが多い︒開国を主張した藩は津山以外に鳥取・

章がいたずらにまわりくどく︑時局に対する認識に欠け

のうち諸大名からの大部分は︑幕府に対する遠慮から文

である︒この時の建白書は八○○余通残っているが︑そ

の論である︒論旨は一貫し︑世界情勢の判断もほぼ適正

策であり︑それに伴い国の建て直しをする必要があると

右の上書は︑要約すればこの機会に開国することが得

商館を開かせるのがよい︒彼の申．し口では耶蘇教を勧

として反対したような論︑すなわち当面開国してそのう

は別巻で申上げる︒

めることは無いとはいえ︑戒めをおろそかにはできな

ち武備を整えた上鎖国するという論をなすものが最も多

一一﹄︾﹂

い︒また長崎表は︑これまでのように長崎奉行一人の

かった︒桑名︵三重県︶・佐賀・福井などの蕪は強硬な

おらんだ

承に任せては手落ちになるから︑万石以上の重い役人

嬢夷論を説き︑彦根の井伊︑福岡の黒田は積極的に海外

なお別巻として書き添えたことも参考までに附記して

おば虫

を置いて厳重にするとともに︑江戸・浦狸・長崎そのほ

へ進出することを主張して注目をひくが︑津山の所論は

やそ

か沿海要害の地はもちろん内地の諸侯の国々も︑砲台

率直に開国の必要を説いたものである︒

おもて

を築き西洋式の軍艦・蒸気船を造り︑平日は運送に使
きゆ

い︑事があればこれで守るならば︑諸国も﹁鏡観の念﹂
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おくｃ

第一には︑さき頃︑異国船が万一品川辺まで乗り込
きげん

んできた時︑火消屋敷で早半鐘を打ったら早速火事装
束で出火の時同様に言﹂機嫌伺いに登城せよと達せられ

たが︑ご機嫌伺いをしていて防禦がつとまらなくては
無益であるから︑かねてそれぞれの持ち場所をきめて
おいて早く人数を引きつれて固めるようにするのがよ
い︒

賄賂や追従などをきびしく制禁して政道を公平にす
ること︑大奥女中を取り締って政道に一切携わらせぬ
よう︑且つ人数を減ずること︑武家市中とも政道を寛
ささいせんさく
大にし︑あまり鎖細な事を穿竪して窮屈にしないで寛
仁な処置が望ましい︒云々︒︵一・津山松平藩文書﹄︶

要するに幕府政治が形式化していることを鋭く指摘し
たものである︒

一一号心壷・客郵一心芯与

撰癌

‑ 淀 具 且 ｡ ■

昌 凸 軍 ピ ザ ,

１
．
ｺ

図８海国図志（箕作玩甫校）

一津山郷土館蔵

つい

に︑我国にては無道に其人までＪも打殺し追払杯と申

何分御家の御篤に不し宜被レ存候間︑イーギリス船来

よろしからずぞんぜられ

には其弊に乗じ数十万の軍勢にて攻来り候も難し測︑

について︑確証はないが内容的にゑて箕作腕前のことが

の事情にもよく通じていた︒また彼は斉民の信頼を得て

いた︒大槻磐渓撰になる玩甫の碑文に﹁蓋先生不下唯

おおつきばんけいせんけだしただ

は︑日本は誠に不仁無道の国と外国までそしｈソを受︑終

︵前巻︶先方は礼を以て我国人を遥に送胴ソかへし候

はるか

そのなど

その書簡の一節に高野長英の﹁夢物語﹂の概要を述べ︑

に天文台に登用せられたことを郷里津山へ書き送った︒

匠甫の門人野上玄雄は︑院甫が天保一○年︵一八一二九︶

のがみげんゆう

んぜられ︑事あれば諮絢を受けたことを示唆している︒

也︒﹂とあるのは︑君即ち斉民に医術以外においても重

以二医術一重中於君上︒営二其有一レ事︑毎有し所二諮詞一

つれにしじゅん

宕陰蝋縛先生
分校青蕊開溌免
逢符奨作先生

徐 鼠

一応考えられる︒彼は早くから地理・歴史を研究して海外

斉民がこのような上諜をした背後に重きをなした人物

倉
蝿
挑
§

鍵
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ていねいこれありおゆる

品川から芝浦︵港区︶を経て佃島に至る浅瀬を埋め立

つくだじ堂

使として︑大要次のような意見書を出した︒

方可レ然様被し存︑能々御賢察被し下候様伏て願ひ居る

てて防備雫を施し︑彼が好承を通じて来るのを幸い︑我も

しかるべきよく供く

ｈソ候共随分可嘩に御取扱有し之︑互市Ｊも御免し被し成候

と思へぼ︑夢醒て忽然たりと申様成文体にて︑上・を

兵備を撤して応対すると称し︑長堤に一兵も願さず︑

いて待てば︑異国船はかえって底気味悪く︑近海へ乗

もつともぞんじ伐りいこぐ

と﹁夢物語﹂の言わんとするところを支持している︒開

り入れることをいたし兼ねる︒︵﹃津山松平藩文書﹄︶

よし

敬し身を卑下し︑実に尤の存寄に候処︑上には夷国

兵士を物陰に隠しておいて︑事があったら不意に出て

国の必要なことは︑当時既に箕作門下の常識となってい

右の慶倫の意見杏が単なる策略論に終っている点は︑

げせん

さめ﹄一つぜんなる

のひいき致︑下賎の身として御政事の非を打候様に相

功名を立てるようにする︒表へ一兵も出さずに道を開

たことを示すものである︒天保一○年は嘉永六年︵一八

藩論を代表するものとはちがい︑個人的見解を述べたに

あらわ

聞へ︵下暑︶今津山温知会誌四﹄︶

五三︶より十数年前のことである︒ひとり繁作門下でさ

すぎないからであろう︒

アメリカ船はひとまず立ち去ったもの

さやかれているだけのことではなく︑開国の必要性は藩
の有識者の間に十分認識されていたと承るべきである︒

た︒ロシア船四隻が長崎へ渡来し︑書簡を差し出したい

の︑警戒を解くわけにはゆかなかっ

たことに対して︑藩主斉民にしても︑また藩の重臣にし

というので︑幕府はそれを受け取るべき指図をした︒幕府

危機対策

ても︑慎重に検討しての上でなくては軽々しく開国論は

はこのことを八月七日に津山藩留守居へ知らせてきた︒

幕府創設以来はじめて幕政に関する意見上申を求められ

打ち出せないはずである︒直接院甫の意見だけを求め︑

その翌日の八日には藩邸の↑のる高田屋敷︵新宿区喜久井

きくい

他の反対を押し切って述べたというようなものではな

町︶で鉄砲の稽古のため︑家中一統︑一一男．一一一男に至る

て︑藩からは大砲の打ち方や取り扱いなども鍛練し︑兵

までが集められ︑玉薬も支給された︒幕府の達しによっ

けいこかちゆう

く︑藩論はこの方向にまとまっていたと見るのが至当で
ある︒
そぱようにん

斉民の後嗣たる慶倫Ｊも八月一一九日︑側用人河瀬寛助を
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学の研究も大いに心がけるように藩士に伝えた︒
かざん

幕府の従来とって来た政策は祖法を守ることであっ
た︒商島秋帆の新式砲術に制限を加えたのも︑渡辺準山
や高野長英らを処罰したのも︑この政策を維持するため
にとられた処置であった︒そうすることによって封建体
制を維持することに努めてきた幕府も︑今や対外的危機

こうかなりあき

に直面して︑この伝統を自ら破らなければならなくなつ
た︒かつて弘化一二年︵一八四六︶に徳川斉昭が大船製造

の禁を解くことを要望したのに対して耳をかさなかった
幕府も︑対外危機に直面したぎりぎりの段階に立ち至っ
て︑政策の転換を余儀なくされたのである︒

嘉永六年九月一六日︑老中阿部正弘の呼び出しで︑藩
留守居が次のような内容の書付を受けとった︒

なしくずしに秩序の乱れることを心配しているのがわか

右のような法令変更は幕府として慎重を期しており︑

る︒祖法は守っていきたい幕府であるけれども︑時勢に

荷船のほか大船停止の﹁法令﹂であったが︑今の時
勢では大船が必要であるから︑今後諸大名が大船製造

津山藩としても︑九月下旬に津山から江戸へ大砲を取

をすることを許す︒ついては﹁作用方﹂ならびに船数

変更もつまりは祖宗の遺志をつぐもので︑邪宗間禁制

りよせたり︑江戸へ出府する者が鉄砲を持参するについ

対処するためにはやむを得ないことであった︒

はいよいよもって先規のように守って︑取締りを厳砿

て︑箱根︵神奈川県︶と今切︵静岡県︶の両関所を通過

い室ぎれ

にせよ︒

をくわしく伺って指図をうけるようにせよ︒この制度

図９幕末外交関係略地図
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できるように幕府の許可を求めたりした︒同じく九月に

とがあれば一同蒲発し︑国体を汚さぬよう忠勤を励

させる方針であるが︑万一彼より兵端を開くようなこ

め︒

は︑幕府から津山藩に対し︑藩士植原六郎左術門の海防
策のうち水軍夜戦の策などの提出と︑植原の出府を要諦

一二月二三日には︑﹁異国船が近海へ渡来したら︑内

という内容であった︒

一○月一二日には箕作院甫・宇田川興斎が幕府から急

海警衛のため︑にわかに有合せの人数に出張を命ぜられ

してきた︒

ぎの翻訳を命ぜられた︒二人とも藩の医師としての富番

るかもしれない︒﹂と内々幕府から達せられた︒

戻された︒越えて二月一日に藩主名代として慶倫が高輪

頭を命ぜられ︑その時は浦賀へ行っていたのを急に呼び

また宇田川興斎は翻訳のため正月二七日に天文方へ出

山藩は翌日︑一番手の人数を繰り出した︒

め︑二三日になって配置につくように命令を出した︒津

この日︑幕府は津山藩の警備場所を高輪︵港区︶辺とき

たかなわ

が江戸湾に来て金沢︵横浜市金沢区︶沖に投描した︒

かなざわとうびょう

退去したが︑一六日にはペリーの率いるアメリカ船七隻

長崎表に渡来していたロシア船は嘉永七年正月八口に

があるが︑幕府から天文台へ出仕を命ぜられると︑その
間富番は免ぜられる︒また幕府から特に手当が給せられ
る︒さきのアメリカ合衆国からの書簡の翻訳の時は各銀
一五枚が支給された︒︵﹃江戸日記壱

かわじとしあきら

一○月二○日︑舞作院甫は長崎来航のロシアの使節と
の接渉のため︑勘定奉行川路聖護に従って長崎に赴くこ

嘉永六年二月一日︑阿部老中からの

とを幕府から命ぜられた︒︵第三章一参照︶

海岸防備

書付が津山藩留守居へ渡された︒

応接するはずであったが︑波が荒く船をつなぎにくいの

の陣所を見回っている︒その日︑アメリカ側と浦賀表で

は︑諸説異同はあるが︑つまり和戦の二字に帰着する︒

で︑本牧・横浜︵横浜市中区︶辺で応接するから警備に油

アメリカ合衆国から差し出した書簡についての建議

しかし近海をはじめ防禦は十分でないから︑来年アメ

断のないようにと達せられた︒津山藩では︑警備のたあ

ほんもく

リカ使節が渡来しても諾否の明答をせず︑平穏に退去

1
５

ちよう

幕府から大砲一一一挺を借り受ける交渉をし︑一一月六日に一

貫目玉の筒三挺と︑一貫目玉実丸三○○粒︑その他附属
品を受け取った︒

な書付一通が渡された︒

二へ︾て

松平越後守家来院甫枠箕作秋坪

右は︑松前ならびに蝦夷地御用として︑目付堀織部・

面々の手について︑彼の地へ行くよう申し付けよ︒

勘定吟味役村垣与三郎を派遣せられるについて︑右の

玉筒など七挺の大砲があり︑鉄砲は一○匁玉と四匁三分

右の命令に対し︑秋坪は病を理由に辞退したので︑藩か

その頃︑商輪の警備には︑右の三挺のほかに三○○匁

玉合せて九五挺韮のって︑士大将・番頭・旗奉行・鉄砲

ら内意伺書を提出して免除せられた︒

を彼に申し付けたところ︑早速百俵をつき立てて納め︑

奈良屋吉兵衛があった︒・ヘリー再来にあたり白米の納入

担であった︒その台所方に貢献のあった者に出入商人の

に引き揚げを行ったが︑これは津山藩にとって相営な負

れた︒津山藩としては警備の任を無事果して二月二八日

られ︑三月三日に日米和親条約︵神奈川条約︶が調印さ

アメリカ側との交渉は神奈川︵横浜市神奈川区︶で進め

って二月四日に起った大地鰻と津波に会い︑その旅宿

って下田表に赴いてロシア人の応接にあたった︒したが

この時︑箕作院甫・宇田川興斎は︑ともに幕府の命によ

て破損し︑戸田︵静岡県田方郡︶へ回航の途中沈没した︒

に応じて︑一○月に下田に回航した︒ここで津波に会っ

号が大坂に来航し︑天保山沖に停泊したが︑幕府の求め

︵画く陸目昼ぐ煙の崖の乱呂嗣冒ご画︒冨口︶の乗る軍艦デイアナ

嘉永七年︵一八五四︶九月︑ロシアのプチャーチン

さむらいばんがしら

頭以下一九六人の藩士がこれにあたった︒

高輪陣所への白米運送も都合よく取り計らい︑用意の買

は押し流され︑蘭普をはじめ多額の金品を流失する災難

へだ

上米も急場にあたり絡別出精したので︑今後屋赦限り

に遮遇した︒

鐘のうち﹁本寺之外︑古来之名家及び静国節時之鐘二相用

しよう

ら受け取った書付には︑海岸防禦のため︑︾両国寺院の発

ぼん

翌安政一一年︵一八五五︶一一一月三日︑津山藩が阿部老中か

あんせい

苗字を許し褒美として酒一樽・肴一折を与些えた︒

三月一四日︑阿部老中から津山蕪に対して︑次のよう

は度々和解御用で江戸城へ呼び出されている︒

三月から四月にかけて︑箕作院甫・同秋坪・宇田川興斎

みようじほうぴたるさかな

開国論と接夷論
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図１０『元治武鑑』巻の−−津山郷土館蔵
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開国論と撰夷論

候分﹂を除いて大砲や小銃に鋳かえるように京都から言
えいりよかんたいあそばされ
われ︑将軍として﹁叡慮之趣深く御感戴被レ遊﹂ている

しようがい

図１１康顛字典一津山郷土館蔵

ﾛ
鵬

て別段の配慮があったものである︒安政三年一二月には

その上に年々五︑○○○俵を生涯給せられることにな

こうきじてん

確堂はその余裕をもって﹁康照字典﹂の出版を企て

った︒

津山藩の焚鐘がどれだけ供出されたかは不明である︒

た︒このような大部の書を木版印刷することは極めて困

から一同海防に励むようにとある・

海防について朝廷の権威を持ち出して寺院側の反対を抑

難な事業であった︒慶応一元年︵一八六五︶︑一橋慶喜

けいおうひとつぱしよしのぷ

えようとした点は︑当時 の幕府のあり方を示している︒

漣皇§

が津山藩の京都役所を通じてこの書を懇望してきたが︑

【苧

こ の年 三 月
月︑
︑箕
箕作
作玩
玩甫
甫は隠居願を出し︑秋坪にあとを

白患舞邑邑旺

ゆずった︒今江戸日記﹄︶

実

藩主の交代安政一一年︵一
八五五︶五月

■ 』 q

には藩主斉民が隠居して家督を
かくどう

慶倫にゆずった︒これから斉民
は﹁確堂﹂と称した︒
確堂は嘉永六年︵一八五三︶

四月に幕府から手当米五︑○○
○俵︵三斗五升入︶を毎年絵せ
られるようになっていたが︑こ
れは従来勝手向き不如意のとこ
ろ︑近年別して難渋の趣が将瀬
の耳に入って︑その続柄からし

夢蝉印
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して︑まだ板木が完成しない状態であるから出来次第に

津山藩の留守居は事情がわからず︑国元や江戸表へ連絡

︵一六二四Ｉ︶以前にイギリス人らが御目見えを仰せつ

って︑八月一四日にハリスの出府許可を布告した︒寛永

崎に来て通商を要求した︒幕府は諸侯の猛反対を押しき

はんぎ

回すと八月二日に回答したようなこともあった︒確堂は

けられた先雛もあり︑且つ条約電を結んでいる国々の使節

↑やめみ

隠退後も藩内はもちろん︑幕府に対しても隠然たる存在

が佳節に都府へまかりでるのは﹁万国普通常例﹂である

リスの出府を回避しようとした︒安政四年六月︑老中阿

をも兼ねていたが︑世論の反対を恐れて︑できるだけハ

藩主堀田正陸が老中首座となり︑勝手掛・外国事務取扱

した︒幕府では︑その前年安政二年一○月︑佐倉︵千葉県︶

交渉するのが近道であると承て︑強硬に江戸出府を主張

締結の使命を達成するたいには︑江戸へ出て直接幕府と

直接関係しなかった︒ハ

回のハリスとの談判には

を賜ったが︑両人とも今

七枚︑箕作秋坪は同五枚

対して︑宇田川興斎は銀

一一一月に蕃審和解の労に

前年すなわち安政三年

ている︒

るという幕府からの書付が同日の﹃江戸日記﹄に記され

から︑近いうちに江戸へ召し寄せて登城拝礼を仰せつけ

せんしよう

であった︒今京都役所日記﹄︶

通商問題安政三年︵一八五六︶七月︑アメリカ総
領事ハリス︵目︒尋ｐｍｇＱ国胃風の︶は下

部正弘が没して︑阿部のとってきた国内諸勢力の協調政

リスは一○月二一日に登

田表に来て幕府と接触をはじめた︒ハリスは︑通商条約

策も破れ︑七月には前水戸藩主斉昭は幕政参典を辞め

城して将軍に大統領親書

ばんしよ

た︒一方︑この年二月には長崎出島に居るオランダ商館

を提出し︑堀田老中と面

ぼつた室さ上し

長クルチウス︵﹈自国のロ骨涛ｄｏ具日○日具旨の︶が清国

談し︑さらに二六日に堀

かいひ

のアロー号事件を長崎奉行に知らせて幕府の通商拒否方

田老中邸で会談した︒

ﾛ
鵬

なりあきや

針に警告をした︒八月にはロシア使節プチャーチンが長

図１２箕作院甫の書簡（部分）（宇田川興斎あて）
一津山市田町浦上晋氏蔵
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は二月一四日に説明があった︒これについて津山藩主

の対談の翻訳書二冊を渡して意見を徴した︒津山藩主に

幕府は三家︑溜間詰・大廊下詰の大名などに︑ハリスと

う︒今幕末外国関係文書﹄︶

不足はない︒国威を盛んにする好機会であると思

ごしである︒埋もれている人材を挙用すれば人材に

一︑国内の人心の折り合い方を不安に思うのは思い過

陸は通商条約の勅許を得るために上京した︒

その後︑幕府とハリスの折衝が重ねられ︑老中堀田正

から一二月に老中へ上書した内容は次のようなものであ
った︒

一︑ミニストル︵公使︶を都近くに置くことは和親を
やぶるようになるおそれがあるから︑幾年も延ばす

開かないのがよい︒当今は庶民の多くは賎民の本務

一︑下田港を閉じ︑代港一ヶ所を開き︑これ以上多く

立てようとする紀州派とであった︒

を擁立して時局を乗りきろうとする一橋派と︑現将軍に
よしとみいえもち
血縁の近い紀伊︵和歌山県︶の徳川慶福︵のち家茂︶を

二派の対立が表面化してきた︒それは英明な一橋慶喜

時︑国内問題として将軍継嗣について

政局の動向外交問題が重大な段階にさしかかった

を捨てて商業に移る有様なので︑所々に繁華な港が

のがよい︒

でき︑異国人が郷村までも貨物を持込むようになれ

難渋し︑人心動揺し︑港々をうち崩し︑アメリカ人

り︑国力を弱めることになる︒そうなれば大小名は

に︵人口の︶半ばを減じ︑米穀がしたがって乏しくな

ば︑いよいよもって風俗をやぶり︑農民は暫くの間

二○日に至って朝廷はその不可を指示した︒雑府は四月

田正陸は参内して通商条約調印の勅許を求めたが︑三月

うとしていた︒安政五年︵一八五八︶二月九日︑老中堀

め︑幕府もまた朝廷を利用して︑世論を有利に展開しよ

時局の重大化とともに朝廷は政治に対する発言力を強

しばら

の死傷を多く出すようになり︑和親をやぶることに

二三日︑井伊直弼を大老とし︑六月には井伊大老の決断

さと

を将瀧の世子と決定した︒

せいし

で︑勅許を待たずして日米修好通商条約に調印し︑慶福

なる︒︾﹂の実情雪を異人に愉してもらいたい︒

一︑交易の仕法に不都合があって改正するのは二︑三
年あるいは五︑六年で速やかに改めるのがよい︒

慨0
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このような政局の動きのなかで︑津山藩はどのような
立場にあったであろうか︒

井伊家と津山松平家とは縁組をしたこともあった︵系

ひろちか

図参照︶︒嘉永六年︵一八五三︶八月︑前将軍家慶の没
後の中陰中であるため︑特に御用番老中久世広周の許可

ー

・

二

亀 一 二

三

ｌ斉裕︵徳皇

ｌ斉民︵津山

︵紀州家︶

ｌ斉順ｌ家茂一慶福一

二四︶

ｌ家慶ｌ家憲

L一二

︵︶内の数字は津山藩主の代数

津山松平家の姻戚関係系図

一一︵慶倫の養子︶

斉民ｌ康倫

︵津︶藤堂高疑女︵一一︶

﹁ｌ康又

︵九︶や﹄はる

聖Ｌ

いる︒これら諸侯とは志を同じうする関係にあったと考

恋と連名でアメリカ使節出府について閣老へ答申をして

のり

︑永︑徳島の蜂須賀斉裕︑烏取の池田慶徳︑明石の松平慶

安政四年︵一八五七︶四月に津山藩主は福井の松平慶

ながなりひろよしのりよし

態度はむしろ一橋派に接近していたように考えられる︒

しかし通商問題・将軍継嗣問題の起った頃の津山藩の

入ったのが慶永︶

家から養子に

︵直弼は直幸の孫︶︵治好から一一代黒田斉博養女
を経て田安︵中達の奥平昌高女一

︵彦根︶井伊直圭女松平治好女︵凝厭︶

霜弁一一一ｌ慶倫菩民の養子一

ｌ斉孝Ｉ︵一一一︶

一馨一憧戚哉ｌ

家斉

︵一一︶

ニ

将軍家系図︵︶内の数字は将軍の代数

にあたっていた︒

える仲であった︒また血縁関係からは斉民は慶福の叔父

藤堂高治女一一○一Ｉ女

島 一 二

を求めたうえ︑斉民は直弼を訪問して海防のことに関し

ヴー、

て面談した︒︵﹃江戸日記も斉民と直弼は親しく話し合

七

えられる︒また安政四年八月二○日付で慶永から慶倫に

2
１

〆一ミ

は緊密な連絡がとられていたことを物語っている︒今津

の答え振りの要旨を伝えているが︑慶永と慶倫との間に

メリカの使節出府について堀田老中へ申入れた時の堀田

の色彩を渡くしてきた︒尊王嬢夷論に対し︑幕府は公武

るにつれて︑接夷論は尊王論とむすんで次第に政治運動

将軍継嗣の問題がからんで︑朝廷が政治に深入りしてく

はじめ嬢夷論は思想運動であった︒開港勅許の問題と

が強くなった︒

山松平藩文書﹄︶この慶永は薩摩︵鹿児島県︶藩主島津

合体論によって皇室の権威を利用してその政治力強化を

書状を送り︑慶永が蜂須賀斉裕・池田慶徳とともに︑ア

斉彬らとむすんで一橋派の中心人物であり︑津山藩も

はかったが︑接夷の遂行については依然として朝廷の意

安政五年七月︑将軍家定が病没し︑八月にその喪を発

ことなく︑幕府としてはなるべく噸態を紛糾させないよ

志には添い得なかった︒外国からの圧力は少しもゆるむ

なりあきら

この派につながりが深かったことを示すものである︒

したが︑家茂︵慶福︶の将軍宣下は一○月にいたってよ

うに取り繕うことが精一杯で︑到底接夷を実行できる見

と無能を論難した︒文久年間には尊王接夷論はようやく

であり︑尊嬢の志士はますます気勢をあげて幕府の失政

いえもら

うやく実現した︒その間に水戸藩らと井伊大老との反目

込承はない︒一方朝廷からは接夷の督促と鞭推がしきｈソ

った︒この大獄で朝廷に威圧を加えて恐怖に陥れるとと

討幕連動に転化する勢を承せて来た︒

べんたつ

は一層激化し︑九月にはいわゆる﹁安政の大獄﹂が始ま

もに︑多くの志士を処分した井伊大老は︑ついに﹁桜田
たいら

門外の変﹂に倒れた︒

資欠乏はいろいろな形で現れていた︒

物価騰貴通商条約が結ばれた頃︑物価騰量や物

安政五年︵一八五八︶二月二七日に幕府から津山藩の江

この節江戸表の米価が高値であるから︑米穀融通の

ぶんきゆう

て公武合体を図った︒このことが尊王撰夷論者を刺激し

戸留守居へ渡された将付には

で傷つけられた︒幕府の勢威はますます衰え︑国事周旋

ため︑諸家中の扶持米はなるベノ︑銘々の領分知行所か

ふち堂いちぎようしよ
に乗り出す雄藩は朝廷に接近して事をなそうとする傾向

えど坐やもて

て︑文久一一年︵一八六一一︶に安藤老中は﹁坂下門外の変﹂

そんのうじようい

信正らであったが︑皇妹和宮の将軍家茂への降嫁によっ

井伊大老なき後の幕閣の中心は平︵福島県︶藩主安藤

のぷまさかずのみや
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ら回し︑江戸表で買い入れないようにせよ︒もっとも

由になり一統が差し支えるようになった︒

ず︑大豆を大量に買い入れて質入れをし︑大豆が不自

関係者も答を申し渡された︒︵﹁国元日記﹂︶

とが

日︑御合印門松屋号書下シ共取上ヶ﹂とされ︑そのほか

ヶ﹂とされ︑同じく中之町の某は﹁手鎖懸ケ追込五

某は﹁過料銭五貫文︑追込牢舎七日︑御合印門松取上

ろうおあいじるしかどまつ

げてくさりかけ

右のような理由で︑﹁銀札場手代取扱﹂の勝間田町の

かつ主だまち

扶持米を余分に回して市中へ売ることは差し支えな
い︒

とあった︒︵﹁江戸日記﹂︶

安政六年七月一二日には︑津山で大目付から
ロシア・フランス・イギリス・オランダ・アメリカ

かながわはこだて

五ヶ国に交易を許し︑六月から神奈川・長崎・箱館一二

右のような買い占めは︑直接に貿易開始の結果とは断

ぜられないが︑輸出に刺激された物価上昇にともない︑

みせうり

港で商人が勝手に商売をしてよいし︑その舶来品を売
りさばくのはもちろん︑居留の外国人﹁見世一元﹂の品

投機的買い占めが促進されたのは否めない事実である︒

さつま

護衛して江戸に下り︑幕政の改革を促した︒その頃まで

ひさみつしげとみ
の披夷論児島県︶の島津久光は勅使大原重徳を

津山藩主慶倫文久一一年︵一八六一一︶六月︑薩摩︵鹿

あったことが知られる︒

がある︒買い占めが一般民衆の恨承を受けることの大で

をしていた米問屋が特に激しく打ちこわしをうけた事実

慶応一一年︵一八六六︶の百姓一摸の際︑米の買い占め

いつき

を﹁諸人﹂が買い取ることも勝手である︒︵﹃国元日記﹂︶

という内容の触れを出した︒外国貿易の許可を領内一般
へ明示したものである︒

開港後は貿易額が急速にのび︑それにつれて国内では
激しい品不足を生じ︑生糸・蚕種・茶などの輸出品をは
じめ︑米をふくむ一般物価の上昇をきたした︒

安政七年三月︑津山藩町奉行所は大豆の買占めをした
者の処罰を決定した︒

公武合体論を唱えていた長州︵山口県︶藩においては︑

すでに藩の勢力は尊嬢派に帰した︒土佐︵高知県︶藩にお

ちようじ

米穀そのほか何品によらず買い占めや売り占めはか
たく停止を申しつけているのにそむいて︑﹁融通方﹂

いても尊譲派の武市瑞山らは他藩応接掛を命ぜられて︑

たけちずいざん

をも勤めながら︑利欲に迷い︑一統の難渋をも顧承

2
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津山藩だけ野外に立つこ

うな状態の中にあって︑

にしつつあった︒このよ

諸藩の志士達と連絡を密

相成︑物価騰貴︑人民困窮一一階リ﹂この状態を傍観す

工之物ヲ以テ彼力人工之物二代へ︑自然悶用御不足二

たので﹁彼力無用之器ヲ以テ我有用之器二替へ︑我天

きに乗じて利欲をたくましくし︑わが国が貿易を許し

近年蛮夷がしきりに近海をうかがい︑﹁皇国﹂のす

らち

とはあり得ない︒

動していた︒久光は勅使

朝幕とも旧弊一洗し︑特に列侯の参勤を緩められたの

を表すから言﹂採択ありたい︒掃部頭︵戒弼︶の死後︑

かもんのかみ

るにしのびない︒今や容易ならぬ時節であるから微衷

をたすけて公武合体の線

は︑一つは諸侯の困窮を察し︑一つは追々撰夷の下地

京都における情勢は激

を江戸において実現して

をつくる意味でありがたい︒近来嬢夷鎖岡の不可を唱

変化は︑すでに彼の周旋を不可能にしていた︒閏八月︑

ぱ人民はますます困窮し︑士気はいよいよ委扉するこ

える者が十の二︑三もあるが︑このまま数十年もたて

一つる・つ

帰ったが︑京都の大勢の

彼の退京後は︑公武合体派は勢を失い︑尊撰派の勢力が

とになるのは必定である︒今や薩・長・土の三藩は勅

こうがい

いび

ますます盛んになって行った︒九月には薩摩・長州・土

命を奉じ︑忠節を承がき︑その他忠勇恢慨の士が多数

圭嘩︒網し﹄す与

佐らの尊嬢派が遂に朝廷を動かして︑一二条実美らを勅使

謹んでお受けになるとは思うが︑下評では必ずお受け

下向されるのは嬢夷のことを仰せられる由風聞する︒

は提出された︒三︑○○○字に近い長文で︑漢文句調で

にならないだろうと言っている︒しかし幕府がこれを

鋭しとも

書かれている︒営時の世論を反映して藩の主脳部が一応

されるかになるとの風説がある︒そうなれば内乱が生

受けなければ︑外の諸侯に勅命を仰せ付けるか親征を
次のようである︒

藩論としてまとめたものである︒その内容を要約すれば

文久二年︵一八六一一︶一一一月に津山藩主慶倫の建白番

げこう

いる千載一遇の好機である︒今般三条殿が勅使として

図１３松平座倫の花押一津山郷土館蔵

として嬢夷の勅旨を幕府に伝えることに決した︒

､鍛蕊§

2
４

第一章明治維新と津山藩

じ外国が利を得ることになる︒また︑武備の整うのを

都に集まった︒

洛にさきだって︑幕閣の主脳部も︑雄藩の藩主も多く京

武備の大成である︒速やかに上洛あって嬢夷をお受け

ではなく︑ただ．心之決定﹂である︒一心の決定は

整う時節はない︒武備のととのうのは兵器のみのこと

︵他蕪応接掛︶に登用して二月に京都に行かせた︒その

れて新たに津山藩士となった鞍懸寅一一郎を国事周旋掛

極人を京都留守居として駐在させ︑また学識を高く買わ

津山藩でもこの情勢に対処するため︑年寄格の海老原

えびはら

待って嬢夷をしようといっても︑このままでは武備は

になり︑征夷の号令を天下に下すことが征夷大将躯と

頃の京都には国事を論ずる諸藩の志士や浪人が横行し︑

きわめ

して皇恩に報いるゆえんである︒嬢夷決定すれば︑夷

しきりに朝廷へ入説し︵公卿たちを通して政見を説く︶︑

江戸詰の年寄黒田彦四郎は︑京都の尊王嬢夷運動の状

くらかけとらじろう

人は江戸へは軍艦を差し向けず︑兵庫・大坂へ集まる

或は諸藩を周旋する︵奔走して意見の調整に尽力する︶

じようらく

から︑わが藩もその警衛の人数に加えていただけば粉

ことがしきりに行われ︑物情騒然たるものがあった︒

半﹄いい

骨砕身いたしたい︒︵﹃松平慶倫侯建言書集・一︶

右の慶倫の建白書は三条勅使による嬢夷の勅旨を受け

二月二日の幕議によってようやく嬢夷の勅を奉承する

内勅と︑幕議を幾度も開いて論議を重ね︑

津山藩主への嬢夷の勅使東下の報が江一戸に伝わる

派遣してあることをもって十分であるとし︑彼の進言を

信を説いた︒しかし藩としては︑海老原・鞍懸を京都へ

ち︑三○日に国元に帰って藩主に建言し︑藩の要路に所

る必要があると考え︑文久二年二月一七日に江戸を発

勢を聞き︑親藩たる津山藩主が朝幕の間に立って尽力す

ことが決定した︒一一・月二七日︑勅使は将軍に勅命を伝

容れなかった︒黒田は一一一月一一一日︑津山川を下って再

入れるように幕府を説いたものである︒

え︑一一一月五日︑将軍は勅読の趣を畏承衆議・をつくし

び江戸に向った︒譲夷論を唱えていた矢吹正則︵当時は

たださかきばら

い

て上京の上委細申．し上げると答えた︒一二月一三日︑諸

家老永見の臣︶は時事に託して黒田の後を追い︑同志の

ち上くじようかしこ

侯を集めて銭夷の勅書を示して意見を徴した︒一橋慶喜

井汲唯一・藤本十兵術・榊原平次郎︵第三章五参照︶は藩

堂さのり

は翌文久三年︵一八六三︶正月に京都に入り︑将軍の上

圏８

と会い︑津山藩をして国事に尽きせるために朝廷へ働き

に無断で陸路大坂に向かった︒四人は伏見において黒田

記﹄・﹃上洛供奉御用記ご

から指示されていたことにもよるのである︒︵﹃国元日

上京は︑将軍の上京する以前に京都へ到着するよう幕府

たのである︒︵﹃明治維新前美作志士列伝﹄・﹃国元日記﹄︶

奏して︑いわゆる内勅が津山藩主に下されることになっ

の間に周旋して津山藩の主張を説いた︒この運動が効を

の命を下されるように奔走した︒また︑他の者は他藩士

宮朝彦親王︶をはじめ公卿を説いて︑津山藩主に国歌周旋

ば動揺していた︒公武合体派として最も期待されていた

政治を全面的に幕府へ任せることを阻承︑朝議はしばし

意志はなかったが︑朝廷内にも啄王譲災論の勢力が強く︑

あった︒孝明天皇も一貫して公武合体の考鰐えで︑討幕の

派の勢力を挽回し︑政令が一途に出るようにすることで

一橋慶喜が将軍に先んじて入京した目的は︑公武合体

くに

文久三年︵一八六一二︶正月八日︑坊城大納言邸において

貼津久光は︑三月一四日に入京したが︑その説くところ

ともよし

かけるように請うた︒京都に入った黒田は︑中川宮︵久迩

津山藩重役へ書付が渡された︒この内勅を︑黒田彦四郎

ぬかにくぎ御老中

論一一一一口あせの如し接夷の勅命

りんげん

豆腐にかすがい将軍家御線総
地獄の里も金次第九条殿

へた

桃の顔も三度撲夷延引
下手の長だんぎ江都

笛時京都で流行した﹁常世いろはたとへ﹂がある︒

こうめい

ばんかい

が守謹して一三日に津山へ帰ってきた︒藩では町はずれ

はもはや行われず︑むなしく大坂へ退き︑やがて鹿児島
とよしげむ楓なり
へ帰った︒松平慶永・山内堅塁信・伊達宗城も相ついで帰

ぽうじようだいなごん

まで徒目付ら︑を迎えに出すなど︑通行筋に不敬のないよ

藩し︑公武合体派の勢力は全く崩れ去った︒

かちめつけ

うにしてこれを迎えた︒そのもたらした内勅というのは

あそばされたく

上京し︑朝幕間の周旋に当ることになった︒この慶倫の

て藩論を尊王撰夷の方向に統一し︑二月五日に出発して

国事に尽力せよという勅である︒藩主慶倫はこれを受け

というもので︑津山離主の尊王の誠意を認め︑上京して

家一尽力有し之候様被レ遊度︑被二仰出一候事︒

叡聞一候間︑登京有し之候ハ︑暫滞在︑馬二国

松平三河守赤心之趣達一一
え
いぶんしばらく
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ると︑長州藩は下関において外国船に砲火を浴びせたの

ほうし

これはその一部に過ぎないが︑当時の政界の表裏の動

かつきよ

である︒この長州藩に対して︑朝廷は褒詞を与渉え︑幕府

ふうし

は詰問した︒

きをとら襲えて識刺したもので︑単に尊披の志士の間に流
きょうわらべは
布したばかりでなく︑京童の口の端にも上ったである

五月一六日に京都で老中板倉勝静︵備中松山ｌ高梁市

さかきばら

う︒津山藩士榊原平次郎︵第一一一章の五参照︶が︑文久一一一

哩則

みどろ

なだく

ｌ藩主︶から渡された御用状により︑津山藩は︑あらため

ごもう

年四月下旬に写しおいたものが残っているが︑おそらく

〃◆吟︲色︾◆りい
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̲､鳥…簿：骨羅城』零逢津か識蕊舗穏;．

恥１１⁝・●︐価鐸・鍵撫議叢赫簿鳴灘鱒難紫ｉ︲Ｉ慰縫⁝

群鰹心悪罵

図１４五毛村陣屋仮建の平面図一津山郷土館蔵

て摂州横川から味泥川までの警衛を命ぜられた︒そして

器
そ
！

津山でも知られるようになったものと思われる︒Ｑ津山

ロ ゼ ４ − 宙 凸 Ｔ ‐ 臼

これまで長州藩が仮陣屋にしていた五毛村︵神戸市灘区︶

潔驚瞥ノ

温知会誌一三﹄︶

者

摂海の警備かねてから摂海の防備の
ただきよ

｡ 阜 一 L ‑ ‑ ゴ

必要が一一一一画われていたが︑

みなと

文久一二年三月末日︑京都で老中水野忠精か

ら渡された御用状により︑津山藩は摂州湊

での警備を命ぜられた︒くわしい場所割は
現地でするとして︑隣接警備の藩と申し合
わせをするよう示された︒︵﹃江戸日記﹄︶

かねてから接夷の期日決定を迫られてい

側

湧凸鵠p電ご呈艶識華袈慈

蕊雷鎚︐︐Ｚ容篭騒浅唾癒念畠・丞鳶

鱗

た幕府は︑ついに五月一○日と決定した︒
これを布告するに当っては︑外国から襲来
したら打ち払うが︑こちらから進んで戦を
開くことを禁じた︒しかるにその期日がく
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大砲打方合計二五○人ばかりを出し︑大砲は当初七挺を

た︒その配備について︑士大将以下七騎のほか︑戦士・

抱くものがあったので︑八月二六日に在京の諸侯らを集

ばしば動揺する朝廷の方針をゑて︑天皇の真意に疑問を

爽は天皇の意志でないことを強調したが︑このようにし

た︒いわゆる八月一八日の政変である︒そして過激な嬢

内を禁止し︑長州藩の宮門守衛の任を薩摩藩に代らせ

もちこふ︑国元で製造中のものが出来次第この上に八︑

の神宮寺及びその近くの仮建物を譲り受けることになっ

九挺持ち込むはずであると︑京都留守居から老中板倉勝

めて︑これまでは真偽不分明のことがあったが︑一八日

津山藩主慶倫は八月一六日に出府の目的で津山を出発

以後申したことは真実の存意であると伝えた︒

静へ同月一八日に届け出た︒︵一．国元日記﹄︶

この月︑蕪主は津山へ帰ったが︑井汲唯一は病と称し
て従わず︑京都で志士と活動をともにした︒

に幕府に上言書をしたためて︑将軍は速かに上京して繊

が混沌としたため︑そのまま京都に留まり︑九月一一二日

こんとん

した︒二七日に京都へ入ったが︑一八日の政変後の政情

政変六月末に江戸へ帰った︒その後京都で

夷の実行にあたることを要望した︒九月一九日の朝廷へ

八月一八日の将軍は︑公武合体の策が不成功に終り︑

は撫夷親征の議が勢を得て︑八月一八日を期して天皇の

日神社へ参奔して︑親征の軍議をし︑その上伊勢神宮へ

申候︒時宜一一寄︑私儀早速東下︑違勅無し之様可一一申入一

の上言書にも﹁関東ヘハ家来一両人差下シ周旋篇し仕可レ

薩長二藩が和合するような御処置がなくて︑列藩が

の六藩主は連署して朝廷へ建白した︒その要旨は

九月二五日には︑鳥取・徳島・津・岡山・広島及び津山

都を発って︑一○月七日に津山に帰った︒︾てれよりさき

た

二郎を江戸へ派巡することにし︑蕪主は九月二八日に京

かなめ

行幸するというのであるが︑その裏面には討幕の画策が

奉レ存候︒﹂と述べている︒そして家老安藤要人と鞍懸寅

た︒そして大和行幸延期の勅命を伝え︑急進派公卿の参

するうち︑中川宮らが参内して在京の諸藩主を召集し

八月一八日未明︑会津・薩摩両藩兵が御所の宮門を厳戒

宮をはじめ公武合体派は︑尊擬急進派の策動を喜ばず︑

て︑天誹組が大和五条代官所を襲撃した︒天白雲・中川

てんちゆうぐみ

秘められていた︒八月一七日には嬢夷親征にさきがけ

が

大和行幸のことが決定した︒大和行幸とは︑神武陵・春

や患とかす

開国論と鍍夷論

2
1
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嫌疑をいだいては甚だ大事である︒すべて列藩が一致

けんざはなは
しなければ披夷はできないから︑その辺を朝議にかけ
て︑長州藩主父子は御用のあるときは召されるような
ご沙汰を下されたい︒
というものであった︒

二︑長州征伐

禁門の変文久一一一年︵一八芯一一︶八月一八日の政
変後︑長州藩は弁疏のため再三家老を

入京させようとしたが許されなかった︒

撰夷の問題については︑朝廷と幕府の折衝が行われた

天皇は︑接夷の実行には賛成であったが︑嬢夷親征の
名のもとに討幕を図ることには反対であった︒幕府とし

結果︑横浜の鎖港に努力してその成功を期し︑摂海の防

長州藩の処分についても種々論議された結果︑長州藩

の閉鎖及び外国船撃譲は問題外とすることになった︒

備を当面の急務とすることになり︑長崎・箱館︵函館︶

ては︑接夷の実行を不可能と考えているし︑まして嬢夷
に名を借りた討幕計画を捨ておくことはできない︒天誹
たじ室くにおみ

というような尖鋭化した尊嬢運動に対しては厳しい態度

の末家ならびに家老を上坂させて勅使と老中から処分を

組の乱や︑但馬生野︵兵庫県︶における平野国臣の挙兵

で臨承︑これを機会にその同調者に対しても強硬な弾圧

長州藩内にも意見の対立があり︑内紛があった︒三条

達し︑もしこれを拒絶すれば征討することになった︒

唯一を京都で捕えて津山へ送り︑一○月一日︑これを獄

実美ら七卿や︑諸藩を脱して長州に集まっている志士た

を加えた︒津山藩も幕府の方針に従って九月下旬に井汲

に投ずるとともに︑その日に藤本十兵衛の監禁を命じ

ちも︑しきりに京都の回復を説いた︒

京都に潜入した長州藩士は︑その気脈を通ずる諸藩士

さねとみ

た︒︵﹃国元日記﹄・﹃江戸日記﹄・﹃津山松平藩文書﹄・﹃松

平慶倫侯建言書集﹄︶︵第三章五参照︶

かたもり

及び浪士とともに︑中川宮・一橋慶喜および会津藩主松

げんじ

平容保などの大和行幸中止に働いた諸侯を斬って︑長州

藩主の復活をはかる画策をした︒元治元年へ一八六四︶六

既
９

長州征伐

これを襲い︑肥後︵熊本県︶藩の宮部鼎蔵以下九名を切

集まった︒近藤勇らの新選組は︑会津・桑名の兵と共に

月五日︑蜂起の手はずをきめて一二条橘畔の旅宿池田屋に

そこで七月一ｐＨに五毛村の固場の人数を大坂へ出し

坂させよ︒

ては︑事情が計り難いから︑西宮出張の人数を早々登

多人数が︑容易ならぬ行粧︵旅装︶で上京するについ

こ・フーて・フ

った︒長州藩邸では桂小五郎︵木戸孝允︶の鎮撫によっ

た︒持場は京橋から備前島辺へそれぞれ配置するよう指

かつらたかよ・し

５
Ｗ

雁うき

て池剛屋へ赴いたものは数名に過ぎなかったが︑この池

図があった︒五毛村陣屋には代りの人数を国元から繰り

ひごていぞう

田屋の変報を聞いて︑長州藩では家老が兵を率いて上京

出した︒

かためば

した︒長州藩は尊嬢の大義を貫こうとしている藩の立場
を述べ︑藩主らの罪を許されるよう嘆
願した︒また一○余群の京都留守居も
相会して︑長州藩のために寛大な処瞬
を誰ずるよう幕府へ建議した︒朝議の
結果︑長州藩に一旦退いて朝命を待つ
は虫ぐりごもん

よう説得したが効を菱せず︑七月一九

日︑ついに禁門の変︵蛤御門の変︶
となった︒

のぷひさ

これよりさき六月二八日︑大坂城代
松平信古は︑五毛村に詰めている津山

たかちか

藩士を呼び出して次のような内容の達
書を渡した︒

松平大膳大夫︵毛利敬親︶の家来

図１５大坂桜の宮付近の地図（文久２年版）
一津山郷土館職
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とあった︒総督を命ぜられた徳川慶勝も容易に受けず︑

とぱ

七月一八日︑長州藩兵は大坂から京都へ向い︑鳥羽・

説得の結果受諾が決まったのは九月半ばであった︒副将

ふしみ

伏見から姶門・堺町門で幕軍︑ど戦い︑一九日には大坂へ

には前福井藩主松平慶永を百方説得したが受けないの

八月一三日には幕府から長州征伐の部署が定められ

うけ︑八月五日から八日にわたり防戦して敗北した︒

その間長州藩は英・仏・米・蘭四国連合艦隊の来襲を

で︑福井藩主松平茂昭を命じた︒

もちあき

敗走した︒

津山藩は一九日に京橋方面の警備を解かれ︑備前島か
ら桜之宮辺へかけて︑水陸とも厳重警戒を命ぜられた︒
そ一つ

場を乗り下ってきたので︑差し止めて長州藩の敗走者一

た︒それによると︑陸路芸州から岩国を経て山口へ︑陸

一一○日．未明︑長州人の乗り組んだ船一般が︑津山藩の持

三人を生け捕り︑その所持していた武器・雑具とともに

路石州から萩を経て山口へ︑海路四国から徳山を経て山

れ︑五毛村の陣屋へ人数を引き取った︒︵﹃江戸日記﹄︶

事件が落着したので︑二四日に大坂の固めを免ぜら

れ︑津山藩は石州口の二番手を命ぜられた︒︵﹃江戸日記﹄︶

ってそれから山口へ︑それぞれ攻め寄せるように定めら

口へ︑海路下関へ向ってそれから山口へ︑海路萩へ向

しものせき

はぎ

大坂町奉行所へ引き渡した︒

第一次元治元年︵一八六四︶七月二一日から

長州藩の所業は言語道断であるが︑大膳大夫父子は

藩主慶倫は九月に幕府へ建白書を呈した︒

討が決定し︑追討の命を幕府に伝えた︒幕府はその日紀

もとより勤王の志が厚く︑決して私意はないように世

長州征伐一一一日間にわたる朝議によって長州藩追

州藩等数藩に大坂・兵庫などの警戒を命じ︑津山藩等二

人の過半が信じているから︑このまま征伐されては世

松平大膳大夫御征伐について︑惣督は紀伊中納一一一一口︵徳

を来し︑大切な嬢夷の矛先が鈍る懸念があるから︑今

年月を要し︑費用が給し難く︑人命を損じ︑国の疲弊

人の疑念を解きかねるものがある︒また今般の征伐は

一蕪に出兵準備を命じた︒

八月七日に幕府から津山藩主に渡された書付にほ

川茂承︶殿に仰せつけたが︑都合により尾張前大納言

そ﹄つとくきい

もちつぐおわり

般の始末をとくと詰問し︑逆意があればもちろん征伐

よしかつ

︵徳川慶勝︶殿に仰せつけたから︑万事その指揮に従装え︒

鞭Ｉ

長州征伐

し︑大膳大夫父子に叛心がなく家来どもの不届きな

とを幕府へ届けている︒

が︑九月一三日には征長のためさらに二○人に減じたこ

し上うどしま

津山藩としては︑長州征伐の命をうけ︑一方には摂州な

ら︑その者一同を厳科に処し︑父子は家来の取り鎮め
方がよろしくないため今般の仕儀に至った罪に対し相

らびに津山燕領小豆島の防備があり︑負担が重いので︑

のではなく︑既に津山藩の藩論としては保守的色彩が強

をしているのであるが︑強硬に幕府の政策を批判したも

山藩の摂海の固めが免除せられた︒そこで一○月には五

可し被し致事︒﹂との指図があったが︑九月二八日には津

ら︑﹁人数相減不レ苦候間︑如何様二も差操相心得候様︑

かためしよ

当の沙汰をされたい︒

摂海の固所の免除を願い出た︒八月一一八日には幕府か

まっていることがうかがわれる︒︵﹃松平慶倫侯建言書

毛村出張の人数の引き揚げを行い︑二○日から二二日に

さしくり

この建白では撰夷のことに触れ︑長州藩のために弁謹

集卿ご

一○月二一日︑津山藩主は幕府から長州征伐の石州口

かけて大多数は津山に引き揚げた︒

でないとして反対する蕪も多く︑一方では藩自身の財政

の指揮をとるように命ぜられた︒︵﹃江戸日記﹄・﹃国元日

征長については︑外患のある際に国内で事を起すべき

困難と藩内の治安上の不安から出兵をためらうむきも少

記﹄︶

かずさ

将︑氷見丹波︑大番頭大砲奉行村山左京以下七五名︑六日

ながみたんぱおおばんがしら

津山藩からは︑一一月五日に征長の一番手として士大

さむらい

なくなかった︒従って︑あるいは朝廷や幕府に建白する
もの︑あるいは長州蕪に対して恭順を勧告するものがあ
った︒

には一一番手として士大将佐久間上総︑大番頭大砲奉行佐

々木内膳以下七○名︑八日には旗本前隊として武者奉行

一方︑長州においても内外の難局に対処する方策を協
議した結果︑八月一四日︑外国とは講和条約をむすび︑

大熊近江︑小荷駄奉行本多左門︑大番頭大砲奉行渡部勘
げゆ

軍奉行山田主膳以下一一一五名の藩士が従った︒そのほか

よ﹄つだ

おうみこにだわたなくか

朝廷へは︑三家老らを責任者として処分することによっ

解由以下四五名が出発した︒九日には藩主自ら出馬し︑

あっせん

て恭順謝罪することにし︑韮云州藩に斡旋を依頼した︒

津山藩士の江戸表在府の者はその頃四○人であった

郡
２
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兵士・人夫を合わせると総数四︑○○○人にも上り︑農
民出身者もかなり含まれていた︒今国元日記﹄・﹃美作略
史﹄︶

征長軍総督徳川慶勝は二月一八日を期して総攻撃を
行うことを令した︒一方︑長州藩は責任者として三家老

つ．狸とここ

け︑一二月二七日に征長軍の撤兵を令した︒

元治二年︵一八六五︶正月二日︑藩主は広島表の陣所

ぞなえ

を引き払って︑一○日に津山に帰着した︒雲州表からほ

てん

一一番手が六日出発一○日帰着︑旗本備が七日出発一一一日

万︵鳥取県会見町︶・根雨︵同県日野町︶・新庄︵真庭

帰着︑一番手が八日出発一一二日帰着した︒雲州からは天

蓑んあいみねう

郡︶・勝山︵同︶・坪井︵久米町︶に泊って帰る予定で

さ

を自匁させてその首級を広島に謹送し︑四参謀を野山獄
に斬り︑支藩の圭口川経幹が宗藩主毛利敬親父子のため弁

あったが︑一一番手は道中一日追込︵日程を短縮︶で帰っ

参勤交代制のこれより先︑文久二年︵一八六二︶に勅

おいこみ

疏した︒この間薩摩の西郷隆盛︑華云州の辻将曹は大いに

たのである︒︵﹃国元日記．一︶

上︑長州藩に対して︑恭順の証として︑敬親父子自筆の

変更使大原謎繊によって幕政改革がうなが

たかもりげいしゆうしようそう

周旋につとめた︒一八日︑総督は三家老の首級を検した

伏罪書を出し︑三条実美らを他へ移し︑山口城を取り壊

日までに広島表へ差し出せ︒但し︑藩主が直接申達した

の意見を徴するため︑重臣のうち然るべき者を一二月五

征長軍総督から︑﹁長州藩の今後の処置について諾藩

一回の出府とし︑その在府期間も短縮された︒従来︑参

これによって諸侯の妻子は帰国を許され︑諸侯は三年に

たのは閏八月に︑参勤交代制を緩和したことであった︒

になって改革を行った︒その中で最も重要な意味をもつ

され︑一橋慶喜が将軍後見職に︑松平慶永が政治総裁職

い向は︑持口の兵備をおこたらないように申し付けて︑

勤交代制による諸侯の経済的負担は極めて大であったか

すことを命じた︒

自身軽隊で広島表へ早速罷り出よ︒﹂との沙汰があった︒

ら︑これを軽減して海防の充実に振り向けようとするも

きよいやすぎ

重要政策の一つを放棄することになり︑重大なことであ

うるう

津山藩主は一一月末日︑垂一一州清井村雲樹寺︵島根県安来

のであった︒しかし︑これは幕府としては諸侯制御の最

堂か

市︶の陣所を出発し︑広島へ向かった︒今江戸日記﹄︶

総督は巡見使を派遣して長州藩の伏罪の実状を見届

ｇ
Ｗ
３

長州征伐
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図１６字田川興斎の薬箪笥
一津山市籾保仁木士弘氏蔵

ところが︑その後の政局の転換により︑禁門の変から

江戸町とい潟ノ通称さえ生れた︒

えどまち

それトロの藩士には椿高下・北町などに邸宅が与えられ︑

つばきこうげきた裳ち

め︑藩士及びその家族もつぎつぎと津山へ引き揚げた︒

3
４

長州征伐の軍を起こすようになって︑幕府は元治元年

︵一八六四︶九月一日︑参勤交代の制を文久二年の改正

以前にもどし︑国元に引きとっている妻子を江戸へ呼び

ついておぽしめしあらせられ

寄せることを命じた︒その理由としては﹁此度御進発も

被し遊候二付而ほ深き恩召も被し馬し在候付﹂と長州征伐

ゆう

のため将軍自ら出発することと関係させている︒そして

覚書の中には﹁在国在邑之面々之内︑当年参勤年之分ハ

ばんかい

早々参府候様﹂にと言っている︒幕府としては藤命に従

わない長州藩を討つとともに︑幕府の権威を一気に挽回

しようとしたのである︒しかし既に統制力を失いつつあ

る幕府の意のままにはならなかった︒

一二月一五日︑幕府は津山藩の江戸留守居を呼び出し

二年︵一八六五︶一一一月九日に津山を出

確堂の奉勅孫府から出府を要請された確堂は元治

記﹄︶

幕府に特に協力するように求めたものである︒︵﹃江戸日

て︑当時津山にいる確堂にあてた一通の神付を渡した︒

.言＊

った︒江戸ではこのために在番する蕪士や中間・小者

ちゅう〃んこもの

謹蕊 蕊
悩
譲
･
鼠

ー 毒

●

諸家の家族の国邑にある者を呼寄せるよう今般命じ

ｓ

︵ともに武家の召し使い︶の激減となり︑藩邸関係の奉

￨噂

ている︒﹁其方儀は御続柄別段之儀一一も有し之﹂かたが

同Ｊ＄膚

公人の失業となり︑江戸の繁栄はさびれて行った︒文久

Ｙ
拶

た早々に出府するようにしてもらいたい︒

鶴

１−

蕊

三年三月一五日︑前藩主確堂が江戸を出発したのをはじ

鵜

蕊
￨
籍灘
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御所より

御沙汰有し之候間︑此段可二相達一候・含江戸日記﹄︶

松平三河守即ち藩主へあてた書面である︒幕府は︑従

来参勤交代の諸大名も特例のほかは京都を経ないで伏見

を通行することを命じ︑できるだけ朝廷との接触をさせ

ない方針であった︒従ってこの場合は︑特に前もって朝

蕊簿︲曇〃饗へ毒鬼

遮除︲．燃え一黙

風嘘・鳳蕊・偽．養！

俸醒鈎一ＰＦ分ご台

廷から所司代を経由して︑上京するように命じたのであ
る︒これをうけ
て奥村が出した
急使が︑佐用で
確堂にこのこと

ばんし他ろっさよう

発し︑播州︵兵庫県︶佐用に一ｐＨ滞留した︒これは京都

を伝えた︒

確堂は一一日

留守居から急報があって︑津山と連絡をとる必要を生じ
いつちゅうこじゆう

たからである︒︵﹃乙丑雇従日記﹄︶

に京都に着いて

鉾弐︲・虐潟閃募︲｜

さんだい

朝廷では確堂の伏見通行の節︑上京の上参内させよ×ノ

大観楼という旅

しだいさだあま﹄

己羅露蝋

しよ

として︑京都所司代松平定敬︵桑名藩主︶をして︑その旨

館に入り︑一八
日に参内した︒

︵﹃京都役所日

雄毒一翼蕊︿雪︾

蝿状奇跡わ尖沌

を津山藩京都留守居へ連絡させた︒三月七日︑所司代は
圭琴さ︽や

京都留守居奥村牧夫を呼び出して次の書付を渡した︒
松平三河守

ののみやちゆうなどん

記﹄︶伝奏月番
野宮中納一一一一口から

隠跨

前中将確堂出府︑昨今頃伏見通行之由︑然ル処御用有し
之候間︑上京可し有し之旨

図１８松平確堂の書一津山郷土館蔵

図１７松平確堂（『津111温知会誌』）

長州征伐

次の書付を渡された︒

いまだ

大樹上洛之儀毎々被一一

仰出一候処︑未発途二不し至︑年々之義実不二容易一筋二

なお堂たほうきのかみ

さいわいに

雛

御汰沙︑猶亦過日以二松平伯誉守一被二

仰遣一候折柄︑幸出府之趣被二

間食一候︒其方二は徳川家内親之儀厚相心得︑

え
いりよその唯こび
叡慮之趣徹底︑何れと９も迅速其運相付候様︑周旋尽力
可し有し之被二

は可し有し之候得共︑長防篤と鎮定一一も不し及由︑且又

かれこれか

山海を隔︑彼是物儀貫徹不し致次第も有し之欺︑昨年帰

いえもち堂さと

仰出一候事︒

えんたい

府後諸事滝滞之儀も不し少︑自然人心不和之基を開︑

藩主ｌ福島県︶のこと︑伯老昌守とは老中本庄宗秀︵宮津

むれひで

大樹とは将軍家茂のこと︑豊後守は老中阿部正外︵白河

哀襟一候間︑何分二も早々発途︑御一和之良図を被し運

藩主ｌ京都府︶のことである︒すなわち右の書付は確堂

しんさん

不し被し安二

度

して四月一一七日五半時︵午前九時︶︑供揃

いつつはんどき

都を出発し︑四月七日に江戸に帰った︒そ

参内して勅を受けた確堂は︑一九日に京

時重要な政治問題であった︒

留守居へも到来していた︒将軍の上洛は当

うにせよ︒﹂という触書が︑津山藩の江戸

速に発途もありうるから︑不都合のないよ

の上洛は今しばらく見合わせ︑時宜により

る︒丁度その三月一八日︑江戸では﹁将軍

の早期上洛を実現させようとしたものであ

の 出 府 の 機 会を と ら え て ︑ 朝 幕 間 を 周 旋 さ せ ︑ 特 に 将 軍

ぷん︾﹄のかみ

ざ油斑.詞J淑杢。

思召候者︑以二阿部豊後守一

図１９松平確堂の画一津山郷土館蔵
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そうもん

旨を奏聞し︑九月一一一日に勅許を得た︒

その頃津山藩では︑江戸表から小銃八○挺を国元へ送

えして西丸へ登城し︑御座の間で将軍に勅命の内容を伝
えた︒そのあと山里茶屋で品々の料理をいただいて七時

るため︑家来一人をつけて軍艦の船便で大坂蔵屋敷まで

しんさく

さか

を定めた︒韮云州口・石州口・上之関口・下之関口・萩口

他ざ

りたださせるとともに︑一方では第二次長州征伐の部署

幕府は大目付永井尚志らを広島に派皿狸して長州藩をと

なおのぷ

谷端一郎か根ｐ幕府へ届けた︒

や

陸路で送ることになった︒この変更を一○月一九口Ｈに昌

送る許可を幕府から得ていたが︑余儀ない都合により︑

︵午後四時︶すぎ帰った︒︵﹃江戸日記﹄・﹃留守居方日記﹄︶

第一一次長州藩においては高杉垂冒作らによって
長州征伐藩政改革が成功し︑元治一一年︵一八六
五︶一一一月にはいわゆる武備恭順を藩論として決定した︒

幕府は第一次長州征伐で長州藩が容易に服罪したか
ら︑藩主父子及び三条実美らを江戸に呼んで処分するこ
とによって雑府の権威を示そうとした︒しかし長州藩が

とあるうち︑津山藩に対しては二月一九日付で芸州口

立石孫一郎であった︒︵第三章五参照︶

っ・た︒その隊長は西々条郡一一宮村の大庄屋立石正介の甥

おい

敷代官所及び浅尾陣屋︵総社市︶に乱暴する事件が起こ

慶応二年四月一○日︑長州藩の一部の兵が突然備中倉

兵することはこれを拒む有様であった︒

でいて︑薩摩藩は出兵に応じないし︑芸州藩も領外へ出

慶応二年正月頃には薩・長両藩は提携の密約をむすん

ねられた︒︵﹃江戸日記﹄︶

りあてられた︒その後も幕府と長州藩との間で折衝が重

さしず

これに応じないので︑その罪状を挙げて︑将軍自ら進発

の中軍の第一一軍として﹁差図次第出張﹂ということを割

けい﹄やう

し征伐すると布告した︒慶応元年︵一八六五︶閏五月︑
朝廷からは﹁防長の処置は衆議をとげて言上せよ︒﹂と
の沙汰があった︒幕府は六月に芸州藩に命じて長州藩支
もとかつ

族の毛利元蕃・圭ロ川経幹に上坂の命を伝えさせたが︑病

と称してうけなかった︒八月に至り︑日を限って同じく
もとかねもとすみ
支族の毛利元周・毛利一元純及び家老の上坂を命じた︒こ
れに対して︑長州藩はわずかに家老の上坂を認めたの承
であった︒

幕府は長州藩の支族・家老らを召喚したが︑期日まで
に上坂の模様がないので︑軍を進めて罪状をただすべき

3
７

長州征伐

討ち取るようにせよ︒

と命じ︑なお既に討手を命じた岡・山藩・松山藩・庭瀬藩

津山藩から大坂表へ四月一六日に飛脚を立て︑大坂に

いる老中へ大要次の書面を送って︑幕府の内意を伺っ

の藩主の名をあげ︑さらに今回討手を命ずる新見藩・勝
ぐぷ

右のうち勝山藩主一二浦弘次から︑この件について一七

ひろつぐ

山藩・足守藩・岡田藩の藩主の名を記している︒

た︒

この度長防征伐の供奉を仰せつかり︑お指図次第早
てい

速出張すべき折りから︑去る一○日暁︑浪人体の者お

数も増し︑おいおい当国へも押し寄せて来るやの風聞

の夕同地を引き上げて宝福寺︵総社市︶へ立龍り︑人

二日に大坂表へ飛脚を立ててその後の状況を報告し︑ひ

佐久間上総以下六○名ほどを一一宮村へ出張させた︒五月

すから万端談合してもらいたいと答渉えた︒同日︑士大将

さむらい

日に使者が来たので︑とりあえず二宮村まで人数を差出

がある︒もし乱入の節は速かに討ち取る心組承である

とまず出張の人数を引きとったが油断なく警戒すると届

たてこも

よそ百人余︑備中倉敷代官所へ乱入し放火に及び︑そ

が︑万一長州征伐と期限が重なった場合は︑小藩のこ

けた︒︵﹃国元日記﹄︶

ることで︑どう心得たらよいかご内意を伺う︒お指図

だ心痛している︒征長のお供の猶予を願うのも恐れ入

したが︑残党の散乱して逃げ去った者もあるから︑なお

州表から備中へ出した人数により︑賊徒を討ち取り鎮定

五月二日に幕府から津山藩へ渡された覚書には︑芸

かずさ

ととて二手に人数を配することはむつかしく︑はなは

を下されたい︒

厳重に心得よとあった︒︵﹃江戸日記﹄︶

贈さなお

五月二四日に津︐山藩では長州征伐の一番手士大将とし

一方︑四月一四日の夜に御用番老中の井上正直から大
坂の留守居へ渡された替付が︑一七日に津山にもたらさ

た︒その行程は津側山から︑弓削︵久米郡︶・足守︵岡山

ゆげ

て佐久間上総が命ぜられ︑二七日に出発することになつ

毛利大膳の家来百四︑五十人が当月四日夜脱走し︑

市︶・矢懸︵小田郡矢掛︶・神辺︵広島県︶・尾道に泊

れた︒津山藩主にあてて︑

去る一○日︑備中倉敷代官所へ乱暴に及び︑その後近

って︑そこから船路をとって呉へ向うものである︒

くれ

やかけかんなぺ
郷を横行している趣につき︑人数を差し出して早々に

G
弼
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﹃二尾Ｌ

︒ｒ呼伊なら孟畠弔咽雪叱＃

絃あえ．︵誉

〃旬ｘＩ馬．忍くき哩浬剥寓托溌シ苓唖翼

こなかばら

これよりさき︑将軍家茂は大坂にあって病玖︑七月二

小市千原村の中庄屋︑綾部村の大庄屋︑抑入村の大庄屋な

へ押し寄せることを決定し︑夜半から行動を起こした︒

略畝別．貼

けいおう

三︑百姓一摸
いつ・言

一摸の概略と慶応一一年︵一八六六︶一一月一一四日夜︑

その鎮定東北条郡小中原村︵加茂町︶に農民百

○日に残した︒八月二○日に喪を発し︑徳川家を相続し

どでは乱暴をはたらいたが︑河辺村大庄屋では麦飯で接

人ほどが集まり︑次第に数を増し︑評議をして津山城下

た慶喜は諸般の状況から判断して︑朝廷からの休戦の沙

待したので少しも乱暴をしなかった︒ゑち承ち近村の者

かわなべ

あや・へおしいれ

汰書により富面の長州征伐の収拾をはかった︒

を大声で呼び寄せ︑出ない者があればその家へ押しかけ

一津山郷土館蔵

六月七日には藩主自ら出陣し
た︒しかし気乗りのしない出陣
であるから︑七日に弓削に止宿
しながら︑同所を出発したのは
一○日︑神辺を出発したのは二

七日というように遅々としてい

し︑一番手の人数も二一日に広島を出発して二九日に帰

国元へ連絡した︒尾道から弓削を経て七月二七日に帰着

んらなすこともなく︑七月二一日には既に帰国の方針を

各方面とも敗北した︒慶倫は広島霞で赴いたけれどもな

日︑防州の大島郡を砲撃することから始ったが︑幕軍は

征長網督は六月三日に海路広島へ向い︑戦闘は六月七

｡

着した︒︵﹃国元日記﹄︶

図２０松平慶倫の書

て出るように申し触れるので︑拒む者はなく︑次第に数

雛

た

鯉；
﹄傍︾仏

驚

蕊

図２１『国元日記Ｉ（慶応２年11月25日の条）
一 陣 産 一 一 画 ■ Ｌ ｴ ー ー ニ ー ー

他の一隊は束へ向った︒

なかのち上う４つのがしら

﹄﹄

卿

村の百姓を呼び出し︑人数およそ三︑○○○人ばかりと

なり︑中之町まで鎮定に出て来た物頭佐藤郷左衛門・を宮

そうじよう

川大橋の西詰にある東大番所まで押し返した︒

﹃津山領民騒擾見聞録﹄によれば

つい

︵前略︶群衆之れに乗して追来り︑宮川大橋の上にて

たおよ︾つや

遂に佐藤氏を包囲したり︒従者之れを制し︑︾坐に刀を

す︒偶ま門を越せし石︑佐藤氏の乗馬の平首に中りた

得たり︒群衆各石を拾ふて之を投し︑門扉を破らんと

抜て一人を燈す︒佐藤氏其間漸く関内に入ることを

た室たあた

少つようぱはな伝だらんかんあら

れば︑馬驚きて狂奔し︑佐藤氏遂に馬より落つ︒群衆

﹄﹄

緋﹂つ

大声潮罵し︑甚しきは欄干に上りて胸を露はし︑銃
しやくわん

士に向て︑此処を討て見よと一云ふに至れり︒銃士等切
歯拒腕︵下略︶

きず

ついに数人を射撃した︒︵﹃町奉行日記﹄には即死三人︑

流人一一人︒﹃改政一乱記﹄には即死四人︑重傷二人︑軽

傷五人︒﹃郷輩騒動記﹄には即死五人︑ほかに手負少々︶

みのかさか蛍

城下をめざした一隊は玉琳の関門へ押し寄せた︒竹輪

説諭にあたった古市右近・大島平造・鞍懸寅二郎らが︑

がわらの︶できかゆ

をもち菱笠を着て腰に鎌をさし︑悪口を言い︑関門へ石

願いの筋を聞き︑追廻河原︵覗河原︶で粥を給したの
ひがししんまち

おいまわ

を投げ︑あるいは役人を追い回り︑ついに関門を押し開

で一時静かになった︒追廻河原へは東大番所の関門の小
ぐり

いた︒東新町から西新町へ進承︑かねて米の買い占めを

繰をあけて通したので↑のるが︑関門外には日暮れになる

やいで

して人気の悪かった米問屋を大破した︒久米南条郡八出

ざよくりんたけやり

を増した︒二五日の朝︑河辺村から︑一隊は城下へ向い︑

Ｆ屯

摸

百姓
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ひかみにいだ陰いだ輩ち

と勝南郡日上村・新田村辺からＪも押し寄せて︑林田町辺

で米屋などに乱暴をし︑夜に入ってついに関門を押し破
うち堂ち

って内町に入った︒﹃津山領民騒擾見聞録﹄には
Ｌがい

︵前略︶門扉を開きたるに︑群衆潮の如く乱入して︑
今朝銃殺されし死骸福市叩屋の側に在りしを見て大に騒
はき

し取られた︒

た必もと

二五日の朝︑河辺村から東へ向った一摸は︑勝南郡新

田村・池ヶ原村︵以上津山市︶を経て︑篇本村︵勝央

町︶・黒坂村︵同︶辺の農民を扇動して参加させ︑英田

ゆのごう

郡倉敷村︵美作町︶へ押し寄せた︒一摸は村民をおびや

道具・衣類・金子を打ちこわしたり盗承とったり︑さらに

で大いに怒り︑再び倉敷に引き返して商家数軒を破壊し

群衆の点検をしたところ︑倉敷のものが一人もいないの

かして参加させたが︑勝南郡湯郷村︵美作町︶に至って

天井板を関門へ運んで焚きなどした︒各戸から一人ｊも出

て藩の倉へ押し寄せた︒蔵目付川井右仲らはこれに説諭

ぎ︑直ちに福市牢屋に乱入して家財を破毅し︵下略︶

ないものがあればその家へ押し入ると町々へ触れて︑町

を加えたが聞き入れないので︑ついに小銃を発して防御

た

人をかり出し︑西へ進んで材木町・伏見町・京町・堺

の威を示した︒そのため一摸の側に死傷者が出て騒ぎは

童らにかい堂ちもとうお堂らつ底いだちい蓑書ち
やすおか堂ち

いた︒藩からは榊原良之助・圭口佃幸一が一一八日に倉敷

くらめつけ

町・二階町・元魚町・二丁目・三丁目・坪井町・今町・

一層大きくなった︒やむを得ず川井らの役人は倉を捨て

ざいもく室ちふし一参ちょうき生う室ちさかい

安岡町で二十数軒を破壊し︑町々の米屋をいずれＪも少し

て脱出し︑別れ別れになって二七日夜︑津山へたどりつ

藩側の一摸への対応策は︑町奉行から度々督促しても

方面の百姓説得に出向き︑二九日朝︑川井らも倉敷へ出

さかきばら

ずつ打ち破った︒

評定が長びいて容易に決まらず︑関門内へ乱入した一撲

発した︒鎮静したので一一九日に柵原らは引き取った︒

一方︑一摸の一隊は湯郷村・位田村︵美作町︶から飯

いでんゆう

によって︑二五日夜の城下は全く無秩序のままであっ

ここのつどきものがしらもとえは堂

かすさ

岡村︵柵原町︶を経て︑川に沿うて周佐村︵同︶に出た︒

へい１ざつ

た︒漸く九シ時︵夜の一二時︶前から物頭小沢本支・漬

田平橘・佐藤郷左衛門︑説得方大島平蔵・鞍懸寅一一郎トロ

また一隊は同郡中山村︵美作町︶・上間村︵柵原町︶を

なかや堂うわ堂

が出動した︒町人の一摸参加者は状勢を知って早く逃げ

経て百々村︵同︶に出て周佐村へ向う途中︑周佐村から

どうどう

てしまい︑明け方になっても残っていた百姓が幾人も召
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来る一摸と出会って再び百々村へ引き

返した︒それぞれ途上で米屋を破域し

大庄屋などで飽食した︒二六日未明︑

津山城下戒厳の情報が伝わって解散し
た︒

一一月二六日には一宮・横野方面の

百姓が騒ぎ︑物頭小沢本支が出張して

一旦鎮まった︒その後また騒いだの

で︑二九日に古市右近・鞍懸寅二郎が

説得のために︑物頭細川唯右術門は鎮

ぱぱ

定のために出張したが同日引き取っ
た︒

その頃西々条郡方面では︑馬場村・
つかだに

堂かべかがみなか

塚谷村辺の百姓およそ五○○人ばかり
たけだ

が真加部村まで︑香々美中村辺の百姓

たのむら

も竹田村︵以上鏡野町︶まで出たが︑

大庄屋に諭されて引き取った︒川邑村

でも一摸の計画があったが︑大庄屋に

よって収拾された︒この方面へは物頭

漬田平橘が出役した︒

4２

こみはち表んぐう

ど字つ一て

大庭郡古見村︵久世町︶の百姓は同村の八幡宮に集つ
て強訴と唱え︑近村を誘って次第に人数を増し︑一一六日

五時︵午後八時︶頃に久世村に進出した︒町家をｘノちこ

わし︑藩の蔵へも乱暴を加えた︒さらに進んで久米北条郡

っぽいつるさか

げんぱ

の坪井駅︵久米町︶西の鶴坂へ集って容易ならぬ騒動であ
るとの情報があった︒一一八日朝︑物頭黒田玄蕃︑午後︑

物頭小沢本支が出発した︒また別に近村の百姓を説得す
ぷち

るために村上淡治郎・田淵寅夫・岩田真五左術門が山山役
を命ぜられて出立した︒

みそか

まかりいで

得の内容ほ﹃国元日記﹄一一月晦日︵一一一○日︶の項に次

このたび

の如くある︒

︵委細︶

此度多人数あつまｈソ︑此所へ罷出候ハ何等の事より

こうむみょうが

事おこり候訳いさゐハ不し存候得と句も︑なんと年久しく

これ寵で

御上様之御かうおんを蒙胸ソ居候ハ冥加至極難し有事と

く〃︑

くらしたし

可レ存処︑かくそ高ノどう致し候ハ是迄の御高おんをわ

︵ず︶

すれ候義二富り可し．甲︑めい︐くＩあんのん二暮度と存

候へは︑よく心をしつめ︑我身をかへｈソ承︑親孝行を

︵ず︶もったいよく

第一といたし︑妻子をはぎ﹂くゑ候心かけ無し之てハ︑

辛診つ︒こ４つ

たちゆき

天理二ほつれ勿体なき事と能︑〃Ｉ︑︑勘弁いたし可シ申︒

尤当年がらの義今日立行かね候Ｊものハ︑かならず御

その後鶴坂辺へ多数集っているという注進があり︑鞍
懸寅二郎・榊原良之助・吉田幸一は説得のため一一月三

すぐひ被し下候間︑いかにＪも安堵いたし早々引取候様

あんど

○日に出役を命ぜられて直ちに出立した︒それに続いて

可レ致候︒もし御趣意の趣いはゐ一一およひ候もの有し之

おおみＬなの

同日︑家老代年寄大熊近江︑年寄海老原極人︵信濃︶以

候ハ︲坐急度存より可し有し之事︒

おおばんがしら

十一月

きっと

下大目付・大番頭・物頭など陣容を整瑳えて出発した︒
みやおなかすか

信濃︵海老原︶

右の面々が久米北条郡宮尾村中須賀︵久米町︶まで進出
したところ︑坪井駅へ出張していた鞍懸ほか両人から︑

近江︵大熊︶

なかきた

一方︑久米北条郡中北村︵久米町︶まで進出し・た一摸

救済するというのが基本であった︒

要するところ︑藩主の恩を説いて︑困窮している者は

しばらく入り込むのを見合せるようにとの連絡があっ
て︑ひとまずその夜は中須賀に陣を取った︒
藩の一摸に対する態度は最終的には武力鎮圧の方針で
あったが︑できるだけ説得につとめるにあった︒その説
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摸は中庄屋久山直助の説得と接待がおもに効を奏し︑一二

ならびに

って一撲に関する注進が相ついだ︒正月一六日︑物頭小

沢本支は﹁一番備附属の役々井組之者﹂を︑物頭黒田

玄蕃は﹁御預ヶ之組五十人﹂を召しつれて小豆島へ向か

みうちこうずけとき

った︒強訴の説得に榊原良之助を命ずることが内定した

一月一日には一同解散して帰村した︒

姓倉敷村に近い海内領︵上野沼田ｌ群馬県ｌの土岐家の

かもだにゆきしげ

成候儀御断之事

一︑以後御出馬有し之候辻︿︑若党鎗持二百姓ヲ御連被し

やりもちつれ

附り︑関門入用御断之事

ことわり

一︑富寅御年貢御引下ヶ之事

とうとら

つけたばね
附り︑御伽俵直シ人足御差留之事

一︑御領内村々総百姓中奉二嘆願一候其意趣者
おくらおさめ陰かりきり
一︑御年貢御蔵納一二斗五升計切之鞭

そのは

乍レ恐以二書附一奉二歎願一候事

おそれながら

の如くである︒

事後処置︵加茂町︶の直圭ロが出した嘆願書は次

なおきち

嘆願書と加茂谷強訴の発起人東北条郡行重村

日記﹄・﹃郡代日記﹄︶

た︒下旬に至って大体鎮静したので引き取った︒会国元

六日には説得方として田淵寅夫・今泉南八が派遣され

かんがゑて郡代が極力反対してとり止めになった︒同一

が︑さきに美作国の強訴説得にあたり後害を醸した点に

百領地で︑英田郡海内村ｌ美作町Ｉに陣屋があった︒︶で
も百姓が騒いだので︑同所の役人から鎮静方を津山藩に

頼んで来た︒そのため二月二九日に物頭竹内要左術門
たじ室いくの

を派遣したが︑鎮静したので一一一月一日に引き取った︒

但馬生野代官支配所たる勝北郡の村々も騒いだので︑
同所の役人の依頼によって一二月九日に物頭小沢本支を
出張させたが︑一二日に鎮静に及んだので引き取った︒
あずかりしよ

なかだにさんちゆう

また津山藩の預所︵管理・を一委任されている幕府領︶

たる西々条郡中谷村︵鏡野町︶・大庭郡山中辺︵真庭
郡︶へも物頭をそれぞれ派遣して鎮静にあたらせた︒
︵﹃国元日記﹄・﹃町奉行日記﹂・﹃改政一乱記﹄・﹃郷雅騒動
記﹄・﹃津山領民騒擾見聞録﹄︶

一二月一七日︑津山藩京都留守居の奥村牧夫から︑京

てん淡つ

都表御用番板倉勝静と所司代松平容保へ︑百姓の強訴の
顛末の届け書を差し出した︒その報坐画が津山へ到着した
しようどし室

一一一月一一九日︑小豆島の領分村々百姓どもが騒ぎかけた

という届けが郡代細川唯右衛門からあり︑翌年正月に入

4
４

第一章明治維新と津山藩

一︑当寅献納金難渋人之分年延之事

ふじ種ざ

私は今回強訴の発起人である︒菅田初は単に扶食︵食

糧︶のご救助を嘆願しようと思いたち︑村を出発した

けみけごめん

一︑御検見之節壱合以下之毛御免之事

のに︑途中追々多人数になり︑ついにこのような乱暴

ほっとう

を働き︑意外な大事になったことはまことに恐れ入り

奉る︒なにとぞ私一人を強訴発頭の罪に問われ︑一時

ばかり

作州御領分市や計江

村を︑分ヶ

右割付方

米壱万三千百五拾俵

内訳

一︑御手当米弐万三千百五拾俵

一︑御年貢米一二斗五升計切之事

はかりグ．き︑〃

一︑御蔵二而直し婆相止︑以前之通百姓手直し之事

てなおぱぱ

共涯左之通被し下二相成︒

今般百姓共嘆願二付御蔵御仕法替相成︑且又難渋人

し催うがえ堂た

一二月一日の﹃国元日記﹄には次の如く記している︒

ごうあずろうごく

こうむ

一︑近来新規之御運上御免之事

心得違いの者は寛典︵寛大なおきて︶を蒙胴ソ︑一般窮民

●↓へ一﹄

一︑諸役人依枯之沙汰御吟味之事

はしのぎかたのつくようお取り計いを懇願し奉る︒

附り︑御登米之外津留之事

一︑御蔵米似セ俵川下ケ御吟味之事

︵ママ︶

右拾壱ケ条之趣御取調へ之上︑格別之御仁智を以御許

と述べた︒そこで一旦郷預けとな胸ソ︑ついで牢獄に投ぜ

ばくだい

容被レ篤二成下一候ハ上莫大之御慈悲︑百姓一同難し有

られた︒今津山領民騒擾見聞録﹂︶

百姓総代直吉印

東北条郡行重村西分

仕合二奉レ存候︒此段宜敷様被二仰上一可し被し下候︒以

しあわせよろしきよう
上︒

ひのえとら

慶応一一丙寅十一月日
津山御役所

右の要求は年貢軽減が主なものであるが︑戦時に百姓
を雑卒としてつれてゆくことに反対している点が注目さ
れる︒

直吉は二六日朝︑津山に留ってこの嘆願書をしたた
やつ

め︑提出の手続をしたのち︑八半時︵午后一二時︶ごろ組
合一人を同伴して郡代所へ自首し︑
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摸

百姓

くだされ

り︑さらに﹁三百俵増被レ下﹂を郡代から要望したが︑

郡代かトロの要望で﹁千俵被レ下︑千俵御貸付﹂が決斗謀

四歩人別割

それでは高割において島方の割合が美作国よりよくな

四歩高割

弐歩難渋人見付割

言うのに対し︑郡代は﹁今般は高二拘り候儀二無し之︑

かかわ

って︑美作国への稗きがよくないと大目付朝倉右門が

右割付方

人別二懸り候儀二付︑当国江響候儀は無し之︒﹂と主張

米壱万俵御領分中不し残江

軒別割

し︑評議の決定を促した︒評議は容易に決しないまま︑

時に米の質や賊の検査について︑﹁直し婆﹂と呼ばれる

する︒大豆・米とも同様︒舎郷兼騒動記﹄︶年貢納入の

かり︑その余は山計りにしていたのを一二斗五升の切研と

蔵の仕法替については︑蔵米はこれまで三斗三升をは

及びそ嵩ノなので︑とりあえず土庄村にあった九○○俵

の審状によれば︑現地では六ケ条の要求を出して暴動に

出発させた︒それと入れちがいに一三日に着いた島から

う旨を含めて︑二日に代官小林喜多右衛門を小豆島へ

き入れなければ︑話をひきのばして早速人数を送るとい

右の範囲内で島方に理解させるべくつとめ︑それでも聞

かか

人別割

ものが俵直しにあたっていたのを廃止する︒手当米のう

きり堂す

ち一万俵は領分全体に配分したので︑小豆島もふくまれ

を与えて納得させようとしたが聞き入れないということ

であった︒六ケ条要求の中心点は一割増米免除︵備中倉

とのしよう

ることになる︒﹃郡代日記﹄一二月一五日の項に
郷中被レ下御手当米壱万俵之内五百七拾俵︑小豆島

敷役所支配すなわち天領の時より年貢が一割増して︑六

かけあいかた

易に治まらないので︑代官は六ケ条を聞き届けると達し

であった︒一六日着の飛脚便によれば︑強訴は強勢で容

れは美作国内への影響が羊のって︑落としては呑めない点

の

公四民になっているのをもとへ戻すこと︶にあるが︑こ

へ配分之分︑中川筋積下通船方︑岡山表へ懸合方︑交
通下案を以伺済︒
あさひがわ

とあるから︑五七○俵は一二月下旬頃旭川を下して小一塁
島へ送られたものと推定される︒

小豆島については︑慶応三年正月に救済対策として︑
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米北条郡の坪井村の百姓に若干の手当を与えた︒含郷誰

きゅう

かし一割増米免除の件は︑代官から再三意見具申があつ

出馬に↑のたり﹁若黛鎗持﹂に百姓を連れて行かないよう

一摸の要求は全部容れられたわけではなく︑特に藩主

ぎ尖

たということであった︒かくて既述の如く一六ｐＨに急
騒動記﹄︶

たが︑藩としてはそのまま容れることはできなかった︒

にとの要求に対しては︑藩からなんらの意志表示もなさ

い

遮物頭・説得方らの派遣し﹄なり一応強訴は鎮定した︒し

粁予曲折を経て︑﹁一旦達したことを達し替えるのは︑よ

れなかった︒郷中間として百姓を徴することは以前か

ごうちゆうげん

わかとうやりもち

くないので︑六ケ条嘆願は心得違いであったとして願い

らあり︑文久二年には摂州の台場築造の夫役に百姓を用

い

下げさせ︑一割増米はこれまで通り上納させ︑その分だ

いたし︑二度にわたる長州征伐にあたってもかなりの百

うよきよくせつ

けは手当米を

ついたら

姓が徴せられたと推定される︒一撲側からこのような要

⁝︾

求を出した例は他国にも見られた︒

献納金については慶応一一一年︵一八六七︶一一月朔日の
﹃郡代日記﹄に

あや・へどうどう
一︑行重村西分・背山分・中原村・綾辺村西分・百々

やしろしもつがわ

あった︒会郡

どうだん

村下原分・八代分・下津川村献金御免願御聞済

一︑公郷一二ケ村・桑原村・原口村調達金右同断

くどう

代日記﹄︶

津山藩領以

一︑小中原村・公郷村上分調達金月延願右同断

とあって︑難渋人の分は年延べにせよとの要求が大体容

れられたことになる︒それ以外の村については慶応二年

分の献金は引き続いて行われた︒たとえば﹃郡代日記﹄

慶応三年二月八日の記事に

4７

一与える︒﹂と

う 曲 胡 ９ に Ｆ 一 品 ▲ 呉 晶 坐 ▲ 品

蝋聯綴柵一電＃胤一︾︾撫継︾

一蚕姦塀膿戯雄側呼懲う〃迩落驚需！．

『郷輩騒動記』 一津山'１

たなべかまえ

一︑右同断構調達金六拾九両差出︑右同断

摸一︑田辺椎献金残Ⅳ／之分金六拾弐両差出︑大目付へ出

姓また二月二一日に
百一︑二宮構献金左之通相納︑大目付へ出
一︑金五百拾九両一一一歩一一一朱

内六両二宮村斉治今般新献之分
一︑香々美構右同断
一︑金百五拾三両壱歩

外金五両今般別段献納之分
とあるごときがそれである︒

わきざしごめんせがれだい鵬でかみしもかどまつ

ちょうもく

脇差御免︑伴代迄上下御免︑一代門松御免︑扇子一○

本入一箱︑鳥目一貫五○○文などで︑実質的内容の乏し

い賞を濫発したものである︒

献金は町方においても行われ︑その額に応じて賞に差

みようじ

等があった︒慶応二年一二月一八日には町方五○余人に
おあいじるし

賞が函申し渡され︑六○○両の献金に対し﹁梓帯刀︑苗字

御合印御免︑札元格︒孫代札元格﹂とあり︑一一○両差し

出したのには﹁伴代門松御免﹂とある︒

寺社関係については慶応三年二月一○日に金子献納の

一本を与えたのを最高に︑その他一一百数十の寺院・神

かん

功を賞して︑地蔵院に掛物一幅︑大杉原一束︑中啓︵扇︶

また去る丑歳即ち慶応元年︵一八六五︶分の農村の献

主・神人に小杉原一束︑とか︑鼻紙一束とかを与えてこれ

うしどし

金に対し︑慶応三年正月二七日︑二八日︑二九日にわた

を賞した︒

両所即ち家老と年寄へ郡代から報告することになってい

害の手当について︑一二月一八日に次のような取り計ら

慶応二年一一月二五日の一撲に際して市中のうけた被

ぬしじんにん

って数百人に賞を与えた︒このような場合には御用番の

たが︑あまり数が多くて容易に届書もしたためにくいの

いがなされた︒

小破損につき鳥目一五貫文つ上七人
少々破損につき同五貫文つ上一八人

ちようもく

大破損につき米二俵つ上二九人
中破損につき米一俵つ上一八人

で︑一帳をしたためて大目付へ差出すようにしたいと郡

代から申し述べた︒これについて二月朔日に大目付か
ら︑御用番へは大意を申上げるだけでよいとの沙汰があ
った︒八月五日にも数百人に同じく慶応元年分の献金に
いちだいかざりこ

ついて賞が与えられた︒それトリの賞の内容は一代限小

4
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一摸に関して役人の処分が行われた︒慶応二年一二月

︾︵︾Ｃ

品物少々奪い取られたにつき同一貫文つ上三○人

一五日︑郡代遠藤浦右衛門︑郡代添役代官兼世市中村覚兵

品物を奪い取られたにつき同三貫文つ上一六人

そのほか郷中においても一摸による損害を届け出たもの

月二八日︑倉敷蔵目付川井右仲は役儀を免ぜられ︑同じ
さひか
倉敷蔵の役人一二人とともに差し控え︵謹慎︶を命ぜられ

けんたい

については藩から若干の補償を与えた︒一宮神主が門戸

衛が役を免ぜられたが︑遠藤の産物御用︑中村の甲州流
しやくかかり
師役御備懸はこれ今まで通り勤めることになった︒一二

を打ち破られたのに対し﹁銀札百目﹂を与えられたのは

慶応二年一二月二九日に行われた恒例の賞のうち︑直

た︒これは無断で職場を放棄した責任を問われたもので

その一例である︒

接強訴関係で賞せられた町人二三人︑その他長年の出精

ある︒その他に９も代官・作目付の交替があった︒︵﹃国元

L
一
一
壱
一
綴
＝
戸
涛
〆

更に伴うもので︑栄進を意味するものではない︒ただ注

から︑ともに鉄砲頭を仰せつけられた︒これは名目の変

ら︑黒田玄蕃は長柄奉行から︑竹内要左術門は先手弓頭

慶応二年一二月一八日に行われ︑小沢本支は持筒頭か

軍制改革︵第二章二参照︶にともなう人事異動の一部が

一摸の論功行賞とは一応別であるが︑さきに行われた

さくめつけ

について質せられた町人は二○余人に及んだ︒後者につ

一

図２４百姓一摸の補俊
一津山市一宮中島寿氏蔵

日記﹄・一・郷輩騒動記﹄︶

凝息患轟溌１も零泉

細部通

；
為灘拠浦側

誇燕泰霞F奉季詞専群.､謡豆

いては間接に強訴にあたり藩に協力したことが推定され

買儲骸謬紳胴念嫡ユヱ

偽湖〆灸野禽

２今ノ今唖蜘邑︑金物盈理雰奨糠吻Ｋ

；；

＃

傘プチ打Ｍ１織物蕊瓢欝傘識︾蕊哩

目されるのは︑一摸の鎮撫にあたり宮川大橋で失態のあ

った佐藤郷左術門が︑この改革の都合にことよせて役儀

を免ぜられたことである︒

一摸の鎮定に功のあった者の登用については︑一二月

4９

︑口Ⅶ︲一Ｎ夙目Ｈ■︲Ｐ停部・け岡離ＪＦ卜ｆ亙奄︲ｉ１．５ｈ口︲２

Ｉ

Ｌよしき
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近年諸色
高価になり︑

寅年︵慶応

お︲こみちつきよ

図２５−撲主謀者の「口香」一東京都矢吹信夫氏蔵

じかた

一を︑吉佃幸一が代官と郡代添役兼帯を命ぜられた︒︵﹃国

殊に米価が

たかね

姓元日記﹄︶

格外に高く

撲一五日に細川唯右術門が郡代と地方訓馴受・寺社取次兼帯

百鞍懸寅次郎が国産懸助︵次席︶・運上奉行受持・を命ぜ

難渋してい

村方の処置については︑一一一月一一九日に大庭郡目木椛

二年︶は稀

すけ

られたのは翌慶応一一一年七月一日のことで︑直接一摸に関

た折から︑

大庄屋は﹁構村内小前之もの共江対︑取計方心得述之義

な大風で連

とやり

するものとは断定できない︒︵﹃郡代日記﹄︶

Ｊも有し之趣相聞︑役柄不似合不時之事二候︒﹂という理

作︵凶作︶

めきか虫え

由で役儀を免ぜられ追込︵百姓町人の避居︶・を命ぜられ

に︒なり︑い

なかきた

い

た◎代って久米北条郡中北村中庄屋久山直助はロロ木構大

ずれ相当な

あいきこえやくがらふらち

庄屋補欠を仰せつけられた︒さらに翌三○日︑目木村中

お勘弁を仰

とりはなち

おぽふじき

も同意したので︑今夕出発ときめ︑当村から騒ぎ立て

てごわくいかがや

している﹁御年貢生け桝井直し婆々等之義︑御廃止
くちがき

養子となり︑別家して仁木直圭口郎といい︑高一○石ほど

ば︑

相成候様手強申立候ては如何哉﹂と相談した︒いずれ

源吉らを集めて︑救米を歎願し︑かつ近来一同が難漉
い叢す

ところから︑二月二四日朝自宅へ︑兵吉・美代蔵・

おりで︑皆済は覚つかなく扶食にも差し支瑳え難渋する

せつけられるものと思っていたところ︑年貢は定めど

さく

庄屋ｊも大庄屋と同様の理由で﹁役義取放追込﹂に処せ
られた︒︵﹃国元日記﹂︶

主謀者らの一摸の中心となった直吉は﹃改政一乱
ゆきしげにき

処分記﹄によれば︑勝南郡岡村︵勝央町︶

匙

の百姓である︒自首したのちの口書︵供述書︶によれ

たか

下山四郎兵衛の次男で︑東北条郡行重村仁木藤右衛門の

Ｐ■
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かけたようになっては後日の恐れもあり︑また村方の

心得の処︑何れも過酒仕前後忘却致︑所々乱妨におょ

になっていて︑どうに９℃しかたがなかった︒﹁夫より

そぶ

もの一統が同意することもはかりがたいので︑横野か

ひ候次第︑私心得違の処より右の始末に立至り︑先非

あらさか

ら催して荒坂︵津山市上横野奥谷と加茂町圭月山との境︶

後悔仕候に付︑﹂一一六日誰八時︵午后二時︶頃お役所

やつどき

を越えてまかり出たように見せかけ︑村方のものども

へ自訴した︒

ならい

を誘い引出すようなふりあいに取りはからうことを申

とある︒同じ行重村西分の兵圭ロ・美代蔵︑同郡楢井村青

患す

しふくめた︒日が暮れてから騒がしくなったので出か

山分︵加茂町︶の源吉の口書も大体同じである︒

みむらはらかた

見村原方の平蔵事平六の口書によれば

とんじゃく

で︑その段度々庄屋へ歎願したが︑綿作ほ勝手作りで

くれるように︑村内難渋人どもから私へ毎々申出るの

し︑年貢皆済もおぼつかないので︑手当筋を歎願して

年は稀な凶作で︑中にも綿作は皆無同様で︑一同難渋

である︒近年打ち続き米穀その他諸色高値になり︑寅

しきり

私は高一一一石余所持し︑家内六人暮しで︑村方惣代

むらかたそうだい

西から津山に向った一楼の主領と目せ・られた大庭郡古

﹄﹄

け︑小中原村へ行って見たところ︑角屋・桝屋で乱暴
をしているので︑手荒なことをしないように高声で甲
なだ

し宥めているところへ酒を出したので一同酔つばら
たつちゅう

い︑両家を出てから︑中原村通りと塔中村通りの一一組
くわばらしもつがわ

よしみくさかぺならのむら

に別れ︑私は塔中村から桑原村・下津川村︵以上加茂
町︶・圭口見村・綾部村・草加部村・楢村・野村・押入

とどこお

村・河辺村とまかり出て︑道々所々で飲食した︒河辺

村を出かけたところ︑先頭が少し滞ったので︑どう
したことかと思ったが︑その時は詳しいことはわから
なかった︒あとで聞けば同所へお役人が出張して説得

る︒それから東新町角屋︑西新町北岡屋へ多人数入り

持参して歎願すれば︑格別のご評議にもなるかと思い

れない︒一同が申し合わせ歎願書を認め︑じきじ鐸唇に

したた

あるから歎願はむつかしいなどと一一一一画い︑頓着してく

こ承乱暴したので︑取り押さえたく思ったが︑なにぶ

つき︑折をもって一同申し合せたいと思っていた折か

されたが承服せず︑押してお城下へまかり出た由であ

ん多人数︑ことのほかいずれも大酒をのんで狂気の体

5１

摸
百姓

主となって函申し談じているところへ︑山方組頭・原

た︒もはや両村の者多人数が来ていて︑伝右術門らが

に行って︑晩七ッ時︵午后四時︶頃から右の氏神へ行っ

から早々に来るよ×ノにと連絡をうけたが︑山へ薪樵り

り︑話し合った︒二七日朝︑村方一同氏神へ寄り合う

ら︑一一月一一一一日︑古見村山方の伝右衛門が通りかか

いて手当米なども下し置かれるので︑恐れ入り慎んで

た︒坪井御代官・当御役人が出張され︑厚く利害を説

北上村へ行き︑同所で久山直助の世話になって滞留し

暴を働いた者もあった︒私は同所へは立ち寄らずに中

木村の方へ押し立てて行き︑同村の中庄屋その他で乱

するわけにもゆかず︑言語道断であった︒それから目

られ平気のものは一人もなく︑狂気同様で︑指図など

々を打ち砕き終ったところであった︒所々で酒を給せ

や堂がた

方組頭が来て︑当節多人数がこのような場所へ集って

一二月朔日に一同帰村した︒
堂か

くみがＬら

嘆きこ

相談などするのは宜しき︑ないから︑願の儀があれば両

古見村山方の伝右衛門は高六石余︑家内六人暮し︑寅

よる

人が取次ぎ進わすから早々に引き取るように言い聞か

年には﹁村方御年貢納通持受負﹂で日々﹁久世御蔵へ罷

ついたち

せたが︑多人数のことゆえ用いなかった︒津山へ罷腕ソ

越居候﹂ものであった︒その口書は平六と大体同じであ

くせ

出るのは恐れ入ることであるかトロ︑久世そのほかで穀

る︒

物川下しをして諸人を苦しめた者を打ちくだくよう指
しお

図をし︑平松村の宝来屋は質その他のことで難渋人へ

東北条郡楢井村青山分の某の口書の一部を引用すれば

のみあいていわき蓑え

はいだ聖ちなめん

よくないので︑村内の兼吉に交渉をするよう申し聞か

廿五日暮六時過御城下江罷越︑林田町中程南側名面

不し存酒屋にて酒・を呑︑大に酷町仕︑前後の無し鉾︑

したた

せておいて帰宅した︒伝右衛門・紋次郎︑医師良輔ら
と相談して歎願書を認めた︒歎願書をｊ９って久世へ出

其節名而不レ存堺町小坂屋平八店先江ｐ叩く取散有し之

さかいまち

かけて︑様子を聞いたところ︑宝来屋は小作米及び質

候内︑地白小紋手拭地四尋︑剛木綿六尺盗取︵下略︶

ひろさらしもめん

のことは如何様に９もすると答えた由なので︑同家は打

そのほか多くの金品を盗んで京町まで帰ったところを召

いかよう

ち砕かず︑一同賄に預かった×ノえ久世村へ押し出し

し捕られた︒

主かない

た︒その頃までには近村から多人数が久世村に来て所

Ef2
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里四方井に構払いに︑大庭郡一二崎河原村︵久世町︶の

かまえばらみさきがわら

以上は本人の申し立てを役人が記したもので︑必ずし

一名は首領に準じ乱暴Ｊもしたかどで剣の上領分追放と

は軍夫役を忌避するＪもの︑助郷の減免を要求するものが

すけどう

租負担の軽減︑救米の要求が多い︒農兵に反対し︑或

すくい童い

物価騰貴によるものが最も多く︑従って要求としては貢

件を数える︒慶応二年の一摸をふると︑米価を主とする

約二六件である︒そのうち慶応二年は特に多く︑一○六

八六七︶までに一一一九六件を数えることができる︒年平均

意味永六年︵一八五一一一︶から慶応一一一年︵一

改政一摸の幕末における全国の百姓一摸の数は嘉

元日記﹄︶

て永牢になっていた小豆島の者六名は釈放された︒︵﹃国

によって前記の永牢の六名及び同じく一摸の主謀者とし

更始による大赦と︑天皇元服による大赦が重なｈソ︑特赦

たいしゃ

翌慶応四年︵一八六八︶二月一七日には王政復古天下

陰なきり

も一撲の真相とは言えないが︑これらの口書を添えて郡

なった︒それ以外については吟味をしたが処分の対象と

うかがいしよふせん

代から処分の伺書を出した︒これに付葵として年寄

はしなかった︒︵﹃口書井に申渡伺書﹄︶

図２６−撲主謀者の申渡伺書一矢吹信夫氏蔵

海老原極人の意見が出され︑郡代が再考して再応の伺書
を出したものもある︒慶応三年︵一八六七︶一二月一一
日に伺い済参となり︑同二四日に処分が行われた︒それ

、

によると直吉・兵吉・美代蔵・源吉・平六・伝右衛門は
えいろう

主謀者として

永牢に︑青山
分の某と西北
条郡小原村の
一名は多く盗

たた会

承をしたかど

で一○○敵
の上領分追放

かわきき

に︑東南条郡
の河崎村の一
うⅧゆうばら

名と瓜生原村

ご・つそ

これにつづいている︒一摸の形態としては︑明確に分類

しにくいが︑﹁不隠﹂・﹁打ちこわし﹂・﹁強訴﹂が多く

論

の二名は五○
敵の上城下一

■エー凹凸二当一堂
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図２７『改政一乱記』−津山郷土館蔵

流布したが︑慶応四年辰正日狸に勝南郡中尾村︵美作町︶

ている点は注目される︒この書は津山以東に写本として

ただ﹁改政﹂という語が﹃改政一乱記﹄の題名となっ

賞罰に当を得ないことが多く︑その上︑﹁種々の新法を

老以下の﹁俵好邪智の輩﹂が︑私欲に迷い︑国政を乱し︑

鞍懸のような表襲の侍を︑学者の智者のともてはやす家

の事﹂と題し︑鞍懸が井汲唯一を逮捕する経緯を叙し︑
胞いかんじやち

国政恵三郎の写した五巻本が津山郷土館に伝わり︑﹃作

取立︑万民の苦玖を不し顧﹂肝要の武芸を怠り︑こうし

たつ

州百姓一摸叢書﹄にも一巻の一部と二・三・四巻を収録

たことが井汲を自殺に追い込承︑このような勇士を失う

い︐きさつ

巻一は﹁百姓騒動根一元の事︑付たｈソ︑鞍懸虎次郎隠謀

Ｈ沙碓Ⅸ製働げ宮●㎡

驚

つけ

吋
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しゆうそ

摸て鉾溌れぞれ一一○件を越えている︒そのほか﹁愁訴﹂・
そ︒ついレト心マフ

一﹁越訴﹂・﹁蜂起﹂と承なされるｑものもある︒この慶応
姓一一年には一摸とまではゆかない都市騒擾一一一五件︑村方

百騒動四四件も数えられ︑これまた幕末では最高となって
いる︒︵﹃百姓一摸綜合年表﹄︶

慶応二年は凶作や米価騰世のあったことは事実である
が︑政治的には第二次長州征伐に失敗して幕府の無力が
天下にさらけ出された年でもあった︒こうした状勢に乗
じて全国的に幕藩体制へのゆさぶりがかけられたもので
ある︒個々の一摸をとって承ると討蕪とか革命を叫んだ
ものはなく︑全国的に組織されたものとも断じがたい︒
津山藩の場合にも﹁改政一摸﹂と呼び︑﹁世直し一摸﹂
であるとする説もあるが︑藩に対する要求事項の中に革

種１
審

している︒

命的なものを見出だすことはできない︒

−

第一章明治維新と津山藩

るまでを記している︒巻二は河辺村で二手に分れた一撲

べ︑仁木直吉郎︵直吉︶を中心とする一摸が河辺村へ至

あたり適切な処置を構じないで一摸を引き起こしたと述

て﹁俵縛の謹者﹂を愛する政治のため︑古今稀な凶作に

う条項が特に最後に廻されている点などが注目される︒

有し之候ても若党鎗持に百姓を御連候義御断の事﹂とい

領民騒擾見聞録﹄のそれより整理されて﹁以後御出馬

点︑直吉の歎願害の書き方が︑矢吹正則の書いた﹃津山

から作者は井汲門下の士と連絡が密であったと見られる

ねいぺんざんＬやまれ

の動きをくわしく叙している︒巻三は直吉郎の自首と英

しく述べている︒この中にある歎願書も︑六か条をあげ

済的な面に限られている︒巻五は小豆島一摸について詳

面の一摸とその歎願書を記している︒これらの要求は経

に大庭郡奥組︵上組︶九ヶ村すなわち︑いわゆる山中方

経過を叙し︑目木構・河内構からの歎願塞冨を記し︑さら

となどを記している︒巻四は古見村から起こった一摸の

門がそれぞれ百姓の要求を携えて津山役所へ急行するこ

長兵衛︑圭口野郡田殿村広山分︵美作町︶の牧野五郎右衛

田郡・吉野郡の状況を記し︑英田郡海内村の大庄屋田市〒

から起こってきた点や︑勝山藩その他にも起こった点か

のあるものであったことは︑津山藩領内で同時に各方面

の一摸がただ自然発生的なものではなく︑かなり計画性

の実現を計画するまでには至っていなかった︒しかしこ

軽減による善政の実現にあって︑討幕による新しい社会

づけたものである︒改政の意味するところは農民の負担

の意義を高く評価し︑これをもって改政一摸として位置

が︑現状に不満を持ち︑その打開を望む作者がこの一摸

体が当時﹁改政一摸﹂と称せられたとは考えられない

﹁改政﹂という語が表題にあることだけで︑この一摸全

みうち

て︑さきの備中倉敷役所支配の時の仕法に戻すことを要

ら考えられる︒それとともに︑農民の忍耐が既に限界に

たどの

求する経済的なものである︒主謀者ら一○○余人が召し

達しており︑一摸の起こり得る社会的経済的要因が各地

こつつ・一つ

捕られ︑そのうち六人が津山表へ引立てられ︑﹁吟味な

に承なぎっていたことが︑このような大規模な一摸を起

さんちゅう

しに二月六日入牢仰被レ付ける︒﹂で終っている︒叙述

こさせた原因であったといえよう︒

第二次長州征伐に出陣するのをためらう藩の多かった

に正確を欠く点もあるが︑単なる民間人としては得難い
と思われる史料も含まれる点︑井汲を特に愛惜すること

語

王政復古・百姓一換

ことは︑幕府の方針に反対するという政治的見解による
ものだけではなく︑各蕪内の民衆の動向に不安を感じて

ることは極力避けねばならず︑その鞭情を知っている一

の起こった藩もあった︒蕪としては一楼を武力で弾圧す

いる藩もあり︑津山藩のように長州征伐後間もなく一摸

における外国船砲撃によって︑通商条約勅許の要望︑下

たが︑外国側の反対はその実現を許さぬばかりか︑下関

処理て︑朝廷側の撰爽の要望をかわしてき

外交問題の幕府は検浜鎖港の成功を期すると称し

四︑王政復古

撲側が強引な方法で要求貫徹をはかることができた︒結

関償金の支払いなどの難問を出されて窮地に陥った︒さ

いたことによるのは否定できない︒既に一摸の起こって

果的に承れば津山藩の支配力に動揺を与えたことは事実

らには償金支払い延期の代償としては兵庫の先期開港

しものせき

で︑藩内の勢力分野に何程かの影緋があったものと思わ

五○○石︑細川唯右衛門は小従人組︑高五○石であり︑

ると︑たとえば古市右近は荻野流師役︑格式大目付︑高

百姓一撲の鎮定または説得に活躍した藩士について承

に条約勅許を得た︒しかし兵庫の開港は許可されなかっ

期開港の避け得ない実情を強く訴え︑ついに一○月五日

︵一八六五︶一○月︑朝廷に対して条約勅許と兵庫の先

府は容易ならぬ事態に追い詰められた︒幕府は慶応元年

︵開港の予定を早める︶と税率の軽減を要求されて︑幕

その他格式も禄高も様々であった︒そして彼等は︑その

たので︑さらに外国との交渉を重ね︑下関償金の軽減要

れる︒

後藩内で地歩を占め︑特に小沢本支・鞍懸寅治郎は維新

求は放棄し︑翌慶応二年五月に至って税率改訂の条約に

いえｊＵら

にあたり︑権大参事として重きをなすようになる︒

調印した︒

第一一回長州征伐中に大坂で病没した家茂の後継者とし
よしのぷたいせいぼんかい
て第一五代将軍となった慶喜は︑幕府の碩勢を挽回すべ

く人材を登用し︑職制の改革︑陸海軍の改革を行った︒

前
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そして︑慶応二年一二月二五日の孝明天皇急逝を機とし
て︑慶応三年正月一一三日に征長軍の解兵の令を布告して

時局の収拾をはかった︒慶喜に課せられた最も重要な政
治課題は︑一つは長州問題の処理であり︑一つは兵庫開

す︒

長防の件は芸州藩がかねてからその状態を熟知して

いるから︑その他一︑この大藩へ委任して服罪の周旋

を仰せつけられたい︒外国の事情はよくわきまえない

いたが︑慶応三年一二月七日が期限となっていた︒さき

兵庫開港は文久二年︵一八六二︶に五年間延期されて

て進あられたい︒朝廷と幕府が合体して決議の上︑至

ことについては︑侮りをうけないよう備を厳重に立て

理勢一一付﹂今一か所兵庫港を開き信義を以て交通する

が︑開港開市は既に勅許にもなり︑﹁当時万国普通之

の条約勅許後も兵庫開港を外国側から要請されていたの

当の処置を決定されればいかようにも尽力する︒今松

港問題の解決であった︒

で︑三月五日に勅許を奏請した︒しかし朝議は紛糾して

平慶倫侯建言書集﹄︶

しじゅん

容易に決せず︑尾張・紀伊等一一五藩に諮拘して四月中に

に及ぶべきであるという建議をした︒慶喜は兵庫開港の

会談を行い︑まず長州を寛大な処分にしてのち兵庫開港

島津久光・松平慶永・山内狸塁信・伊達宗城は入京して

計画を進めたが︑ことは意のままに運ばず︑ついに武力

る三条実美と気脈を通じ︑長州藩と策応して王政復古の

た︒その頃薩摩藩は蟹居中の岩倉具祝及び︑太宰府にあ

前後の鍔椎があり︑一一条関白が摂政となつ

大政奉還の慶応三年︵一八六七︶正月に明治天皇

期日切迫からその決定を急いだ︒慶応三年五月一一一一一日か

解決の手段をとることもやむを得ないとするに至った︒

回答させることにし︑且つ藩主の上京を促した︒
よしながとよしげむ独なり

ら二四日にかけての朝議紛糾ののち︑ようやくこの両問

一方︑土佐の坂本龍馬は︑武力によらず公議輿論によっ

で意見書を幕府へ出した︒これは朝議決定後になったけ

この際に津山藩主は上京しなかったが︑五月二八日付

て︑一○月三日︑政権を朝廷に奉還することを勧告する

郎を動かし︑後藤は前藩主山内豊信︵容堂︶の裁可を得

て維新を行う︑いわゆる公議政体論を主張して後藤象二

よ

ちつき上ともみだざいふ

題を同時に処理することの勅許があった︒

れども︑当時の津山藩の態度を知るため︑要点の承を記

5
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王政復古

同じ一一二日に︑朝廷から長州藩の毛利敬親父子に対し

たかちか

藩主が早々に上京するようにと達した︒

慶応三年一○月一三日︑幕府側からの呼び出しによっ

て官位をもとにかえす宣旨があり︑翌一四日︑討幕の密

建白書を幕府へ提出した︒

て各藩の京都留守居が集合した︒老中板倉勝静から大要

勅が渡された︒薩摩藩の島津忠義父子に対するものは一

せんじ

次のような封書︵甲︶を渡し︑見込承の趣があれば申し

三日付になっているが︑内容は同文であり︑長州藩へと

一方︑将軍慶喜は山内豊信の建白を納れ︑一○月一四

い

同時に正親町一二条実愛からそれぞれの藩士に渡された︒

おおぎ堂ちされなる

上げるようにと達した︒

わが皇国時運の沿革を見るのに︑政権が武門に移っ
ちようけんこうむ

てか・ら︑わが祖宗に至ってさらに﹁龍巻﹂を象り︑

日に﹁大政奉還の上表文﹂を呈し︑一五日︑天皇は慶喜

から︑従来の旧習を改め政権を朝廷に帰し︑広く天下

て︑いよいよ朝権一途に出ないでは綱紀が立ちにくい

に堪えない︒まして今日外国の交際が日に盛んになっ

京するようにという沙汰書を伝えた︒別紙として将軍の

前四時︶前に宮中から帰った大納言から︑藩主が早々上

留守居奥村牧夫は大納一一言邸へ出頭した︒翌朝七時︵午

一○月一五日︑伝奏日野大納言の命で︑津︐山藩の京都

さた

二百余年子孫が相受け︑自分がその職を奉じて今日の

に参内を命じて勅許の沙汰を下した︒

の公議をつくし︑聖断を仰いで同心協力し︑ともに皇

大政奉還を勅許する沙汰書が添えられていた︒この日に

ざんき

形勢に至ったのも︑つまり薄徳のいたすところで噺悦

国を保謹すれば︑海外万国と並立することができ︑わ

上京の命をうけたのは一○万石以上の大名で︑その他の

ななつどき

が国家に尽くすにはこれに過ぎるものはない︒しかし

大名は二一日に同じく上京の命をうけた︒朝廷は諸侯会

議によって方針の立つまでの緊急政務の処理を慶喜に委

きたん

意見があれば忌偉なく聞かせてくれ︒

このことについてその場で意見を申し述べるため︑薩摩

任したが︑一方ではひそかに討幕の計画が進められてい

たてわき

あすかい

奥村は一七日に伝奏飛鳥井大納言の雑掌本多左京から

た︒

藩の小松帯刀ほか︑韮云州・備前・土佐・宇和島の四藩の
ものが居残り︑その他は控所へ退いた︒
さらに︑大広間において板倉老中が封書︵乙︶を渡し︑

5
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都合などを話し︑そのあと藩主の前へ出て質問に答え

した︒翌朝登城して家老以下に京都の模様︑藩主上京の

定の海老原極人に会い︑渡部勘解由同席の上で委細報告

夜半過ぎに津山に帰着すると直ちに︑翌朝京都へ出発予

政局の詳報を得︑急に一八日夜︑津山へ向った︒二一日

た︒

た︒また朝廷からは一一月中には必ず上京せよと指示し

よ︑それもできなければ名代の重役を差し出せと命じ

くなったら自国警備は重役に申しつけて押して上京せ

津山藩からの書面に対して︑幕府からは病気が少し快

両名は板倉老中に面会して覚書を差し出し︑幕府の内実

一一月三日に︑京都留守居の海老原極人・村山左京の

二五日に中村静一郎が津山から京都へ次の二通の書面を

の趣意を伺って申し越すように申付けられているから内

た︒奥村は二八日に京都へ帰着したが︑それよりきき︑

もたらし︑二六日に老中板倉勝静へ差し出した︒

意を伺いたいと申入れた︒同月六日及び九日に奥村牧夫

かなめ

一通は﹁去る一三日に幕府から渡された封蕃︵甲︶を

は飛鳥井の雑掌本多左京から情報を得た︒家老安藤要人

おおくらたいふ

一七日に拝見したが︑今後心付くことがあったら申上げ

は上京して同月一一日に大蔵大輔・板倉老中・松平所司

同月二○日︑板倉老中の公用人から京都留守居に︑

代に挨拶した︒

る︒﹂という簡単なものである︒
うつし共う

今一通は封書︵乙︶への返事で︑﹁昨年以来諺症で
今もってしかとしないことと︑長防がとかく不穏である

なく︑藩主の上京は今暫く猶予願いたいと国許から申越

﹁安藤は藩主の名代か︒﹂と尋ねたのに対し﹁そうでは

出雲一国を隔てるだけで︑自国のことが心もとないこと

しており︑いずれ近日のうちに願書を差出すようにす

との風聞があり︑万一不慮の変事が起こったら︑わずか

とで︑なるべく暫時発足を猶予願いたい︒﹂という内容

る︒﹂と答えた︒藩主の上京猶予の願書は京都表の役筋

家老安藤は一一月二八日に津山へ帰着したが︑藩では

て二月二九日に朝廷と幕府へ差し出した︒

の考えで作成して二四日付にし︑国元から回った形にし

である︒

この幕府への書面は一○月二一日付であるが︑それと
ほぼ同じ内容の書面を二一一一日付で二月一日に朝廷へ提
出した︒
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王政復古

さきに津山に帰っていた海老原を再び上京させて京都方
申上候︒

と村山が答えた︒すなわち自分ひとり特に変った考えは

さいはい

面の采配をとらせることになった︒一一月一二○日には︑

なく︑長州藩主を寛大な処置にすることに賛成したので

ふりあい

海老原を今般上京させるから﹁年寄の振合﹂に心得よと
ある︒

が渡された︒

一つ

夜を徹して朝となり︑卯の刻︵午前六時︶に次の書而

いう連絡が京都留守居へ達した︒また一二月五日に藩主
が上京する予定であったが︑一○日に延期することを二
八日に国元できめたとの連絡もあった︒一時要路から退

び諸藩の重臣が召集されたが︑慶喜は病と称して参内し

一二月八日午後︑前将軍慶喜をはじめ在京の諸侯およ

恩召すから︑ご趣意を奉戴して上下和親し﹁皇国の情

心一和をはかり︑内を整え外を制するようにしたいと

典を復古し︑明春はご大礼を行われる時節である︒人

国家の危急の時であるが︑今度朝政一新し︑追々佃

なかった︒津山藩からは村山左京・山岡季四郎・鞍懸寅

態﹂を存すべきである︒

けられていた鞍懸も三○日に京都へ向けて出発した︒

二郎が出席した︒伝奏・識泰が出座して別紙︵甲︶と︵乙︶

即答せよとの別紙を渡された︒別紙︵甲︶の内容は︑要す

えた︒︵乙︶は二︑三日返事を延引してもよいが︑︵甲︶は

の件は二︑三日のうちに返答するように達しおいたが︑

しない向きもあったが︑書付けの通り決定した︒外爽

先刻尋ねた長防の件は各の申出が大同小異で︑即答

そして口頭で

るところ長州蕪主父子を寛大な処置にして入浴を許し︑

差し迫っており︑大樹︵慶喜︶からの言上もあるので

の両通を渡し︑両通とも見込玖の趣を必ず申し出よと伝

官位をもとに復する件である︒別紙︵乙︶の内容は︑兵庫

明日巳ノ刻︵午前一○時︶までに見込承を申し出よ︒

返事を︑後で村山の名をもって提出した︒︵﹃京都役所日

︵乙︶については差し懲り幕府へ委任されたいという

と達した︒

み

開港︑大坂開市につき英国が自国人警備のため兵を置く
という要求について︑幕府から指図を求めた件である︒
︵甲︶については

えいりよいつこのぞんじよりおうけ

︵前略︶叡慮之重き一己存寄無二御座一候・此殿御塞祁

別
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と記している︒津山藩ばかりではなく︑八日の夜を徹し

は筆紙に識くしがたい︒

この時の会議が終って二条摂政以下が退去したあと︑

て会議に加わった大部分のものも予期しないうちに︑王

記﹄︶

かねて岩倉と薩・長藩らの間で進められていた計画によ

政復古の号令は発せられたのである︒九日夜︑﹁小御所

一三日︑奥村は将軍下坂の説を聞いたので二条城辺ま

そかに二条城を出て大坂城へ移った︒

の不穏の気は一層つのったので︑慶喜は一二日の夜︑ひ

った︒その夜︑長州藩家老は兵を率いて入京し︑洛中

らくちゅう

するについてしばらくの猶予を求め︑事態の鎮静をほか

藩士の憤慨は城の内外に満ちていた︒慶喜は勅命を受諾

せられたことを伝聞した幕臣および会津・桑名その他の

を伝えた︒既に諸侯会議を待たずして王政復古の令の発

定により二条城に至って前将軍慶喜に辞官・納地のこと

一二月一○日︑徳川慶勝と松平慶永は小御所会議の決

とが決定された︒

会議﹂が開かれ︑慶喜に官位辞退と所領返納を命ずるこ

こごし﹄︷

って︑薩摩・芸州・尾張・土佐・越前の諸藩兵が宮門を
固め︑親王及び諸臣を学問所に集めて︑天皇は王政復古
の諭告を発した︒同時に摂政・関白・征夷大将軍などの
ぎじよう

職制を廃し︑総裁・議定・参奥の一二職をおき︑その任命
も行った︒

王政復古津山藩主が上京をためらっていたの
こんとん

は︑病気や領内の不安もあったけれど
も︑それはむしろ口実で︑混沌たる政局の見通しが立た

なかったのである︒その点は他の藩も同様で︑二月中
に上京したのは薩摩・芸州・尾張・越前福井のほかは︑
京都附近の小藩一○余の藩主だけであった︒
江戸・京都とも形勢混沌として諸侯会議も開かれない
うちに︑藤・長の藩士らは岩倉具視らの堂上と連携しつ
つ︑政権掌握の方策を進めつつあった︒

で行って承た︒城門は閉ざされ︑守謹職屋敷︑所司代屋

敷も静かで︑町奉行も廃止になり︑組興力どもも下坂し

一二月九日の﹃京都役所日記﹄には
今昼頃薩州・芸州の人数が繰り出し︑御所へも繰り

てそれから江戸へ引っ越すようであった︒御所内外の警

しさい

込んで︑何の子細かわからないが容易ならぬ騒がしさ

耐Ｉ

王政復古

騨鍍

蕊灘鍵灘

ｑ４Ｊ︑乱

術は薩摩・

としてはそのままにするにしのびないとして提出した︒

日付の建白書を︑すでに時機を失しているけれども使者

速に召しに応じられないことを断るとともに︑一二月七

将軍が大政奉還したが︑天皇幼少のため万機親臨は

塾州・土佐

りあいかわ

空名で︑かえって﹁大政多門二出候様﹂になってはい

藩などによ

らず厳重で

けない︒万機御親断に出るよう懇願し奉る︒

かくらん

江戸では薩摩藩邸に集った浪士が市中を撹乱し・たの

倫侯建言書集﹄︶

という内容のものであった︒︵﹃京都役所日記﹄・﹃松平慶

いで

あった︒

朝廷から
一二月一七

日付の書付

って鳥羽・伏見の戦となり︑敗れた慶喜は正月六日にひ

で︑幕府は同藩邸を焼き打ちした︒この報が導火線とな
﹁御一新

そかに大坂城を去った︒七日︑朝廷は慶喜追討令を出

があって︑

御変事二

し︑慶喜らの官位を奪い︑旧幕領を直轄とした︒

ひっぱく

付ては︑

津山藩の進退京坂の情勢の逼迫により︑津山藩も態

あらせられ

じゆんぽう

﹁朝命遵奉之外無二御座一と御決議に御座候︒﹂と口上

として﹁万一非常義有し之節は御応援等御頼被レ成度思

なさ狐たく

を述べさせた︒また同日︑因州烏取表へ小沢本支を使者

海老原極人は二七日に参与役所へ出向いて︑藩主がお

召候︒﹂と述べ︑時候見舞かたがた援助を頼むについて

こうむ

召しを象って速やかに上京すべきところ︑病気のため早

と︑藩主の上京を強く促した︒

もし所労であれば名代重職の者を差し出せ︒

るよう御沙汰もあったことゆえ︑速やかに上京せよ︒

御下問之儀被レ篇し在候付︑迅速上京可し有し之﹂あ

図２８『京都役所日記』（慶応３年12月24日の条）
一津山郷土館蔽

らためて仰せ出された︒但し︑去る一一月中に登京す

磯譲

度を明確にする必要にせまられた︒正
すすむたつの
月一七日には平沼晋を播州龍野表︵兵庫県︶へ派遣して

卦．雨

蕊
藤鶴
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はぶたえいつびきさかな

羽一一重一疋︑ど肴料千疋を贈った︒

その日︑鳥取藩主︵池田慶徳Ｉ徳川斉昭の第五子︶
ら早打ちの使者があった︒そのもたらした書面には

きょうがく

今度の京摂間のことは実に意外のことで︑ご同様恐

縮に思う︒内府公︵慶喜︶のご進退は驚惜に堪えな
い︒そこもとのご国論はどうか︒もとより﹁被し奉一一王

命一︑一途二御勤労被し成候義﹂とは思うが︑この節
のご進退ご去就はどうあるか︑確定のご国論を承りた
い︒松平備前守殿︵池田茂政ｌ徳川斉昭の第九子︶に話

すこともあるから︑ご国論を承った上は﹁御示談被し

ちんぶしつきそい

成度義﹂もあるが︑まず一応使者をもって尋ねる︒
つけたりきんけつ
附︑この節禁闘言﹂守衛の人数を差し出され︑かつ
﹁当道鎮撫使御附添人数﹂など差し出され︑﹀﹂領分

近くを通行することもあるから︑かねてご処置をな
されたい︒

という好意のある内容がしたためられていた︒これに対
して津山藩から丁重に答えた︒︵山陰道鎮撫使について
は次項参照︶

は朝廷から津山藩の動向を審問せよとの命を受け︑長州
うねめのすけすさい

藩と協力し︑勝山藩をも動員して津山藩境に兵を進め︑

あやお

家老池田釆女助が周匝︵赤磐郡吉井町︶において采配を
振るった︒

はらじ心︐く

備前藩への使者大村斐夫の差し添えとして派造されて

ちつきよ

いた谷口誠造は︑一七日に原宿︵岡山市︶から帰って

状況を報坐画した︒今まで蚤居を命じて↑のった藤本十兵衛

を起用して︑この日に福渡方面へ出立させた︒かねて尊

撰家として活躍した彼を用いることによって備前藩との

折衝を有利に展開しようとしたものであろう︒一八日朝

には大村斐夫も原宿から帰着した︒備前藩が岡山へ入る

ことを許さなかったからである︒一九日には大村と谷口

やまと

は再び岡山へ向って急行した︒大村らが携えていた長州

藩の山陽一手総督野田大和へ対する津山藩執事からの返

書は次のような内容のものである︒

﹃一﹄一つ

仰せの通り徳川氏とは格別の続きもあり︑今般の次
け

第は朝廷に対し一二河守︵慶倫︶は別して恐れ入り︑宗

家の絶滅は悲嘆に堪瑳えないが﹁朝命之重き︑大義滅親

之訳﹂であるから︑いよいよもって朝命を遵奉する心
得である︒

Bf9

備前藩とはこれまでも親密ではなかったが︑王政復古
にあたり︑備前藩は津山藩に圧力をかけてきた︒備前藩

力
賢

王政復古

翌二○日付で津山藩から朝廷へ次のような趣旨の願書を

は︑津山藩の浮沈にかかわる危機と考えたからであろう︒

津山に帰着した︒彼が異例の速さで津山へ急ぎ帰ったの

一方︑京都を一七日に出発した鞍懸寅二郎は一九日に

令が出された︒

わかに中止の命

している時︑に

予定で供揃﹄えを

よ︷泉都へ出発の
ともそる

差し出した︒

それは前夜︑備

から来た使者の

津山藩では人心動揺し︑朝廷から錦旗が差し向けら

出しても城下へ入れてくれない︒備前藩は今般どのよ

口上の内容に行

前藩主池田茂政

うな詔命をうけたのか︑通達がないので右の風説は不

きちがいの点が

れるという風聞が備前藩側から伝わり︑弁明の使者を

審に堪えない︒この点についてお指図をいただきた

あったからであ
る︒使者の持参

い︒宗家の伏見における重罪について︑教戒すべきにそ

れをしなかったことは深く恐れ入り奉る︒明後二二日

面

いかに陳情弁解しても聞き入れてくれない︒先方が過

ら︑三藩とも申し合わせて︑作州津山その他の諸藩の

今般復古にあたり山陽道取り調べを仰せつけるか
おりから

激に出て兵端を開けば︑家中の者ども悲憤の折柄︑一

情実を礼問して詳しく一一一一口上し︑﹁卒忽の義﹂︵急を要

そつこつ

戦に及ばないとも計り難い︒これは全く武道の意気

すること︶は将軍宮︵織仁親王︶に伺うようにせよ︒

たるひと

地︑幾重にもご諒察下さるよう懇願し奉る︒

ただし︑諸国のうちこれまで天領と言っていた徳川氏

むつはんどき

こうして正月一一一一日六半時︵午前七時︶︑いよい

した書面は正月

けつか

配 己 〆 琴

電蕊雲雲琴篭

灘爾塞.誉

に出発して病をおかして罪を闘下に待つ覚悟である︒

Ｍ岸

一四日付けで︑備前・長州・芸州に対して朝廷から出さ

い唾'

もとより朝廷に対し別心は少しもないことは天地も明

謡

れたものである︒

識

覧あるところであるが︑朝廷からお指図がないうちは

■蛇函

図２９田町筋の展望（昭和48年８月）
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の領地︑その他﹁賊徒之所領﹂などは別して入念に調

を使者に託して執りなしを頼んだ︒

ことを述べるとともに入京の指図を求める書状を︑二二

津山藩主は︑二二日の出発を延期せざるを得なかった

の租税は半減し︑去年未納の分も同様にし︑来年以後

日付で京都へ送った︒その中に

べよ︒右は従前瑚獅に苦しんでいるようなので︑富年

のところは取り調べの上沙汰をせられる︒右の旨を申

︵前略︶今日出立可し仕旅装罷在候処︑昨日備前守よ

り使者差越候付︑家来共応接馬し致候処︑去ル十四日

し諭して﹁億兆人民﹂が王命に服するようせいぜい尽
力せよ︒

従二

より

この使者に対し津山藩主から備前藩主へ対する次の返

きゆうもん祁ねて

朝廷一作州全国取調可レ申旨︑長・芸・備三藩裟し

仰候間︑乳間龍越候﹄川︑申聞候付︑兼而無二別心・

事を渡した︒
今般御復古一一付弊藩之実情以一一

朝命遵奉可し仕微衷罷在候間︑別紙弐通差迅候︒右備

いささか

朝命一御尋之処︑右は徳川慶喜今般之次第奉レ対一一

前守﹄画趣始而明了叩聞候間︑卿安心仕︵後略︶

もつともそうけそう

朝廷一重々奉二恐入一候︒尤宗家絶滅不し堪二悲歎一候

と述べ︑備前藩主のこれまでとった態度について了解す

らえども

得共

ることができたとしている︒そしてさらに︑右の備前藩

留﹂をすると言った・ので︑﹁一介使節も天使と奉レ存︑天

いよいよもって

朝命之重︑大義滅親之議雪祁︑一蕪致二決定一向後弥以

の使者が︑津山藩主の返書を備前・長州・芸州の三藩主

ぷじゆつ

朝廷向宜御執成可レ被し下候︒以上︒

命難二黙止一今日出立延引仕候︒﹂と出発できなくなっ

に見せてから沙汰をするまでは︑津山藩主の﹁出立抑

朝命遵奉領民撫伽︑御復古之﹄園趣貫徹候様可レ致心得
一一御座侯︒

右の書面は山陽一手総督へあてたものと内容はほぼ同

た事情を説明した︒そして最後に急速に入京の指図を願

むきよろしくとりなし

じで朝命に従う態度を明かにしたものである︒藩主の書

ったのである︒

さきに正月二○日朝廷へ出した書面に対しては朝廷か

状とは別に︑藩の重役たる安藤要人・海老原極人・渡部
勤解由の連名で︑備前藩の家老池田釆女助へあてた書状

龍

王政復古

ら

美作中将儀可レ有二上京一書面之﹄圃趣︑早々備前江相
達候間︑可し得一一其意一候事︒

との答があったので︑慶倫は二月五日に津山を立って一
三日に京都に着き︑東山の永観堂︵禅林寺︶の本陣に入

すんだ︒この報が飛脚で津・山へもたらされたのは二八日

であった︒藩では直ちに家中へ回状と触れ書を出した︒

津山藩は親藩として朝幕の間に立ち︑極めてむつかしい

立場にあったが︑ここでその態度がはっきりしたのであ

る︒︵﹃国元日記﹄・﹃京都役所日記﹄︶

晴れたので︑直ちに出発したいと思ったが︑何分備前

正月二○日に差し上げた書面へのお答により疑いも

たとはいえ︑朝廷側としては各地の動向をつか承︑その

かった︒鳥羽伏見の戦によって勝敗は一応明らかになっ

の通過くせまられたのは津山藩ばかりではな

山陰道鎮撫使王政復古にあたり態度を明らかにすべ

守︵茂政︶から沙汰をするまで出発を見合わせよと重

勢力圏を確立しなければならなかった︒錦旗左ひるがシえ

った︒そして直ちに書を朝廷に差し出した︒

ねて言うので︑その沙汰を待っていたところ︑早々に

した鎮撫総督が各地に派遣されたのはそのためである︒

津山では鎮撫使通行について三月二日に京橋見通し及

みまさかじ

きんき

上京せよとの朝廷からのお沙汰が三日に国元へ達した

一一月に山陰道に派遣された山陰道鎮撫総督西園寺公望

元を出発して今日着いた︒しかし︑慶喜が暴動をして

び一一階町から材木町までの堀端石垣の草取り︑三月四日

ちんぷ

ので︑暫時も猶予がならないと考え︑備前守へは四日

は︑山陰道平定の目的を果して帰途言を美作路にとった︒

さいおんじきんも灼

に使者をもってお沙汰の趣を伝えておいて︑五日に国

重罪を犯したのに︑その親族である私が教戒しなかっ

にかいまちざいもくまちほりぱた

たことは重々恐れ入るので︑到着後謹慎している︒進

りょう

に道筋破損箇所修理を行い︑また
げ置
一︑町々自身番相勤︑御通行之節は下坐可レ致こと︒

退のお指図を願い奉る︒

など一八ケ条の触を町内に一示達した︒︵﹃達書並に触書

ふれ

一︑御道筋は町々盛砂水桶差出のこと︒

るに及ばないから出仕せよという書付を津山藩へ渡し

控﹄︶

朝廷は津山藩主の態度を諒とし︑一一月一一一一日︑謹慎す

た︒そして藩主慶倫が二五日に参内してすべて滞りなく

6
1
6

第一蹴明治維新と瀧山藩

図３０津山本陣三船家の平面図（『玉暇文庫』）

また大目付から家中に対し莞

︽蕊淵灘息︑：慰鎚蔦蕊＃輪聯

j麓駕蕊蕊

鎮撫使の止宿中は申すに及ばず︑ご通行前

誠心番芽・

から家中の面々は公用のほか外出してはなら

難犠

ぬ︒婦女子ならびに下々まで右に准じ謹慎せ

つな

洋諦謹選

よ︒

飼い犬は繋いで↑やくか︑郷中へ預けておけ︒
という触れを出した︒

鎮撫使通行にあたり︑各藩では朝廷への恭順
しじゆう室がりとうげ

を表すため警固または随従を願い出るものが多
く︑四十曲峠から美作へ入っ・た時には四○○
人を越す部隊となっていた︒三月八日に新庄︑九
日に勝山に泊まり︑一○日七半時︵午後五時︶頃
っぽい堂ちみふ姪しちらうえもん
雨の中を津山坪井町にある本陣三船七郎右術門

ごだいご

方へ宿をとった︒総督は二日は今一日津山に
滞留し︑午後は略式で院ノ庄を訪れ後醍醐天皇
ちようりぎよ

の背をしのぶ一時もあった︒藩主慶倫は在京中
であったが︑特に使をもって舶来銃一挺と鯉魚

︵こい︶一折を贈って敬意を表した︒一二日朝
いつつ肱んどき

6
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五半時︵午前九時︶頃︑鎮撫使は津山を出発
し︑この日で津山藩領分の通行を終った︒係り

■

王政復古

くせかつ霞だ

料理人は久世及び勝問田へ山山役した︒参考のため左に
﹃国元日記﹄を抄出しておく︒

三月十日五時前より雨
にて

一︑鎮撫使西園寺殿昨夜勝山泊二而︑今晩七シ半時頃
当町本陣三船七郎右衛門方江御止宿︒︵下略︶
にしすじざいぷん

一︑右御同人西筋在分無二御滞一御通行相済候段︑郡
代細川唯右衛門より相︒届之一・

三月十一日晴
一︑西園寺殿今一日当所江御滞留︒

今昼後院ノ庄江忍供御乗切二而被レ参候事︒
一︑鎮撫使西悶寺殿当町御本営三船七郎右衛門江御止
宿一一付

︾昨鮮

﹄︒一園澱峰︽画４崎

誌︐一癖妙齢焼鐸勉鎚壊〃鶏鐸癖嵐瞬製総隠謬匙・恥︒

虚縦鯉赫噸典斑鯵§

＃胤乳

識︿輝没今勺険

難霧蕊

鍔溌魚蕊瀞瀞認静穏蕊蜂溌製蕊砿

＄軸緬愛寒評蝿︾・蒼闘︲４群・一．

？：︒︐繍諺鰯鳶

霞⁝綴蕊；耐ず鵠簾

織侭緊河．無学浄篭

︾蕊瀞謡競卿諜繋鴬漁窪評議溌奄謙餓１．

⁝

一驚＃認＃；

壷坐→

⁝§
青髪
⁝⁝
⁝雷＃
ま皿
：⁝

職驚輪鰯⁝溌鋤湯︐
誇驚溌篭篭製餅；蓬鮮厳

ならびに

地塁治郎義︑久世井勝間田駅江出役︑無二別条一引取

御使者御口上左之通︒︵下略︶

三月十二日暗

候旨︑山田貢より相．届之一︒

和親前藩が主となって兵を津山蕪の四境に

備前藩とのすでに記したように王政復古の際︑備

一︑西悶寺殿町分無し滞御通行済之旨︑町奉行物頭其

進めて津山藩を苦しめたことがあった︒したがってその

かつまた

外山山役之面々より届出有し之︒且又御領分御通行済

後も両藩の間には釈然とせぬものがあった︒備前藩主茂
一︑鎮撫使西園寺殿御通行二付︑右懸り御料理人河野

政は既に病と称して引退し︑章政が鴨方の支藩から入っ

あきまさ

之旨︑郡代始出役之面々より届出有し之︒

夫々より相︒届之一・

一︑西蝋寺殿今朝五半時頃︑当地御立無し滞相済候段︑

図３１『国元日記』（慶応４年３月11日の条）
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て相続していた︒長州藩主毛利定広は︑はじめからこの

問題に関係があったので︑両藩の間に立って周旋を行

﹃触書控帳﹄︶

大坂行在所慶応四年︵一八六八︶三月二一日︑天皇

あんざいし﹄︽

は京都を出発し︑在京の諸藩主らを従

えて一一一一一日に大坂に着き︑本願寺別院を行在所とした︒

い︑両藩主は京坂においてしばしば会談をして了解が成
立し︑それぞれの藩内に布告して︑藩内の疑惑を解くこ

これは大久保利通の大坂遷都塞祁をうけて︑副総裁岩倉具

れることは︑既に二月から内示されていたが︑三月一○

津山藩にも大坂表の要衝のうち一ヶ所の警衛を命ぜら

実現したのである︒

視が公卿の反論を考慮してたてた折衷案が︑朝議を経て

としみち

とにした︒津山藩のものには
そうろうについては

備前侍従公卜此度御懇親御取結相成候付而者︑緩
急相助グ吉凶相通シ寓事無一一御伏臓一御示談被し成候御
くっして

約諾候間︑御隣藩御交際専一之処︑此旨一同別而厚相
心得可し申様被一一仰出一候事︒

日に至り︑その場所は木津川口の番所と決定された︒か

ねて準備していたこととて直ちに配備についた︒慶倫自

とあり︑備前藩のものには
美作中将公ト此度御懇親御取結相成候付而者︑御隣

身は病気のため供奉には加わらず︑数日後れて大坂へ行

とあった︒そして津山藩では︑ここに至るいきさつと趣

一一日に江戸城の開城が実現した︒四月二一日に太政官

次に大坂行在所時代の主な出来事をあげる︒まず四月

ぐぷ

藩之儀御交際専一二付︑御国中末々迄此旨厚相心得

意をくわしく説明し︑﹁万一御趣意二違戻シ︑浮説ヲ作

職制を制定するとともに︑行政区画として地方を府・県．

った︒

り︑流言ヲ起シ︑人気ヲ動揺シ︑両君ヲ離間シ︑両藩ヲ

藩に分け︑旧幕府領については︑江戸・京都・大坂・長崎

可し由．様被一一仰出一侯事︒

膜乗セシメ候﹂ことがあれば︑両藩の罪人の承ならず天

等の主要地に九府を︑その他に二二県をおいて︵津山藩

だじようかん

朝の罪人であるから厳重な措置をとるということをつけ

の預り所は倉敷県に入った︶︑府・県に知事を任命し︑

いれい

加えた︒この布告文が出来たのは慶応四年五月であった

藩は旧に従いそのままとした︒外交方面ではイギリス公

けいかい

が︑藩内に布告したのは七月下旬になった︒︵﹃江戸日記﹂

頭

王政復古

︵白雲妹和宮︑一四代将軍夫人︶天薄院︵近衛忠照の

かずのみやてんしようただひろ

使パークス︵函胃昌の目昏㈲胃丙のの︶が閏四月一日に天

養女︑一三代将軍夫人︶の警固などを田安慶頼と松平確

﹂つ早包一つ

皇に信任状を呈して︑外国としてはじめて新政府を承認

堂︵前津山藩主斉民︶に託し︑二月一二日に江戸城を出

定した︒その少し前︑確堂は朝廷からの指示で京都へ出

征東総督府は三月一五日を期して江戸城の総攻撃と予

では最も信頼のおける人物だったからであろう︒

確堂は大任を課せられることになったが︑富時の江戸

て寛永寺にこもった︒

した︒

閏四月六日に藩主慶倫は行在所へ召されたが︑そこで

松平三河守江

総裁三条大納言から次のように達せられた︒

主上
たい睦唇に

発することになった︒それについて三月四日に江戸城西

行在中警衛相勤太義被二
思召一候事

丸で津山藩江戸留守居に対し︑旧幕府大目付から確堂へ

此度上京被し致候一一付而は内願之通

あてた封書一通が渡された︒その内容は

閏四月八日に軍防局から達しがあり︑今まで大坂警衛
を仰せつけていたが︑これを免じ神戸の守衛を命じると
あった︒

天球院様御守衛は上京中被し成一一御免雫候︒依レ之

静寛院宮様

一四日︑再び京都へ帰り︑一七日に参内した︒こうして

御二方様方より

四十余日の大坂行在所は閉じられ︑藩主慶倫も閏四月

慶倫は上京の任務も大体終り︑五月二四日朝七半時︵午

思召を以黄金七枚被し下し之︒

たかもり

会い︑さらに三月一四日︑旧幕府陸軍総裁勝海舟は江戸

一二月九日︑山岡鉄州は駿府で大総督府参謀西郷隆盛に

れたのである︒

とあり︑これまでの確堂の労をれぎらって褒美毒を与えら

ほうび

前五時︶京都をたち︑伏見から乗船して帰国した︒︵﹃国
元日記﹄・﹃京都役所日記﹄・﹃津山松平藩文書﹄︶

江戸の開城と江戸に帰った前将軍慶喜は恭順の態度

確堂をとったが︑主戦論者も相当あって不
穏な状態であった︒この時慶喜は江戸城及び静寛院宮

､
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歎願した︒一応江戸城総攻撃は中止されたが︑市中には

において西郷と会見して慶喜の謹慎謝罪の条件について

得た︒しかし品川宿の薩摩藩から断られたので︑一六日

へ書面をもって交渉し︑上京について道中通行の許可を

確堂は谷口誠造を使者として三月一○日︑先鋒総督府

所々の固所その他を通行せよとのはからいであった︒

かたい

に再応願い出て︑次の達書を輿えられた︒これをもって

なお不安な空気がただよっていた︒

津山藩江戸藩邸では次のような触れ書を家中の者に出
ことわりいで

美作前中将確堂上京︑井家族江戸引払帰国之儀︑

した︒

御家中之面々他出之節︑支配頭江断出可レ申事︒

今般御聞済二相成候︒就而ハ近日江戸表発足之趣ニ侯

ききすみついては

尤管四節柄遠方江罷越候儀無用可レ致候︒無し篠用事

条︑所々固所無し滞可レ被二差通一候︒価而此段相達置候

まかりこしよんどころなき

有し之︑遠方江罷越候節は︑其段支配頭江相断候上︑

也︒

先鋒総督府参謀判

先鋒諸隊各長官中

三月十六日

よって

可二罷越一候・
いたすまじく

一︑組中間御門札を以︑御門通行可し致事︒

井関門改役中

一︑御家中之子供︑御門前江罷出遊候儀︑致間敷候︒

一︑官軍御人数御門前通行致し候者︑下々二至迄︑決

この交渉にあたっては谷口は非常な苦心をしたのであ

けん縦つがましきぎ

而不敬之儀ハ勿論︑御門前江罷出見物ヶ間敷儀致

るが︑確堂が発病したため上京は中止となった︒谷口は

家老大熊近江の書面と確堂の容体書を携えて三月一九日

であい

間敷︑他出先二而出逢候共︑不敬之儀無し之様可レ
致候︒

王政一新︑ことに当節関東へ進軍にもなっているこ

朝廷の回状が来た︒

京都の留守居へ慶応四年四月九日付で大要次のような

た︒会江戸日記﹄︶

朝出発し︑総督府参謀役所で二三日に中止の許可を得
大目付

右之趣被一一仰出一候付︑及二演達一候・

月日

ちよう

要するに新政府軍に対して十分注意して︑これを挑
はっ

発しないようにせよと警告したのである︒新政府軍をは
っきり官軍と記している点は注目すべきである︒

7１
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とにつき︑もと幕府の制度をもって︑諸侯家族及び家
じようふ

山左京が出頭したところ︑次のような稗付が渡された︒

静寛院宮天障院方︑城御立退被レ篇し在候節は︑肌安中

松平確堂江

よう仰せつけられたのはもちろん︑右のお沙汰を待た

納言警衛被一一

来どもで定府している面々は国元在所へ速かに引取る

ず︑帰順の道も立ち︑速かに引き取った向もあるやに

仰付一之間︑其方ニおゐても相応之人数差出大切守衛

もつとも

聞こえ︑尤の次第である︒ついては一新後引き払

可し有し之候事︒

先鋒総督府御朱印

先鋒副総督府御朱印

前には一一方の警固を慶喜から託せられたが︑今回はま

ふたかた

四月

い︑またばただ今居残りなどのことを︑くわしく一二
日までに内国事務局へ申し出よ︒但し一二日以後引き
払いの向はその節さらに届け出よ︒

これに対し二日に次のように報告した︒

た先鋒総将から川安慶頼と協力して二方の警衛をするよ

たちわか

中将同氏太刀若︵確堂の子で慶倫の後嗣となってい

うに命ぜられたのである︒確堂侭大病であり︑江戸表に

やすとも

た康倫︶は江戸表を一一月三○日に出発し︑一一一月一九日

詰め合わせている人数も少ないので一応断った︒しかし

幼年之儀二付︑後見之儀御心得被し在し之候様︑大総

五月三日江戸表において確堂に対し

徳川の宗家は亀之助︵家達︶が相続することになり︑

そうかめのすけいえさと

ので︑やむなく引き受けた︒

そのことは苦しくないから勤めるよう重ねて要請された

に京へ着きそれ以来滞京している︒

前中将︵碓堂︶は三月四日に江戸出発の予定のとこ

ろ大病のため出発できなかったが︑快方次第出発す
る︒江戸表に差しおいた家来どもは引き払わせている
が︑なお残らず引き払った上届ける︒

営時朝廷では江戸在住の諸大名を国元へひき上げさせる

という依頼があった︒亀之助の後見を徳川家から依頼し

督府より被一一仰出一候趣も有し之二付︑此段頼入存候事︒

四月一一日︑江戸城は開城になった︒これよりさき︑

たものであるが︑この報せをうけた津山藩の京都役所で

方針であったのである︒

四月三日︑江戸表の先鋒総督から重臣に呼出しがあり︑村

P
p
2
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は︑これについて朝廷への届をどうすべきか考えたあげ

がわかったので︑六月五日次のように届けた︒

べたところ︑指名された者はゑな鉄砲組の中にいること

いつきかかえ

く︑松平慶永に内々相談したうえで︑六月五日大総督宮

に召し捕った︒もっとも去月一弧口︑一六ｎは門留を

もんどめ

一一李抱の軽卒のうちに右の姓名の者がいるので急速

此度格別之

一統に申しつけ︑右六名の者とも他出は一切していな

へ次のように承諾書を差し出した︒

叡慮を以︑徳川家名相続被二仰出一難し有仕合二存

い︒相灘金治郎と申す者は五月五口に暇を差し造し

えいりよ

候︒然ル処亀之助幼年之儀二付︑私江後見被一一仰付一

た︒右の処置を伺う︒

別紙名前の者どもは帰国の上謹慎し︑京都・大坂・

これに対して翌六月六日に大総督府から

候旨︑又総督宮御達之趣︑奉二承知畏一候︒
右御礼申上候︒以上︒会京都役所日記﹄︶

津山落としては江戸にいる前藩主につぎつぎと大任を

という命令があった︒これら七名の者が実際にどのよう

江戸の三ヶ所お構いを仰せつける︒

立って︑もと親藩としての微妙な関係にあるだけに︑苦

な行動をしたのかわからないが︑富時の江戸の複雑な空

課せられることに営惑していた︒朝廷と旧幕府との間に

慮することが多かった︒亀之助の後見を承知する返事を

気を伝える事件であった︒︵﹃江戸日記﹄︶

脱走者も加わって気勢をあげた︒この彰義隊は慶応四年

る旧幕臣は上野寛永寺︵台東区︶に集り︑これに︾祁蕪の

り︑迅速に上京して王事に勤労したことは神妙の至り

き︑別して富正月三日以後容易ならぬ時勢に立ちいた

諸侯参朝の制度は追って定めるが︑去冬以来引き続

廷から京都研守居へ回状があった︒

京都派兵慶応四年︵一八六八︶四月一六日に朝

出すにしても慶永に相談している点は︑越前松平家と津
山松平家の間柄を示すものとして注目される︒

江戸城の明渡しが決定されると︑無条件降伏に反対す

五月一五日︑新政府軍の攻撃に屈したが︑その中に津山

に思う︒然るに滞京が永くて疲弊してはいけないか

うえのたいとう

藩士が加っていたとして︑大総督府の参謀から七名を指

ら︑供奉ならびに議定・参典及び京都守護取締等のほ

ぎじようさんよ

名し︑津山藩にその逮捕を求めてきた︒津山藩で取り調

7
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かは︑誓約のすんだ者は左の通り兵隊を残しておいて

ず供の人数のうち銃隊一小隊三○余人を残しておくか

の者に仰せつけられるように︒﹂と留守居奥村牧夫から

ら︑急場の用向もあるならば︑徴兵をさし登せるまでこ

一︑大藩は一五○人より二○○人まで

弁事役所へ申し出た︒その後七月二七日︑国元からの徴

ひとまず暇を与える︒

一︑中藩は一○○人より一五○人まで

兵三○人を差し出した︒その年令は一七才から三三才ま

東北地方の平定にともない︑津山蕪から出していた徴

隊を国元へ帰らせた︒

警衛の任を解かれ︑二月一九日︑京都に残しておいた兵

その後翌明治一一年︵一八六九︶一一月三日︑津山藩は伏見

めいじ

隊﹂四小隊が国元から到着した︒

警衛にあたることを命ぜられ︑九月一○日には﹁蘭式兵

八月一九日︑津山藩は兵隊一五○人をもって伏見表の

での者であった︒

一︑小藩は二五人より一○○人まで
但し︑これは兵隊の承の数で︑役方の者は必要数を残
してよいが︑無用の者は滞在させるな︒含京都役所日
記﹄︶

大体右のような趣旨で︑津山藩はこの場合は中藩となっ
ていた︒
︾つる一つ

慶応四年閏四月に軍務官から高一万石につき徴兵一二
人︵津山蕪は三○人︶︑もっとも十七︑八才から三五才
うまのこく

頃までの強壮な者をえらんで︑五月一日午刻︵一一一時︶

四月二二日︑津山藩は神戸瞥術を免じ︑糖兵三小隊を

兵は︑二月三○日に一旦帰休を命ぜられた︒

の達しがあった︒これについて津山藩では︑﹁藩主は在

もって伏見警衛を命ぜられ︑五月一○日に配置につい

までに︑留守居が差し添うて︑守謹職屋敷へ差し出せと

京中であるが︑わ壷かの供回りを召し連れているの承で

五月に榎本武揚らが降伏して蝦夷地は平定されたが︑

え︾てち

者を選んで︑七月中までに差し出すようにするから︑そ

その降伏者のうち一○名は七月に津山藩へ預けられた︒

た︒

れまで猶予をしてもらいたい︒﹂と閏四月二八日に軍務

︵﹃京都役所日記﹄・﹃京都留守居日記﹄・﹃公務局日記﹄︶

兵隊は在京していないから︑国元へ連絡して年齢強壮の

局へ申し出た︒さらに五月一一日に︑﹁時節柄とりあえ

7
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藩治職制慶応四年︵一八六八︶七月一七日に江
戸を東京と改め︑九月八日に明治と改
元した︒一○月二八日︑藩治職制を改めることが達せら

つかさどぼさ

れた︒主な点は次の如くである︒

す

執政は朝政を体認することを掌り︑藩主を輔佐し︑
一藩の紀綱政事を総くる︒

参政は政事に参ずることを掌り︑一藩の庶務全体に

公議人は朝命を奉掌することを掌り︑国論を代表し

てもその制を立てるようにする︒︵﹃江戸日記﹄︶

そうじゃてんえつおお

津山藩ではこの趣旨にしたがって︑明治元年︵一八六

八︶一二月に次のような改革を行った︒

役名について家老及び年寄を執政︑麦幸個を典謁︑大
ばんがしら

はんせい

番頭を隊士長︑大砲奉行を砲隊長と改め︑参政を新

しく設ける︒︵その他略︶

局名について︑御用所を政庁︑大目付役所・を頒政

譲裳則藤鶴溌ぞ壁

︾︾癖︾︾︾︾︾︾︾︾癖︾癖︾癖︾・魂麺簿悪気慧心薄謝坪冠６３３図画§疋呂尋Ⅱ気が＄靭舞癖熱舞躍齢騨舞謬錘醗彰錘鞭鑑蝉醒塞鉾啄滋蹴器砺鱒母職癖錘諦弼轟鵡諏密

瀞瀧鍾謬孝砦灘跳

⁝雪

図３２『触書留』（明治２年正月の条）

議員となる︒

かかわ

執政・参政には定員はなく︑藩主の任命であるが︑
だじようかん

門閥に拘らず︑人材を登用し︑つとめて公挙を﹄臼と
し︑その任免は太政官へ達する︒

兵制・民事・庶務の職は藩主の定めるところである
が︑およそ府県の制に准じ︑職制が定ったら太政官へ
達する︒

従来の用人などの職を廃し︑家知事をおいて藩政と
区別して専ら内家のことを掌らせる︒

蓑

０

公議人は執政・参政の中から出す︒

茎司

る
か

大に議事の制を立てる方針であるから︑藩々におい

ｊ
Ｗ
５
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名が用いられている︒これは﹃触書留﹄によると︑明治二

右の改革によって一二月一九日の国元日記からは新役

る︒︵その他略︶

族と唱え︑二等から一四等までを卒族と唱え︑これま

順次繰上げて一四等までとした︒そして一○等以上を士

右の等級は翌明治二年九月に一二等を削除して以下を

一五等坊主格

一四等徒・徒格

年正月に頒政局において改革懸り参政から発表されたと

での諸卒の分を卒部と唱えた︒また一等以下一○等以上

局︑町奉行所を刑法市政局︑郡代所を郡政局と改め

ある︒次に記す藩士の等級についても同様である︒︵﹃湯

に各禄一○○石︑一一等以下一幽等以上に各擬作四○俵

二等年寄格︵用人はこれに脇する︶

一等家老格︵中老はこれに侭する︶

以下一○等は四五俵までの差があり︑擬作四○俵のうち

禄一○○石のうち︑一等は一五○俵︑二等は一○○帳︑

依て免之増減有し之候間左之通可レ被二心得・候・﹂として

給与の辞令が下付された︒しかし実際には﹁格式等級に

あてがい

浅家文書﹄にも同じ︶

一二等奏者・大番頭格

一一等から一三等まではそのままで︑一四等は三○俵と

よりあい

なかおくかちこじゆうにん

おおばんがしら

四等小姓頭・大目付絡

定め︑その他詳細なことが定められた︒︵﹃津山温知会誌

こしょう

五等中奥頭・徒一理・小従人頭格

一一﹄︶

六竺寸鉄砲頭・寄合格
ばんはずれ

つかいばん

七等使番格
八等番外
一○等小従人組

推挙により蕪論を代表する任務をもつものであった︒一

下の議事所の議事にあずかるのが寅士で︑これは藩主の

六八︶正月に上下の議事所を設けた︒

貢士︒徴士政府は公議機関として慶応四年︵一八

二等大役人格

○万石以上三九万石までの藩は貢士二人を出すよう命ぜ

九等小姓組・中奥組・大番組

一二等小役人別格

られたが︑四月一一八日に津山藩は﹁小藩人少二而富惑至

すくな

一三等小役人格

ｌ
Ｋ
６

下におさめた

よのすけまさむね

極仕候︒﹂といって徳守神社神宮の小原雛之介︵正棟・
天領に次のよ

当年の租

ちくこう

竹香︶一人を差し出し︑今一人は暫時猶予を願った︒官

うに伝えた︒

られ︑小原は同年八月・一三日に京都市政局勤務を命ぜら

税は半減と

人材を抜擢した︒明治二年︵一八六九︶五月一八日︑政

は︑政府の官吏としての性格が強く︑諸藩士その他から

取り調べの

来年以後は

様とする︒

たずた

得違いなく︑

図３３生野代官所の制札（慶応４年正月16日）−津山郷土鎗蔵

制の改変のはげしかった頃で︑間もなく貢士の制は廃せ

れたが︑明治二年六月四日︑宮を免ぜられ︑文人として

し︑去年未

府は津山藩主に蕪士箕作秋坪を徴士として出仕させるよ

上沙汰をす

納の分も同

終った︒
士っ上うし

うに命じたが︑箕作は病気と称して辞退した︒︵﹃京都役

る︒一同心

貢士︑と同時に︑公議世論を聞くために置かれた徴士

所日記﹄・﹃京都留守居日記﹄・﹃東京公務局日記﹄︶

津山藩に隣接する鶴田藩に騒動がおこ

安堵して家

あんど

った︒現津山市内にある当時の堂尾

業を働き︑

おしぶち

村・押測村・福田村は鶴田藩の領内にあった関係９もある

身分相応の
奉公をして

のでこの問題を概説しておきたい︒

慶応四年︵一八六八︶正月︑備前藩は新政府の命によ

国恩に報い

播州竜野排

ばんしゆうたつの

よ︒

って︑美作国内にある幕領︑すなわちいわゆる天領の鎮
撫にあたり︑佐幕的と見られる津山藩に対しても圧力を

加えた︒︵津山藩の進退の項参照︶この備前藩は支配

7
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あずかりしよ

預所の久米南条郡・勝南郡の村々Ｊも︑備前藩の支配
のもとで︑この布告を歓迎していたが︑二月九日に再び

五月に竜野藩預所は鶴田藩の領地に加えられることにな
った︒

起こした︒竜野藩は鎮圧にあたったので︑主謀者は逃れ

て︑竜野藩の支配に反対し庄屋の不正を糾弾する連動を

ら離れる運動を扇動した︒そこで︑農民は集会を開い

この農民の動揺に乗じて︑備前藩の者が竜野藩の支配か

消されたので︑竜野藩に対する農民の疑惑は深まった︒

って訴訟の連印から脱落した者は︑自ら﹁落印﹂と称し

も︑運動の激化と長期化にともない︑庄屋らの説得もあ

らを﹁正義﹂と称した︒また一旦集訴に加わったけれど

﹁衆訴﹂ともいう︶と称し︑その行動を非難する者は自

した︒この運動に参加する者は﹁集訴﹂︵﹁愁訴﹂またほ

正を追求する運動は激化し︑七︑八月頃には最高潮に達

六月上旬に鶴田藩が支配を引継いだ頃から︑庄屋の不

て備前蕪の助けを求めた︒備前藩は逃亡者引渡しの要求

た︒このように領民が三派に分れ物情騒然たるものがあ

竜野藩の所管にもどされ︑やがて年貢半減の布告はとり

を拒承︑かえって竜野藩が逮捕した農民を釈放するよう

った︒藩は年貢徴収のため多数派である集訴派によって

せいぎ

ちようさん

めくいん

しゆうそしゆうそ

要求した︒その間に備前藩に逃れていた者は京都に出

収拾をはかろうとしたので︑落印派の者は逃散して津

しゅうそ

て︑新政府に竜野藩の苛政を訴えて朝廷の直接支配を願

ら政府に対して︑美作国へ鎮撫使として﹁堂上方﹂の派

山藩その他へ訴へ出るに至った︒八月二五日︑津山藩か

一方︑第二次長州征伐の際に浜田城︵島根県︶を長州

遣を要請したのは︑鶴田藩騒動の影響が津山藩に及ぶこ

った︒

軍に奪われた浜田藩︵高六万一千石︶は久米北条郡に八千
たｆた

とを恐れたからである︒二月二一日にも重ねて同趣旨
たけあきら

石余の領地をＪもっていたので︑ここに移って﹁鶴田藩﹂

の願書を提出したが︑一二月一四日になって津山藩が藩

明治元年︵一八六八︶及び一一年は全国的に承て一摸の

ぺい

と称した︒その藩主松平武聴︵徳川斉昭の第一○子︶は

扉としての任務を全うするようにとの沙汰があった︒

を鶴田藩に与えるよう新政府に働きかけていた︒そこで

多かった年で︑元年に一○八件︑二年に九七件を数えて

いつき

備前藩主の弟にあたる関係から︑備前藩は竜野藩の預所

股民主諜者の訴えも間接には鶴田藩を利し︑慶応四年
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い時期には︑新政府は極めて革新的な政策をうち出して

いる︒新政府の基礎が固まらず︑天下の帰趨が判明しな

史料﹄・﹃京都留守居日記﹄・﹃岡山県史稿本﹄・﹃百姓一摸

によって騒動は終りをつげた︒今美作国鶴川藩農民騒動

府に屈して明治三年︵一八七○︶四月の弾正台の申渡し

きすう

民衆を味方にひきよせるべく図った︒この時期に起こっ

総合年表﹄・﹃作州土竃史﹄・﹃美作略史﹄︶

が︑この問題についても︑新政府は備中倉敷県の情況報

しがつきはじめると︑保守的な姿勢に転換して行った

れる政策をうち出した新政府も︑その支配権確立の見通

て下層の農民たちであった︒はじめ極めて革新的と承ら

﹁新版あほだら経﹂のなかにも承られるように︑主とし

これに肥前藩が加わり︑正月二○日︑四藩主は連署して

月一四日︑京都円山の会合で意見の一致をゑた︒その後

佐の板垣退助ら三藩を代表する官僚の協議が行われ︑正

とが具体化し︑薩摩の大久保利通︑長州の木戸孝允︑土

上表して封土・人民を朝廷に返上させるこ

版籍奉還の明治二年︵一八六九︶になると︑諸侯を

五︑版籍奉還と廃藩置県

た一撲は︑この新政府の政策に同調して︑従来の封建的
農村支配を打破しようとしたものである︒この鶴田騒動

告にもとづいて︑明治元年一二月︑鶴田藩に騒動の鎮圧

版籍︵土地・人民︶奉還を上表した︒正月二三日にこの

においても︑運動の中心になったのは︑その頃流布した

を命じた︒しかし鶴田藩は集訴派を支援してきた備前藩

ことが発表されると他の諸藩も先を争うように奉還の建

津山藩は二月二四日付けで版籍奉還の上表をした︒こ

さつ腹たかよし

と新政府との間に立って解決に苦労した︒

新米で取ろうとしたことから騒動は再発した︒二月一

の奉還上表のことを︑国元の政庁においては三月三日に

白を行った︒

六ｐＨに久米南条郡に集訴派が蜂起し︑勝南郡から英田郡

参政が出席し執政海老原極人から一般藩士に発表した︒

明治二年秋になってから︑鶴田藩が昨年未納の年貢を

土居村に至り︑再び転じて久米南条郡に至った︒藩は武

上表に対して︑二月二六日に出された行政官の答も別紙

だんじようだい

伝う弐一

力で鎮圧にあたったが︑集訴派は弾正台へ訴婆え出るな

として示した︒発表の全文は次の如くである︒

えびはらきわめ

どして抗争を続けた︒しかし農民側は基礎の確立した政

fN9
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そのいわ

臣慶倫
頓首頓首︒臣愚謹案スルニ︑唐柳宗元封建郡際公私之
もと

論︑固ヨリ実二其説二服候︒呪ンャ今日

出一之旨被一一仰出一候事︒

二月

行政官

津山藩主の上表の内容は人臣として王土王民を私有す

る道理はなく︑薩・長・肥・土諸藩にならって版籍の奉

りゆうさい

御隆際二壱国リ人臣ダル者︑

還を願ったものである︒これに対し政府の返答はこの建
かのう

王土

一一一声を嘉納し︑東京で会議を開いた上で何分の沙汰をする

すなわち

王民ヲ私有スル道理無二御座一候・則薩長肥土其余藩

が︑版籍を取り調べて報告するよう命じている︒

もつともきようく室た

く版籍返上之旨︑尤二奉レ存候︒臣恐催亦謹而版籍

この発表の当日︑公用または病気で欠席した者へは通

たてまつ

よろしく

ヲ上り︑右蕪︑︑一徹之奉レ仰二

達すると言い︑そのあと右の書付の写を参政から渡した︒
い里

朝裁一度奉レ存候︒此段宜御執

落としては未だかつてない重大発表を行った︑わけであ

て慎重な態度をとった︒一旦廃せられていた上局会議を

いったん

奉還の建白をうけた政府は︑その処理に当っては極め

る︒

奏奉レ願候︒臣慶倫誠恐頓首頓首︒

松平三河守

二月廿四日慶倫花押
弁事御中

復活し︑公議所とともに版籍奉還のことを審議させた︒

しかしこれは事を円滑に運ぶための手順にすぎなかつ

松平三河守
今度土地人民版籍奉還可し致之旨及二建言一候条︑全ク

た︒木戸・大久保・後藤・副島らの参与の間で検討し︑

に任命し︑諸侯の称を廃して新しく華族の称を与えた︒

ていた諸藩主の願を聴許して︑彼等をそれぞれの藩知事

時機の熟するのを待って︑六月にはかねて奉還を願い出

そえじ鐙

忠誠之志深ク
・一へいかんおぽ

叡感被二

し思食め
されなおつくさせ
一候・尚東京御再幸之上︑曾議ヲ経公論ヲ被レ篇し
喝︑何分之

津山藩主に対しては

られ

御沙汰可し被レ篇し在候得共︑版籍之儀ハー応取調可二差

師
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図３４版籍奉還の許可状（『津山松平藩文書』〕

松平中将
今般版籍奉還之儀二付︑深
ク時勢ヲ被し為し察広ク公議

つちのとみ

津山藩知事被一一

仰付一候事

明治一一年己巳六月

松平中将

とあり︑更に﹁官武一途上下協同之思召を以︑自今公卿

ヲ被し為し採︑政令帰一之

思召ヲ以テ言上之通被こ

おぽしめしきこ

諸侯之称被し廃︑改而華族と可シ称旨被牽一仰出一候・﹂と

しめされ

い う触 書 が あ っ た ︒ こ の 報 は 六 月 二 九 日 に 津 山 に 着 い

聞食一候事︒

六月行政官

た︒︵﹃国元日記﹄︶

１
割
藩吏の公選明治二年︵一八六九︶八月−

文五日︑津・山城においては藩士

町の間東縁に︑藩士は全部松の間︑芥子の間︑

山この日藩知事は紫陽花の間に︑参政らは松

癖総登城を命じて藩吏の公選を実施した︒

松あじさい
津
え
ん
け
し

需竹の間にかけて居並んだ︒
事
知
藩

の

た

衆議を採用し︑公平至当之人材公撰登庸い

重立った職員の人選をするについて﹁広く

今般万機御一新の際︑藩政改革につき︑

山とうよう
津
５
３

たし度﹂いと思うので︑別紙の職員につい
図いれ
ふだもちろん
て一同の入札を雨しつける︒勿論人材の得

失は一藩の安危に関係する大事件であるか

8
１

ら︑遠慮することなく各自の考える人材を書いて出
せ︒

と説明して次の別紙を示した︒

執政二人

じんせんもつともて

行われたが︑明治三年︵一八七○︶九

今般藩制を別紙の通り仰せだされた︒もとよりその

8
２

候ハ︑﹂別段申し出るには及ばないとして強いて投票を
求めなかった︒

投票結果は公表されなかったようであるが︑そのころ

役を退いていた鞍懸寅二郎が八月二四日に参政帰役︵復

職︶を申しつけられたのは︑おそらくこの選挙にもとづ

くものであろう︒九月七日︑政庁において執政本多左開

＋等以上之内人撰︑尤隠居部屋住等二而も不し苦
候︒

から︑鞍懸に﹁民政向引受﹂を︑宮田矯四郎︵徳輔︶に

﹁会計向引受﹂を︑その他にそれぞれの事を命じた︒会国

きよう

参政三人
どうだん

十五等以上右同断︒

この選挙は従来の門閥主義を打破する上で極めて重大

元日記﹄︶

いうのは卒族をふくむことになる︒︵藩治職制の項を参

な意味をもつものであった︒選挙はこの時−回だけで終

と伝えた︒一○等以上というのは士族で︑一五等以上と

照︶︒この伝達のあと紫陽花の間に机と入札箱を置いて

り︑やがて新しい官僚組織が整備される方向へ向かうの
である︒

藩制改革

明治維新の際︑官制の変更はしばしば

一人ずつ出て投票をした︒

公用や病気で欠席した者には同役同列から伝えて︑翌
さかや

日中に封書にして中村格平︑白宮谷端一郎宅へ差し出さ
やつかい

月一○日に太政官から布告された官制は重要なものであ

いる者へ︑同じく入札をさせるため︑それぞれの支配頭

った︒

宅へ呼び寄せ︑入札の上︑封をして翌日中に差し出させ
るが︑郷中の遠隔の場所は例外とし︑且つ﹁存付無し之

ぞんじつき

﹃総領﹂を掲げられたので︑﹁節目施設之方﹂に至っては
よるしんしやく
とくと﹁御旨非挫﹂を奉体し︑藩々でその宜しきを糾酌

諸卒ならびに郷中・市中の重立った役儀を申しつけて

せ︑又隠居・嫡子・次一二男・厄介︵同居人︶に至るまで

同様にさせた︒︑

版籍奉還と廃藩置県
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あらわ

ものなり

と述べ次の藩制を示した︒

一︑藩を一二に分け
け︑物
物成
成︵田畑の本年貢︶一五万石以

上を大藩とし︑五万石以上を中藩と

し︑五万石未満を小藩とする︒

一︑石高は草高︵領内の総上り高︶を

こものなり

称しないで物成をもって称する︒但

し雑税︵江戸時代に小物成とよんだ

もので︑剛畑の本年貢以外の諸税︶

は金石八両立︵八両の雑税を一石に

換算︶で本石高に加える︒

ごん

一︑藩庁に知事・大参事︵普通二人︶．

権大参事︵有無は便宜による︶・少

参事︵普通五人︶・権少参事︵有無は

きかん

便宜によるが小藩は置かない︶をお

︾Ｇ︑その下に大属・権大属・少属・

権少属・史生をおいて︑たとえば会

計・軍事・刑法・学校・監察の類の

ように分掌をする︒その官員の数は

大・中・小藩によって適宜とする︒

一︑藩高はたとえば現米一○万石のう

8
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し︑つとめて﹁旧弊﹂・を除いて﹁政績﹂が顕れるよう
尽力せよ︒

図３６「津山藩知事源慶倫章」の印（原寸大）一津山郷土館蔵
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ち一万石は知事家禄︑残り九万石は富分の間次の通
り︒

内九千石は海陸軍資︒但しその半ば・を海軍資と
くがいかんが

して宮に納め︑
︑半
半ば
ばを
を陸
陸軍
軍資
資に
にあ
あて
てる
る︒
︒残八万一
千石は公僻︵官椅の用︶︑士卒の禄にあ
てるが︑精々節減して軍用に蓄えおくよ
う心がける︒
一︑官禄へ官吏の給料︶は藩々の適当に任す︒

一︑功あって禄を増し︑罪あって禄をはぐこ
と及び死刑等は朝裁を請え︒一時の賞及び
流刑以下の刑は年末にまとめて報告せよ︒
一︑士族・卒の外に別に級があってはならぬ︒

一︑正権大参事のうち一人は東京に集議院開

院の節︑議員となる︒但し半年交代とす
る︒公議人の称呼は廃止する︒

一︑公用人の称呼を廃し︑参事或は属等で用
を弁じさせる︒

一︑知歌朝集は三年一度で︑年を四季に分
け︑滞京三ケ月とする︒
︵以下略︶亀国元日記﹄︶

とな

一八六四︶より辰︵明治元年

一八六

8
４

この布告に対し︑津山藩から九﹇月二八日に二箇条に

子︵一元治元年

質問の第一︑藩高を物成によって称えるというのは︑

わたる質問害を出した︒

潅たつ

図３７「津山藩知事印」の印（原寸大）一津山郷土館蔵
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て物成が増減しまたは新開或は雑税増加があってもそ

八︶まで五ヶ年平均の高と心得︑今後年々豊凶によっ

三一一石八斗一升七合九勺令六を知事家禄とし︑その残

一八石一斗七升九合六才のうち︑その十分の一即ち四︑

について進達した︒その時の証書によると現米四三︑一

の厚薄が相連しているが︑これからは一定の法則を定

第二は︑これまで諸藩の税則が一様でないので収納

一︑九四○石三斗一升八合五才を一ヶ年分の海軍黄とし

ち三︑八八○石六斗三升六合一勺一才五の半にあたる

り三八︑八○六石三斗六升一合一勺五才四の十分の一即

かかわ

れに拘らず︑今般定めの音何を称えるのか︒

めるのか︒

陸軍についてはさきに兵制改革があり︑津山藩から明

ている︒海軍は全国統一の組織になるのである︒

が︑津山藩の五か年平均が現米四三︑一一八石一斗七升

治三年七月三日付弁宮伝達所へ出した報告には次のよう

右のような質問に政府がどう答えたかは明らかでない

九合六才と計算され小藩の部に入れられた︒これまでは

にあった︒

この

一︑銃兵一大隊

中藩として扱われていたのである︒右の計算にはもちろ
ん雑税も加算されている︒

此人員六百人

ひつじ

軍事に関しては質問の第一二に︑﹁海軍資﹂は来る未年

但一小隊六拾人

外二役司四拾五人

一八七一︶から納めるのか︑豊凶によって

︵明治四年

物成に増減がある時はどうなるか︑第四に︑﹁陸軍資﹂

此人員四拾八人

一︑大砲隊砲六門

いか︑第五に兵制はこれまで﹁草高万石﹂につき一小隊

但一門八人

は常時︑非常時とも藩兵の諸費に絵するものと心得てよ

であったが︑今後は﹁物成高万石﹂につき一小隊を備え

外一一役司拾六人

士族・卒のほか︑級がなくなれば︑たとえ今日大参

質問の第六に

るのか︑また万石の﹁余端高﹂になる分はどうなるか︑
とただしている︒

明治四年正月二九日に津山藩は政府に納める海軍資金

砿
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事を勤める者でも免職になれば元の士族・卒の内へ加
え︑座順は家督年順をもって立てるのか︒
とあった︒

質問の第七に
凶年そのほかによって歳入では諸費支給に不足する
時はどう心得たらよいか︒

質問の第八に
正・権大参事の在京は半年交代となっているが︑人
つめこし

の少ない役柄であるから一年詰越は臨機のことと心得
てもよいか︒

と細かい点をただしている︒

公用人の称呼を廃することについては問題がなかった
ようで︑質問は出ていない︒当時は中村格平権少参事が
公用人であったから政府への進達書には﹁津山藩公用人︑

みようじ

された︒これに対し津山藩からは平民の範囲︑苗字を名

わきざし

上下着用などを雪こせてよいかなどについての伺普を閏

乗らせる範囲︑及び苗字を名乗った者は脇差を趣市し︑

かみしもうろう

一○月二四日に弁官あてに差し出した︒

一○月一七日藩知事から鞍懸寅二郎︵吉寅︶・小沢本支

︵朝泰︶・宮田矯四郎︵徳猶︶を権大参事に任命した︒

政府から正権大参事について詳しく取り調べて︑在

職︑解官とも伺いを出せという命令があったので︑一二

大参事海老原景員
権大参事小沢朝泰
権大参事宮田徳猶

大参事渡部兼通

月一三日付で藩知事から弁官へ次のように報告した︒

右は是迄之通在職︒

権大参事鞍懸吉寅

右は先般御用之義御座候旨被一一

中村権少参事﹂の署名が用いられていたが藩制改革後は
﹁津山藩知事﹂又は﹁津山藩﹂と署名している︒急進達

仰出一候間︑転任被一一仰付一候義と奉レ存除員仕候︒

仰付一候︒

右は先達而伺之上解官被一一

権大参事昌谷千里

筆目﹄︶

以上は九月一○日の布告について津山藩から出された
質問に関するものである︒

九月一九日に平民が姓を称することが太政官から許可

E
脂
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八名︑史生

○名︑権少胸

六名︑少屈

る︒黒田彦四郎は少参事として明治三年四日に奏任官に

事も藩の規模により奏任官となることがあったようであ

任官であり︑大参事・権大参事は麦任官であるが︑少参

明治二年七月のことであった︒地方官としては知鞭は勅

図３９「津山藩印」の印（原寸大）−津山郷土館蔽

鞍懸は一二月に民部省へ転任することが予定されてい
ばってき

たので︑この報告では権大参事から除外した︒やがて彼
は中央政府の官吏として抜擢されるが︑権大参事をも兼
任することになった︒

昌谷千里︵端一郎︶は︑これまで権大参事であり︑藩
を代表して集議院の議員をもつとめて来たが︑ほかに然
るべき人材がないため津山藩主は彼を藩の宣教係に任命
し︑一二月八日︑弁官へ届けた︒権大参事を解官したの
はそのためである︒︵第二章七参照︶

！

■ 上 客 一 一 一 厚 頃

図３８「津山藩｣の印(原寸大)−瀧山郷土館蔵

おなじく一二月一三日付で少参事以下の氏名を弁官へ
報告した︒そ
れには少参事
三名︑大属一

四名︑庁掌八

なっていたが︑津山が中藩から小藩になったので︑判任

勅任官・麦任官・判任官という官制が定ぬられたのは

名が記されて

官に繰り下げられた︒

○名︑権大属

■産Ｆー層U◆勺千Fワ向も巳●守I

いる︒
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鮮
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明治維新にあたり︑幕藩体制を打破し

て近代的国家に脱皮しようとする主流

た者は詮な一等に格付けされた︒安政三年︵一八五六︶頃

浮川七郎・妹尾三郎平︵一一一郎兵術ともある︶が連累とし

この事件に作州郷士として立石正介︵正助ともある︶・

別
８

あったから︑格式にこだわらない抜擢が行われたものと
言える︒

反政府運動

に対し︑或は主義主張の上で︑或は利害得失の上で︑不

満をもつものが出るのは避け難いことであった︒西南戦

おた瞳ごみちあきらとや童みつ

争の終るまでは︑そうした反政府の運動や陰謀が相次い
で行われたのである︒

明治初年の陰謀の一つに︑華族愛宕通旭︑同外山光
すけ

棚を首領とする事件があり︑明治四年︵一八七一︶一二月

七日︑外山は謀反の罪で逮捕され︑一四日に愛宕も縛に

しじ共うたかうた

就き︑一二月三日︑ともに切腹を命ぜられた︒この事件

に関連して︑久留米藩においては︑巡察使四条隆語によ

たいらぐ

その一味たる山口藩士大楽源太郎は逃亡し︑一六日に久

の格式を承ると︑渡部・海老原はともに年寄格︵二等︶︑

てあげられた︒明治四年三月二八日︑弁官の呼び出しに

留米藩士によって殺された︒会近代日本綜合年表﹄︶

小沢は寄合格︵六等︶︑宮川は大番組︵九等︶︑昌谷は使

よって海老原大参事が出頭したところ︑右三名について

せのお

番格︵七等︶であり︑鞍懸は文久三年に番外︵八等︶で

藩制改革によって新しく大参事・権大参事に抜擢され

絡︑一人は大属へ降格を巾しつけた︒含進達書﹄︶

また権少参事は小藩には置かないことになったので︑

図４０「作藩記章」の印（原寸大）−津IjI郷土館蔽

って三月一三口に大参事・権大参事らが捕えられたが︑

、雫…輔電……

これまでの三人のうち一人は解官︑一人は少参事へ昇

も野

叔やＦ令謹年
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スルモノ直二帝京二入Ⅱノ皇居ヲ窺観スルモノノ如ジ︒

きゆ

尋ねられるとともに︑管下において精々取締りに注意を

遂二或ハ彼ノ術中二陥キリ︑金賦無欠ノ我力国体ヲ傷

さんおうむけつ

するよう命ぜられた︒海老原は立石については承知して

ツケ︑我力社穆ヲ危フセンコトヲ恐ル︒故二速カニ外

しやしょく

いるが︑浮田は全く知らないし︑妹尾は鶴田藩支配地に

災ヲ撃嬢シ皇居ヲ旧二復センコトヲ乞ハント︑議乃

たずた

住居する者であると答えた︒四月二日に委細は蕪地で調

チ熟シテ未ダ事ヲ挙ケザルナリ︒

とある︒たまたま事は発覚し︑三月七日︑一味一二○人

すなわ

査した上で報告する旨を進達した︒
たき箔管もりぱら

浮田七郎は西々条郡薪森原村︵鏡野町︶の農民遠藤順

同年三月二九日︑弾正台からの呼出しで山本大属が出

とともに彼も逮捕されたのである︒

は別懇で︑久留米藩士あるいは長州の大楽源太郎等とも

頭したところ︑一元士族朝倉右門・磯野湊が家名断絶に

作の変名で︑国元で同人を取調べたところ︑立石正介と

連絡があり︑一挙の計画に関係のあることが明らかとな

処せられた件について︑一委細取り調べて申し出るように

みなと

った︒立石正介︵もと公久といい︑立石孫一郎の叔父︶

命ぜられた︒四月二日に出張所では藩地で取り調べた上

明治二年九月二八日に︑朝倉は京都西本願寺へ私用

きみひさ

は二宮村の大庄屋であるが︑備中の親族へ行くと言って

報告すると進達しておいて︑その調査結果を四月二二日

月上旬に京都府で逮捕されたと聞いて国元では驚いた︒

で行くと称し︑五○日の暇を藩の執政あてに願い︑一

じようどうしも

家を出て︑一一月下旬には備前上道郡下村︵岡山市︶田淵敬

に弾正台へ次のように報告した︒

以上について弁官へ四月二○日に詳細な報告を行った︒

○月六日に磯野は讃岐金毘羅へ行くと称して一五日の

とうりゆう

一一方へ逗留し︑そこから京都へ出て以来音信がなく︑一一一

妹尾は英田郡土居村の豪農で鶴田藩の管下にあるので︑

暇を願い出た︒藩庁では朝倉がこれまでに上京願いを

月一○日︑磯野は二日に出発して上京し︑姿見邸

行く計のあることは察知しながら許した︒朝倉は一○

した時は説得して願いを許さなかった︒今回は東京へ

さぬきこんぴら

この報告には除かれている︒

この事件は何を企てたものかについては︑﹃妹尾三郎
平伝﹄によると
聖上東京一一遷幸セラレシ以来︑外夷横浜港ヨリ上陸

Ｉ
顎
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両人には明治四年三月五日に締入を差し許し︑農商の

なるので︑表面に出た主魁を罰するに止めた︒そして

罰すれば︑連累者が一○余人に及び︑藩内の一大事と

し︑不坪至極につき処罰したが︑その徒党を捜索して

た︒両人が︑容易ならぬことを企て︑東京表へ罷り越

禄を召上げ家名断絶として締入︵閉門︶を仰せつけ

確堂に強いて拝謁を願い出た︒藩はこれを許さず︑家

︵当時確堂の住所︑第二章一○参照︶近辺へ旅宿して

たとしている︒一﹂れらの措置を通して承て︑不平士族を

の中へ入籍させるつもりで︑まずこのように取り計らっ

貫目を給し︑その説明として士族・卒の而々を追々農商

朝倉等を農商に入籍させた時︑生産手当として銀札一○

許され︑のち磯野計として実業界で大をなした︒また

子計助は藩の貢進生として東京にいたが︑学業の継続を

朝倉等の事件について︑連累者の捜索をせず︑磯野湊の

運動として政府から疑われ︑藩でも警戒したのである︒

朝倉等は愛宕等の事件と直接関係はないが︑反主流の

し裳りいり

巾へ入籍を印しつけておいた︒即ち士族から除いて平

なだめる必要から藩当局が厳しい処髄をとることを避け

ばかる

民としたが︑別事件で不審のことができたので同二五

たことがうかがわれる︒反主流の運動を起こさないまで

ふらち

日に親類預けに取り計っている︒

も︑その同調者がかなり存在したことが︑藩当局を牽制

しゆかい

これに対し︑容易ならぬこととは何かと弾正︽ロから孔

していた︒後に鞍懸が暗殺され︑しかも加害者不明のま

けんせい

され︑山本大屈が応答したが意を尽さず︑翌二三日に鞍

まに終った事怖もこの辺に根ざすものであった︒

ただ

懸権大参事が出頭し︑別紙を示し説明して了解を得た︒

されたが︑知小と蕪との関係は依然と

廃藩と領民版絡奉還によって一応中央集椛は実現

両人が江戸へ出たのは︑確堂が東京永住と定めてい

して旧い情実を脱せず︑行政区伽は複雑を極めた︒﹄﹂の

別紙には

るのを︑強いて国元へ迎えようとし︑政府へも強請し

藩という行政区画を廃して封建的なものを根本的に弛

ふる

ようとしたのである︒その処分が徹底を欠いたこと

める必要があった︒蕪知事の中にも辞表を出すものがあ

り︑政府においても廃藩断行の機は熟し︑明治四年︵一

あらた

が︑今日の事態を棚いたので謹慎を仰せつけてある︒
という内容が記されている︒会藩庁出張所日記﹄︶

卯
１
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八七一︶七月一四日︑在京の藩知事を集めて廃藩置県の
詔書を宣した︒

ぽう

かのとひつじ

免本官

辛未七月

図４２愛山の唐門

ついで七月一五日午前一○時に知事名代参事のうち参

鼠

津山藩

知事松平慶倫

太政官

辛未七月

が︑この時津山では康倫を県知

いた康倫が松平家を相続した

やす・二も

確堂の子で慶倫の養子となって

おいて没した︒年四五であった︒

に病が篤く七月二六日に津山に

住することを命ぜられたが︑既

やめさせられた慶倫は東京に居

行することになった︒藩知事を

任命されず︑大参事が職務を代

改められたが︑知事はすぐには

津山藩が廃せられて津山県と

太政官

今般藩ヲ廃シ厩ヲ被し置候ニ付テハ︑追テ御沙汰候迄︑

−﹂

大参事以下是迄通事務取扱可レ致事︒
１

(もとの愛山東照宮の神門を昭和39年に慶倫の墓所に移した）

朝せよとの達しで︑津山藩から小沢権大参事が出席し

図４１松平慶倫の墓（津山市小田中愛山）

た︒大広間に天皇が臨承︑二一条右大臣が詔書を読承︑坊

旺召■■■

9
１

城従三位が辞令を渡した︒

じよう

p■
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事に任命してほしいという歎願書を差出そうとした︒こ
れに対し康倫は八月二五日に郷・市の代表を召し出して
おぽしめし

旧来の情実はなんともかたじけないが︑廃藩は皇国
一般のことで朝廷の深い思召による︑ものであるから︑

私情の歎願などをしてはご維新のご趣意を妨げること
にもなり︑自分としてもその任に堪えるようになるま
では辞退したい考えである︒どうか右のことはやめて
川情をもってあいかわらず暗に保謹してくれるように
頼む︒

という意味のことを申し渡した︒

康倫は九月一二日をもって東京へ向けて津山を出発す

々までも年来の勤労芳志を謝し厚く離別の情をも述べ

われらは近く帰京するについては旧来の管下小前末

い︑ひるがえって暴動に及ぶやに聞える︒万一出発の

たので安心した︒しかるにこの頃西の方で旧知事を慕

の趣については其方どもが尽力してくれて速に納得し

過日自分に知事職を仰せつけられるようにとの歎願

同日︑郷・市の代表に対し

たいが︑手前もかれこれ混雑しているし︑﹁下方﹂で

際そのような挙動があっては朝廷に対して棚すまない

と伝え︑銀札一五○賞目を与え毎戸残らずに配るように

同一之御旨趣﹂を奉じ︑旧臣のうちおいおい農商へ帰し

ないようにせいぜい尽力してもらいたい︒また﹁人民

その鑑一つ

も秋のとりいれで日夜多忙であるから︑略して酒料を

から︑其方ども申合せて︑なおこの上不郁合のことの

させた︒終って代表の者には品物を与えた︒

しもかた

別紙の通り差し適す︒それぞれ配賦して寸志の行き届

図４３松平康倫（『津111温知会誌』）

くようよろしく頼承入る︒

る一﹂とになり︑一七日には郷・市の代表を集めて
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居して産業を

郷・市中へ散

姓一摸総合年表﹄︶

こっていた︒康倫の心配したのはこの点であった︒︵﹃百

︵出雲︶・福山県︵備後︶などの近県でもこうした一摸が起

八月五日︑津山県庁から士族及び卒に対し次のように

蕪士であった︒

旧藩士の処遇廃藩によって直接影響をうけたのは旧

営むようにな
るが︑厚く周
旋してくれる
よう尽力のほ

く頼承入る︒

って文武の常職を解いて家禄を収め︑﹁同一人民中之

海内一般郡県の制度になったので︑県内の士族は追

達した︒

と伝えた︒含布

族類﹂に帰するようになるから︑その旨を心得て方向

どこれまた深

告控﹄︶

を定めるようにせよ︒もっとも家禄を収めたうえは相

このことは旧藩士に職業の自由を与えるとともに︑従来

この頃新政に

その要求項目の

の支配階級の地位からの転落を決定的にするものであっ

応の米券を遣わし︑生活の道がたつようにする︒︵﹃布

一つとして旧知

た︒すでに王政復古以来の時勢の急変に不安と不満を抱

反対する一摸が

事の留任要求を

いてきた旧藩士は︑新時代の波に乗って活躍する者への

告控﹄︶

かかげるものが

憎悪をかきたてられることになった︒

諸方に起こり︑

あった︒八月か

廃藩置県の趣旨徹底のため︑八月四日︑津山に帰った
よしとら

ら九月にかけて

権大参事鞍懸吉寅︵寅一一郎︶は︑藩内を説いてその任を終

もり

広島県・母里県
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図４４松平知事留任歎願書（部分）（『津山松平藩文書j）
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男宅を訪れて辞去するところを短銃で暗殺された︒含江

り帰京する前夜すなわち一二日夜︑親友の県大属河瀬重

藩の同等身分の者が士籍に編入されているので︑前日病

九月二八日にも津山県から伺書を出した︒従前他の諸

この暗殺の犯人探索については︑八月一七日に︑津山

には関係ない身分だけのことであるから改めて士籍に編

しばしば歎願に及び︑説諭を加えても承伏しない︒禄制

を並べた者が今日尊卑が大いに異ることから一同不平で

県庁からその夜の外出者︑在宅者を書き出させるように

入したいと重ねて陳情した︒

一戸日記﹄︶

命じたり︑太政官からも捕縛命令が出されたりした︒し

更に一○月二日には前に出した何審は文怠が粗派であ

ったから︑準士身分の者を今般士絡に編入したいという

かし結局犯人は挙がらずに終った︒念布告控﹄︶

封建的門閥制度に憤れてきた者には︑四民平等の思想

ことを改めて願

祭舛．︸

毒分のものを士

睦月五日に準士身

渡

酸津山藩では二

ｊの許可があり︑

二三日に大蔵省

い期一た︒一○月

は容易になじめないものであった︒封建的遺制としての
士族の身分にせあて加わりたいということが︑旧下級武
士の当面の切実な願望であった︒

明治四年九月三日に大蔵省へ出した伺神によれば︑津
山藩では﹁騎馬槍﹂以上を士族とし︑それ以下を卒とし
めみえ

たが︑諸藩では目見以上をすべて士族と定めてあるの
で︑管下の卒から歎願がしきりにあって説諭に当惑して

‑
?
&
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恥

が

いるので︑譜代の卒は士族に編入し︑卒はその身一代の
者の玖にしたいとしている︒

旗
門
Ｌ

理群

坊合

︵﹃進達書﹄・﹃公

山藩士家筋調﹄︶

副務懸日記﹄・﹃津

５

ｒ

鋤族に編入した︒

１

驚

大蔵省から目見以上の卒とそれ以下の軽卒との区別を
から

尋ねてきたのに対し︑九月一○日に徒以上が目見である
と津山県から答えている︒
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のこ

一︑銀札壱〆五百目宛相続家卒

一︑同壱〆目宛平卒

松平康倫は前知事慶倫の申し造したこととして︑世禄

をはなれた旧藩士の将来の生活の一助にと︑次のように

一︑同七百目宛隷

はぷたえ

であった︒その上に特に小袖とか植木鉢とか白羽一一重を

手元に蓄えおいた金子を配当した︒そしてこれを﹁我等

永訣之寸志に候﹂といい︑﹁各其業二勉励︑徒食之恥ヲ被し

賜わった者もあった︒

がれたくぞんじ

恩賜があった︒︵﹃国元日記﹄・﹃津山温知会誌八﹄︶

翌明治五年三月一八日にも松平家から旧藩士へ若干の

免度存候事︒﹂と述べた︒
覚
まで

一︑金百両宛従前一級ョⅡノ十級迄

一︑金七拾両宛従前十一級ヨリ十四級迄

津山県から廃藩置県によって明治新政府は官吏任
北条県へ命権・軍事権・徴税権を掌握する中央

集権の体制を実現したのであるが︑地方行政は従来の諸

一︑銀札弐貫目宛従前足軽之内相続家
一︑銀札壱賃五百目宛従前足軽之内浮組

藩の領域はそのまま新県の管轄としたので︑その分布状

ちゆうげん

旧藩県新県管轄区域の郡名︵︶内は現在の郡名

ずつ

田︶・吉野︵同︶・久米南条︵久

︵勝田︶・勝北︵同︶・英田︵英

あいだ

北条︵同︶・西々条︵同︶・勝南

とまた

同五シ半時揃非役士族

津山藩津山県東南条︵苫田︶・東北条︵同︶・西

れい

金気十両銀札七貢百四十匁宛

と三回に分けているが︑士族一同へは

から

同九シ半時揃徒前卒族之面々事新士族

であった︒

廃藩置県当時の美作国内における県の概要は次の如く

したものにはならなかった︒

態は錯雑を極め︑したがって地方行政そのものも整然と

一︑銀札七百口ロ宛従前仲間
以上

さらに一二月二日に旧藩士たちに︑貨幣を分配し
む

正五シ時揃大参事以下在官之面々

た

であった︒さらに卒及び隷に対しては

副
５

けつ凄い
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美作

徒１，本図は主としてｊ岡山県政史･により作成した､。

２，．印の地名は県庁所在地であるＪＯ印の地名は藩政時代の主な陣屋町などである。
海内(林野)とあるのは,海内の所在をわかりやすく示したものである。
ａ，県の区域は廃藩置県前の藩の区域と同じである。

図４６美作国内の行政区分略地図（廃藩置県）

にわ

おおば玄

米︶・久米北条︵同︶・大庭︵真

明石藩

竜野蕪

沼田燕

挙母燕

鶴田藩

真島藩

古河県︵同茨域県︶久米南条

明石県︵同兵庫県︶吉野

竜野県︵同兵庫県︶真島

沼田県︵同群馬県︶英田・勝南・勝北

挙母県︵本管は愛知県︶久米北条・勝北

鶴田県久米南条・久米北条・勝南

真島県真島︵真庭︶・大庭

庭︶

古河藩

生野県︵同兵庫県︶吉野・勝北

とＦし老中

生野県

倉敷県東北条・西北条・西々条・大庭
ノ︑﹄や

し生さ

い〃︑の

こが

あかし

こ︾つふ︑

たずた

倉敷県

おばらかみがわらかみたの

現在の津山市域に限って当時の村名をとりあげると︑次
のとおりである︒
︹津山県︺

西北条郡山北総社小原上河原小田中上田

む
らたなべ
邑下田邑東田辺西田辺西一宮

にのみやとし藍いんのしい︽うじんご

宮川以西の城下

はいだのけだ

西々条郡一一宮戸島院庄神戸

東南条郡林田河崎野介代高野山西高野本郷

9
1
台

北
郡

おしいれのもみや堂しぽいかつぺしとく

久米南条郡押淵福田

おし幕ち

どうのお

誌﹄・﹃岡山県政史ご

︵﹃北条県統治郡村引継書﹄・﹃国元日記﹄・﹃岡山県郡治

勝北郡近長福井田熊津川原堀坂妙原

︹生野県︺︵旧土屋寅直領︑一時燭軍岡県︶
ちかながたのくまつが隙らほつさかみようばら

ともなお

久米南条郡高尾皿種荒神山金屋ノ内

さらたれ

︹古河県︺︵旧土井利則領︶

としのり

︹鶴田県︺︵旧松平武聴領︶

押入野籾山紫保井勝部志戸部
おおだ
沼大田東一宮

勝南郡堂尾
おおささ

宮Ⅶ以東の城下
くさかぺおやくよしみ

上横野下横野大篠上高倉下高倉
草加部綾部士口見
いつぽうきたくれたふるじょういのくち

やいでおげたかなや

図４７津山県庁の瓦一津山郷土館蔵

東北条郡

勝

一方北暮田中島古城井口大谷

蜂

久米南条郡

横山八山山小桁金屋ノ内

灘

かわなべひかみうりゆうばらにい
河辺国分寺日上瓜生原西吉田新
だふぐりきいけがはらかないなかばら
田福力池ケ原金井里金井市千原
里中原
こうもなら

河而楢

右のように︑美作地域内だけを見ても多数の県が存在

し︑その管轄区域も複雑であったから︑明治四年︵一八

煙うじ典う

七一︶九月から二月にかけて︑全国の各県の統廃合が

行われ︑美作国一円は同年一一月一五日を︑Ｙもって北条県

となった︒しかしこれは名目統一であって︑実質的に事

務引継を終わって北条県として発足できるのは翌年にな

ってからである︒したがってそれまでの期間は元津山県

の名において布告などが出されていた︒

長らく支配権を握っていた松平家はその地位を去り︑

9７

勝南郡
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名儀区別﹂など詳細に取り調べて申年︵明治五年︶二一月

坐こ手Ｃ

北条県のいまだ発足しない間の津山は︑旧秩序から新秩

中までに提出するように命じた︒またこの年から蔵米は

くら室い

序への過渡期であり︑したがって最も人心不安な時期で

四斗俵納になった︒以上のことを九月一八日津山県庁か

来る九月一一二日は天長節につき諸官休業し︑前夜献燈

ら布告した︒

もあった︒

八月一五日に県庁の達しに次の如きものがある︒
今般戸籍取締について戸並︵戸毎︶にかけておいた

は昨年の通り︑また当日は昼九ッ時︵正午︶祝砲執行の

こなみ

番号札を昨夜市中所々でとり外したものがある︒これ

ことなどを九月一八日県庁から達した︒

ひつきｋうけいぺつはなはだふらら

は﹁畢寛憲法ヲ軽蔑致シ甚不博之次第﹂であるか

また八月二八日に太政官から出された﹁解放令﹂を津

山県庁から管内へ伝えたのも九月一八日であった︒この

ら厳しくとりしらべて申出よ︒

この中で憲法という語が用いられている点は注目をひ

ひらふく

県佐用郡佐用町︶へその管内の勝北郡と吉野郡の五八か

一○月に津山県に隣接する生野県の平福出張所︵兵庫

なうものではなかった︒

めたものであるが︑なんら具体的な生活上の保証をとも

布告は平民としての称呼の統一と︑身分職業の平等を定

しょうゆ

く︒国法というほどの意味に用いられているように思
う︒

九月四日には酒・醤油の醸造の規則改正により︑従前
の鑑札を廃して新しい免許鑑札と引き換えることを布告
した︒

村の百姓代・年寄・庄屋の署名と印のある歎願書が出さ

かせぎたきのぞみの

これ堂でひつじどしっくりこみ

一︑向後新規稼度望之ものハ︑其段可二願出一事︒

れた︒

太政官の布告については﹁乍レ恐小前一同承伏行届

おそれながら

てい伝うたい

一︑是迄鑑札所持之者︑富未年造込石数可二申出一事︒

といって︑来る一五日までに︑鑑札と造込石数をとりま

雲シ﹄一Ｌ

兼候体﹂で︑朝命のご趣意はあくまで奉戴するが︑﹁積

年の旧習迎も変革難二行届一︑万一人気動揺を醸し候

とめて差し出せと命じた︒

太政官から租税については当未年ほこと言﹂とく旧法

様之事件二立至リ候ては︑実々泰一一恐入一候間︑御寛

ひつじ

によるが︑これまで取扱ってきた方法ならびに﹁雑税の

醜
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典之思召を以︑従前之通被し為二仰付一候様只管奉二歎

御立法を以︑人心鎮静仕候様被二仰付一︑偏二万姓御

座候迄之間も︑異変有し之候程不シ計候間︑当分之内

おぽしめしおおせつけさせられひたすら

願一侯︒﹂おそれながら津山管内よりの﹁御願書・御触

救助被二成下一度重畳奉二熱願一候・︵﹃瀬畑家文書﹄︶

ということがそのなかに記されている︒津山管内よりの

をしてくれるようにと願ったもので︑津山県同様の措置

とあって︑政府へ伺いを出し︑それまで当分の間の指示

ちょうじようせはた

ひとえ

書の写﹂を添えて歎願申上げる︒︵﹃有元家文書﹄︶

願書というものは残っていないが︑その願書を受けとっ

津山県庁の触書のなかに︑東京表即ち政府へ伺いを出

を求めたものである︒

今般の解放令によって﹁従来平民と格別区別相立居

しているとあるが︑倉敷県からも政府へ伺いを出したこ

た津山県が︑一○月二日に出した触書には︑

候処ヨリ︑交接之間二不都合之儀Ｊも有し之趣︑就而は

とであろう︒北条県がおかれて︑倉敷県のうち美作国内

ついて

東京表江相伺候義モ有し之二付︑追而及二沙汰一候迄

分は北条県の管轄に入ったから︑︾﹂の問題も北条県へ引

明治五年四月九日から一二一日にかけて︑北条県権参事
たつよしみちまさ
小野立誠は土居通政︵もと大庄屋︑当時は北条県一一二等

幸︷雲分

おもてへさた

ハ︑先従前之振合二準拠し︑双方共礼譲相守︑柔和ニ

き継がれることになった︒

とあって︑解放令の実施について政府へ問い合せている

出仕︶を随員として︑束南条・勝北・東北条・西北条・

ごん

いたし︑粗暴之所行等無し之様﹂厳重に心得えよ︒

から︑はっきりした沙汰をするまではこれまで通りにせ

西々条諸郡の村々を回った︒各地で時刻を定めて付近の

︵﹃布告控﹄︶

よという消極的なものであった︒この触書は生野県へ出

里正︵村長︑もとの庄屋に幸のたる︶を集めて

と前置きして政府の方針を説いたなかに

﹁小前百姓﹂どもが農業に励むように教一誌せよ︒

きようかい

命ぜられたから︑律義・実直を旨として︑せいぜい

今般一国一県を置かれ︑公撰をもって郡長・里正を

り苦い

された願書に添えられたものである︒

また同じく一○月に︑東北条郡の二三か村の年寄・庄
屋連名で倉敷県庁に出された願書には
︵前略︶従前之振合を以︑互二渡世仕候様更一一御厳令
くだきせら無

被シ為し降候様︑其御筋へ急速被し為二仰立一御裁許御

9
m
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もちろん

かねて出された命令は堅く守ることは勿論である
しもかたなんじゆう

盤うしや

が︑人情に句もとって行われにくく︑﹁下方難渋﹂に及
ぶことがあれば︑その筋について用捨に及ぶから雨甲し
出よ︒ただし﹁解放令﹂については﹁平民合一之御趣意

Ⅱ／兼︑異論沸騰ヲ生し候義有し之哉二相聞︑無し調率

相守︑断然旧習ヲ去り可レ申之処︑積年之習風一時改

かねやいわれなき
全唇つと

候︒付テハ双方互二勘弁加へ︑礼譲尽し︑不敬粗暴之
挙動無し之様︑急度申諭し︑不し得し止儀ハ早々可二申
出一率︒﹄今淑畑家文書﹄︶
し﹂韮の︾︵や︒

この小野権参事の説いたことは︑﹁解放令﹂の実施に

時﹄

．母
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ついての政府の見解を示したものである︒すなわち一○
月二日に津山県庁の出した触書にある﹁従前の振合に準
拠し﹂という趣旨は否定されたことになる︒しかし︑積

垂

蕊

i
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謹聴国

図４８１，人別改帳；

た︒例えば高千石につき女一人︑牛一匹を異人へ渡すよ

その頃は不安定な世相を反映して種々の流言もあっ

つぎに戸籍法の改正にとＪもない︑これまでの寺詰制度

うになったという流言をするものがあり︑あるいは﹁均田

しゆうもんにんぺつちよう

による宗門人別帳を廃止することは︑明治四年一○

てらうけ

不徹底な処置が明治六年の騒動に発展するのである︒

月三日に大蔵省から通達が出された︒これを津山県で布

年の風習が急に改まらずに異論が盛んなのは理由のない

メ

ことであると断じながら︑互譲の精神を村民に諭すこと

！

告したのは一一月一○日である︒

鐸慧議蕊

よりほかには根本的解決策を示していない︒このような

白

1００

第一章明治維新と津山藩

ことのほか

徳政﹂などの流言を唱えて人民をまどわすところから︑

■
■

図４９『布告控』

図５０『布告控』（明治４年10月23日の灸）

露
￨

＃

ｌｊ−且＝

ふれ

通一一相成﹂民心不穏であった︒一○月・一三川に津山県は

布令︵触︶を出してこれを取り締った︒ま・た藩札について

も流言があり︑不当の相場でとりひきが行われたので︑

かねての布令の通り金札一匁と銀札一脚三匁の剛場で班

々引替えるから安心して融通するようにと一二月二五日

に元津山県庁の名において達しを出した︒これは明治五

年︵一八七二 ︶になってその通り引替えが実施された︒
︵﹃布告控●一︶

さきにも記
したように明
治四年一一月
一五日に県の

統廃合が行わ
れ︑美作一円

図５１北条県庁の門（津山市成道寺）

﹁貧者ハ借銭ヲ不し払︑唇函者ハ貸付ヲ止メ︑殊之外不融

︾︾

︾

に北条県がお

し侭うどしま

かれ︑当分は
小豆島も管轄
した︒そして
廃県の官員は
おって沙汰の

1０１

厨

:鐘騒騒識凝議ﾖ同ウーーー…嬢¥f禅譲＝篭

版籍奉還と廃藩置県

あるまで︑新置県令ならびに参事の指図をうけ︑従前の
庁で事務を取扱うことが達せられた︒また︑これまで管
轄した県から﹁地所・物成・郷村﹂などを当年より新置
の県が受け取り﹁高反別一村限村高﹂などを取り調べて

ふちべたかてる

大蔵省へ報告することを太政官から達せられた︒含藩庁
出張所日記﹄︶

北条県参事には９もと薩摩藩士淵部高照が︑権参事には

もと越前大野藩士小野立誠が任ぜられ︑県令はおかれな
かった︒翌明治五年正月一二日津山県から北条県へ事務
引継を行った︒北条県庁は元の津山県庁︵現津山文化セ

邑

ンターの位置︶におかれた︒︵一●北条県庁布告﹄・一・布告
控
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稲垣武十郎・昌谷五郎は連名で天保九年︵一八一二八︶

制沿革取調要項﹄︶

その頃武術の稽古場が整ったのであろう︒︵﹃旧津山藩学

さらに明和七年に稽古場定目が定められた︒おそ卜つく

とある︒

学問所建置候上は︑常に無二瀞怠一致二修行一可レ申事︒

内に設けて︑学問を奨励した︒その定目五条のうちには

は︑明和一一年︵一七六五︶に学問所を城

めいわ

藩校の設立第五代の津山藩主松平康致︵のち康哉︶

、

七月五日付の﹁学校御造営諸制度調書﹂を江戸において

なりたみ

まじくこれ

﹁聖廟﹂のことに及び︑学校の図面を添瑳え︑最後に﹁有余

を尊ぶべきであると学校のあり方を述べている︒さらに

せいびようありあ室り

度﹂を立て︑その第一は学風を正しくすることで︑﹁朱学﹂

と

るため学徳のそろった人物を選び︑人がそろった上﹁法

はつ

の内で兼ね︑次に﹁儒者の頭役﹂を立て︑文武を統轄す

次に学校の市手心となる﹁学校惣司之人物﹂は家老か年寄

そうし

を練磨仕候外無し之候︒﹂と学校の必要を述べている︒

れんま

御建立被し成︑御家中子弟幼年より此内に入︑内外之華云

なされこのの

の術とし︑別々に不二相成一様仕︑内外相和し共に国家
たくその
の御道具に相成候様仕度候︒其文武を盛に仕候は学校を

つかまつり

まず﹁文武一致に相成︑文は以て内を修め︑武は以て外

八代藩主斉民へ差し出した︒一一万語に近い長文である︒

相

の年と雨州事ハ有し之間敷︑是ハ待て不し来事に候へ︵︑

頂0膳

一

校建立の実現を期したが︑藩財政の関係もあって容易に

に願い出ている︒度々の建高によりようやく天保一二年

にはその気運が熟した︒藩政にたずさわる人から学校造

営の含承のある言葉を聞いた稲埴は︑その年の二月に

そのうれしさを和歌に詠んだ︒

綴ふる冬野の末も梓弓

あられあずさゆみ

はるまち顔に梅そふくめる

しら雪の積れはつもれ梅か枝に
うぐいすざか

はや鷲の聾を間まし︵﹃建学統議﹄︶

けい・一そうけん
京橋門内の西側の地に学問所一棟︑稽古場一一棟︵繍剣

と柔術︶︑射場一棟︵弓術︶︑御此所一棟を建てて︑文武

稽古場としたのは天保一四年︵一八四三︶頃である︒

学問所では月六回︵二・七のＨ︶四書五経の講義をし

たが︑これを聴聞する子弟は二○人に満たなかった︒稽

i
I
O
脂

なにとぞおぽしめしたたれ

何卒被二思召立一候日を吉日と被し定︑早く御議定被し成

実現しなかった︒昌谷はその上書の一節に﹁美作ハ海と

学校之無レ之国と世上一統相唱可レ印︑国家之耽辱︑臣子

しげまつせつとう

度奉レ存候︒﹂と結んでいる︒︵﹃建学奏議﹄︶

稲垣武十郎︑名は茂松︵木公︶︑号は雪洞︑江一戸で古

之遺恨不レ可し過し之候間︑何卒急速御評決御座候而︑﹂

一

て

賀個庵に学んだ︒国冒谷五郎は備中の人︑名は碩︑精渓と

この節造営を仰せ出されたいとさえ言っている︒この上

︲一画

一

︾か一

一

一

１．Ｋ．一癖

一．−

恥

せき世いけい

号し︑白目平掛に学び︑経学・詩文に造詣深く︑斉民に

沓は天保一○年のもののようである︒天保二年には稲

へい

とう

恥せられて津山藤士となった︒稲垣はその後津山に州

垣が︑藩主在国中に思い立って学校造蝋をするよう熱心

！⁝ＩＩｆｉ

零謹・認

︲１１審

ＩＩ

しようへいこうぞうけい

り︑昌谷は江戸にあって︑それぞれ度々上課してその学

⁝⁝⁝
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図５３小学需合蕊（昌谷碩編輯）−津山郷土館蔵
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鼎水明治茨午翻刻擬

家に通学することは従前通りであった︒

図５５文武稽古場平面図（『津山温知会誌』）

柵

認風鴬く只今

図５４藩校の教科書（津山藩の出版）一津山郷土館蔵

︵双松︶の建言により︑文武稚古場を

弾
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悪

藩校の整備藩主慶倫の時に至り︑郡代山本恭二郎
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拡張して︑藩の子弟が師家に通学するのをやめてここに
通学させるようにした︒

箔

・需︾︾︾鯉﹄恥

１１

津胸幕両挫議

,
I
l
I

︾院︒Ｂ

人串客噸織農醗蕨域教人ご法哩調

拶

き
Ｆ 阿 阿 一 画 頭 勾 戸 一 己 一 ﾛ

蕊蕊

盗標荷序．．・式

髄

一蹴測繍

、

霞諦

〃
灰
』

協

命謹勉漉鍾避祷締測少濡而嬢陵

掘垂

1
:

一一職論語

【
.

Ｕ４０︒

蝿峨蕊鶴
琳財
一

‑●Ｍ

・一．唖︐個閲２︲針

日

古場は各流派が日を定めてここに出演したが︑子弟が師

孟子
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図５６文武稽古場付近略図（明治３年一『津山温知会誌』）

一一才から三○才二○日

家老以下坊

三一才から四○才一五日

五一才以上六日

四一才から五○才六日

二才以上は

となっており︑富主とか︑一芸免許済承のものとか蕊有

主格以上は︑

朝六時︵午前

役の者とかは若干少くしてあった︒

獅米年手当四俵

たる師役の心得も大切であった︒文久元年︵一八六一︶

藩校が整備され修行者の数も増すにつれて︑指導にあ

同別世話代同座峰

剣槍砲等の武術師役同種雑

学問世話方手伝同五俵

学問世話方同七俵

訓導方儒者同一○俵

文武勘定方紳士

文武稽古目付挫眺鋤赴霊役間五五俵

同掛噸桃症壁役尚七三俵

但し自禄が役間より多いもの
は別に給与はない︒以下同じ︒

同掛琴銅剛池銅役高八五俵

文武稽古場惣奉行内受持

そう家老の

藩校の主な職名及び俸禄は次の如くである︒

六時︶から暮
六時︵午後六
時︶の間に出
席修行せよ︒

ざてんじよ

一○才以下は

父兄の存寄り
による︒大役
人︵蕪士の格
式の一︶以下
は筆算に出精

て修行の細則を定めた︒出席の一般の規定は

断らなければならないとした︒その他数十項目にわたっ

め︑それを欠いだ場合は翌月五日までに富番の世話役へ

とし︑年令による最低の出席すべき日数を次のように定

するは勿論︑武芸はこれまでの定めによる︒・

賎Ｉｍｌｌ３ｌ
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二月に﹁剣術寒稽古二付︑暁六ッ時前より出席致候処︑
ことのほかさわがしく

山藩学制沿革﹄︶

教諭場藩校の設立に熱心であった一稲垣は︑天

保一一一一年︵一八四二︶六月に町奉行に

殊之外騒ヶ敷︑京町辺迄も相聞候由﹂で︑目付から沙汰
をしてもよいが︑まず師役世話代から注意をし︑それで

任ぜられると︑庶民の教育機関設置に力を入れた︒時は

2１

?弾９９.霜jWt簿

志者の出銀︵寄附︶をうけるから内願のものがあれば

師をえらんで申し出よ︑また費用について︑明年から篤

名を申しつけ︑いずれも申し合せて出精せよ︑相膳の講

宇左衛門・玉置悌助を︑また世話役引受三名︑同手伝四

申し付けた︒そして惣締役として斎藤孫右術門・玉磁

そうしまりやく

大人たり共家業之暇には会所等へ呼集教諭いたし候様﹂

についての藩主の意向により︑﹁男女幼年之ものハ勿論︑

へ出頭させた︒そこで﹁今般御改革︑市中風義取直し﹂

た九名の者を召し連れて二月三日の晩方に町奉行の役宅

町奉行稲垣は月番の大年寄斎藤孫右衛門に命じ︑指名し

教諭場は天保一四年二月に設立の方針がたてられた︒

った機関は設けられていなかったのである︒

り︑庶民教育の下地は開けていた︒しかも︑まだその整

学﹂の柴田鳩翁が津山に来て﹁道話﹂をしたこともあ

心学は早くから津山に伝襲えられ︑天保四年に﹁石門心

せきもんしん

も聞かない場合には目付から沙汰をすることにしたとい

一一

がくきゅうおう

あたかも﹁天保の改革﹂に際会していた︒

図５７修道館の馬額一津山市小田中地蔵院保管

うようなこともあった︒
かわらぶき

｜

一Ｋ﹃輯
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一．和窓

建物の構造は平家瓦葺で約四七○余坪︑土地は約一︑
○八八坪あり︑別図
︵図五六︶のような
配置になっていた︒

明治三年︵一八七
○︶に︑さらに学問
所を新築して士民の
別なく入塾あるいは
通学を許すことを計
画し︑翌四年に落成
した︒武術場をも合
せて修道館と称し︑

確堂の書を濡額とし
て講堂に掲げた︒
今学監要略﹄・﹃旧津

1
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稲垣松謹書

みずのとう

とあり︑﹁謹節﹂の二字は大書され

ていた︒保焚卯とは天保一四年であ

り︑稲堀松とは茂松即ち武十郎のこ

とである︒﹁識節﹂は孝経からとっ

たもので︑妓初の餅には﹁孝経日︑

謹レ身節レ用以養一一父母一︑是庶人之孝

導目標としたことがうかがわれる︒そして︑その年一二

也︒﹂という字句が普いてあった︒彼が孝経の精神を指

八月八﹇口︑教諭場が小性町に出来上った︒講師は床を

月には精勤者や﹁筆算縫針格別上達之者﹂に褒美を与瑳え

なめん

背にして東から西へ向き︑その右側に出役︑左側に大年

た︒また屋敷地を提供した稲実屋義七郎に袴地一反と五

瞳かまぢ

ほうび

寄・諸吟味が控え︑聴聞人は東へ向かって並び︑その両

本入扇子箱を︑家作を引受けて普請をした錦屋民治郎に

万延一元年︵一八六○︶の﹁講釈日割付﹂を承ると︑た

まんえん

側に世話方が控えるというように席が定められた︒﹁教

方︑小頭が持参したが︑翌日また認め替えたＪものが届け

したたか

袴地一反を与えて表彰した︒

とこ

図５８教諭場の教科書（『庭訓往来」と「女大学｣）
一津山郷土館蔽

諭場号文字﹂は町奉行が書くことになり︑その日の夕

名面︵名前︶を取調べて巾甲し出よと達した︒

ｒ嘩附蝋典搬蝋蝋鱗
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とえば八月中は

五日東男子一一日東女子二一日東男子

経うぴ

め講師を招くことＪもあり︑年末には男女児童に褒美を与
えるのが例となった︒

かえい

次に教諭場手当として藩から町奉行を経て大年寄に与

えられた金額は︑たとえば嘉永六年︵一八五一一一︶一一月に

六日西男子一六日西女子二六日西男子
晴雨にかかわらず︑九ッ時︵正午︶揃い出席のことと定

は前年分として五○○匁︑文久元年一二月には来年分と

文久元年︵一八六一︶頃からは毎月五日と二○日に四

損所及び畳の修復料として一○七匁三分が支出されてい

して七○○匁であった︒また嘉永五年八月の洪水による

こうずい

められている︒他の月も大体同様で男女別学である︒

書の講釈

る︒文久元年には町奉行の出席の間と世話方の詰め所が

慶応二年︵一八六六︶一二月には一年間の勘定が九七

上ケふ

をして︑

吟味・年

○匁二分三厘となっているが︑このなかに筆堰紙の費

た︒

寄らに聴

度︑﹁心

日記﹄・﹃布告控﹄︶

と同時に教諭場は廃止された︒今町奉行日記﹄・﹃大年寄

有志の輩は修道館へ願い出ればよいことになった︒それ

には藩校﹁修道館﹂へ﹁市郷の者共﹂の入学が許され︑

て藩校へ出て四書の講釈を聞いた︒明治四年︵一八七一︶

文久元年八月二二日には︑大年寄が町人としてはじめ

用︑聖像供物代︑町内役人用などがふくまれている︒

また年

０

とになっ

かせるこ

札元・諸

建て増され︑その費川として三九六匁が藩から支払われ
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図５９教諭場の出席簿(万延２年『玉髄家文書』）
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しゆったつ

三日・出立︑二八日江戸着︑一一一月八日︑下曽根金一一一郎につ

いて高島流砲術修行をすることになり︑一ヶ年江戸詰め

を仰せつかった︒謝礼は藩から支出されることになつ

し︑星山流砲術の免許を得たが︑謝礼として金七○○疋

あきくにみなく坐っ
た︒加藤明邦︵滋賀県水口の藩主︶家来薮又兵衛へ可も入門

れていたが︑太平が久しく続くうちに

西洋流砲術鉄砲・大砲ともすでに早くから輸入さ

を藩から与えられることになり︑八月二三日にその免許

を長崎奉行に上書したのは天保二年︵一八四○︶のこ

う連絡があった︒さらに弘化三年八月二八日︑星山流砲

下曽根金三郎から﹁高島流砲術幕入伝授﹂がすんだとい

に津山に帰着した︒翌弘化二年︵一八四五︶五日二八日︑

状を受け取った︒かくて同月二九日に出立︑九月一四日

西洋の軍備に対しては︑はなはだしく遅れをとってい
た︒
しゆうはん

とであった︒彼は江川英竜︵太郎左衛門︶のとりなしで

られた︒︵﹃勤書帳﹄︶

術皆伝について藩主から正利の鍛刀一腰と銀二枚を与え

吉向島秋帆がアヘン戦争の情報を得︑洋式砲術の採用

江戸へ召し出され︑天保一一一年五月︑武州徳丸ヶ原︵板

要は認めながらその流布を妨げたので︑彼の砲術は江川

三年六月に砲術の教授を許可されたが︑幕府は砲術の必

一二島中洲を伴って津山にきて︑本源寺の別室に簡居を

た︒弘化四年四月︑備中松山藩︵高梁市︶の山田方谷は

天野は数少い高島流砲術家として知られるようになつ

とくまるがばら

橋区︶で砲術調練を実演して名声をあげた︒彼は天保一

らわずかの者にしか伝わらなかった︒そして彼をねたむ

定め︑批は彼について砲術や銃陣を学び︑夜は有志者に

らゆうしゆうぐうきょ

ぼうこく

者の言により︑外人私交の罪をもって同年一○月に投獄

古本大学を講じ︑留ること月余に及んだ︒︵﹃山田方谷全

らつきよ

され︑のち製居させられた︒︵﹃日本歴史大辞典﹄︶

ペリーの来航により幕府の態度は急転換し︑高島秋帆

集ご︶

保一五年に西洋流砲術修行の目的で往来一○○日の暇を

は許されて︑江川英竜らとともに品川砲台築造や銃砲の

あまのりゆうのじようなおと
津山藩士天野龍之丞︵弘化四年に直人と改名︶は天

もらい︑金一両を与えられて江戸へおもむいた︒二月一
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宮田耕助︵矯四郎︶は︑西洋流砲術に格別上達したので

が主であったが︑農繁期に農民の危険を避けるために︑秋

の他の月にも度々試射を行っている︒五丁場の砲術修行

王ヶ鼻から対岸の山へ向けて発射する三か所である︒そ

の五丁場と菜洗場の間の土手筋から石山へ︑二宮村の天

ごちょうばなおらいぱ

鍛治場橋までの土手筋から横山村の姥ケ谷へ︑鉄砲町裏

かじぱばしてつぽうまゎうら

それぞれ一一回砲術修行を行った︒場所は︑追廻御蔵前から

おい︷まわしおくらまえ

嘉永六年︵一八五一二︶四月に天野直人と川崎権右衛門は

かえい

は胞術とある︒︶

軍事試業行が行われていた︒︵当時の日記類に

砲術修行と津山藩では︒ヘリー来航以前から砲術修

出した︒︵第三章四参照︶

場所として横山村の姥ヶ谷を選定して︑拝借願・を藩へ提

うばがだに

た植原六郎左衛門は︑元治元年︵一八六四︶一二月︑その

うえはら

文久三年︵一八六三︶に幕府から大砲製造の命をうけ

いうことで詮ある︒

鋳造にあたった︒
へさいざえ
嘉永六年︵一八五一一一︶一一月︑備前金川の日置伊左術

正利の鍛刀一腰︑世話方に出精したので米二俵半を与え

もん

門︵備前藩家老︶の家来から天野直人へ頼んで︑大筒を

られた︒

からかねづつせんづつ

︾つりうばらやつれすけ

鋳立てることを津山吹屋町の瓜生原屋恒助に注文した︒
一貫目玉用の唐金筒と三貢目玉用の銑筒であった︒︵﹃町
奉行日記﹄︶

同年一二月五日に大目付から家中︵藩士︶へ大要次の
ふ

ような触れを出した︒

大船大砲の類は近・釆西洋諸国で発明し︑便利なもの

ばんい

であるから︑船砲の製造法など西洋流を用いることに
なった︒一元来砲術は蛮国伝来の品で︑蛮語を用い蛮夷

の挙動にならってきたが︑この度西洋砲術習練をする
にあたり蛮語の分はすべて国語に訳して︑﹁蛮夷之挙
勤二不二押移一候様心懸修行可し致候︒﹂大船製造はなお

さら新規のことであるが︑これも唱え方などその心得
が必要である︒つまり彼の﹁利器要術﹂を用いるので

みだりなら

あるが︑﹁万一新奇を好︑狼二蛮語を唱︑夷風倣ひ候
てかかわ

土用入一○日前から六○日間は行わないことになってい

様成行候而は︑御国威二も拘り不二容易一事二候条︑心

得達無し之様可レ致候︒﹂︵﹃国元日記﹄︶

た︒嘉永七年閏七月に︑天野直人世話代から﹁一九日を

﹄つるマフ

要は西洋の器械を用いても西洋風に流れてはならぬと
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Ｉ−Ｉしし両し故郡付し行間日
に出支度た障代の立し中と
川たえのとのか命てたもし
崎のな稽こ有らにたい月て
権でい古ろ無村・よｏＬｇ−こ
術門︑一九日に

九巾差月雌へて日ド'１修期定

る︒

ふき

ためしうち

代から関係方面へ達しを出した︒安政二年︵一八五五︶

吹の合図によって必ず出払うように﹂と達しがあり︑郡

る場所︑矢道通り︵弾道︶︑着弾地の最寄の人家では貝

﹁試打﹂︵試射︶の場合は︑大目付から予め﹁発射す

やみちもよりかい

時節柄︑砲術の必要が痛感されてきたことの反映であ

天野直人が行なうようにと︑大目付から達しがあった︒

図６０砲術修行場（鉄砲町製より石山を望む）

右、とｌ/ま、を方つ大と回の

ひとどめ

一○月に天野直人が日上村から南へ向けて六賃目玉筒の

試打をした時には圭口井川の西の往迷も人留︵交通停止︶

が申し付けられている︒︵﹃郡代日記︾

おぎのりゆう

砲術修行の例を文久元年︵一八六一︶前半について承

ると︑荻野流師役小須狸兵庫が七回︑同天野面人が二一回

てんのうがはな

にわたって︑鉄砲町裏土手五丁場︑あるいは八出村小松

一一

一口・−１偽叱一版酷

１・裂宮︲｜器

６．︲︲１

一

ケ鼻︑二宮天王ヶ鼻等で実技練習を行っている︒
第一回長州征
伐のあった元治
元年︵一八六四︶

の状況を承よ
う︒西洋流世話

や︒

代を兼ねる荻野

流師役古市右
いでむら

近は︑一一月に八

出村小松ヶ鼻で
一尺五寸筒によ

さんだん

る破裂弾七発︑

帳弾一発︑四月
に日上村丁場で

説u，鑑騨趣"・蓋今君愁翌醗

図６１砲術修行場（天王が鼻より嵯峨山を望む）
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よる実丸六○発の演習を行った︒小須授兵庫も四月に二

による一八発︑一○月に鉄砲町裏土手五丁場で三斤筒に

一一一尺八寸筒による一○○匁玉一一一○発︑一一柵半臼砲筒

痛で出席しなかった︒︵﹃国元日記﹄︶

試業︑あるいは着甲などがあった︒出席予定の藩主は足

て行われた︒講釈のあと︑西洋馬上銃手技ならびに運動

原平次郎門人二人︑甲州流は中村覚之丞門人七人によっ

さんちきゅうほうづつ

宮村天王ヶ鼻︑鉄砲町裏土手五丁場で砲術修行を行っ

手記を命ぜられた黒田彦四郎はその回顧録

大砲奉行の安政元年︵一八五四︶に大砲奉行年番

津山藩の砲術修行が地元の反対に会った例がある︒安

﹃老の小手巻﹄に次のように記している︒幕末津山藩の

た︒︵﹃国元日記﹄︶

政五年四月に天野直人が︑小豆島で海上砲術修行を行う

砲隊の概要を知る手がかりとなるものである︒

︵前略︶此の年番たるや即ち非常に術ふる藩軍の先手

おいおだまき

ため︑四月中旬後に出向きたいと郡代から島方へ心得を
達しておいたところ︑島方から飛脚をもって︑﹁漁師ども

にして︑一朝事あり出発の命下るや︑即時出軍するの

たいあみさばあみいかりょう

が当節は鯛網・鯖網・烏賊漁その他昼夜漁をしていて︑

定めなり︒其一隊の編制を述へんに︑先頭に鉄砲玉目

その

一一一分︑これ四匁

和装足軽二十人を一手として︑御先手鉄砲頭之を率

一年中で働く時節の真岐中で︑海上砲術稽古がこの節に
あっては魚が一切海底に沈んで漁ができないので難渋す

ゐ二手並列す︒次に戦士槍を取って一一十人列す︒大番

つ上之に従ふ︒此の一隊の左右の翼に大砲註雨一門つ

やり

ると言うから︑秋まで延期してもらいたい︒﹂と申し出

頭︑列の後方中央にありて白鱈を取て之・を指揮す︒組

かねてから津山藩の軍学としては越州流と甲州流が行

上車に載せて備ふ︒大砲方十人之に分属す︒大砲奉行

はつき

てきた︒そこで郡代から大目付へ伝えたところ︑余儀な

頭︑列の右側に有り︒太鼓役︑大番頭の左側に随ふ︒

われていたが︑これに西洋流が加わった︒そして度々軍

は士大将の右側に候し白旗を揮って進退発射の指揮を

したが

い時節につきしばらく延期することになった︒︵﹃郡代日

次に士大将あり︒御使番・軍事方・貝役︑各一名

事試業が行われた︒たとえば文久二年六月一四日には︑

馬す︒︵中略︶

さむらいだいしｋう

記﹄︶

文武稽古場で︑西洋流は宮田耕助門人三人︑越州流は榊

咽蛎

事

軍

一隊の略図

△使恭
△貝役

△士大将△躯訓方

②大砲△大砲奉行
同｜蛙△頭△組頭
一Ｕ榊△頭一幽△醗癖披

①大砲
︵中略︶

ふくようなお

諸向改革筋篇一一取調一居候間︑追々申達儀可し有し之︑一

ぬきんでたき

同前件之次第服脚いたし︑猶此上相応之力を尽し︑国

家の篤抽二中心勤一候様有し之度事︒

ここで国家とあるのは津山藩の意である︒次に数項にわ

たって改革の要項が挙げられている︒要点は次の如くで
ある︒

幕府はじめ諸藩とも砲術が盛になっているから本藩

でも大小砲隊を一屑整備する︒

大小砲隊は大概西洋器機を用いて編成する︒

其後慶応の初年大目付渡部惣次郎に命せられて一
藩の軍制を編成せらるると聞く︒然れ共此の編成は

彼の長を採り︑我の短を補うが︑彼になず承国体を

ただ

ひぼう

迫をつげ︑津山藩の軍制は近代化しないまま明治維新を

こうして軍制改革に着手している頃︑中央の政局は急

成替である︒

へ編入することを申し渡した︒これは今までの足軽の編

には家老組株・城代組株・小納戸組株を廃して鉄砲組株

こなんどぐみ

砲隊の編成について幹部の任命を行った︒一○月一一日

この年一○月五日には軍制改革にともなう大砲隊と鉄

をしてはならない︒

改革について建白することなく︑私に批判誹誘の承

汚さないよう修行が肝要である︒

只先陣・一一陣・中軍・後陣に藩士卒を配置するに止
まり︑卒は銃を持ち士は槍を執り︑安政年中の年番の
兵式と異なるなし︒職権鋼細勢︑雌鵬牡蛎確燕癖嫡垂錯

郵騨坤茶眉蛎装式を以て明治元年に至る︒︵後略︶

かなめ

軍制改革慶応三年へ一八六七︶九月二八日︑家老
安藤要人から軍制改革が発表された︒
その前置きには次のように述べられている︒
こそく

太平之流弊として︑自然人心姑息二落入︑本邦固有
之気節次第二取失候折柄︑先年来外夷頻一一渡来︑時勢
随而変遷いたし︑如レ今不二容易一形勢二押移候条︑実

したがって

なげ

二歎カハしき至二候︒︵中略︶今般懸リ之者共江申付︑
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迎えるのである︒︵﹃国元日記﹄︶

武士団の解体版籍奉還によって︑従来の封建的武士
団は兵部省の管轄のもとに再編成され

九人とあるから︑これが廃藩時の士族数である︒この時

津山で士族に渡されたのは合計二分金一○︑八八○両と

銀札三︑八八四賀一六○匁とであった︒︵第一章五参照︶

もので︑この非常時用軍事費をいわば旧武士団の退職金

この金は領民から永年にわたって納入させて蓄えてきた

津山藩は兵部省の命によって兵制改革を行い︑明治三

として処理したものである︒かくて廃藩によって旧武士

ることになった︒

年︵一八七○︶七月三日︑次のような内容を弁官の伝津

団は解体し︑津山城は空虚となった︒士族はこれまでの

散して行った︒

食しているわけにはゆかず︑やがて生計の途を求めて離

拝領屋敷にそのまま住むことができたが︑いつまでも徒

所へ報告した︒

一︑銃兵一大隊人員六○○人但し一小隊六○人
外に役司四五人

一 ︑ 大 砲隊砲六門人員四
四八人但し一門八人
外に役司一六人︵﹃進達書壱

廃藩置県後は津山県にわずか一小隊を残すにすぎない

図６２太鼓櫓の跡

ようになった︒明治四年一一月五日︑兵部省から津山県
に対して次のように達せられた︒︵﹃東京日誌﹄︶

其瞬下備付トシテ︑歩兵一小隊被一一差置一候間︑元蕪
常備兵之内ヲ以編制可レ致︑此旨相達候也︒
同年一二月の﹃津山表士族金渡帳﹄によれば︑士族一人

じようふ

に金二○両と銀札七賞一四○匁とが渡されたが︑その人

1１７

数は五四四人︵内一人大坂定府︶で↑のった︒なお同帳の
﹁付札﹂に﹁定府定坂共﹂︵東京・大坂在勤を含承︶五七

鰯
感
鴬

j砂聖

灘
総熟、

、

種

えぞち

ひろ

面舵

︵一八一一四︶であるが︑この時はただ蝦夷地で試承られ

かえい

たにとどまって︑日本全土には行われなかった︒その後

嘉永一一年︵一八四九︶に牛痘種法が．オランダ船によって

もたらされ︑営時の佐賀藩主の奨励によって藩内に普及

した︒︵﹃日本歴史大辞典﹄︶この法が津山に行われたの

いぬ

うのは早くから箕作院甫と師弟関係にあった蘭医であ

津山野上氏と署名し嘉永一一一年戎一一月とある︒野上とい

である︒今日笠義則氏蔵﹄︶

氏から右の痘苗を乞い求め︑種痘療法を弘め申すＪもの

こ

故にあまねく諸人を救戻ノために︑このたび大坂の緒方

おがだ

百人にうえてその確実なことがわかっている︒︵中略︶

では数千人にうえ︑京都・大坂では除痘館を開いて数

ある︒︑すでに長崎はＪもちろん︑佐賀・萩・福井・足守

あしもり

こらず︑再び天然痘に感染しない露妙不思議な療法で

せし必読顔は勿論総身には一点Ｊも出さず︑熱も格別お

二﹄やつ一参

ただ左右のすねにうえて︑その部にのゑほうそうを発

去年西洋より伝来の痘苗は︑従来の種痘とちがい︑

けいもう

伝来られ︑死亡するか︑または顔面その他

は嘉永五年のことである︒その時この牛痘種法の啓蒙︑と

こんせき

に醜い痕跡を残すｑものであった︒その療法として︑ほじ

宣伝に出されたパンフレットが残っている︒

国にも伝来し
ていたが︑十
分な効果をあ
げることがで
きなかった︒

イギリスの

ジェンナーに
よる牛痘種法
が漂流者によ
ってロシアか

ら伝えられた
ぷんせい

あんえい

め人痘種法が中国から伝来して行われた︒安永七年︵一

それによると大要次の如く記されている︒

図６３種痘説明画一佐賀県立図書館蔵

七七
七八
八︶
︶に
に中
中国で﹁種痘心法﹂が刊行され︑その後わが
七

ほうそうてんねんとう

痘

牛痘種法の庖癒即ち天然痘は伝染病としておそれ

三

のは文政七年

食ニヅ
̲ｒ■ぜ■凸劉曲d１曲f汀壷歯閉一画凸
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燕穀蛾癖灘灘職ｒ縦ｆ脳騨職蝿Ⅲ塾総噂典

穆射饗篭難癖謂舗の熱刻
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や

蕊解溌織鋳鱗寧撚撤鍵熱綴熱姦＃詠撫稲︑

る︒︵写真参照︶

げんぽく

津山にこのように早く種痘法が行われたの＄

蘭学の発達に負うものである︒

江戸の神田お玉が池に種痘館

種痘館繁作玩甫・伊東玄朴らにより

が開設されたのは安政五年︵一八五八︶五月の

したやいずみ

ことであった︒二月に類焼の厄に会い︑翌安

政六年に下谷和泉橋に新築し︑万延元年︵一八

六○︶に幕府は令を下して種痘館で種痘をうけ

ることを奨励し︑翌文久元年︵一八六一︶には

この私立の種痘館を幕府戒鰭として﹁西洋医学

所﹄︵のち東京大学医学部︶と改称し︑種痘だ

けでなく洋方医学の教育機関とした︒︵﹃日本洋
学編年史﹄︶

以上は江戸における種痘館の概略であるが︑

江戸の文化はやがて津山にも伝えられるのが例

げんしゅんこうさい

である︒特に津山には西洋医学の下地が十分で
︑きていた︒

万延元年一二月一八日︑丸尾玄俊・久原洪哉・
げんずいげんゆう

野上玄瑞・野上玄雄の四人の医師からの種痘に

1１９

蕊蕊
可

霞零識

図６４種痘パンフレット一津山市種日笠義則氏蔵

呼七必挫

痘

種

ついての申し出は大目付から御用番へ伺って許可になっ
た︒その大意は次のようである︒

私どもは近来種痘について種々骨折っているが︑と

右のような申し出を許可することにした藩では︑大目

付からの達しで︑町奉行及び郡代から触れを出した︒そ

の触れ書きは次のようである︒

近年種痘之義︑御医師一一て種々骨折候得共︑痘種続

たきまた

かく﹁痘苗﹂が得られないで︑種痘をしたいものも終

不心得之医師俗人等︑苗性の善悪︑出痘之真偽も
あ法不い
わきまえずつい
二相弁一︑種痘致候ニ付再ひ伝染もいたし終ニハ難痘

兼候付︑種痘いたし度ものも︑天行痘に触れ︑又は種

種痘をして︑苗性の善悪や出痘の真偽も鑑定せず︑偽

も有し之趣二而︑今般左之面々大坂種痘館より正苗貰

に﹁天行痘﹂にかかって後悔している︒かつ又﹁種法

痘もそのまま捨て置くので︑再伝染のことも心配され

受︑二階町山本屋周右衛門宅二おいて︑諸事厳重に種

不心得之医又は野士俗人等﹂にいたるまで︑承だりに

る︒近来﹁天行痘﹂が往々流行するが︑痘苗が絶えて

痘いたし造し候筈に候間︑種痘望之ものは誰人によら

↑ご↓心

御医師

久原洪哉

野上玄瑞

野上玄雄

︵﹃触書達書写﹄︶

大年寄中

︵三浦︶

・甲三月廿二日三十郎左衛門

己上︒

いじよう

右之趣惣町中裏借屋二到迄不し洩様可レ被二相触一候︒

そういたる吉でもれさる

丸尾玄俊

もつ
ともたのみみだまじく
尤以後種痘不安内之者相頼︑狼リニ種痘致申間敷候︒

す勝手次第︑右場所へ痘児連参り︑種痘致貰ひ可し申︑

はず

予防の方法がなく︑生命を失う者もあるので︑種々手

をつくして尋ねたが苗が手に入らなかった︒ところ
が︑大坂種痘館へ頼承こんで︑この節︑正苗をもらい
うけることができた︒そこで今般﹁種痘館﹂を設立し
たいと思う︒時節がら私どもで申し合せ︑自力で種痘
館を設け︑﹁痘見﹂をここへ引き寄せ︑諸事厳重にして︑

今後痘苗を年中絶えないようにすれば︑諸人が安心す
ることと思う︒よって種痘を望む者はこの館へ痘見を
つれて来るようにしたい︒かつ﹁郷医之者﹂はこの館
より種痘法をただした上︑正苗を分興した者以外は︑
ゑだりに種痘することを禁止していただきたい︒
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さて種痘館が開設せられてから︑天然痘によって死亡
もくばんずり

する者は減少してゆくのであるが︑種痘に関する注意を

いたし候事︒

かわりはやくつれと一いる

一︑種痘中胎毒下しその外持薬等一切用ゆへからす︒

変りたる容鉢あらハ早速被二相越一へく候・若参り

上の

喚起するために種痘館から出した木版摺のパンフレット

しく

兼候者ハ此方より見舞可レ申候︒急症の外ハ灸治致

うえはうそうのうち

間敷候事︒

さかやけ

が残っている︒︵﹃津山郷土館蔵﹄︶

種痘中心得の事︵振仮名は原文のまま︶

一︑種痘いたし候日より廿一日の間ハ入湯月代いたす

うまれてたちねんぢう

はのはゆる

一︑誕生より七十五日過候は入四時暑寒の厭なく種痘

へからす︒腰湯ハ苦からす︒衣服ハやわらかなるを

くちたちあぷら

苦からす候・暑中ハ尤よく発するもの也︒但生歯

用て︑︑すれさるやうにすへし︒禁食ハ酒・油物・脂こ

安政七庚申春作州

種痘館

うちおやこあしき
︲右之品廿一日の間ハ母子とも無用の事︒

き魚︑辛き物︑鳥獣︒

とりけ臆もの

を催さぬうちに種るハ尤よるしき事︒
あさはやく

一︑種痘いたし候日より七日めには早朝より相違な
よしあしみきわめあしき
ぐ被二相越一べく候︒其節庭偲の蝉垂定いたし︑疑痘
そのひうゑ唾をし

ハ即日再種するか又年月過て再種するに宜敷ものあ

はやり埠うそううゑて

り︑是は差図いたし候へし︒

えて困ったので︑久原宗甫︵洪哉︶が若い頃の同学のよ

そうほ

種痘館が開設後何年のことか不明であるが︑痘苗が絶

後一二四日牛痘の気いまだ全身に感ぜざるうちに︑

しゑのある緒方洪庵に︑分苗︑を依頼する手紙を丸尾玄俊

よりうゑほうそうみうちつう

一︑種痘中天然痘併発すること稀にあり︒是ハ種痘

天然痘の毒を受れば一時に発する事あり︒更に種痘

の代筆で送ったことがある︒痘苗を絶やさないようにす

慶膳四年︵一八六八︶六月一九日︑町奉行の大村斐夫か

うにしていた︒

けいおうあやお

た者を鑑定すると同時に痘汁をとってこれを利用するよ

おがたこうあん

の馬に発するにあらす︒其軽重も種痘に拘る事なく︑

ることが︑苦心を要するところで︑そのため種痘をうけ

すぐ

惣して種痘中ハ勿論︑痘痛前の者ハ天然痘の者に近
あしき

つき候ハ必無用の事︒
へ４つ

但種痘したる後に水痘の流行する時には感する事↑の
り︒是は痘痕にあらす︒其節被一一申越一候得は療用

1２１

､

定を受け︑痘汁を余人に分興し︑痘種を絶やさぬよう

種痘は医師の苦心と藩の奨励によって普及して行った

図６６種痘免許の申請一久原雅良氏蔵

ら次のような触れが出された︒

おい実効があらわれて疑惑が消散するようになった︒

が︑明治三年︵一八七○︶四月には政府の命で各府県に

に心得よ︒︵﹃触書控帳﹄︶

しかし種痘がすんで次の定められた日に再び父兄が子

種痘を行わせることになった︒そして︑それを行う医師

種痘館ができて︑最初は衆人の疑念もあったが︑おい

弟を連れてきて﹁反偽善悪

は免許状を必要とした︒次はその叩講普の一例である︒

久原経俣

北条県

て﹁種々虚実等申立﹂不参

右者従来種痘

Ｉ．

一⁝蓋職

︲錐溌懲

軸一画の齢守込

に︑医師の申し付けに背い

をする曲である︒これはつ

術執心之処︑

北条県

御中

種痘局

東校

壬申二月

みずのえさる

段奉し願候也︒

下賜度︑此

くだしたまわりたく

４つ

趣茂有し之候

ふれ

まり自分の子弟の痘汁をと

今般御布令之

とから来ているようである

二付︑免許状

きら

られるのをはなはだ嫌うこ

が︑わが子さえ先に種痘が
すめば安心して︑他人の子
を見捨てるというのは不人
情の至りである︒一点の痘
汁をとられても少しもその
者の害にはならないから︑

医師の差図通り次の定日に
は必ずつれて来て善悪の鑑

■ ＝ 凸 埋 角 ＝ 一 二 Ｌ ■

之錨定﹂をうけるべきなの

一箕面市久原雅良氏蔵

痘
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右の壬申は明治五年のことで

よう仰せつけられたい︒会町奉行日記﹄︶

米は申すに及ばず︑雑穀類一切備前表へ船積承しない

囲籾を下されたいと大庄屋から願い出た︒そこで囲籾

かこいもみ

国手損の村々の﹁扶食﹂︵食糧︶が差し支えるものどもへ︑

ふじき

ころが︑この年は七百俵であった︒

納入︶が差し支えて︑例年千五︑六百俵の納入のあると

の︵早越で損害をうけた︶村々は正大豆納︵大豆の現物

この年は米ばかりでなく︑大豆の収穫も少なく︑早損

ある︒

四︑生

早睦の対策嘉永六年︵一
かん

八五一一一︶は国手

五︑六○○俵余の分と︑﹁無難村々﹂︵早損のない村々︶

ばつ

雌の特にはげしい年であっ

から﹁積戻し致候分﹂︵前年貯えていた籾の代りに戻す

つみもど

た︒早害の諸対策について

分︶とを貸しつけた︒返納の方法は取調べて伺うことに
し叢りやく

二︑三を記すこととする︒

同年八月に雑穀問屋締役か
ら町奉行へ次のように願い出
た︒

当年はまれなひでりで︑

ざいかた

生育しない︒国々の人気がさわがしく︑米価がおいお
い高くなるから︑当地も同様に相場が上り︑在方から
売米︵他領への売米の意か︶が多く︑市中はこの趣では新

図６７水車（津山市沼）

活

畑物は一切できず︑稲作も︑水の続かない場所は稲が

図６５痘苗の依頼状（部分）

穀まで食料がひき足らないように思われる︒なにとぞ

1２３

灘
骨細

おおせつけらる

し︑国手損の村々の﹁当年積戻之分︑年延被二仰付一﹂︵当年

積戻すべき分は来年に延期する︶ということになった︒

た︒︵﹃郡代日記﹄︶

早勉のため︑嘉永六年には酒の造り込誤が禁ぜられ
た︒

従来義倉の貯米を酒屋に貸し渡すことが行われてい

活
たつのはん

生田・勝南・久米南条・久米北条四郡の内︶の村々でも米

た・義倉は弘化一二年︵一八四六︶に京町に設けられ︑豪

当年の食料不足は津山だけではなぜ︑︑龍野藩の預所︵英

が不足して他国米を買い入れるため︑備前金岡︵西大寺︶

商をして米穀を蓄積し︑凶荒に備えさせたものである︒

こうかき上うまち

から積承登ってくる船を︑津山離領の垂ロケ原・飯岡︵以

この貯米を酒屋に貸すのは︑古い米を新米に入れ替える

さちがはらゆうか

上柵原町︶・小桁の番所を通してくれるように依頼した︒

とともに利を納める目的からであった︒前年に津山の

おげ士﹄

津山藩では二月四日に承知の返書を出すとともに右の

惣酒屋︵酒屋の組合︶に貸し渡した分が︑嘉永六年一二月

一︑元九百五十俵の内七百十九俵半正米︒二百三十俵

一日に返納された報告によると︑

そうさかや

三番所へこのことを達した︒
こうも

早害に対して篤志者９℃現れた︒河面村の中庄屋光井弥
太郎は︑﹁引受村々内新野筋八ヶ村﹂の芦﹂く難渋している

半御切手︒右利米五十七俵︒但し去年九月から今

にいのすじ

者へ︑一日米五勺ずつ見積り︑九口幻朔日から来年正月中

年二月まで六ヶ月分︒

しやくついたち

一四八日分︑米四八石七斗五升を施すという届書を出し
おあいじるしたしよ

一︑元百二十三俵一斗七合九勺七才御切手︑右利米六

せがれだいまでみようじ

た︒これに対し九月一一五日︑﹁一代限門松御合印︑他所

俵五升四合八勺九才八五︒但し去年九月から今年二

今町奉行日記﹄︶

〆千百八十六俵一斗六升二合八勺六才八五︒

分を上納︒

一︑元五十俵虫入米此分は利米御用捨になり︑元

ごようしや

帯刀︑梓代迄苗字御免﹂と賀せられた︒︵﹃郡代日記﹄︶

月まで六ケ月のうち一ケ月御用捨に．なり五ヶ月分︒

だい

一○月二七日︑東新町油屋清左衛門は銀一○○枚代銀
札四貫三○○匁の献納を願い出た︒︵﹃町奉行日記﹄︶
たていしすけえもん

また大庄屋一統ならびに立石助右衛門から金子一○○

両献納の願い出があった︒二月一九日︑この願い出は
申し出の通り取りあげ︑追って賞詞を与えることになっ
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倉米を借りてその分だけは仕込承を許されることになっ

とある︒嘉永六年には惣酒屋から度々願い出た結果︑義

回らないで︑かえって酒にして持出すようになり︑城

︵城下と農村部︶とも︑奥の村に相応米はあっても出

下ならびに近郷では食糧米の買い入れもできかねる状

態である︒酒造を許せば米の出る道もつき︑奥筋のあ

た︒

義倉米を借りうけただけでは十分でないので︑さらに

りあまる米もおいおい出回るようになって︑差し支え

まで︵活力︶さしゆるしその

いぬ

種々の方策を講じた︒二月五日に惣酒屋どもから町奉

の筋もないように思われるから︑﹁去ル成年之振合を

とみ

行へ次のように申し出た︒

致候様︑申付可レ然哉︒﹂と伺う︒︵﹃町奉行日記﹄︶

しかるべきや

くせあさひがわ
正米を例年この節に久世川筋︵旭川上流︶を積承下

去る成年とは嘉永三年︵一八五○︶のことで︑その年の

以︑市郷共三歩二迄之米ロ造込差免︑其余堅過造不し

して売り掛けているが︑酒造減石を命ぜられたことを

三分の二以下に抑えたものである︒酒造を禁じるよりも

誉田藩預所の富村東谷の庄屋六右衛門は︑同人所持の

聞き︑引き合いになるなら買い取ってくれと言ってい
っぽい

図６８造り酒屋（津山市勝間田町，当家
の安政４年の酒造米は450石）

る︒この節百石ばかり買い集めているそうだから買い
うけたい︒また他領坪井村からも︑この節百石余巻国川
筋︵吉井川筋︶を積承下す分があるので右同様に申し

越している︒また更に奥津問屋からも百石ばかり同様
に申し越している︒右三箇所とも市中に出回る米では

なく︑買入れておいて食用が不足のときには指図に従
うから買い入れを許可してもらいたい︒
これにつき町奉行と郡代とが話し合って連名で次のよ

i隅５

うな伺いを藩庁へ出して︑二月八日に許可を得た︒
当年早越で食用米差し支えのほどほ計り難く︑市郷

:鑑湾織鍵
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というきまりであった︒︵一・触達書井親書﹄︶

よしみやしろほそいわいせき

嘉永六年の早害の対策として︑加茂川筋の村々の間

い

で︑加茂川の水を引いている吉見村八代分の細岩井堰を

手を掘って︑綾部・上高倉・大篠・籾山の順に流し︑そ

丈夫にせきたて︑井筋を切り広げ︑下は岩尾山から新井

であやべおおささもみやま

︾︐Ｅ
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図６９細岩井手の取水口（津山市吉見字八代）
（外側）

の

くさかく

作目付が見分し︑一二月一一日︑草加部．

野・上高倉・下高倉︵東分・西分︶・籾
のけだかつべ

山・山西・野介代・勝部︵上分・下分︶・

志戸部．抑入の一一一村から下職帳を

しとべおしいれした●つもり

添えて願蒋を代官所へ差し出した︒代

じかたひきうけ

官らが一五口に実地見分した結果︑伺

醤を添えて地方引詰へ回した︒普誹祁師

もとうけ

の秀蔵︵備中小坂部村ｌ大佐町︶・竹

したこ

太郎︵其島郡栗原村ｌ落合町︶が元諏剛

となって︑下子一一五○人をもって四月

から蒲工した︒工事は難行したが︑六

月上旬には上商倉村丸川まで水を通す

ことが出来た︒九月二四川に関係の中

1２６

許した方が︑米の出回りをよくすることができるという
言い分を認めたものである︒この年の早害は山奥の方が
少なかったと見られる︒

平年の酒造については︑安政四年︵一八五七︶を例に
つくりさかや

とると︑城下町一五の造酒屋の酒造米が合わせて五︑六

出＝

■

のほかにも枝井手をつけて水を回すようにしたいという

側
）

○○石であり︑運上は銀五○枚である︒これを銀札二賞

竺

相談が決まった︒願い出によって嘉永七年二月二二口に

℃

．
１

説

議

弓埴
Ｆ寺

画

一五○匁で一二月一四日に納めた︒銀一枚が銀札四三匁

Ｐ
圧▼

話

宮ご

綴
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畷: 蕊議鳥悶鰯堅冨F鵜殿

弓

庄屋らから代官へ提出した入用取調帳によれば︑

し響己かた

入用合計︑銀札二七○貫目余の内︑一○八貢目余

は下方︵村民︶で借入出銀し︑一六一一貫目余は藩

から拝借したいと願った︒しかし借り入れとその

支払いは困難を極めたばかりか︑その後も年々︑

補修に経費を要し︑配水が思うようにならない山

西村以下の六か村は文久元年に脱退し︑籾山村も

うりゆうばら

その後脱退したほどであった︒

﹄育つ４つ

嘉永七年一二月二七日には︑瓜生原・国分寺両村

及び河面村からも新井手普請の願書を代官所へ出

したが︑実現はしなかった︒︵のち明治九年に実

現︶含代官日記﹄・﹃細岩井手沿革誌﹄︶

おひきかた

早越の影響は富然藩士の生活にもあらわれた︒

嘉永六年一○月一一一日に︑向う一年間の﹁御引方﹂

︵減禄︶を申し渡された︒国元と江戸では若干の

差があった︒国元では一︑○○○石より五○○石

ぐち

までは五割半引︑四五○石から三三○石までは五

割引で︑下へ行くにつれて率は下り︑五人口で八

歩引となる︒江戸では一︑○五○石︵最高の家老︶

より一︑○○○石までは五割引︑一五俵三人口で
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蕊
贋

図７０細岩井手記念碑（碑文は上原環一郎の撰ならびに書一津山市 綾部西字三三石田）
さんごくだ

活八歩引という割合であった︒また特に一年間質素節倹を
守るように細かい注意書が達せられた︒︵﹃江戸日記﹄︶
ものなり

嘉永六年がいかに不作であったかは︑次に示す物成
生︵田畑の本年貢︶の比較を見れば明らかである︒

題である︒そのために行われた雨乞い

ざ﹄

農村の諸相農村においては米作の豊凶は重大な問
と虫追いに触れて承る︒

こうじんきとう

嘉永六年︵一八五三︶の早紘にあたり︑五月七日に野

三四○︑五五四〃二〃五〃四〃

二四八︑○九一〃八〃五〃二〃

文久一四八雨六八七〃○〃九〃九〃

万延一三八︑九九七〃○〃五〃二〃

六四六︑三七八〃七〃五〃八〃

五四三︑○○八〃六〃七〃四〃

四四五︑四八七〃四〃六〃五〃

三四八︑○六八〃九〃一〃三〃

二四七︑四八七〃九〃四〃五〃

安政一四二︑○七五〃九〃六〃六〃

六一一五︑七三四〃二〃七〃九〃

嘉永五四一一一︑六一七石六斗二升六合

連︑領内の数か村ないしは二○か村内外で雨乞いが行わ

た︒既に梅雨の季節は過ぎており︑雷雨が待たれたが︑

があり︑あるいは雷は鳴っても雨が降らない状態であっ

あったが︑その他は晴天が続き︑時に少々の白雨︵夕立︶

二三日晩少雨︑二四日晩雷雨但し雨不足︑二六日雷雨が

雨天が続き︑二三日に折々雨︑六月四日晩少々雨︑六月

で雨乞祈祷が相次いで行われた︒一五日から一八日まで

に地蔵院において雨乞祈祷を行わせた︒その日から村々

渋しているので︑落としても五月一三日に八幡宮ならび

日にかけて雨が降った︒日照り続きで水の無い村々が難

いをした︒その験があったかの如く︑九日夜半から一○

九日に紫保井村が︑八日に籾山村と下田邑村川西が雨乞

介代村が村内荒神の社地で雨乞祈祷をし︑ついで八日と

しぽいたのむら

元治一四四︑八三七〃五〃六〃一〃

れたにもかかわらず雨らしい雨は降らなかった︒六月二
二三七︑八七六〃二〃一一一〃五〃

翌一三日に中島村から金屋村まで一二か村が申合せて︑

一日に上田邑村と下田邑村が神楽尾出丸で雨乞いをし︑

かぐらお

慶応一四一︑四○五〃○〃○〃三〃
じかた

一二四五︑九七九〃六〃五〃五〃︵﹃地方日用記﹄︶
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神南備山で雨乞いをした時は︑多人数が集まるので︑郡
おおだ

嘉永六年正月に小田中村︑二月に紫保井村・下田邑村

へ前もって願い出て︑郡代から大目付と猟方へ連絡をと

東で行った例をあげることができる︒その際は郡代役所

川西・大田村︑安政一一年︵一八五五︶一一月に下田邑村川

虫追いは早勉の年に限って行われたものではないが︑

っている︒

代役所からは見廻同心組を差し出している︒

嘉永六年について承ると︑六月一三日に大篠村等三村︑

幕末の農村に家出人の多いことにも注目したい︒領内

一五日に草加部村等三村をはじめとし︑その他の村々で

も相ついで行われた︒虫追いは一村単位でなく︑隣接す

では毎月何人かの家出があり︑村方からその届けを出す
たずね

る数か村が申合わせて行うのが特徴であった︒虫追いに

ひのく

と︑郡代から﹁百日尋﹂を申付けるのが普通である︒そ
わら

ついてもその都度郡代へ願いを出した︒

れでも見つからなければ︑村方から更に﹁日延願﹂を提

にんぺつちよう

虫追いは虫送りとも一一一一口い︑稲の虫除け行事である︒藁

出する︒いよいよ見付からなければ︑﹁人別帳﹂から

つと

人形を作り︑その中に蓮のように食物を入れたり︑害虫

除く願いを出す︒その後帰村すればあらためて﹁人別入

かご

かね

を範や草の葉に包んで持たせ︑この人形を中心として行

り﹂の願いを出す︒郡代は寺社奉行と引き合せ︵連絡協
とがめすじ

列をつくり︑鉦や太鼓ではやしながら村境まで送り出し

議︶をして﹁答筋︵処分︶﹂・を決定する︒

家出の事情はさまざまであろうが︑生活に行き詰まっ

た︒

雨乞いも虫追いも全国的に行われたもので︑美作地方

た結果であり︑当時そういう者が多かったことを物語っ
じゆじゆっ

独特なものではないが︑このような行事が熱心に行われ

ている︒

嘉永六年四月には︑かねて東田辺村原方及び林田村か

たなくばらかたはいだ

たことは︑当時の農民に古くからの呪術的信仰が強く生
きていたことを物語っている︒

したが︑両人は処置として﹁勧農所﹂へ引き渡された︒

かんのうしよ

ら家出除帳となっていた二人が帰村し︑人別入り願いを

食い荒らして難儀するため︑二日ないしは数日にわた

勧農所は農民の怠惰な者を収容して勤労精神を養うため

虫追いとは異って兎追いは呪術ではなく︑兎が作物を

り︑実際の兎狩りを行ったのである︒

涌
副
9
１
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おだなかうんしゅう

八日に小田中村入百姓久一郎なる者が︑本国霊云州︵島根

県︶へ家内一同帰りたく除帳を願い出て︑承認されてい

活に南新座に設けられていた施設である︒その隣には町人
の怠惰な者を収容して教戒と授産を行う督業所がおかれ

る︒津山領内にはかなりの入百姓がいて新田開墾などに

ちゆうげんこもの

へ帰った例はまれであった︒今郡代日記﹄︶

あたり︑そのまま住承ついた者が多く︑このように本国

ていた︒︵第三章六の地図参照︶

生勧農所に入れられた者も︑態度が改まれば試承に帰村
させ︑農具代として米一俵を給することが例であった︒
ひるはら

図７１松平家10万石復帰初入国絵巻(明治初期作)一
津山郷土館蔵

勧農所に収容中に出奔する者もあった︒その一人であ

﹄つ室︷や

中間︵仲間︶は侍と小物の間にあることから出た名称
わりぱ・さく
で︑割場中間・作

者の中から採用す

れば︑腿民の希望

の中間に欠員があ

る︒そしてこれら

雑卒で厩方に属す

に︑厩中間は厩の

の雑卒で作事方

事中間は土木関係

の支配をうけ︑作

卒で直接に中間頭

場中間は一般の雑

の他があった︒割

じ

る小田中村広原分の某は百日尋ねを経て︑八○日の日延

事中間・厩市手間そ

典酔斑

課蕊爵闘

べをしてもわからず︑安政二年一一月二三日に﹁除帳願
えいたずね

承届永尋申．付之一・﹂とされた︒
や堂がた

同じ日に除帳を申付けられだ者に東一宮村山方東組の
親子三人があった︒この三人は西国巡拝と称して家を出
たが︑右と同様に日延べをして探しても行方が知れなか
ったのである︒

嘉永六年二月には下高倉村助治の鯖某は﹁吟味筋﹂が
あって家出をし︑奥津鉄山に居ると言う者があったので
尋ねさせたが行方は知れなかった︒

その他夫妻で︑または娘が単独で家出した例もかなり
ある︒

津山領内に他国から移住していた農民があり︑これは
いりびやくしよう

入百姓といわれた︒嘉永七年︵一八五四︶一○月一

蕊
露
《鼠腿

、

中庄屋の院庄村の定助は﹁郷中間惣締役出府︑一代限

そうし堂りやく

るのが普通であった︒例えば︑嘉永六年七月二一日に︑

苗字帯刀御免﹂と御用番の年寄から申し渡された︒下役

みようじ

野介代村太田分の農民が作事中間奉公に出たく﹁人別雛

中村覚兵術が差し添いで︑一二月一二日朝︑中島多右衛

ねがい

願﹂を作事から郡代に引き合わせがあって郡代が承認し

しようどしと一

門・島田定助︑郷中間七七人は江戸へ出発した︒

セ翰謬令免潅鄭Ｉ噛九鯵一・頓へ農郁・Ｉ︑図

勝細嫌︑型簡獅茨堕鎌．︑ｕ・爵靭罵蕊も

画碓癒卿雛蔀Ｌ胤嵯淫暑獅画応需雌群群︑側諏抵煙溌砥対

糸永購懲象１側総高獄轟轟溌蕊・血総漆馴鏑

嶺醐繍響熱鈎磯蕊雛鯵勤禄ｋ幾．幕篭灘

に出府させるようにとの落命を郡代から達したところ︑

嘉永七年閏七月に︑郷中間五○人を小豆島から八月中

︾つる︾つ

た︒郡代は同じく七月二八日に林田村上之町の農民が厩
中間になるための﹁人別離願﹂の引き合わせをすませて

せがぶ

承認した︒﹃郡代日記﹄安政四年五月一三日に︑

こ宮村松五郎枠七蔵︑割場中間住入申度︑人別除
願︑中間頭引合有し之承ゴ届之一・

豆 ら 、 栄 大 門 の
とうどり

守瀦Ａ

郷中間の五屑徽

で︑そのよう券嵐家含祭日御列

と申し出たの

差し出したい縞・雑ｌ暇愉吋

島から三人舗撫灘韓継蕊州

、内力罰のき島右頭

○人は前例に

図７２将軍の判物の写し
(新将軍家定より慶倫へ『津山松平藩文書』）

とあるのもその例である︒すなわち農民としての人別帳
から除くことになる︒そして郡代はそれぞれの係りの引
き合わせをうけてその届を承認したのである︒
これとは異って農民の身分のまま臨時に中間として働
ごう士つゆうげん

き︑用務が終れば農民にかえるのを﹁郷中間﹂と称し
た︒

小から紀のの衛取

術向について割場中間が不足するので︑郷中へ七七人

すなわち嘉永六年︵一八五三︶一一月に異国船渡来の

Ａ篭幽霊豊身農

に変更した︒

ふえき

そなえむき

三美太庄と中大

の夫役を命じ︑当年中に出府させ︑名目を﹁郷中間﹂と
称した︒そして一一月一一九日に︑大庄屋頭取の香々美中
村の中島多右衛門は﹁郷中間召連出府往返道中槍御免﹂︑
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第二章：社会の諸相

つめちゆうこわきざし
いりあいけん

﹁入会権﹂の問題は農民にとっては生活につながる大

郡代から﹁島方一一一人が津山に到着したら来る八月二

難渋することを訴えた︒藩領が異るため︑幕府の寺社奉

しとめられ︑牛馬飼料はもちろん︑肥草にも差し支えて

の間の紛争が起った︒河面村では四村の秩場へ入会を差

i脂秘

日記﹄︶

扶持が給せられた︒閏七月一一○日には中庄屋河面村光井

こうも

活蛙鋤道中及び詰中︵勤務中︶は小脇差御免となり︑また

切なことであった︒津山藩の河面村と︑土浦藩︵茨城県
ともなおたのくま

弥太郎が惣締役として出府を命ぜられ︑一代限り帯刀御

一日に出立する︒﹂ど藩の御用番家老・年寄へ届け︑雑

行の裁決によって︑四村は河面村へ実意をもって草を売

堂ぐさぱ

の土屋寅直領︶の田熊上・田熊下・福井・近長の四村と

用・借用・先触れ等を大目付へ申し立ててそれぞれ受け

生免 と な っ た ︒

取り︑江戸留守居への添え手紙の下書きについても伺い

り渡すことで解決したが︑二年ごしで嘉永七年︵一八五

こえくさ

をすませ︑準備万端を整えた︒そして予定通り出発し︑

四︶四月に議定書を取り交わしたのである︒︵﹃江戸日記﹄︶

しまかた

九月六日に江戸に到着した︒

九月一五日に︑前から江戸で勤めていた郷中間のうち
惣締役島田定助以下三七人は江戸を出発し︑一○月一日
に津山に帰着した︒そして郷中間のうち二宮村の五作は
江戸表で出奔し︑横山村の惣兵衛は病死したことを届け
出た︒一○月五日︑二宮村の村方から五作が八月一日に

号一﹂かわたし

出奔したことをあらためて届け︑郡代から百日尋ねを申

過﹂一斗七升六合一勺四才は﹁流し切﹂︵返納しない︶

しつけた︒惣兵衛は八月晦日に病死したので﹁給米渡

すぎながきり

の処置になったが︑五作については一俵二升八合四勺五
才を勘定所へ返納する処置がとられたのである︒今郡代

図７３牛神宮（津山市丹･後山の北麓）

第二章社会の諸相

但十二︑三歳以上芋牛二難二相成一分ハ不し苦事︒

はらみうし

津山藩領のうちでは久世村・宮尾村︵久米町︶・勝間

条︑右鑑札無し之者ハ不二相成一候事︒

一︑屠牛渡世致候もの願出候ハーー︑免許鑑札相渡候

が毎年開かれていた︒︵一．郡代日記﹄︶牛馬︑特に牛は農

右之通郷市不レ残様可一一相達一候事︒

津山県庁

田村︵勝央町︶とならんで︑一宮村・二宮村でも牛馬市

家に多く飼われ︑家族に準ずるほどの取り扱いを受けて

辛未九日狙廿五ｐＨ

かのとひつじ

このように屠牛場を人家から離れた場所に設け︑屠牛

たんごやま

正月に建てられた﹁牛神宮﹂の石碑は︑その由来は明ら

を業とする者は免許を受けるように命じた︒こうして農

いた︒丹後山の北麓の宮川沿いに︑慶応四年︵一八六八︶

かでないが︑この川筋を往来する農民の信仰に関係する

村の生活にも新時代の動きが訪れつつあった︒︵﹃布告

銭が少ないうえ︑仲買どもが魚代の支

魚問屋魚問屋が新魚町にあった︒魚問屋に口

控﹄︶

ものであろう︒発起人として沼村の末沢春治郎︑村世話
人として沼・志戸部・大篠・紫保井・勝部・下横野・上
横野・上高倉・籾山の村々から一名ずつの名を刻んでい
き﹄寺つ

る点からゑて︑宮川筋のほとんど全域にわたる農民の合

払いを大量に滞って︑問屋が続けにくいので︑魚問屋か

,蕊騨且

りき

理寸Ｕ再詞卜恥宙込

図７４魚仲買の免札一津山郷土館蔵

力によることが考身へられる︒

明治になると︑牛は労働力としてばかりでなく食用に

ついてとぎゆうと辛一い

供せられる道が公然と開かれた︒

近来肉食相開候二付而︑屠牛渡世致候者は左之通
可一一相心得一事︒

さじず

一︑屠牛場之義ハ人家懸隔之場二取設ヶ可ン申率︒

けっして窯じき

但屠牛場所取設ヶ候ハ上申出︑可レ受二差図一事︒

︲巳郵■■Ｈｆ目恥源建

眠裾

一︑病牛死牛之肉ハ決而質買致間敷事︒
めうし

一︑牝牛は屠殺致間敷事︒

瀞溌嚇５

活らは︑嘉永六年一一一月に﹁魚荷直取料割徳方議定の伺書﹂

を町奉行所へ差し出して認可を求めた︒その大意は次の
ようである︒

生一 ︑ 生 魚 一 荷 に つ き 直 取 料 四 分
みあらため

月に追願いを差し出したので︑孫右衛門から願書取り揃

えて町奉行所へ差し出したのである︒

町奉行がこれをよく見ると︑滞り分を直取料から償う

ようになっては︑今後心得違いの仲買どもに︑不払いの

ては筋の立つこともないので︑このたび議定したことを

ものができるおそれがある︒しかし︑このまま捨て置い

まごまの入用

厳重にして︑双方身勝手なことをせず︑また触れ達しの

この内一分は魚見改のものの賃銀ならびにこ

一分は仲間﹁不算﹂のうち問屋へ引取

趣を問屋・仲買とも堅く背かずに決算するならば認可す
る旨を大年寄へ達した︒

二分は惣仲買人へ割渡す分
一︑塩魚一荷につき直取料三分

うおじま

魚問屋は諸種の事情で資金繰りに困難な点があった︒

嘉永六年四月に魚問屋秤屋蔑治郎は︑当年の﹁魚島﹂︵魚

この内一分は前同断
一分は前同断

た︒所持の家屋敷を引き当てとして証文を差し出し︑来

の盛期︶の手当として銀一五貫目を町奉行所から借り

右の直取料を差引残り︑定例入用︑臨時入用とも引

る七月を限って定法の利息を加え︑元利とも相違なく上

一分は前同断

き︑残りの分は例年二月・八月両度に勘定配分の

納すると約している︒

同じく魚問屋亀屋藤助はおいおい通まし︑内実は休ん

ひつそく

儀︑その時に夫々立会い取調べ︑惣締が諸差図をす
る事︒

や

でいるので︑このまま止めては︑仲買どもへ魚代を多分

わたり

はかりやかめやとうすけ
この伺い書は問屋秤屋蕗治郎︑勉屋藤助ならびに魚仲買

み典し

に取替えた分が筋立たなくなり●︑渡相場ができないの
しさい

一同が連印で︑一昨年︵嘉永四年︶四月に大年寄役場ま

で︑魚店惣締りなどが種々心配し︑町内の一二好多一郎が
﹄ん

で差し出したが︑仔細↑のって町奉行へ蕪し出さず大年寄

最前問屋を勤めていたこともあるので相談に及んだとこ

さい

の孫右術門が預っていたところ︑昨年︵嘉永五年︶一二
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から︑その細かい取り決めについてこの年四月に町奉行

ろ問屋を引受けることを承知した︒大年寄斎藤孫右衛門

りに願い出て︑町奉行は三分三厘に一許可した︒ところが

にも値上りしたので︑豆腐屋頭から豆腐一挺一二分七厘売

嘉永五年三月中︑大豆相場が一五○匁余︵一石につき︶

屋機構に成り立ちにくい事情があり︑需要の増加に伴っ

右のようなことは個人的な問題もさることながら︑問

もあったことがあるので︑一挺四分で承認した︒八月七

に対し︑町奉行は去る嘉永一二年に大豆相場引値︵値下り︶

にもなったので一挺四分八厘に値上げを願い出た︒これ

嘉永六年の夏分から大豆相場が高値になり︑二○○匁余

ちよう

所へ伺いを出し︑町奉行はこれを認めた︒

て改革を迫られつつあったものである︒今町奉行日記﹄︶

日のことで︑翌八日に御用番へ沙汰をし︑大目付へも報

ひきね

て︑その他の物価にも一一言及して承たい

物価︑特に農産物の値段は季節により或は年の豊凶に

告した︒

物価幕末における大工の作料を中心とし
と思う︒
とうりよう

嘉永六年︵一八五一二︶七月に町棟梁から大工職の作料

大工職の作料は先だって米相場が一五○匁以上にな

挺四分八厘売り︑一箱四匁八分とし︑その計算のうちわ

ある︒さきにあげた嘉永六年の豆腐値上げ申請の時は一

よって変動があり︑従って農産加工品への影響は敏感で

ったら︑一人の工歩を三匁八分にして下さると承って

けは四匁が大豆二升代︑四分が薪代︑四分が手間代と計

を上げてほしいと町奉行へ願出た︒

いたが︑米相場が商直になって渡世が極めて難渋し︑

算している︒元治元年︵一八六四︶には︑大豆の下落に

というのが値上げ申請の理由である︒米の相場は一石を

大豆一一升︑四分薪代︑四分手間料︑〆三匁八分︑差引一一一

より一挺三分五厘売り︑一箱三匁五分︑そのうち三匁は

ね

作事に差し支えるようになった︒

単位としているから︑一升は一匁五分ということにな

分不足と計算して願い出てそのまま許可された︒大豆二

右していることになる︒含町奉行日記﹄︶

しめ

る︒町奉行は作事惣呑込︵藩の工事総監督の役︶と相談

升で豆腐一箱分ができ︑大豆相場が豆腐代を主として左

そうのみこみ

して︑七月二七日に三匁八分を承認した︒
物価の一例として豆腐代の値上げと比較して承る︒

135

図７５津山藩の銀札一瀧山郷土館蔽

諸色高直につき四分ずつに値上げしてきたが︑米価下落

につき以前の三分に願い出て許可になった︒

右の三件の許可はともに元治元年︵一八六四︶一一月八

日であったが︑一一月二二日に大工作料が改められた︒

これを従前︑及び五月一二日の願出︑同二三日許可と比

較すると次のようになる︒これは上大工の作料で︑中及

び下はこれに準じて定められた︒

従前五月願出五月許可二月許可
三匁九分五匁四匁五分四匁

大工の作料に限らず︑物価の決定には町奉行が権限を

もち︑必ずしも申請通りではなく諸条件を勘案して決定

していたこと︑及び物価が下落すればそれに応じて作料

なども引き下げられたことがわかる︒︵﹃町奉行日記﹄︶

ここでは大工の作料を主として取り上げたが︑人件没

のやすいのは労働力が余っていたからである︒しかし︑

急に政治の中心地になって活気を呈した京都では駆惜が

異っていた︒慶応元年︵一八六五︶八月︑津山藩の京都

かか

留守居から国元へ奉公人を求めてきた例がある︒

ひま

︷皐都へ足軽一人︑中間一人を国一元から召し抱えてき

たが︑この春︑親の病気など・を理由に暇をとって以来

i
N
6
I
6

Ｌよしき

惣宿屋どもから町奉行へ︑米価・諸色の下落にとＪもな

い宿泊料の値下げを願い出たが︑いま少し値下げをせよ
と達せられ︑あらためて願い出て許可になった︒

これまではじめの願い出許可

上五匁四匁五分四匁
中四匁七分四匁二分三匁七分
下四匁四分三匁九分三匁四分
かみゆいがしら

髪結頭から髪結賃につき︑もと一二分ずつのところ︑

ａ

活
生

いねとき

反ｌ斜線をあらノ︑織りだした綿布︶・稲扱︵一八○丸︑

ぽくりげたなべかま

いなほ

人が得られない︒たまにあっても一年の給料一○両位

但し一丸一一一挺入Ｉ稲穂をこきとる鉄製の道具︶・茶

ほ．つこう

なくては来られないとか︑少々の給金で奉公するより

︵一二︑○○○斤︑但し上品・下品取合せ︶・足袋︵一五

︵五○○本︶︵﹃美作国津山版籍取調帳︾

五︑万人譜

で福徳を与える宗教的なものであったが︑のちに寺社の

万人講の﹁富くじ﹄あるいは﹁富突き﹂のこと
にぎわいを﹁万人誌﹂とも言った︒もとは寺院

たび

も︑日雇の方がかえって凌ぎやすいとか︑中には給金

万足︶・木履類︵四○万足ｌ下駄︶・鍋釜︵一○○丸︶・

しの

のほかに三度の食事付きを好むなどと言い︑容易に抱

板類︵一︑○○○間︶・角木︵一︑○○○本︶・丸太

でどころ

襲え込めない︒出所のたしかな者でないと︑今日の時勢

では万一のことがあっては外聞にもかかわり不都合と
思い︑なおさら抱え込承ができないで当惑している︒
この上はどうにも手段がないので︑どうか使組一人︑
ぱ
わりば

割
中串
間間一
計一
一一一
割場
場︷
一人
人の
の計
人人
︑︑
岸 年の若い者を特に仰せつけて
貸し渡していただきたい︒

と言い︑なお懇々と頼承こんでいる︒中央と地方との労

今京都役所日記﹄︶

修復料を捻出する方法として︑江戸・大坂その他で行

ねんしゆつ

明治二年二月に津山藩知事から大蔵

われた︒一種の賭であり︑幕府はしばしば禁令を出しな

津山では万人識︵当時は椎または描と記したものが多

がら徹底しなかった︒

かけ

省へ報告した記録によると︑次のよう

働力需給関係の差が頴著になりつつあったのである︒

目特産物
はか室

酷な産物が挙げられる︒︵︶内は年間のおよその産額で

会ある︒

一八五○ｌの講元は菊井京右衛門・味

み

い︶の興行査任者たる誰元は豪商三︑四人があたり︵た
とえば嘉永一二年

社雌︵一八万把︶・鎌︵一一一○万枚︶・土焼物︵二○釜焼

きつけざ・さんくりわた

華立︶・木附木︵五○○○斤︶・繰綿︵五︑○○○本︑

そ
やさしものやしまりかた
噌屋仁太夫・指物屋長左術門︶︑これを監督する締方に
うんさい
第但し一本に付き目方六貫一一○○匁︶・雲
斎︵七︑○○○
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﹁五匁﹂﹁措元﹂の文字を入れたから︑前会のものは無

八忽の紙で︑その会ごとに新しく下絵を印刷して︑

講札の一口は銀札五匁であるから︑寄札一二万枚と仮定

効であった︒﹁ひびる﹂一○枚分︵文化一三年一○月ま

よりふだ

すれば銀札一五○貫目である︒その三割の四五貫目を寺

講は大年寄があたった︒
人

では五枚分︶に相当する﹁大ひびる﹂も売られた︒

また参加者は各二個一組の木駒︵木札︶を用意する︒

万社修復料および講費として除き︑あと七割の一○五貫目
を当りくじに配分することを予告しておく︒五○番割の

これは文化一○年一一月の定めでは縦二寸︵六忽︑横九

八一七︶二月には縦一寸五分︵四・五

一例として文化一○年︵一八一三︶二月に出した立札では

六貫目一○番
一八賃目

八忽と定められた︒各自はこの二個の木駒に同一の文

︶︑横六分︵一・

︶四方のものであったが︑文化一四年︵一

一番
五貫四○○匁三○番

一二賞目

分︵二・七

二○番
五貫四○○匁五○番

五貫四○○匁

四○番

︵ず︶

れてありかたや７︑﹂一茜歩かなし文句もしらつ描

言を記しておく︒その例をあげると﹁朝日卜共一一さそわ

という予告をした︒講元はこのような立札をして人気を

山おな承﹂﹁夢ハ心の内にあり大ふし﹂という類であ

間々Ｉ一貫二○○匁シシ

あおったのである︒この立札は市中では町奉行・大年寄

富場では﹁ひびる﹂と木駒一個を係員に渡し︑一個は

る︒

て村々に立てた︒右の﹁間々﹂とあるのは五○番までの

相駒として手元に砥く︒係員は受け取った木駒を﹁棚の

の許可を得て制札場に︑在所では郡代・庄屋の許可を得

うち大当り以外の番のことである︒結果としては︑実際

上﹂︵ムロの上︶に備え付けられた大桶に入れ︑よくかき

日記﹄・﹃拾万人誰上り札文句﹄︶

きり

くじがきまるのである︒含万人描取計書﹄・﹃万人描御用

あるいは六○番まで突き上げる︒その順番によって当り

あいごま

に集まった額によって比例的に修正した金額が配分され

まぜたうえ︑衆人の面前で︑用意の錐で一本ずつ五○番

おけ

ることになる︒安政頃には六○番割が普通で︑五○番割
のこともあった︒今町奉行日記﹄︶

万人講に参加する者は一枚五匁の﹁ひびる﹂という富
札を買う︒これは縦六寸弱︵一八忽︑横一寸六分弱︵四・

鵬彊

第二章社会の諸相

万人講には変遷があった

おいまわしぱぱ

図７６万人講の「ひびる」と木駒一津山郷土館蔵

が︑文化一○年に復活して

字間

からの害函場は追廻馬場の南

１

ＬトＰｒｂ

；︐１９⁝︐別ｆ︲；

目トー誘露心轡急猫篭爵碑埋⁝弧

鐸認謹理睡・﹄睡綴恥鰹畷麹

挺謬堪評麹麿準縄蝿諏畿譲蕊騨

Ｉ

のぞきがわら

ｋ

かち

一 . ９日

側で︑﹁追廻河原﹂または﹃

した

︑わりもくろく

付・下目付ら・を帯同して出役し ︑ 帰 途 に は 御 用 番 年 寄 宅

へ別条なかった旨を取次をもつ て届け︑割目録を状箱に

鑓藻

﹁覗河原﹂と言︐われたとこ

ろにあった︒この場所は当
時は久米南条郡横山村に属
ぐんだい

していた︒したがって場所
の関係は郡代の支配下にあ
ったが︑万人講の管理は町
奉行が行い︑郡代はこれに
立会うことになっていた︒
よつどき

町奉行ほ当日四時︵午前一

ｉl

入れて取次へ渡す︒大目付へは 書 面 で 報 告 す る ︒ こ れ が
幕末頃の例となっていた︒

i＝蕊

pH

誇

ｰｰ一一
』い

○時︶頃に供揃えをして︑郡代 ・物頭・万人講懸・徒目

】

幕 末 に は 一 ○ 月 か ら 翌 年 二 月 ま で に 五 回 行 う の が 慣例
になっていた︒
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図７７講場の平面凶（『玉置文庫』）

寄札の多い例としては

嘉永六年一一月一五日三六︑七四五枚

安政五年同日三七︑一二九枚

があり︑いずれも二月であることは注目をひく︒
少ない例としては

安政三年一○月一五日六︑○二○枚

同四年二月一五日六︑一五四枚

万延元年二月一五日六︑○三六枚

文久二年正月二○日四︑七○四枚

などがある︒文化・文政頃のように五万枚︑六万枚とい

う例は見られず︑やや低調になってきた︒︵﹃町奉行日
記﹄・﹃郡代日記﹄︶

安政四年︵一八五七︶二月一五日を例にとって︑当

りくじ以外の経理を承ると

寄札三六︑二八六枚でその三割︵三歩銀という︶の銀
札五四貢四二九匁

損料︵扉風等の借入愛︶一二四匁五分

賃金︵ひびる売・駒受・算入・突入その他の人件没︶
一貫九一匁九分九厘

諸入用六貫三七七匁一分五厘
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大寄りに付き酒代︵寄札三万枚以上というような時の
関係者への賞与︶五九九匁
上納金四六貢二一一一六匁三分六厘

となっている︒寄札が多い時は藩としての収入も多かっ
た︒含万人構諸入用書上帳﹄︶

万人誌の参加者は近在はもちろんのこと︑備後・讃岐．

などもらいうけかたくいたさせま

し候共︑花代杯と号し銀札貰圭祁候様之義堅篇し致間

じ敷く
みだりがましきもしこの
︑乱ヶ間敷義無し之様精々可二心懸一︑若心得違︑此

旨相背二おいてハ吟味之上各可二申付一候間︑兼而此

むれあいそむくとが

旨可レ存候︒︵後略︶

当札の者については詳しく取り孔し︑何日に来て何日

と記し︑なお宿泊者の名面︵名前︶を帳面に控瑳え︑特に

なめん

あたりただ

に出発するかそのほか細かく報告するようにと達してい

る︒禁制がなかなか守られないで取締り上多くの問題が

摂津・紀伊・但馬辺にまで及んだ︒︵﹃万人講取計書﹄︶

万人講には遠近からの人出が多くて問題の起こること

発生したこ︑と︑それだけ当日は賑ったこ︑とが察せられ

にぎわ

が多かったことは︑次のような触れが出ていることから
堂んえん

る︒︵﹃触書達書写﹄︶

二﹄▽つ

見てもわかる︒これは万延一元年︵一八六○︶一○月一五

万人講にともなって城下の取り締りを行ったばかりで

万人講の廃止万人識は経済的見地からすれば︑藩と
して頂接の収入となるばかりでなく城

っていた︒令郡代日記﹄︶

宮尾︵久米町︶の諸村へ同心組を出役させるのが例とな

なら

日のものである︒惣町中へ出された触れ一○余条の中に

なく︑周辺の要所︑こして楢・一宮・勝間田︵勝央町︶・

て

一万人構当日︑町中酒屋二而呑酒売之義不し仕候様︑
酒屋共可一一申渡一事︒

とある︒酒屋の店頭での飲酒を特にいましめている︒ま
た別に宿泊について出された触れには
はたごもちろんそのほか

宿屋・旅髄屋は勿論其外二而万人構二付旅人宿いた

下の繁栄に役立った︒特に他領からの参加者から正銀を

むさ医らず

したため

し候者土︿︑過分之利益を不し食︑数二而理潤︵利潤︶

得る手段にもなる︒また当りくじは津山藩の銀札で支払

われる・から︑他領の者はこれを正銀に両替をして帰らな

りょうがた

を得候を第一二可二心懸一候︒︵中略︶右宿賃相認銘々

ければならないが︑その手数料収入が両替屋を潤すこと

またおいて

店先江張置可レ申候︒且又煮圭元屋共二於も前同様差心
し上しきなるたけしたねたとえ
得︑諸色成丈ヶ下直二いたし︑仮令召仕候女繭取差出
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万人識・娯楽

しかし一面には領民が投機的射幸心に走って本業をお

は豆腐が七分から九分に上ったにもかかわらず︑一○月

した︒この時はまだ実現を承なかったが︑七月二七日に

対し︑﹁万人構︑来ル廿三日興行仕度﹂との願書を提出

にもかかわらず︑三谷屋源次ら五人の連名で︑大年寄に

ろそかにする心配もあった︒また武士は万人誌に参加す

一五日に万人誌が行われ︑寄札二一一一︑三三九枚︑一五○

た郷中条目の一節に﹁勧進相撲・歌舞

した政治情勢によるものではないかと思われる︒民間で

一八五匁︑町米が一八一匁であった︒廃止の理由は急迫

のもとに諸興行が行われて︑城下はもちろんのこと近在

からす︒﹂とあったが︑城下町においては厳重な許可制

伎・操之類︑其の外見世物之類︑群集可レ致事相催すへ

きあやつりそのみせもの

は依然として万人誌を要望する声があり︑王政復古の直

からも人が集ってこれを楽んでいた︒

1４２

にもなる︒

ることを一切禁ぜられていた︒たとえ参加しなくても︑

り札文句﹄・﹃玉置家文書﹄︶

たまき

たのである︒含町奉行日記﹄・﹃触書控帳﹄・﹃拾万人誌上

年正月九日にこれを関係者に伝えて万人識を全く禁止し

一二月に万人誌の禁止令を出したので︑津山藩は明治二

一月一五日︑一二月一○日に行われた︒しかし新政府が

番突き︑最高の当り二三賞三三九匁であった︒ついで一

他領の万人講当日にひそかに商いをしても罰せられた︒
文久二年︵一八六二︶一○月には︑講元では万人誌の
準備が予定通り進められ︑一○月五日には藩の大目付か
ら家中へ対する諸注意の触書も出された︒それが七日に
おおせいださる

は突然︑大目付から町奉行・郡代等へ﹁万人構以来相止
候段︑被二仰出一﹂ということが達せられ︑大年寄・を通

して講元へも伝えられた︒この突然の廃止の理由は何で

楽

あろうか︒物価騰貴と藩札の暴落によって万人誌の経営
が困難になったからであるとの説︵﹃富識の社会経済史的
研究﹄︶もあるが︑その頃はまだそれほど物価が騰貴して

いない︒すなわち︑文久元年八月六日に豆腐一挺は五分

娯

興行津山藩が天保九年︵一八三払一うに碇錘

司

後︑慶応四年三月一九日には豆腐が七分に値上げされた

から四分に下り︑一○月一五日には︑一石につき蔵米が

六
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ほんりん

奉行へ出し︑同時に本琳寺からも地内を貸し渡したいと

りて柳の土手非人万歳芸の興行をしたいという願書を町

和屋佐助という人形師を招いて一四日間連続して行い︑

地で人形見世物が始まった︒この興行は大坂越後町の大

安政六年︵一八五九︶六月一一一日の夕方から徳守宮社

とくもりぐう

いう願書を寺社奉行へ差し出し︑それぞれから御用番へ

数日休業しているうちに大雨で人形が損じ︑人形師の健

昨日限り終ったと届けた︒

伺いを立てて許可になった︒そして日限が決まり︑三月

康もすぐれないので残りの日数を打ち切った︒

嘉永六年︵一八五一一一︶一一月︑興行主から本琳寺地内を借

二日には明日から始める旨をまた寺社奉行へ届けた︒
同じ頃︑本琳寺地内で花角力の興行があったが︑一一月

が︑種々の差し支えができて計画の変更を余儀なくさ

同年七月には赤穂義士木像の開帳が同所で計画された

はなずもう

一五日には来る一七日より始めると届け︑一七日には雨

れ︑義士画像の開帳を七日間にわたって行った︒

ちからもち

天につき延引し晴次第始めると届け︑さらに二三日には

同年八月︑同所で力持見世物の興行があった︒大坂堂
きづきさんけい

島から雲州杵築へ参詣に行っての帰りを引き受けて︑大

じよう

釣鐘力持・大船力持・俵物力持・大石力持・大木臼力持

の五つを笛太鼓によってにぎやかに七日間興行した︒

元治元年︵一八六四︶︷ハ月には徳守宮社地において︑浄
るり

瑠璃の興行が行われたが︑その後間もなく七月に禁門の
なりもの

変が起こり︑長州征伐の気運にもなり︑幕府から﹁神事

祭礼鳴物﹂を見合わせよという通達が出て︑津山でも八

月六日にその触れが出された︒中央政局の動きは津山城

下にも殺風景な空気をただよわせるに至ったのである︒

慶応二年︵一八六六︶七月には将軍家茂が長州再征中大
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つりがれうす
図７８本琳寺（津山市伏見町）

こで慶応三年四月に一宮神主から︑芝居興行をしないで

ため芝居興行はかなり長期にわたって禁止せられた︒そ

と連絡をとってこれを許可した︒︵﹃郡代日記﹄︶市町の

行をしたいと願い出たので︑郡代山本恭二郎は寺社奉行

百松座八人連れの歌舞伎万歳芝居を引き受け︑市町中興

例えば安政四年︵一八五七︶四月二三日に大坂の市川

娯は地料・修復料など一向に納まらず困るので︑おいおい

にぎわいが続いて︑五月三日に町奉行三浦十郎左術門か

楽坂で病没し︑孝明天皇も一一一月に急逝したので︑中陰の

中陰も終ること故どうか興行を許可してもらいたいと寺

とういゆうきってもっとも

一ノ宮市町︑明四日切相済候︒前々通︑他国もの当

きりあいすみ

ら大年寄へ次のように達した︒

いちのみやいちまち

社奉行へ願書を差し出し︑奉行から御用番へ伺った上で

許可になった︒これは﹁一宮市町﹂にあたって芝居興

まじくもちろん

少茂難二見屑一候もの︑差置申間敷候︒勿論遊女野郎

Ｊｕ

町江参り逗留いたし候ハ上︑宿切手可二差出一候・尤

六月には追廻に芝居小屋を設けて芝居を行った︒中陰

之類︑其外胡乱成もの︑忍ひ候而参候事︑可し有し之

おいまわし

行を行って多くの人を集めるのがねらいであった︒

のために春の芝居ができず︑夏に行ったのである︒興行

候間︑立宿二而も堅致間敷候︒

さらに奉行所としても組の者を回らせて警戒するから町

たちやど

そのうろん放る

日数は十日間であったが︑さらに五日の延長を元方︵勧

右之趣相背もの於し有し之は急度越度可二申付一候・

ともに不賛成であったが︑結局大目付から許可があっ

内でも油断なく警戒し︑特に火の用心をするように申し

きっとおらど

進元︶から願い出た︒このことについては町奉行・郡代

た︒六月二四日で終り︑一日休んで︑二六日には万歳芸

つけ︑旅徹屋どもへは特に入念に申し渡すようにと付け

はたごや

をさらに一日だけ行った︒今国元日記﹄︶

加えている︒

右の達しでもわかるように︑市町の期間中は興行など

一宮市町の神社の門前の地域が東一宮村と西一宮

にぎわい村にわたる中山神社においては︑毎年

でにぎわうばかりでなく︑賭博も大目にふられ︑遊女な

とばく

四月中の午の日に田植祭が行われ︑その日から五月四日

ども多数入りこんで解放的な祭り気分を満喫することが

なか・つま

にかけて﹁市町﹂が開かれ︑諸方から多くの人が集って

できた︒しかし祭りの終りとともに︑はっきりけじめを

いちまち

にぎわうのが例であった︒
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つけて取り締りを厳重にしたのである︒右と同じ日に次

元日記﹄・﹃．郡代日記﹄︶

殊な例であったが︑その他の神社でも

天神一宮市町のにぎわいは津山近郊でも特

一宮市町︑明四日切相済候︒前々申付候通︑町方廻

祭礼は人出が多いので︑徒目付ならびに目付組︑あるい

のような達しが町奉行から大年寄へ出されている︒

し之非人とも︑無二油断一相廻し︑烏散成もの急度相

は同心組が出て警戒にあたった︒九月一一五日の八出村の

うさん

送り︑重而不二立帰一候様︑追払可レ申旨非人頭江可レ

天神宮の祭礼の如きもその一つであった︒

八出村には古くから天神宮があり︑菅原道真が太宰府

すがはらみちざねだざいふ

やいで

被一雨渡一候︒

他国からこの市町を目ざして様々なものが入りこんで
来るので︑市町の終り次第それらを領外へ追
い払ったのである︒︵﹃触書達書写﹄︶

図７９天神宮と牛像（津山市八出）

五月四日には市町が別条なく終って引取っ
た旨の届が︑次の役からそれぞれ大目付へ出

かちめつけ

されるのが例であった︒

徒目付ならびに目付組

げだい

警固の足軽を差し出した物頭
下代同心組を差し出した町奉行
下代を差し出した郡代
折々寺社下代を差し出した寺社奉行

さんけい

しかし五月四日で人出がなくならないで︑五

1４５

日︑六日と参詣人や牛馬がおびただしぐ︑︑同
心組を見回りに差し出す有様であった︒︵﹃国

春

楽へ配流される時に通過したという伝説さえ生れている︒
からしし

人が発起人となって奉納され︑神門の外にある一対の石

の唐獅子像は同年五月に畑氏門弟中により︑また社殿前

罪まつ

わが国に古くから↑のる天神信仰が︑菅原道真の霊を把っ

の一対の石燈寵は慶応二年︵一八六六︶六月に佐々木氏

門弟中により寄進されていることからも推察される︒

た天神と混同し︑さらに平安時代における御霊信仰や雷

娯神信仰と固く結びついてきたが︑次第に道真を文学・詩

ｅｆ＆｡

Ｈ

Ｉ

図８０土天神（明治初年作）一
椎山郷土館蔽
‐

韓
：

つちてんじん

津山名物の一つに祭礼の稲尻︵山車︶

がある︒だんじりについては︑天保一

但勝間田町・橋本町は是迄差出し来リ不し申付相︒

かつまだまちはしもとまちこれまで

来巳年︵一八五七︶同断中之町林田町

みなかのちようはいだまぢ

当辰年︵一八五六︶順番束・西新町

林川ニッ︑

たつしん寵ち

延ばすことは勝手であると達した︒

年寄へ︑次のような年順番を定め︑もちろん順番を差し

︵一八五六︶七月二日︑町奉行三浦十郎左術門から大

かし年順番がないため競り合いもあったので︑安政三年

林田︵大隅宮の氏子︶に一一つまでと制限されていた︒し

はいだ

三年︵一八四二︶に︑西町︵徳守宮の氏子︶に六つまで︑

だんじり

だんじりだし

津山地方においては幕末から明治時代にかけて︑三月

胸０

歌あるいは学問・書道の神として崇敬するようになって

誌
瀞
岸③

忠
一
▲、

の節句に土天神を祭ることが盛んであったのは︑天神信

入

きた︒道真を祭神とする八出村の天神宮は幕末頃多くの

蕊
.
"
：

亀窪

仰の具象化したものと言えよう︒︵﹃国元日記﹄・﹃民俗学

』砿一メ ご‐

崇敬を集めていた︒そのことは︑同社の神使である牛の

γ

辞典﹄︶

；

石像は嘉永二年︵一八四九︶三月に東新町・西新町の町

‑
Ｎ
可

胤

＃
誤
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除之一・

みやわきちｋうみのしょくにんまちおけやまちとがわまち

西町六シ︑但壱町シ︑ノ年送リニ申付候︒

きようまちさかいまちしもこうやまちかみこうやまちしん

当辰年順番宮脇町美濃職人町桶屋町一戸川町
さんちよう妙しんし尖くにんまち
一二丁目新職人町
うおまちふきや童ち

かじまちせんどうまちざいもくまち

来巳年同断京町堺町下紺屋町上紺屋町新
うま

魚町吹屋町

ふしみちようっぽいまちにしいままち

来午年︵一八五八︶同断鍛冶町船頭町材木町

伏見町坪井町西今町

ひつじかやまちやすおかまちふくわたりまち

にちようめ

こしょうまちにかいまちもとうおまち

来未年︵一八五九︶同断茅町安岡町福渡町
さる

さいくのらようかわら童ち

但細工町・河原町は是迄差出し来︑／不し申二付除し
之︒

家業に精出して日々少しずつ貯えておいて祭礼になっ

いささかにて

てにわかに入費がかからぬよう心がけ︑一町限り申合

せて﹁万事勘弁を加へ︑卿二而も無益二失費相省き︑

永年取続候様﹂にせよ︒

万端天保年中に達した通り心得て︑檀尻の屋根︑彫

と言い︑さらに次のように達している︒

ばんたんほり

もの

物︑水引︑幕︑若﹄もの衣服をはじめ︑すべて制度筋を
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小性町二階町一元魚町

来申年︵一八六○︶廻候試丁目

図８２だんじり（明治初年作安岡町の鳳鳳台）

図８１だんじりの木彫
(慶応３年作元魚町）

これに対し県
庁からは
祭礼につ

明治四年九月に津山の市長︵もとの大年寄に相当し︑

ちのことは

定数取り放

１４８

そとかざり

ぬ︒前もってより集って飲食してはならぬ︒

楽いよいよ守り︑節倹を本とし︑外筋を競ってはなら
だんじりは町家のもので︑町人の心意気を示すもので

当時は玉置源五兵衛改め源五郎と菊井京右術門改め恭平

採用できな

き神輿太鼓

ｌ維新後に朝廷の官名詮遠慮して改名した１１の二人

いがご誕辰

娯河もあった︒︵﹃触達書井窺書﹄︶

が月番で執務︶から次のような伺書を津山県庁へ差し出

を奉祝する

鵬曲水の宴をここに開いた︒曲水はこの造園のはじ

しようきよくすい

世子康倫は︑三月二日に︑親しい文雅の士を集めて流

三年︵一八七○︶五月であった︒これにさきんじて腿倫の

やすともりゆう

されて︑衆楽園と命名されたのは明治

衆楽園藩主の別邸であった北園が一般に公開

を図ろうとしたものである︒

廃藩置県後はじめての秋祭りを盛大にして気分の一新

との指示があった︒今布告控﹄︶

にせよ︒

勝手次第である︒もっとも取り締り方は巾︲し出の通り

については

した︒
みこしだいこ

﹁町方氏神祭礼﹂について﹁神輿太鼓﹂は町々の﹁存
意次第﹂に届けていたが︑天保一三年お改革から林田
に二︑西町に六と定められた︒当年は東西両社︵大隅

神社と徳守神社︶とも祭礼を二二日とお願い申し上
たんしん

げ︑同日は﹁御誕辰且御一新﹂につ壁さ︵明治天皇の天
おばなら

長節は陰暦九月一一二日︶﹁神輿太鼓定数御放︵自由にす
る︶﹂天保一三年以前の通りに心得させたく伺い奉る︒
けんか

河もっと可も祭日の四日前までに私へ届け出させ︑喧嘩︑
やっかい

手荒なこ︑とをして厄介をかけるようなことができた
ら︑その町は自今差し留めにする旨を申渡しておき︑
ひきしめて行う︒

野､騨鯉

tEfr竪蹄tqgS良二

図８３だんじり（明治４年作中之町）
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めに設けられていたが︑ここで流鵬の典を開いた文献は
藻﹄︶

おいまわし

伝わっていなかった︒春雨の新しく晴れたこの口︑あら

られた所である︒馬場の四辺に堤を築

追廻追廻は森藩時代から乗馬のために設け

丈許︵約一二ｍ︶である︒曲水の宴という題で詩を作り︑

また堤をこわした︒その北には重臣の別邸があって一区

き︑堤上に松を植えた︒慶応になってその古松を切り︑

へだた

かじめ水に沿うて席が設けられ︑席の間は相距ること

流れてくる杯をとって飲承︑詩の成らないものは杯をと

劃をなしていた︒明治初年になって︑追廻を特に遊里の

じようき典

ることはゆるされない︒当日の上原基︵環一郎・看雲︶

場所としたのは津山藩庁の方針によるものである︒
あえてらんていにゆずらんや

の詩に

てい

鼠罰⁝⁝

一 一 一 一 酉 一 一

良遊何敢譲二蘭亭一︑

１砧牌也律卜睦藤野舜賊蹄跨脆陣騨駅概榊侭睡隠眠ｍｃｍ鵬睡珊切目悪坤歌勺街獄独無雑唖蝿祁

図８４『衆楽雅藻』一津山郷土館蔵

垂柳天桃春満レ汀︒
ち典う〆︶よすでになる

ていちようさかずきをとって

認悪ク鵬蓄瀞蕊縫鍵蕊溌熱渉寵︾
︲＃・

一驚麹審譲鐸燕鋭鍵蕊鍵簿鰯癖鰯識鐸輝溌︾

§

暢︒叙幽情一詩巳就︒

数聾端烏把レ盃聴︒
えん

とあり富日の情景をしのばせる︒

しゆうらくがそう

越えて四ｐＨに別楼で書画の錘を開い

た︒この両者を集録して﹁衆楽雅藻﹂

と題し︑木版印刷にして伝えている︒

これを見ると︑五言或は七言の詩を康
倫をはじめ三○人が作って︑さらにそ
の評が加えてある︒書画は二○人の作
が戦せられ︑さらにこの時の状況を伝
える文章が記されている︒︵﹃衆楽雅

唖照

溌

鴬

埼霞

融

璽

−頭

楽明治四年一一一月一一編に津山藩庁は次の布令を出した︒
ざ
近来市中二於テ妄リニ芸妓ノ類ヲ引寄候者も有し之
趣ニテ不締之儀は勿論︑謂フヘカラサルノ弊害モ有し

い

やおいとりまと

はず

娯之哉二相聞へ候二付︑今般追廻二於一プ一所に取細メ厳
重取締方申付候筈二付︑近々同所趣法相立候上は右之
類市中江差置候義堅不二相成一候事︒

右之趣知らせ置へきもの也︒

これは芸妓を義だりに引きよせる者があって風紀を乱
し︑大いに弊害があるので︑これまで馬場のあった追廻

ふれ

に集める方針を発表したのである︒さらに五月二日に
布令を出した︒

蕊妓ノ類取締向之儀二付︑一二月中相布令置候次第モ

有し之候処︑却而相緩候様心得達のものも有し之哉︑

かえってゆるみ

それさらきこえ

よってと世いよ

茸︿以来更二他邦ヨリ引寄候者も有し之趣二相聞︑以の

あいかせぎ

外の事二侯︒依而従来其芸ヲ以渡世卜致候余二産業
それ︾てれたちかえらせ

無し之もの土︿︑当分之内同所へ引移相稼候は格別︑其
他近来二引寄候分は︑当月中二夫々篤二立帰一可し申︑且

もし

これあ堵において

来月朔日より︑右取極の場等之外似寄のものタリ共︑

まできっとおらど

市中二差置候義堅く不二相成一︑若不締之義於し有し之

は︑当人は勿論︑年寄共迄急度越度可二申付一条︑於二

図８５追廻遊廓の遺構（津山市材.木町）

i脇０

各町一厳密二取締可レ申事︒

即ち六月一日からは追廻以外に芸妓を置くことを厳禁し
たのである︒︵﹃布令控帳﹄︶

少し後になるが︑明治八年︵一八七五︶に︑津田真道
はいしようろん

が明六雑誌︵﹃明治文化全集五﹄︶に﹁廃娼論﹂を発表

している︒その中に
坐の︾て

本年夏中︑余公暇ヲ得テ陸ノ松島二勝ブ︒浜街道ヨリ

往テ奥州街道ヨリ帰ル︒往来一一百里︑日ヲ経ルコトニ

４口つ上﹄より

しょうぎ

肝し

町ハ逆旅尤多ジ︒聞ク往坐臼ハ逆旅二娼妓ヲ蓄フルコ

トヲ禁ゼリト︒而シテ目今ハ概スルーー皆娼家ナリ︒爾

よなにわこう
すなわこれみだりに

余ノ宿駅二於テ往時浪華識ト穂スル逆旅ニハ絶テ娼妓

ナシ︒今ハ則チ間シ︑之一プ見ル︒而シテ世人漫二之ヲ

以テ方今開化往昔二比スレバ更二一層進ミタリト思へ

あにいこれ

がいたんゆえんこのゆえん

Ⅱ／・登世論惑ヘリ卜謂ハザルヲ得ンャ︒是余ガ世ノ不

文一ブ慨歎スル所以ニジテ︑又余ガ此思想ヲ発セシ由縁
ナリ︒

と記している︒当時旅館と娼家の区別が明確でなく︑芸

げきりよしこう

旬︒過ル所ノ宿駅数十︑逆旅数百千︑而ジープ埼玉豚下

妓と娼妓の区別も必ずしもできていなかった︒津山の場

あらざなかんずく

図８６遊女の供養塔
(昭和３年建立本琳寺境内）

ヲ除クノ外逆旅大抵娼家二非ルハナジ︒就中仙台国分

色とせと一ち

合も追廻に芸妓を集めたというのはその区別を明かにし

ょうとしたものである︒追廻にできた新しい町を千歳町

と称し︑これが後の追廻遊廓へ発展するのである︒

明治四年八月一九日に津山県の常務係から次のような

うな藍ならびに叢かりこし

沙汰がなされた︒

かじよう

市中料理店鯉店井千歳町へ罷越飲食致候もの有し之

なめん

節︑誰人二よらす左之ケ条毎朝可二届出一事︒

一︑士族卒平民共名而︒

さかな

一︑右罷越候刻限井姉リ刻限とも︒
一︑酒希之会計何程︒
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『布令控帳』（明治４年８月）

にしたのである︒︵﹃布令控帳﹄︶

人数井婦

呼候ハ︑

めの方法としてとられた鎖国政策を︑あたかも日本本来

間題った︒天主教禁止の目的を達成するた

キリシタン天主教禁止は江戸幕府の基本政策であ

七︑宗

人名面︒

のものであるかの如く錯覚したことから生れたのが接夷

と区別して特

の料理店など

このように他

ランダ代理公使は参内して天皇に謁見したが︑イギリス

和親を国内に布告し︑二月三○日にはフランス公使・オ

れていた︒慶応四年︵一八六八︶正月︑政府は外国との

ず︑こと天主教に関しては新政府の政策転換は著しく遅

i
q
6
秘

但し払不
払之訳︒

右之通毎朝

塞祁であった︒幕府は外国の要求によってやむなく鎖国政

一︑酌婦ヲ

市長へ取集

策を放棄したが︑天主教禁止の方針は依然として堅持し

に千歳町の名

公使は途中で刺客に襲われて参内を中止せざるを得なか

じょうい

可一一差出一候

てきた︒世界の大勢は変化してきているにもかかわら

をあげてい

った︒そのような状勢の中で︑長崎の浦上キリシタンの

うらかみ

る︒また別に

問題が起こっていた︒

通を渡され︑︽﹂の問題についての見込書の提出を求め

津山蒲主は大坂行在所から出頭を求められて︑慶応

ひながた

腿出の雛形を

ろん

事︒

教

示し︑特に千

図師

四年四月二二日に参朝すると︑三条大納言から書付二

鶏

歳町の分については厳重に申しつけて届け出させるよう

帥一一溌荊豊寸鼠

娯楽・宗教

第二章社会の諸相

られた︒

書付の一通は長崎裁判所から政府に対して浦上村切支
丹の問題について決断を求めたもので︑その要点は次の

もないと考えるから︑よろしく評決してもらいたい︒

おりから生んえんては

今一通は右のような長崎裁判所からの申し立てをうけた
政府が︑

国家之大害二相成︑暫も難二捨置一事件二候得共﹂巨

しばらくえどもきよ

﹁方今大政更始之折柄︑右様之蔓延致し候而者実二

切支丹は島原の変以後もひそかに受け伝えられてい

魁の者電を集めて説教して︑万一悔悟しない時はその数

如くである︒

たが︑開港場ができ︑外人の天主堂も建てられ︑踏絵

人を死刑にし︑その他は他国へ移して夫役に用い︑数

この諮問に対して︑津山藩ほ翌四月二三日に見込書を

というものであった︒

かい

の法度も廃止になったので︑一一︑一一一年前から信者が公然

年を経て悔悟したら帰住させるほかない︒実に容易な

ふみえ

と行動するようになり︑三︑○○○人ほどになった︒

らぬ事件であるから︑各見込承のほどを言上せよ︒

はつと

昨年六月頃諸藩士は勿論︑市中の神仏を尊信する者ど
もが切支丹を征伐するという風説も起こり︑歎願書等
とくながい．わみのかみ

きょかいにゆうろう

も差し出して迫るので︑徳永石見守が断然取り締ま

になり︑信者を説諭しているが効がない︒このままで

ところがフランス公使からの申し入れで罪を許すこと

厳罪を申し付ける見込承をもって江戸表へ申し出た︒

も︑なるべく説諭をもって悔悟するような処置に相成

彼等は死を恐れないから︑斬罪は止むを得ないとして

するようになるから速に処置を願いたい︒しかし元来

邪蘇教根絶の見込承はないが︑追ミ中国地方に伝染

予てきよう

提出した︒その要旨は次の如くである︒

は不平の者が勝手に誹獣を加えるように︒なり︑政府の

りたい︒︵﹃大坂日記﹄・﹃江戸日記﹄︶

り︑信徒の巨魁一一○○余人を召し捕らえ︑入牢吟味の上

権威もなく︑再び島原の変のようになるのは必然の勢

同じ一一一一一日に京都留守居の海老原極人は弁事所で右と

まで

えびはらきわめ

ざんざい

と思う︒﹁教堂﹂を建て外国の人民を教導することば条

同じ内容を要約した一通を渡され︑﹁主人所労の趣︑早

らゆうりく

約面でも許されているが︑わが国で厳禁している法を

々罷帰申達︑見込の趣︑今八時前後迄に申出候様﹂達せ

ようかい

犯す者を処置するのに外国から容隊することは公法に
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天気一候段︑神妙之至︑

なおもと

御満足御感之御事二候︒猶国許社頭守護有し之︑且

あせ

教られた︒行在所との連絡不十分によるものであろうが︑
政府がこの問題解決に焦っていた模様がうかがわれる︒

国家安穏之御祈祷︑可レ抽二丹誠一﹄Ｈ

きとういきんずべき

含京都役所日記﹄︶

○○○人余を捕えて各藩に預け︑流刑に処した︒津山燕

尊王運動と手をたずさえて朝権の回復に努力し︑朝廷も

江戸時代を通じて仏教勢力に押されてきた神社側が︑

御沙汰候事︒今京都役所日記﹄︶

にその預けはなかったが︑滞内のキリシタンについて調

またこれを頼承としたのである︒

宗明治二年︵一八六九︶聯には九州浦上のキリシタン三︑

査が行われた︒明治三年閏一○月二四日に藩知事から弁

いては前々から怠らず調べているが︑この度の命令によ

宮へ提出した報告書には︑﹁切支丹宗門井邪宗門﹂につ

六八︶一二月一七日︑神社所属の社僧の復飾︵還俗︶を命

響によって︑神仏分離を図った︒政府は慶応四年︵一八

新政権を樹立した朝廷側では平田派国学者の思想の影

きりしたん

って領内及び預所をもれなく調べたが︑不審なもの

じ︑さらに三月二八日には神社が仏語を神号としたり︑

月二日の京都留守居への政府からの回状によれば︑大

た︒これから﹁廃仏棄釈﹂の連動がおこるのである︒四

げん一てく

は全くない︑もし今後も不審なものがあれば早速報告す

仏像を神体とすることを禁ずる﹁神仏判然令﹂を出し

−のずかりしよ

ると述べている︒今進達替巴

しらかみぐう

神社勢力と朝廷においては王政復古前から諸国の
廃仏棄釈神社の勢力と深い連絡をとり︑神社側
は物心両而から朝廷を支持していた︒津山では白神宮神

要次のようであった︒
堂たほん
諸国大小の神社中︑仏像をもって神体とし︑又は﹁本

あるいわにぐちぼんしよう

主秋山備前守がその方面の代表として活動していた︒元

地様﹂と唱瑳えて仏像を社前にかけ︑或は鰐口・覚鐘・

容れないで今日に至ったので︑社人はにわかに権威を

い

過日仰せ出された︒しかるに旧来社人と僧侶は氷炭相

じさ室

治二年︵一八六五︶八月︑伝奏野宮中納一一一一口を通して次の

仏具などを置いている分は早々取り除き︑改めるよう

ののみや

ような書付が秋山に渡されている︒
方今不穏之時勢被レ悩一一
えいりよ

叡慮一之儀と恐察︑深苦心之趣︑且伺二

1５４

得て︑表面御趣意と称し実は私憤をほらすような所行

の地代で払い下げ︑年貢諸役を勤めさせよ︒

り計らえ︒但し廃宗寺領を帰俗の本人から望めば相当

かに取扱うべきはもちろん︑僧侶も生業の道を失わず

ひき起すのは必然である︒緩急よるしきを得ておだや

おさめる巡礼僧であり︑普化宗は禅宗の一派で︑虚無僧

国六十六ヶ国を回って六十六部の法華経を国々の霊場に

と布告した︒六十六部は略して﹁ろくぶ﹂ともいい︑全

ふんじょう

があっては︑政道の妨げを生ずるの承ならず︑紛擾を

国家の用に立つよう精々心掛くべきである︒神社中に

として筒形の編笠をかぶり︑掛絡をつけ︑木太刀などを

緯らい

ほけきよう

あった仏像仏具など取り除いた分は︑指図をうけて取

もって歩皇唇︑性々にして浪人や無頼の徒の隠れ場とな

こむそう

り計わなければならない︒心得違いをして粗暴の振舞

り︑街頭芸人に

った︒津山にも

図８８創建時の作楽神社本殿（現同社神庫）

から

があれば曲事に仰せつける︒︵﹁京都役所日記﹄︶

類する有様であ

は極端に走ることも性々にしてあった︒津山において

その宿所などが

貝州

く世ごと

このような指示にもかかわらず︑各地の廃仏棄釈運動

も︑各神社にあった神宮寺は廃止されたり︑あるいは分

あったが︑おい

ることになっ

おい取り払われ

離されたりした︒

また明治四年一○月の太政官の命に基づいて︑一一月
には津山県庁から

た︒︵一．布告控﹄・

かい

平民廻国修業の〃掴儀をもって六十六部と称し︑仲間

﹃日本歴史大辞

こ

どうけやさか

慶倫は道家八尺

二月一八日︑

一方明治元年

典ご

を立て寄猫所を設けておいて︑米銭などの施物を乞う
ことは自今一切廃止すること︒

ふけ

と布告し︑一二月には元津山県庁の名で︑
韮国化宗は自今廃せられるから︑住僧の輩は民籍へ編

入し︑銘々の望に任せ地方の適宜をもって授産方を取

1
8
割
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渚相
第二章社会の

ひろかど

合いもあり︑宣教係の者は免官と心得てよいかと︑津山

明治四年に蕪を廃し︑県を置いたにつき︑諸県の振り

えて︑後醍醐天白垂を把り児島高徳を配する作楽神社の創

県から神祇官へ伺いを出したが︑七月一九日に︑これま

さくら

教︵大門︶・矢吹正則・立石公久ら一一二名の出した願書を添

建を︑弁事官ならびに神祇官へ願い出た︒翌二年三月八

明治二年︵一八六九︶九月︑政府は宣

従ったものである︒︵﹃京都留守居日記﹄・﹃岡山県史稿本﹄︶

かくて二月に鎮座が実現したのは︑王政復古の時流に

於一一其藩一取建候義は不し苦候事︒﹂という指図があった︒

があり︑斎藤少屈が出頭したところ︑岡大録が﹁是迄之

と伺いを出した︒これに対し翌五日︑宣教使から呼出し

政教一致之御旨趣ハ参事ニテ相心得罷在候一プ可レ然哉︒﹂

一プ別段管下江取計向も無二御座一二付︑一先右掛り差免︑

九月四日に津山県から神祇省宣教使へ﹁是迄宣教懸二

これ雀でかかり

教使の職制を定め︑神道国教政策によ

宣教掛参事中江受持二而︑御厩下端々迄宣教行届御見込

で通りであるとの返事があった︒

り︑いわゆる大教宣布を行うことにした︒明治三年正月

なら．ハ︑別段御伺二は不し及︑其県之通宜御取計御屑二

宗日︑﹁霊社造立之義は別段難し被し及二御沙汰一侯得共︑

に大教宣布の詔が出てから各藩に鴬教係をおくことにな

相成可レ然・又壱人二而難一一行届一御見込なら︵︑五人な

しかるべきや

さしめんじ

り︑津山燕に対しても然るべき人材を一両人選んで申し

り十人なり御申付御屈相成可レ然︒朝廷之御趣意は宣教

宣教係

出るようにとの布告があった︒明治三年五月︑津山藩か

行届さへすれ・ハ︑別段御規則は無し之旨﹂を口頭で突き

よろしく

らは差し出すよｘノな者がいないと神祇官役所へ届けを出

放すように答えて伺書は下げ戻された︒

津山藩はさきに人選難の結果︑昌谷端一郎を宣教係に

じんざかん

した︒しかし︑いつまでもそのままにすることは事情が
許さず︑閏一○月に至って昌谷端一郎を起用することに

任命してきたが︑昌谷自身はなはだ不本意な役であった

さかや

内定した︒彼は昌谷碩︵精渓︶の子で︑鱗之介とも称し

らしい︒九月三○日に依願免本官として︑大参事で兼務

﹄つる﹄つ

た︒すぐれた漢学者であり︑権大参事として重きをなし

することにして神祇省宣教使へ届け出た︒今公務懸日
記﹄︶

ていた︒津山藩から昌谷を宣教係に任命したことを一二
月八日に弁官へ達した︒︵﹃進達森﹄︶
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八︑交

政元年︵一八五四︶︑午年は同五年︵一八五八︶である︒

安政四年九月には津山藩から幕府へ次のような内容の
伺書を提出した︒

隠州・播州姫路への往還にあたり︑人馬を継ぎ送って

ばん

美作国西北条郡津山は城下町で︑伯州・雲州・石州・

向が強く︑津山藩でも人馬の賃銭につ

人馬の賃銭幕末に至るにしたがって物価騰貴の傾

来たが︑困窮した町方では宿役を勤め難く︑人馬賃銭

間これまで通り人馬賃銭三割増しを願い出ている︒な

限が明けるが︑困窮が立ち直りかねるから︑なお五年

ろ︑五年間三割増しとする指図があった︒今年末で年

割り増しを願い出たので︑嘉永五年九月に伺ったとこ

いて︑新規の割り増し︑または従来の割り増しの継続を
幕府へ願い出た︒

嘉永六年︵一八五三︶一一月︑江戸留守居は幕府の勝
手掛である阿部老中へ︑次の伺書をもって願い出た︒

かつまだのはり童

拙者領分美作国勝南郡勝間田村之儀は︑播磨姫路よ

るべく願の通り申しつけたいので伺う︒

っぎみち

人足一人一二五文
本馬一疋一七四文
軽尻一疋一五四文

勝間田駅へ三六町道三里

められた賃金の一例を示せば次の如くである︒

り雲州江之往還二有し之︑人馬継道に候処︑困窮之村
うし

これは同年一二月五日に許可された︒それによって認
とり

方二而宿役難二相勤一︑五ヶ年之間人馬賃銭三割増願
一宮︾︒

さしず

出候付︑嘉永元申年九月相伺候処︑来ル酉年より来丑年
迄五ヶ年之間︑是迄之通一一一割増可二申付一旨御差図有し

たらなおりなお壷たとらう詣

之︑富丑年十二月迄一一而年限明御座候︒然ル処今以困

窮立直兼候間︑猶又来寅年より来午年迄五ヶ年之
間︑人馬賃銭三割増願出申候︒可一一相成一儀二御座候

平は伺書二通に﹁往還筋絵図面﹄を添えて幕府の御用番

文久元年︵一八六一︶八月一日︑江戸の留守居吉田権

この伺いの通り三割増しの継続となった︒右の酉年は嘉

の老中へ願い出た︒伺書の一通は勝間田駅︑一通は久世

ハ︑願之通申付度︑此段相伺申候︒以上︒

永二年︵一八四九︶︑丑年は同六年︵一八五三︶︑寅年は安
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勝間田駅は人足一一一人︑馬四疋で﹁継立﹂をしてい

るが︑安政五年︵一八五八︶一一月に願い出て︑未年

︵一八五九︶から亥年︵一八六三︶まで五ヶ年間︑こ

垂が,￥P屑

i
i
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通駅に関するものである︒

交い
れまでの通り三割増しに申．し付けの達しがあって現在

はその年限中である︒当駅は地理的に険難な悪道であ
ることその他悪条件が多く︑それに近来諸藩の旅行が
とり

増し︑不作のため米価が高くなり︑人馬が難渋し︑駅

寺つ拳一

場の負担が過重である︒これまでの一二割増しの上に西

年︵一八六一︶から来る午年︵一八七○︶までの一○
ヶ年間︑五割増しを願う︒

みいぬ

久世駅は人足二五人︑馬四疋で継立をしているが︑
安政四年五月に願い出て巳年︵一八五七︶六月から戎
年︵一八六二︶五月までの五ケ年間︑三割増しを申し
付ける達しがあってその年限中であるが︑酉年から午
年までの一○ヶ年間その上に五割増しを願う︒︵﹃江戸
日記﹄︶

津山から飛脚によって出す荷物の賃銭について承る
と︑慶応元年︵一八六五︶六月には次のようであった︒こ

れは手飛脚であるから本馬蟹銭の割で定められていた︒

灘

凸

免

積

＃
.
、
Ａ
Ｉ
−
−
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図８９津山城下の古地図（嘉永７年）−瀧山郷土館職
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津山より江戸表まで目方一○○匁につき銀札で三
匁︑正銭で一八○文

津山より京都まで同一匁︑同六○文
津山より大坂まで同七分︑同四二文
但し目方一人前一貫目までである︒

へ出した中に

くにもと

一二河守家来家族共︑過半国許江引越篇し仕︑相残居
こ
のまで
しさい

候分此程出立︑品川宿迄罷越候処︑同所二一叩人馬継立

おりから

相断候二付︑子細承候処︑富節御国筋等御用多二而︑

こくゆうじようぽう

付︑諸家家来妻子等国邑江引越二付︑御定法を以人

人馬差支候上︑姿作刈入︑田方植付等農業繁多之折柄二

今京都役所日記﹄︶

馬継立は勿論︑仮令相対雇二而も︑継人馬を以旅行は

一年間は五割増しとなっていたが︑それでも追いつかず

って品川まで来たところ︑人馬不足のた必﹁継立﹂を断

と述べた︒すなわち江戸から津山へ引越すため妻子を伴

たとえあいたいやとい

人馬の賃銭の上昇は全国的な現象であった︒本街道と

相断候様︑其筋より御達有し之候趣二而︑無二余義一引

元年一○月から右の割増しの上へなお五割増しとし︑合

わられてやむなく引き返したので︑幕府の交通対策につ

その

いわれた東海道・中山道・日光道中・奥州道中・甲州道

戻候義御座候得共︵下略︶

計一○割増しとした︒この割増しは元治二年三月から向

いてただしたのである︒これは津︐山藩だけの問題ではな

なかせんどう

中では元治元年︵一八六四︶三月から元治二年二月まで

う三年間ということになった︒人馬の賃銭の上昇の著し

く︑四月一二日の幕府の触れ書には

おうへんそのしよ

つぎたて

いのは︑交通量の増加に対して︑人馬の数がこれに応じ

交通渋滞文久三年︵一八六三︶三月一五日︑前

家来妻子等国邑江引越二付︑宿々継立差湊ひ︑今般英

色格別高直相成︑宿助郷困窮およひ︑折柄諸家家族

︾追中筋宿々之義︑近来御用旅行之向往返多︑其上諸
ねしゆくすけごう︵に︶
しき

藩主確堂は江戸を出発して津山へ引き

国軍艦渡来御固御用等二而諸街道通行人馬造相嵩︑宿

きれなかったためであろう︒︵﹃江戸日記﹄︶

上げた︒参勤交代制の緩和によって︑この頃それぞれの

助郷は疲弊いたし︑農業之暇更に無し之︑相続方拘り

さしつど

領国へ引き上げる者があいつぎ︑交通が渋滞した︒四月

候趣相聞︑村々農業繁多之時節一一相成候間︒︵下略︶

かかわ

かさみ

九日には江戸留守居徳山米造が伺書を幕府の御用番老中

iq頭

通

交

した︒船の数は五四股に限られ︑一般芦﹂とに船株があっ

i
I
S
I
O

そう

と記し︑農繁期の間は諸家の家族︑家来の妻子などが領

て株札が渡されており︑船株を譲るには大年寄の許可を

かえい

国へ引越すには︑﹁宿々継人馬﹂をもって通行すること

要した︒このことについて嘉永七年︵一八五四︶雲ハ月に︑

ふ

がある︒それを見ると船株の持主としては高瀬屋勘右衛

かん

味役が﹁奥書﹂をして大年寄へ出した﹃船株改帳﹄

おくがきあらためちよう

持を与えた者︶へ﹁請書﹂を出し︑これに蔵一元と舟方吟

名で︑蔵一元と舟方吟味役︵商人の中から藩が選任して扶

ちうけしよ

綱助組︑清右術門組︑武助組︑治郎兵術組の船主一同連

せいえもん

は見合せ︑自分の従者の承召し連れるようにと達してい
る︒︵﹃江戸日記﹄︶

参勤交代の緩和は単なる政治問題にとどまらず︑交通
混雑に一層拍車をかけることになった︒交通量の増加が
すけどう

助郷の困窮︑農繁期による人不足と重なり︑幕府の交通

門の一三株︑今津屋孫十郎の一一株があり︑他は三株以

対策はお手上げの状態となった︒助郷は宿駅近傍の農民
を動員して︑人馬継立の補充的役割を果たさせたもので

下であった︒

高瀬舟は明治維新後々も暫ノ＼は繁盛し︑鉄道開通までは

しばら

あるが︑農民はその負担の重課に苦しゑ︑
︑こ
これがしばし
いつき

て重要な役割を果たしてい

城下町津山の交通機関とし

ば百姓一摸の原因となったほどである︒
高瀬舟と汽船

せんどうまち

たものに高瀬舟があった︒森藩時代から舟着

一一九︶から林田土手と安

はいだや十

き場は船頭町河岸に限られていたが︑文化・

おか農ち

文政頃︵一八○四

岡町裏土手にも船職承場ができた︒船頭町側

てんぽう

から禁止方を申講し︑藩でも禁止したが行わ
れず︑ついに天保一四年︵一八四一二︶二月九

日︑町奉行稲垣武十郎はこれを許す触れを出

図９０船清場の石燈寵（津山市安岡町裏）
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津山地方の交
通機関として

重きをなして
いた︒明治九

年の調査では
四七般となっ
ている︒今．船
株改帳・一．﹃津

山誌﹄・﹃高瀬
舟﹄︶

慶応三年︵一

・鷲僻亀噛鱒溌が？昨糾や

し

蝿郡噸祁隠恋坪Ｉふ喫製蝿慨︐一﹃毎Ｉ＃畷弼

綴撫＃総劣聯鐘唆擁毒洲

昆画

４

八六七︶九月︑次のような触れ害が幕府大目付から津山
藩にもたらされた︒
かいそう

この度廻漕御用達しなどの引華覗けで蒸気飛脚船を設

け︑当月中から大坂表へ往復する︒御用旅行の者はも
ちろん︑諸家の家来︑百姓・町人︑婦女に至るまで︑
希望者は廻漕会所へ申し込承︑相当の入用を差し出し

うだがわこう

るようになり︑汽船時代に入ろうとした︒しかし当時は

斎は国表へ帰るについて﹁公辺御船黒龍丸﹂が来る一ヱハ

まだ汽船に乗ることは珍しく︑一一月一九日︑宇田川興

さいこうへんおふれこくりゆうまる

日に出帆するので海上経験のため乗り込ふたいと藩へ願

い出て許されている︒亀江戸日記﹄︶

人力車新しい交通機関として登場したのは人

力車であった︒人力車は西洋から輸入

い・すみ

されたものではなかったが︑新時代にふさわしい新風を

と蝶﹄い

吹き込むものであった︒東京に住んでいた和泉要助なる

ものが人力車を創案し︑人力車渡世︵営業︶・を願い出て東

京府から許可されたのは明治三年三月のことであった︒

東京の京橋の風月堂が︒ハンの販売を始めたり︑神戸元町

に牛肉すきやき店が開業したのもその頃であった︒新し

い生活様式はやがて城下町津山にももたらされる︒明治

四年五月四日に津山で人力車の営業を許可してもよいか

おいて

と︑政府の弁官へ次のような伺いを出した︒

や

ふしまり

於二津山駅一︑人力車相用渡世致度段願出候節ハ承届

不し苦義二御座候哉︒此段奉レ伺候︒

これに対し六月二日に

伺之趣御聞届候条︑発行願出候ハ︑不締無し之様可二

161

て乗り組めばよい︒荷物も相当の運賃をもって積ぬぱ
よい︒

このようにして廻漕会所の船が一般の利用に供せられ

図９１『船株改帳』

に出された﹁美作国中郵伝賃銭表﹂は次の通りである︒

︵但し表中の．里二付﹂という表現には疑問があるが

七十文

五百文

百文

七百文

六百文

一貫百文 一貫五百文

一貫文 一 貫 四 百 文

一貫文

拾両外五拾両迄一里二付

七百文

書状仕立井幸便里数二応シ増賃銭可レ払事但夜仕立五割増

五拾両外百両迄一里二付

四百五十文 七 百 五 十 文

五十文

三百文

七里迄

一里ヨリ

という許可があった︒これから程なく人力車が文明開化

通相心得一候事︒

一里一一付

一里一一付

拾両以内一里二付

八里ヨリ 十 一 里 ヨ リ
十里迄 十 五 里 迄

そのまま記す︒︶
目方拾匁迄

仕立
幸便

拾匁外拾匁
毎二百文増

の姿を城下町に現わし︑明治九年︵一八七六︶には七七
交台に達した︒今進達書﹄・﹃藩庁出張所日記﹄・﹃津山誌﹄︶

郵便通信はこれまですべて飛脚便によって
おり︑交通のなかにふくめて考えてき
た︒しかも商家に任されていて︑日数と賃銭を多く要し
た︒これを政府の手で営業しようとしたのが︑郵便制度
である︒

郵便制度については明治四年︵一八七一︶正月に大版の
・ハンフレットが配布され︑いよいよ三月一日から東京・

金商里数二応シ増賃銭之事但夜中踊蓋壷一

幸便が一一一日を過ぎた場合の措置︑仕立取次所から継立

表外

てた分は八里外とも一里について三○○文限りで増銭に

京都・大坂間に開始された︒そのパンフレットによると
︵前馨︶先︑試之篇め︑当一二月朔日ヨリ西京迄三十六
もち

時︑大坂迄一二十九時限之飛脚︑毎日御差立︑両地ハ勿

ろんならびにみの

は及ばないことをも記してある︒
し憶う

たかおばんにいだ

郵便取扱一元方は津山堺町林藤助・草地一ハ郎治であり︑

郵便取次所は現津山市内では高尾村の伴新四郎︑新田村
ならたごまた
の下山正次郎︑桝村の多胡亦十郎の家に設けられた︒

等も右幸便を以相達候様之御仕法相成候条︑其意を得︑

とあった︒ついで同年一二月五日からは︑東京・長崎間

なお付記すれば︑市中の幸便賃銭は東西橋︵大橋と公調

橋︶内は一二文︑外は三二文であった︒︵﹃玉置文庫﹄︶

おきな

に九五時限の郵便が開始された︒津山に郵便が始まった
えきていかかり

のは翌五年四月以後のことで︑北条県駅逓懸から四月

響状差出人心得審之通可レ致事︒

さかいまち

論東海道筋宿々四︑五里四方之村々井勢州・美淡路

虫ずこころみついたち

状 遡

入子す銭
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九︑治

番所藩内の治安に任ずるのは大目付で︑大
目付役所はその役宅をもってこれに当
ざいもく藍ら

みやわきらようおきなばＬ

り︑西の番所は

宮脇町公調橋

の東詰めにあ
り︑各東西の要

衝をなしてい
た︒番所の近く
せんどう堂ち

には制札場があ
つた︒船頭町の

ざよくりんすじかいばしひろせ

さんまいぱしたつくち

られた︒これと同時に玉琳・筋違橋・広瀬橋︵のちの

境橋の下手︶・二本松︵のちの一一一枚橋︶・辰ノロ︵一宮

ひがししんまちこうじんなかの↑つようおおまがり

の竜の巳にも番所が置かれ︑合計八となった︒︵﹃八箇
所御番所図面﹄︶

みつけき典うまちかみとがわまちもとうお蓑らかや童ろはんしよう

番所のほかにも︑東新町荒神の社地︑中之町大曲
場があったが︑

と半鐘を打ち交えることに定められた︒︵﹃町奉行日記﹂︶

板木を建てた︒出火の時は半鐘ばかり︑異変の時は板木

ぽんざ

東より見付︑京町・上一戸川町・元魚町・茅町に半鐘・

元治元年︵一八

元治元年秋︑第一次長州征伐の軍を繰り出した津山城

船着場にも制札

六四︶にはここ

下は緊張した雰囲気につつまれた︒一一月一一五日︑大目

ふんいき

にも番所が設け

ﾛ【粥

安

てた︒大目付のもとにあって直接警備にあたる番所が東

Ｆ

図９２東大番所のあった場所（津山市材木町）

西に置かれていた︒東の番所は材木町の大橋西詰めにあ

§

図９３西大番所図（『八箇所御番所図面』）

治 安

図９４辰の口番所跡付近（一の宮側より）

あやお

付大村斐夫は諸
月番に大要次の
ような通達をし
た︒

今度城下口
に番所をとり

ある︒

辰の口番所では西御殿︵当時確堂の居所︶へ連絡し

くれむつどさ

その命を受け︑且つ守謹にあたる︒

よつどき

諸番所では暮六時︵午后六時︶から大木戸を閉めて

角よ−つちん

小声より通行︑四時︵午后一○時︶から閉め切りで︑

それ以後は提灯をもち︑姓名を坐口げて通る︒

他方の士が家中へ行く時は番所へ姓名手形を差し出

和．

︾礎一

醒 嗣

ただ

継ぎ鱗ム灘蝿際富竺

建て通行の旅

■十

人を孔すこと

月２Ｗ

になったが︑

当今の形勢で
は何時乱暴の
ものが押し入
るか計りがた

打ち交え鳴らし立てたら︑町々は受け継いで打ち鴫ら
たいこやぐら

かちゅう

し︑太鼓櫓でも一一つ拍子急打ちをするから︑その節近
くにいる家中︵藩士︶の面々は︑道具を携巽えて総門へ

かけつける︒そのうち指揮役が行って指図するけれど
も︑万一家中などへ乱入するようなことがあれば︑人

のた雛る報番こ受らの上到さ

騨誘
曲ロ

ﾛ
−
−
−
−

い︒その時︑諸番所のうちその方角から半鐘や板木を

宅】

数次第いかようとも防禦にあたるはもちろんのことで

陸
b
堂
隊

#ヅ

Ｆ

図９５宿泊切符（元治２年）一津山郷土館蔵
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しんうお童ら

商売をしているが︑正月一一一日晩︑一一階町高野屋利右衛

新魚町東屋房助の借屋住いの麻野屋文右術門は酔穿露

以上のほかに︑他所からの小者の来る時のこと︑夜間

門が風呂に入っている間に木綿綿入一着とほか二品がな

りも︑番所へ報告する︒

通行に提灯をもつこと︑他方の商人が宿屋の印札を携帯

くなった︒

＃︐︲

を持ち逃げされた︒︵﹃町奉行日記﹄︶

上紺屋町の今屋伝助は去年一一一月一一九日夕︑白米九升

かみこうや堂ち

すること︑その他︑こと細かに規定を通達した︒︵一．国元
日記﹄︶

ばく

犯罪と大目付や番所の仕事は非常事態の対策
ひんばつ
その処置ばかりではなく︑日常頻発
する種々の

図９６馬喰免札（慶応３年）−津山郷土館蔵

上つ

■

犯罪の取扱いが主であった︒犯罪のうち最も多いのは博

■や軍田

P 属 や q

変であった︒窃盗もしばしばあった︒寺僧の惰弱な行煽
かんごくしやふしみら典弓

も目立つ︒殺人強盗など凶悪犯行は極めて少なかった︒
濫獄舎は伏見町の南側製手に位綴していたが︑ここに収
容する数は少なく︑領外追放という処分が極めて多いの
が特色である︒

窃盗は幕末に限った特異な現象ではないが︑具体的な

ふれなが

例をあげて承ることは︑その時代色を示すことになると
思︾フ︒

嘉永六年︵一八五一二︶正月一八日に町奉行が触流し︵公
開捜査︶をした三件を記して承る︒

Ｌ下も
こうや堂らたばこやもめん
紺屋町姻草屋源七は去年一二月一八日夜︑育染木綿
一反半を紛失した︒

ﾛ
1
6
1
5

Pu

蕊

安犯罪に対する処分としては﹁五七鍵︵または百敵︶の

せられた︒一例をあげると︑安政六年︵一八五九︶四月
五日︑榊唾の某寺へ
そのほう

其方はかねがね心得方がよろしくなく︑毎日俗家へ

はなきり

上御領分追払﹂になるのが多数である︒犯罪の手口は様
々↑のり︑悪質な所業が重なれば﹁則之上御領分追払﹂

行って惰弱の振舞に及び︑また折々寺内にいかがわし

むしゆく

死罪になった例をあげると︑安政六年六月二七日に︑

のでここでは省略する︒

商人が買占めによって処罰された例は第一章で挙げた

このような例が僧侶や神官に度々あった︒

はいかいふとど

だじやくふる鐙い

治というのも珍しくない︒家出をしたため人別帳からは

い婦人が俳個して不届きであるから閉門を仰せつける︒

にんくつちよう

ずされて所謂﹁帳外﹂となっている者もあり︑他国から
追い払われて放浪している帳外の者もあり︑それらが更
に犯罪を重ねて領外へ追い払われることになる︒封建割
こそく

拠の時代のこと故︑自領の治安には努めながら他領へ犯
人を追い払うことで解決を図るという極めて姑息な方法

博突に参会した多数の者が一○○鼓或は五○敵の上

・を委細知っているところから︑度々忍び入って宝剣そ

先年地蔵院の弟子になっていて︑同寺の取締り向き

もと他領の無宿盗人某は

﹁答牢舎﹂︵椎獄舎入り︶または﹁手鎖をかけ追込﹂︵自

のほかの品々を盗み︑漂泊中博突に参会もし︑右の品

が横行していた︒

宅謹慎︶となった場合︑これに参会した妻女は五○敵の

を質に入れたり売払った代銀は残らず飲食諸入用に遣

いさい

上︑手鎖をかけ追込三日を申しつけるべきところを︑女

い果たした︒

とがろうや

であるから省牢舎二○日とした例もある︒女の場合は縦

武士の場合は処分の仕方が異っていた︒例えば文久二

という理由によるものである︒

場合︑妻は犯罪に関係なくても﹁御領分立去り﹂を命ぜ

年へ一八六二︶のことであるが︑﹁御家中家来一一被二召抱一

の処分は行わなかった︒また夫が領分外へ追い払われた

られている︒男女によって法の適用の仕方が異っている

帯刀をも致し候身分一一候えども︑諸事別して﹂相慎しむ

べきところ博突に参加し︑或は万人誌に懸けをしたりし

か

ことにも時代色がにじぷ出ている︒

僧侶や神官について閉門或は追院というような罰が課
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る︒そのような場合には︑その主人にあたる家中の者は

たので﹁暇の上以来世市刀奉公差留﹂の処分をうけてい

は農ちようかきがら
に浜町︵中央区蛎殻町一二丁目︶の邸を賜わり︑また牛込

が砂村新田︵江東区︶にあった︒確堂は隠居した時︑特

町︵江東区︶と谷中本村︵台東区︶とにあり︑広大な抱地

やなかかかえち

差控えの伺いを藩へ出し︑その儀に及ばずとして許され

高田の下屋敷に別邸を営んだ︒安政六年二月一一一一日︑高

いとま

ている︒

慶応四年︵一八六八︶二月一七日には︑王政復古と天

戸塚町二丁目︶に別邸を営んで一一月二七日に引き移っ

田邸が類焼したので︑程遠からぬ高田源兵衛村︵新宿区

たいしゃいつき

皇元服による大赦が行われ︑百姓一摸関係者︵第一章一二

た︒高田の馬場及び姿見橋が近くにあり︑ここを姿見邸

えいろうさゆろ

参照︶のほかにも︑一般の罪人二人︵帳外一名と無宿非

図９７浜町大川端藩邸付近の略図（安政６年）

︵﹃国元日記﹄︶

Ｅ

人盗人一名︶が永牢を差し免され︑領分追放となった︒

一○︑藩

留守居が事務をとるための役所及び大

藩邸の整理江戸時代には参勤交代制に伴い︑藩の
名の妻子はもちろん︑江戸詰めの藩士とその家族らの居

よしとも

所として広い藩邸が与えられていた︒

かじぱしやえす

安政一一年︵一八五五︶に慶倫が松平家を相続した時︑

かみやしきうしごめきくい

藩邸としては鍛冶橋門内︵千代田区東京駅八重洲ロ付近︶

かかえうみべ

の上屋敷と︑牛込高田︵新宿区喜久井町︶の下屋敷とが
あった︒その他に抱屋敷︵私有の屋敷︶が深川海辺大工

167

邸

邸と称した︒︵﹃江戸日記﹄・﹃松平確堂公年譜﹄・﹁江戸名所

かきがら

邸の東の川を境に東を浜町︑西を蛎殻町Ｌ﹄し︑従ってこ

鍛冶橋門内の官邸については明治三年︵一八七○︶に

の藩邸も蛎殻邸と呼ばれるようになる︒

慶応四年︵一八六八︶九月五日に新政府は藩邸の整理

鳥取藩へゆずって代りの邸へ移るように︑東京府から沙

図絵﹄・﹃嘉永・慶応江一戸切絵図﹄︶

藩方針を発表し︑その整理に着手した︒抱屋敷は私有であ

る命が太政官から出たが︑八月にはまたもと通りとなつ

汰があったが︑それは断って一部の二︑三七七坪余を上

た︒結局同年一○月に兵部省用地として上地すること

るから対象とならず︑整理の対象となった津山藩の藩邸

鍛冶橋門内官邸一一︑○九二坪余

になり︑二月五日東京府へ引き渡した︒︵﹃進達書﹄・

地した︒明治四年七月には︑ここを上地して他へ移転す

浜町大川端中邸七︑五八九坪余

﹃公務係日記﹄・﹃東京公用局日記﹄︶

は

高田下邸八︑一五三坪余

一方︑高田の下屋敏の過半は開墾して桑・茶などが植

ひよう難しよう

であった︒︵﹃進達書﹄︶

明治元年︵一八六八︶一二月七日には弁事官から次の

浜町中屋敷と高田下屋敷は願いの通り下賜する︒没

に上地し︑二月に一︑○○○坪二○両の割で︑金一五

下げを受けるよう東京府へ願い出た︒結局この年一○月

津山藩士桐淵道斎の名により一︑○○○坪二五両で払い

︽きり象ちどうさい

えてあったが︑明治三年九月にこれを上地して︑同時に

町屋敵続きの清水民部大輔屋敷は預け置く︒鍛冶橋門

ような達しがあった︒

内屋敷は静寛院宮様守警中は願いの通りそのまま拝借

九両二分と銀七匁五分を東京府邸宅掛役所へ納めて桐洲

みんぷたゆう

を許容する︒︵﹃江戸日記﹄︶

が払い下げを受けた︒桐淵は上州藤岡︵群馬県藤岡市︶か

となった確堂の側近である︒︵﹃江戸日記﹄・﹃進達書﹄︶

ら出て︑確堂に家来並として用いられ︑のち津山県士族

浜町大川端の私邸については︑東京府から買上げの交
えいはい

渉があったが︑明治四年一一一月七日及び七月一一日に﹁永拝
りょう

領﹂の願いを出して存続することができた︒
当時は浜町大川端藩邸と呼んだが︑明治になると︑藩

i脇：

第二章社会の諸相

藩邸における幕末には接夷思想から外人を殺傷する
犯人の捜査事件が度々あったが︑明治になっても

政府の外交方針に不満をもつ者によって同様のことが起

一﹂った︒明治三年︵一八七○︶一一月二三日夜︑神田に

ある大学南校の雇入れ英人教師二人が暗殺された︒二四

ただ

日には政府から各藩の出張所へ回達文があり︑詩藩士卒

について昨夜外出した者の行先を詳しく取り乳し︑疑わ

しい者があれば早々に申し出よとあった︒津山藩では当

みつくり

夜の外出者皆無と答えた︒二七日にも再調査があったが
同様に答えた︒

当時官邸は鍛冶橋門内にあり︑浜町の私邸には箕作
しゆうへいさんさじゆく

秋坪が一二叉塾を開いて多くの塾生を教えていた︒明治

三年一一月二八日には︑藩邸の内外にかかわらず家塾を

設けている者の塾生を吟味して︑外出人名・行先・帰来

時刻等を取調べて報告せよとの命があった︒この時︑三

叉塾の塾生について書き出された者の出身は次の如くで
ある︒

東京府貫属︵本籍地︶・静岡藩・高知藩・岩倉家臣・高

もりおか

梁藩・新宮藩︵和歌山県︶・西尾藩︵愛知県︶・大洲藩

︵愛媛県︶・岩村藩︵岐阜県︶各一名と︑盛岡県二名︒

169

かんそくたか
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お
お
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図９８高田藩邸付近図（嘉永７年の「大久保絵図」一『愛山文庫』）

邸

図９９鍛冶橋門内藩邸の平面図一(『愛山文庫』）

咽KＯ

津山藩出身者も三叉塾にいたのであるが︑嘗夜の外出
者の中にはいなかったのであろう︒右の報告文の一例を
記すと︑盛岡県の織山某は

みつる

廿三日第五字︵午後五時︶出︑盛岡県邸へ罷越︑夜
第十字帰塾︒
とある︒

当時大学南校へ津山藩から貢進生として久原蛎弦が在
学していた︒そこで大学南校に対して一二月四日に津山
藩から
当藩
久原蛎弦
右は昨日御達之旨一一付取調義御座候間︑藩邸迄御策
越可レ被し下候︒以上︒

という文書を送って︑鍛冶橋門内の官邸へ呼び寄せて取

せがれ

調べをした︒そして取調べの結果を大学南校へあてて︑
翌五日に進達した︒それによると
当藩士族

洪畿枠
貢進生

廿三日四字過出校日本橋久原蛎弦

藩
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まで

辺迄罷越薄暮之頃帰校

とりただし

ついて

右は去月廿一一一日夜御雇之教師不慮之災害有し之二付而
は身分性質等取孔可二申出一様︑依二御達一相孔候処︑同

もちろんいささかあやしき

人義性来温順一一して過激暴行等いたし候もの二は無し

津山藩

之︑勿論同日出先等之義は頭書之通二而柳怪敷義等
かのえう堂

無一一御座一候段︑御届申候也︒

庚午
十二月五日
大学南校
御中

とある︒右のような捜査の手順にも見られるように︑大
学に対する直接捜査を行わず︑また大学も本人を直接調
べず︑その所属の蕪に責任をもたせている︒既に版籍奉
わく

還が行われた後であっても藩の管轄はもとのままであつ
ひろさわさ海おみ

た︒このように幾つかの枠があｈソ︑統一的捜査活動を困

こ−つ脈︶喪一つ

難にしていた︒翌四年正月九日早朝︑参議広沢真臣が
東京麹町の私邸で暗殺されるし↑いう事件があった︒こ
の時も府・藩・県の﹁士族卒及私塾生徒其他末々迄﹂吟

1７１

味して八日夜から外出した者の刻限・行先等を詳しく取
調べるように命令があり︑津山藩から弁官へ提出した報

図100鍛冶橋門内の旧津山藩邸（明治７年頃「毎日グラフ1974.2.10号｣）

私塾生徒が特に調査対象にされていることが注目をひく

Ｉ告書には中村絡平ほか一○名の外出者が記されている︒
氏

いその

が︑右の報告の中には﹁当藩箕作秋坪塾生﹂として大洲

藩藩一名と津山藩七名が含まれ︑磯野計助・宇田川準一の
名も見える︒この事件は犯人捜査厳命の詔まで出たが逮
捕に至らなかった︒政府大官の暗殺についても当時の制
度では適切な手は打ち得なかったのである︒
明治二年以来︑東京の警察は兵部省が管轄したが︑同
五年には司法省に︑同六年には内務省に移り︑明治七年
には警視庁が設けられて鍛冶橋門内の旧津山藩邸をこれ
にあてた︒へ﹃進達書﹄・﹃日本歴史大辞典・巴
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第三章人

一︑箕作院甫
らんがく
み

って幕末の日本に多くの貢献をした箕

遠い祖先のことはさておき︑医者としての箕作家は︑

六九七︶に森家が廃せられた時の町宅医師七七人の中に

貞諜以来︑箕作家は西新町に住んだ︒元禄一○年︵一

にししん裳ちげんろく

とも称した︒これが初代丈庵である︒

玩甫の曽祖父貞緋にはじまる︒貞緋は玄甫または丈庵

そうそふていくんげんぽじようあん

っても︑忘れることのできない人である︒

作院甫は︑日本の歴史にとってＪも︑また津山の歴史にと

つくりげんぽ

箕作家津山に生まれ︑津山に育ち︑蘭学によ

群

﹁西新町箕作玄甫﹂の名が見える︒︵﹃元禄十年美作国津

げん幕ん

新町英田屋平右衛門家屋敷︑北側表口一二間︵中略︶︑西隣

あいだ

留﹄︶安永六年︵一七七七︶四月の﹃町奉行日記﹄に﹁西

あんえい

臨時的なものであろう︒︵一．町奉行日記﹄・一．町方諸事以後

前後に移転の記録もなく︑もし橋本町に住んだとしても

の時︑彼は橋本町に住んでいたとも伝えられるが︑その

正月にその子貞則を藩医増子家の養子として出した︒そ

ましこ

９も玄甫・丈庵を襲名した︒彼は宝暦一○年︵一七六○︶

伝うれき

の子藤太郎︵貞隆︶を養子として娘をめあわせた︒貞隆

とうたろうていりゆう

養子に出し︑和気郡塩田村︵佐伯町︶の郷士万波嘉右衛門

わけしおたさえきと↑ん姪みかえもん

貞誹は先妻の子で医を好まない政誹を藩士の松岡家の

記﹄には﹁林田新町箕作丈庵﹂と↑のる︒

催いだ

山改帳﹄︶元文五年︵一七四○︶六月一一八日の﹃国一九日

像

箕作丈庵﹂とあり︑翌七年五月九日に没するまで︑おそ

ﾖ剛弓

闇

箕作玩甫

らく西新町に住んでいたのであろう︒
ていこ

貞隆のあとは次男の貞固が相続したが︑この貞固︵一二

医となった︒
ついたち

同年一一月朔日︑ほかの諸士とともに登城して藩主に

めみえほしだいひとおり

目見を仰せつけられ︑﹁干鯛一折五枚﹂をお礼とした︒

かん

貞固と行動を共にした︒この松山家は︑安永三年︵一七

あとしき

代丈庵︶もまた西新町に住んでいたことは﹃町奉行日記﹄

医師の松山寿庵もこの日に跡式︵相続︶のお礼のため︑

てんめい

天明一一年︵一七八一一︶七月一○日の項に

備前国和気郡塩田村和右衛門娘︑西新町医師箕作丈

せい

七四︶に屋敷を与えられ︑天明一一一年︵一七八一一一︶及び寛

政七年︵一七九五︶に屋敷替生えのあった記録がある︒し

庵妻二引受申度︑人別入願承届候︒

とあることで明かである︒和右衛門は俊陳と言い貞隆の

かるに貞固については︑拝領屋敷の記録はなく︑西新町

おい

から移転した記録も見出せない︒当時の医師は︑藩に用

やずちか

甥にあたる︒

同年一○月一一四日︑藩主康哉によって﹁御医師並二召

いられても町宅で開業することを許されていたから︑貞

っていたことになる︒院甫が寛政二年九月七日に貞間

あったとすれば︑錐作家の最も近い親戚はゑなⅢ町に集

家はいずれも田町に屋敷がある︒寛政頃にもそのままで

置図︵明治三年現在︶﹄によれば︑吉川・松岡・大村の三

付︶・大村成夫・同良夫をあげている︒﹃津山藩士邸配

しげおよしお

圭口Ⅲ喜助のほかに︑従弟として松岡治部助︵のち大目

じぷすけ

月の﹁出会井文通仕度旨伺準口﹂によれば︑彼は右の

であいならびにつかまつりたき

母・妻・子を姪の夫である吉田喜助に預けた︒同一二年六

鞠いきすけ

は寛政二年三月から翌三年五月までの江戸詰中には︑

堂ちたく

出︑御擬作十人扶持被二下置一大目付支配二仰付旨︑被二

固は引き続いて西新町に居住したものと推定される︒彼

あてがいぷちくだしおかれ

仰渡一候︒﹂ということで︑ここに箕作家は町医者から藩

認︑

図102箕作家の墓地（津山市林田）
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の第三子として西田町に生れたと﹃箕作院甫﹄に記され
ているが︑親戚の家で生れたかどうか︑場所に関する限
り確実な根拠は得られない︒

貞固は名医として知られたらしく︑特に寛政三年に津

医者としての文化七年︵一八一○︶一一一月一一八日に

院甫恵迫は﹁玄甫﹂と改名した︒文化九年

一一月一一一日の﹃国元日記﹄に﹁箕作玄甫儀︑勝手二付今般

戸川町江致一一転宅一候之段︑届書以一一支配頭一差割出之一︑

御用番承︒置之一・﹂とあって︑この時︑箕作家は西新町

ほうそう

きようわ

山に庖箔︵天然痘︶の流行した時はその治療に重んぜら

から戸川町へ転宅したのである︒

ながたけい

︑永田敬蔵は桐陰と号し︑京都で伊藤延蔵︵東里︶に学

とういんえんそうとうり

蔵方へ同居の願いを藩へ出して︑六月一二日に移転した︒

ぞマフ

同一一一年五月一八日︑玄甫は学問修行のために永田敬

から与えられた︒

同年一一一月一五日に学問出精について金一○○疋を藩

ぴき

れた︒彼は享和一一年︵一八○一一︶一○月六日に病没した

よう遥つほうじゆん

が︑長男はすでに天折していたので︑次男曲一塁順が相続

した︒豊順は時に九才であったので︑一一才と届けて相
ぷんか

続は認められたが︑扶持は半減された︵二月二九日︶︒
その豊順も文化七年︵一八一○︶九月一一二日に病没し︑
けいてき

弟恵辿を養子として跡式相続を願い出た︒この場合に恵

び︑津山に帰って藩主の侍講をつとめた儒学者である︒

︵﹃勧書帳﹄・﹃国元日記﹄﹃美作碑文集﹄︶

辿が一二才であるのに一五才として願い出ているのは︑
誤り記したのではなく︑一五才とすれば成人として取り

玄甫は︑文化一三年二月に医術修行のために上京して

ぶんせい

して許可され︑一か年金五両を与えられることになり︑

竹中文輔方へ寄宿して向う三か年修業する願いを藩へ出

扱われるからであろう︒

同じく文化七年一一月八日に
︵前署︶御擬作七人扶持被一一仰付一︑幼年一一付三分の

三月二○日に出立した︒

玄甫は京都で勉学にはげんだ︒文政一一年︵一八一九︶

二被し下し之候︒家業出精可一一相勤一候︒

という沙汰があった︒こうして恵辿は兄の養子という形

一一月一一七日に帰津し︑閏四月一一一日に一一一丁目の町宅へ引

さんちよ・つめ

式で箕作家を相続した︒︵﹃勤書帳・一．﹃津山日記﹄・﹃国元

き移り︑翌一三日に高七人扶持に復せられた︒

﹄つる・つ

日記﹄・﹃町奉行日記﹄・﹃町方諸事以後留﹄・墓碑銘︶

177

誕作院甫

登井との結婚について藩の許可を得︑一一月一一四日に登

玄甫は文政四年六月二八日に大村成夫︵機息︶の養女

としては珍しいことではない︒

合町︶へ二夜泊りで参詣したが︑これは当時の津山藩士

その年の九月に﹁心願﹂があって︑真島郡木山寺︵落

父松岡九右術門︵政排・所助︶の娘と結婚した︒成夫の

から出て儒学をもって津山藩に用いられ︑繁作貞固の伯

大村家は︑成夫の父庄助︵子漸︶が肥後︵熊本県︶

手一つで育てられたのである︒八月一八日に江戸を発

危篤の報に接した︒幼にして父を失った彼は︑この母の

が︑留守中の五月二○日に長女が生まれた︒八月には母

玄甫は文政六年五月に藩主の供をして江戸へ出発した

とい

井を引き取った︒登井は成夫の弟良夫の娘である︒

獲子が苑蔵︑その子が斐夫である︒良夫は故あって家を

ち︑九月六日に帰着して手厚い看謹を加えたが︑九月二

しようすけしぜん

出て医術を修行し︑文化四年︵一八○七︶正月に惣髪医

五日には永別しなければならなかった︒母を失った彼は

あやお

しよすけ

師となり︑誠意と称した︒彼は同年五月五日から英田郡

妻子を大村家へ預けて︑一○月二日に江戸へ向った︒

そうはつ

倉敷村︵美作町︶の森本政右術門方に留り︑二月一七
じゆんせき

日に成夫方へ帰った︒これと同時に︑内縁のある倉敷村

図103箕作玩甫一津山郷土館蔵

の医師本沢順碩の娘は成夫方へ来て一一四日まで逗留し
しそう

た︒そして登井が生れたのは翌五年三月一六日である︒
良夫はその後播州山崎︵兵庫県宍粟郡︶の杉山一二平方に

しょうぜん

同居していたが︑登井の婚約が整った後︑倉敷村の本沢

家をついで彰善と称した︒文政五年閏正月に玄甫は倉

こしよ﹄さじ

敷村に良夫を訪ね︑さらに翌文政六年四月にも訪ねた︒
︵﹃国元日記﹄・﹃津山日記﹄・﹃登井の墓碑銘壱

玄甫は文政五年六月一一一日に﹁高五拾石御小姓組御匙
だい

代﹂を仰せつけられた︒︵﹃勤書帳・一︶

、

i班８

文政七年に内願によって三か年の江戸詰を命ぜられた

に次女が三才で死去するという

とされた︒しかしこの喜びの夜

鍛冶橋門内の藩の上屋敷に一家

かじぱしかみ

彼は家族を連れて江戸に出て︑

翌天保二年︵一八三一︶一一一月︑

てんぽう

悲し承に会った︒

が︑同八年六月一日︑﹁玩圃﹂と改名し︑同九年五月一
八日︑藩主の供をして津山に帰った︒大村家にしばらく
滞在して︑六月一七日に津山を発ち︑途中倉敷村の本沢
家を訪ねて七月五日に江戸へ着いた︒
しん

江戸へ向かった︒その留守中︑同年九月二四日に三女が

文政一二年三月一八日に藩主の供をして津山を発って

田川家からも高く評価されてい

のは︑彼の医術が医者である宇

服用することを藩へ届けている

申【

緋経んも
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図104宇田川玄真の書一津山郷土館蔵

文政一○年七月一一○日に津山に帰ったが︑その夜︑新

ている間に宇田川玄真︵榛斎︶

うお蛍ち

文政一一年六月一九日に次女が生まれ︑一○月五日に

について蘭学を学んでいたが︑

うだがわげんしんしんさい

を椎えた︒これまでも江戸に出

﹁院甫﹂と改名した︒翌一二年二月及び三月の二回にわ

いよいよ腰をすえて蘭学と取り

魚町へ転居して妻子を大村家から引きごとった︒

たって︑真島郡垂水村の金田一畠右衛門方へ二夜泊りで往

組むことになった︒宇田川裕庵

生まれた︒翌一三年五月にはまた藩主の供をして津山に

たことと言えよう︒同三年八月

たるみ

診した︒このような往診は彼としては特例であるが︑彼

︵玄真の養子︶は天保二年一二月

ようあん

の名声はすでに遠くまで聞えていたのであろう︒︵﹃国元

帰った︒そして同年一一月八日に︑一○か年の江戸詰と

二○日に四女が生まれた︒

に︑病気療養のため院甫の薬を

して来る三月中に出立することを仰せつかった︒これ

で医を開業した彼は︑天保五年

179

日記・一︶

詰﹂であるから︑家族を連れて行くことは﹁勝手次第﹂

やがて八丁堀松屋町︵中央区︶

人 間 群 像

は彼の希望が実現したもので︑一○年ということは﹁永
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二月に居宅が火災に遭うて再び藩邸に帰った︒彼は蘭学

いこ︾つ

の研究に一刑没頭するようになり︑わが国股初の医学雑

誌ともいうべき﹁泰西名医莱講﹂を出版したのは︑天保

七年から同一二年までのことである︒彼の研究が医学か

ら入って地理・歴史︑さらに兵書へと発展してゆくの

は︑彼がむしろそれらの学問の．方に一層興味をもったの

と︑時代の要求が彼を一医者として止まらしめなかった

のであろう︒︵﹃勤書帳﹄﹃江戸日記﹄・﹃繁作院甫﹄︶

和解御用と天保八年︵一八三七︶︑アメリカ合衆国
しての院甫の汽船モリソン号は︑海上で辿難して

漂流した日本人漁夫七人を護送するとともに通商を要求

しようとしたが︑浦賀および鹿児島で砲撃されて日本を

かざん

去った︒このモリソン号をイギリス人モリソン︵詞○房鼻

しもきるんち典うえい

旨︒穏風の○口︶と間違えて︑三河︵愛知県︶田原藩士渡辺華山

らんがくしや

は﹁慎機塑伽﹂を著し︑町医者商野長英は﹁夢物語﹂を著

して︑雑府の鎖卿政策を論じた︒またこの頃他の剛学者

の間に小笠原島開拓を計画する者があった︒これらのこ

とが幕府に密告され︑天保一○年五月に準山は幕府に捕

おぜきさんえい

えられて尋問をうけた︒そのため長英は自首し︑幕府天

文台の翻訳方である小関一一一英は連累を恐れて五月二一一一日
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ちつ妻宮よ

に自殺した︒そして準山は在所で蚤居．を命ぜられ︑長英

は永牢に処せられ︑小笠原島渡航の関係者もそれぞれ処
分せられた︒これがいわゆる﹁蛮社の獄﹂で︑蘭学者た
ちはぷな幕府を恐れて一様に声をひそめた時期である︒
︵﹃日本文化史も

天保一○年六月︑院甫は幕府から︑小関の後任として
天文台の山路弥左術門の役所で翻訳に携わることを命ぜ
へ雀かり

られた︒﹃江戸日記﹄六月一二日の記事に
焚作院甫義昨十一ｎ村山路弥左衛門殿江罷出候処︑

つかさど

:璽回
鰹野津紫

画一廃晒鹿喝没丑寺酸肝︑︒﹄．ｑ一再目﹄則Ｊ軍顔訟哩涜諒雷

:霊

ロ屯■巳︒︒︾ｚ守財一一１や■け︐．写■■ロ

図106箕作玩甫の紋服一茅ケ崎市箕作俊夫氏蔵

Ｉ
篭溌

騨

G証軍畠竜画

慰鍵蕊譲蕊

篤二御手伝一一ヶ年銀拾枚被シ下候旨︑被一一申渡一候︒
とある︒

﹃﹂

︾ｒ︲︲

割酵璽雰霊ヨ

２

天文台は天文・測量・暦数等諏を司る役所であるが︑

文化八年︵一八二︶︑この中に蕃書和解の一局がおか
れた︒天文方には四家があり︑高橋家が筆頭格で︑宇田
かげやす

川玄真は高橋景保の旬もとで翻訳に携わっていた︒文政一

二年︑ジーポルト事件で高橋家は亡び︑代って山路家が
あだち

筆頭格となり︑天保六年に足立家が天文方に加参えられ︑
もとのように四家となった︒

1８１

湖

車

；

瑞

認

富時薗学者の進出を忌む者が彼等を罪に階れょうと計
画し︑性々にして幕府もそれをとりあげたので︑蘭学者

：

強固

L
熱

霧
Ｉみく‐可

画

R
躍
罵

繁作玩甫

わざわい

し︑渡辺は洋書得読不し申︑大抵長英・三英の手に

いたくい

たちは不安に駆られていた︒院甫の家人が院甫の南書を

て︑西説承り候もの故︑一二英禍の身に及ん事を恐れ
つい

音読するのを心配して止めた話や︑院甫も住宅の板塀に

作麟祥君伝﹄︶︒したがって院甫が天文台に用いられる

文台出役被二仰付一︑社中一統安心いたし候︒此節の騒

た尋ず
ねなど堂ゆ
も可し有し之杯と︑眉をひそめ居候処︑此度小弟天

切腹いたし︑就ては西学社中のもの大かた一膳は御

ようになったことはそれらの不安解消の点で大いに意味

動にては横文字も御制禁と相成︑洋医流も改業可し被一一

逃げ道を作って万一に備えた話が伝えられている︒︵﹃箕

があったので．ある︒

仰付一杯の評判も有し之候へども︑此趣にては右様の

あら室し

ゆるし

よろこびよろこび

ござあるまじく

院甫から津山の野上玄博・島崎鳩卿にあてた雲冒翰が

事も有二御座一間敷︑小弟一己の難し有の承ならず︑社

げんばくきゅうきょう

ある︒日付は天保一○年六月一四日で︑蘭学者への幕府

中の大幸と皆々悦申候︒両君は我党の慶を御分

けんぎ

の嫌疑が自分の天文台出仕によって晴れたことを蘭医仲

被し成候御人故︑荒増の儀申上候︒峯山・長英雨人も

さて

間へ知らせて︑共に喜んだものである︒

全く無実の事にて︑御赦に可二相成一︑山口屋も無人

︵イギリス︶

︵前署︶籾不二存寄一去る十日水野越前守殿宅に︑御

これと︽に

島開墾は願候由なれ共︑アンゲリャ杯と通じ候杯の事
だけ

留守居被一一呼出一︑小弟儀天文台剛書和解御用被一一仰付一

は無し之︑是亦謹訴より出候歌の由︑大方御免に可二

ごふいちようざんそにんみやけ

稲垣並に綿屋正平杯へ御逢の節は︑此殿御咽し可し被

相成一︑尚後便可二申上一候︒

い放がきあい陰な

なお

旨被レ達︑篤二御手当一銀十枚丈被二下置一難し有奉レ存
候︒此殿御吹聴順．上候︒一元来此度識訴人有し之︑三宅
それのみ

侯用人渡辺登︑高野長英被二召取一︑夫而巳ならず︑

し下候︒

げんゆう

無人島に植人之風説にて︑百姓宿山口屋金治︑同人へ
ちつとも

この空目面と同時に玩甫の門弟の一人野上玄雄から兄玄

きぐう

博へあてた書面には

寄寓常州之門徒僧一一人︑同様被二召取一候︒尤無人島

へ人を植へ︑開︒墾之一︑其場にて洋人と互市相始候

此度箕作玩甫老儀天文台とやらへ出可レ申様水野越

やはり

由の疑に御座候︒右に付岡部侯御屋敷之医小関三英は

前守様より御達し御座候︒矢張宇田川氏の同役に御座

くわし

洋学に精き人にて︑兼て渡辺並に長英と懇意にいた

182

第三章人間群像

まで

候由︑是迄は右役小関一二英と申人にて有し之候虚︑此
その

度死去に付院甫老其跡へ被し出候︒右一二英の死去は切

とに触れておきたい︒

宇田川家の宇田川家は医術をもって津山藩に用い

学統られてきたが︑謹瞬職騨に至って

西洋医学を学び︑﹁西説内科撰要﹂一八巻︵ゴルテルー

Ｌさい

とあり︑院甫が小関三英の後任であることがはっきりす

︼ｏ冨目のの号の︒風堅の著を訳し︑寛政五年から文化七

腹の由︑其子細は︵後略︶

る︒なお後略の部分には小関が自殺するに至るいきさつ

年に出版︶を著わして︑西洋医学が外科の承ならず内科

においてもすぐれたものであることを世に知らせた︒

が記されている︒今津山温知会誌四﹄︶

ようあん

さて院甫は天文台に用いられることになったのである

らくは椿庵

玩甫もおそ

いたから︑

剖図をつけた﹃医範提要﹄三冊︵文化二年

三○冊と︑その要点をまとめ︑且つわが国最初の銅版解

彼には数種のオランダ解剖書を総合訳述した﹃遠西医範﹄

って玄真︵榛斎︶が家をつぎ︑同時に学統を継承した︒

げんしんしんさい

玄随に子がなく︑伊勢︵三重県︶松坂の安岡家から入

の推挙によ

出版︶の著がある︒また玄随の著に加筆して﹃増補重訂

で津山洋学

︶つ︾フ︒ここ

承刊行︑文政二年に増補版﹃新訂増補和蘭薬鏡﹄とし

た︒さらに﹃和蘭薬鏡﹄一八巻︵文政二年に初編一一一巻の

内科撰要﹄一八冊︵文政五年

一八○五ｌ
るものであ

の双壁とさ

て刊行︶︑﹃遠西医方名物考﹄四五巻︵本編三六巻は文政

一八二二ｌ出版︶を著し

れ︑笈作家

五年︑補遺九巻は天保五年出版︶を著して本草学乃至薬

おらんだ

より先誰格

学に貢献するところが大であった︒︵﹃日本洋学編年史・一︶

そうへき

にあたる宇

彼は文化一○年四月︑幕府の天文方高橋景保の支配下

ないし

田川家のこ

腸弗

が︑天文台には既に津山藩かトロ宇田川撚庵が用いられて

図107 清楽考（宇田川椿庵自繁『水田記念文庫』）

おらんだ

で阿繭陀書籍和解にあたるよ肩ノになった︒その時の手富
三年二月には︑

老衰と痔疾と

じしつ

は一ケ年銀一五枚であったが︑翌年一二月に将軍へ目見を

で︑昨今特に

めみえ

仰せつけられ︑五月には年々銀二○枚ずつを給せられる

勝れず侍医を

すぐ

ことになった︒

勤め難いので

椿庵は既に

せいみ

版︶︑﹃舎密

文化一四年

■９

■■

蕊歯

８Ｊ−１０■Ⅱ１台一日■ＩＣ■

ｑ＄１０■■■一ＰＢｐ■Ｔ一日１西日９智■毎６■０１卜︒■可
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襟密鎮雷寒

に︑﹁枠養庵儀被一一召出一︑格式中奥組御擬作五人扶持

玄真隠居ののちは︑椿庵が事実上宇田川家を代表する

から弘化四年

植物学・化学

ものであるが︑玄真は幕府からお役ご免にはならないま

被し下候︒﹂とあるように玄真とともに藩で用いられてお

に偉大な業蹟

椿庵に対して幕府から沙汰があって︑これまで御用向き

ま︑天保五年一二月四日に病没した︒同二四日︑改めて
玄真は天保

を残した︒

までに出版︶

盆我尭式雲嚇●ず４．里・噺聯龍醐塁打独誰掛蕊蝋盈

闘い･測

り︑文政九年︵一八二六︶からほ幕府の天文台に用いら

かいぞ一つ

開宗﹄一一一巻

︵一八一七︶

KＷＶ（､外

れていたのである︒

憐

ﾚ ﾛ

蕊

&』灘

．．……』

ＬＩ』

露識溌

譲
；

蛾

みの

玄真には子がなかったので︑文化八年︑美濃︵岐阜県︶

免じていた壁

えさわよ・Ｊじゆよ新あん

大垣藩の医師江津養樹の子養応︵後榊庵︶を一四才の時

きたいと願い

一

科
科 皐司一ｒ蝿天

があり︑それ

ﾖ魚壁室摩鱈

ぞれわが国の

こ︾っか

︵天保一○年

いる︒

に養子とした︒椿庵は若年の時から玄真の訳業をたすけ
しよくがくけいげん

稗恐誰河窃心理群蛙畷︑１月小口Ｉｆ唾町ｆ印画

一八三四ｌ出

出て許されて

ＲＢｐ惇呼〆生﹃．ｌｒ︐瀦言坤浬

Ｉ
︾﹄｜蛭

図108植学啓源一仁木士弘氏蔵

たが︑主な訳著としては﹃植学啓源﹄二一巻︵天保五年Ｉ

▽里可

．●

守

画

一

一

工

晶

函

Ａ
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Ｆ

Ｉ
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灘
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箕作玩甫
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を勤めてきたが︑なおまた﹁玄真相勤候通︑阿蘭陀書籍

○余才になっ

うじ

て実一十がない

ずつ錐手

和解御用相勤候様被一一仰付一侯︒﹂と伝えてきた︒そして

正の家来で美

ただ

ので︑戸田氏

ハ難一一相成一候事︒﹂とある︒これは玄真は隠居であるか

濃︵岐阜県︶

沼龍夫の一二男

７６１ＭＷ. 斗罫

国

賦冨

︐﹄トーＩ院ト比︲︒︒︐卜叩限悟畠

ＩＩｊｌヘ離乳､肝T課嘘r
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『f稲面劃呂、歩冠且壷Eユベ砂壬昌

嵐撫一一

# 】 騨 堅

手当として﹁年々銀試拾枚宛被し下候︒御扶持之儀圭揖先

ら幕府が扶持を輿えていたが︑椿庵は津山藩士であるか

いい

ともあれ︑椿庵は銀二○枚に対し院甫は一○枚を典え

の興斎が当時

ぬ堂たつお

大垣にある飯

られて幕府に用いられることになった︒藩の方の待遇は

二三才であっ

ら扶持は典えられなかったのであろう︒︵﹃江戸日記﹄︶

箕作の五○

たのを養子と

こうさい

石に比し︑

関Ｒ合貝

椿庵が重き

任格として

幕府では先

あったが︑

枚とある︒そしてその年の一二月八日には院甫に対し︑

書和解手伝﹂を仰せ付けられるが︑手当は一ヶ年銀一○

て隠居したので︑代って興斎が山路の役宅へ出て︑﹁蛮

その後弘化三年︵一八四六︶二月︑椿庵は病気によっ

と箕作家とがならび用いられたが︑その当人の先輩後輩

つを下さるという書付が出された︒津山藩から宇田川家

これまで﹁蛮書和解御用手伝﹂を仰せ付けていたけれど

#
§

.,叫戚諏捌Ｈ』

１'

した︒︵一．勤書

1m甑、叩雌限鰹I剛恥瀬露砺紅I澱識，

をなしてい

帳・一︶

jg6唖電

｜

凡器Ｅ

鞭

；

諏

も︑今後﹁和解御用﹂を仰せつけ手当一ヶ年銀二○枚ず

○人扶持で

了,耐眺､齢 噸&職s臓蜘蝿誌i塵

：

'郷"I蝋鯛岬Ｉ

爵

たのであ
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椿庵は四
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宇田川は二
図110オランダカルタ
(伝宇田川椿庵画『水田記念文庫』）

図111英吉利文典（宇田川輿斎著）一仁木士弘氏蔵

箕作玩甫

の関係によって待遇上に差異があったのである︒
次には津山藩士である者が幕府の天文台に勤務するに

があっても︑藩主の方で必要とすればその要請を断った
こともある︒

天保二年︵一八四○︶五月五日に山路から藩の留守

頭し︑﹁興斎に蕃書調所へ出役教授手伝を申し渡しても

からの呼び出しによって︑留守居見習浅田謙左衛門が出

文久二年︵一八六二︶二月一一一日︑御用番老中久世広周

ぷんきゅうひろちか

居へ手紙で︑宇田川椿庵の藩の当番を当分免除してくれ

差し支えないか︒﹂という﹁達し書取り﹂を渡された︒

ついての実情を記しておく︒

と要請した︒五月二二日に同様のことを箕作院甫につい

浅田が承知の返事をして帰ったところ︑確堂から異議が

り﹂を持参して断った︒

出たので︑翌日留守居吉田権平が次のような﹁口上書取

ても要請した︒そして六月三日の﹃江戸日記﹄に
より

天文方山路弥左術門殿方先日御用和解物之儀二付︑
かけあい

宇田川椿庵︑箕作院甫加出之儀︑及二御懸合一︑右両
この

家来の繁作秋坪も外国へ行っており︑医師が少ない

十︽

人共致二出精一︑先御用和解物出来相成候間︑此後之処

ので︑興斎にご用を仰せ付けられては︑確堂の療養に

みかわのかみよしとも

者︑出席平日之通一一て宜候間︑此段御通し申侯旨︑手

差し支えるから断りたい︒このことは一二河守︵慶倫︶

今江戸日記﹄︶

堂が幕府に対して遠慮しなかった一面を物語っている︒

これに対して久世老中から承知との返事があった︒確

が申し付けた︒

紙御留守居江到来︒

右二付箕作院甫︑宇田川裕庵義︑明日より出番致候
旨︑以一一支配頭一相．届之一︒

とある︒この記事は翻訳の仕事が終って両人が藩の方の

当番を平常に復するようになったことをよく示してい

学問上の業績院甫の医学以外における学問上の業績

について記しておきたい︒院甫は早く

る︒

彼等が藩主に従って侍医として国元へ行くような場合

から地理に興味をもっていた︒彼の編華壱になる﹃八紘通

はつこう

には︑その都度連絡をとって幕府の許可を求めることに

志﹄の初編の一一一巻は嘉永四年︵一八五一︶に︑一一編の三

かえい

なっていた︒また場合によっては︑幕府から臨時の要請

i
Q
8
I
6

あんせいしおのやとういん

りんそくじよさく堂しようざん

者．叩︲国人林則徐︶を校正出版した︒この書は佐久間象山．

し卜︷うなん

巻は安政一一年︵一八五五︶に刊行された︒塩谷宕陰と共同

を施して上下二巻を文久二年に刊行した︒︵﹃日本洋学編

一八五七年︑上海刊行の米国史で︑これに院甫が訓点

れんぽうしりやく

圭口田松陰・橋本左内・横井小楠らに多大な影響を与え

プリジメン

で︑安政元年から翌二年にかけて﹃海国図志﹄︵原著ア

悪活

しやんはい

た︑といわれる︒また同じ稗治文の著した﹃聯邦志略﹄は

図112聯邦志略一津山郷土館蔵

メリカ宣教師稗治文固昼昏○○﹈⑦冒幽ロ陣昼︑の日目︑訳

虻…鍵駕諏蕊製
密

げんじ

年史﹄による︒羽仁五郎著﹃明治維新﹄には文久元年︑

こうさろうそうかんぞうし

﹃近代日本綜合年表﹄には元治元年︵一八六四︶とある︒

津山郷土館蔵の句ものは﹁元治元年江左老邑館蔵梓﹂であ

る︒︶これまた相当広く読まれた︒

歴史については嘉永三年頃︑同好の士を集めて学会左

開いていたし︑西洋歴史に関する訳著も多い︒

兵学関係の書籍の翻訳の業績も見逃すことはできない

が︑地理や歴史についてのように彼自身の興味と関心か

ら生まれたものではなく︑専ら幕府の命によるものであ

えちぜん

る︒しかし日本の兵学に与えた影響については見逃し得

ない︒彼の訳した﹃砲術全書﹄は安政二年に越前大野蕪

わげほねおり

から出版されたが︑それよりさき弘化元年︵一八四四︶

おらんだ

一一一月にはこの書の﹁和解骨折﹂につき銀一五枚を幕府
から与えられている︒

オランダ語その〃ものについての彼の業蹟は﹃和蘭文典﹄

1８７
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院甫は一○月一一一○日に若党二人︑僕一一人を従えて鍛冶

へ↓癖羅岬漆縁恥喫ケ強・勅零開慢

むさし
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わかとう催く

で︑前編は天保十三年︵一八四二︶︑後編は嘉永元年︵一

橋門内の邸を出発し︑本郷追分で武田と会し︑ここから

坐やいわけ

八四八︶に出版された︒これは全部蘭文で︑この翻刻は

川路の一行に加わった︒碓氷峠︵群馬県︶かがロ諏訪︵長

宿った︒

をうけ︑一一月二一日に熊沢蕃山の遺践を訪い︑岡山に

くまざわばんざん

野県︶を経て︑途中ロシア船の動きについて幕府の連絡

弓すいすわ

営時の蘭学興隆に忘れられないものであった︒今箕作院
甫﹄︶

長崎紀行院甫の学識は広く知られるようになっ
たが︑特に当時外交方面における出色

一一一月一一一日︑小倉︵福岡県北九州市︶で宮本武蔵の墓碑

かわじさえもんのじようとしあきら

の人物川路左術門尉聖誤は︑特に院甫を信頼した人であ

ちくぜんなりひろ

った︒嘉永六年︑ロシアの使節プチャーチンとの外交交

を見て︑四日には筑前福岡藩主黒田斉博の求めにょｈソそ
ひぜんなくしま
の旅宿書を訪ねた︒六日には佐賀に宿り︑肥前藩主鍋島

つついまきのり

渉が長崎で行われることになり︑筒井政恋と川路が応接

斉正から使をＪもって銀一一枚を贈られた︒八日に長崎に着

なりま・さ

掛を命ぜられた時︑川路は院甫を随行させることを幕府

き︑応接掛を助けて多忙な日々をすごした︒その間に武

図113箕作院甫の押印
(弘化２年『寒中御進物伺帳』）

へ要望した︒

おおずたけだ

。：．

一○月二○日︑院甫は長崎へ行くことを幕府から命ぜ
あやさぷろうなりあき

;
離

瀞蕊

られた︒彼の推薦により大洲藩︵愛媛県︶の蘭学者武田
斐一二郎成章も同行することになった︒帰途福岡と津山
ずつ

へ立ち寄るために一○日間の日延べを願い出て︑一○月
二六日に藩の許可を得た︒支度金二○両と月七両宛七ヶ
月分︑そのほか雑用についての願書を出し︑二九日に藩
の許可を得た︒︵﹃江戸日記﹄︶

彼はこの長崎行きの日記を﹃西征紀行﹄として残して
いるので︑その概略を記す︒

吏
妻
諺
'
:
零
ｊ
ｉ
．
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し
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一 面

七日にはロシア船に赴いて接待をうけ︑操練や船備を見

田とともにロシア側との書簡の翻訳にあたり︑一二月一

日記には次のような記事がある︒

はなかったが︑打ち解けたもてなしを受けた︒翌五日の

とともにロシア船を訪れた︒前回の訪間のように盛大で

ごろほんやくＬのうたてまつ

学した︒

いえづかロシア

夜十一時比反訳清書成り︑司農︵川路︶に上る︒

人部屋に退きしに︑家塚・松村の二人︑俄羅斯より
た上用て
蹟つすきにいっぱい
れる牛肉詞を︑余輩のために松前の華にて烹て一盃

げんしゆう

彼は多忙な間にもよく酒をたしなんだ︒たとえば一こ

で︑しばしば一力楼で歌妓亨を招いて痛飲した︒大晦日に

を進む︒江戸より来りて︑俄羅斯牛肉を松前の型にて

月一一七日に旧門弟の田原一元周が長州から訪ねて来たの

は元周を送るため︑一力楼で別杯を交わしていると︑シ

烹るとハ︑人生の一奇事なるへしと松村いへり︒寺に

かぎおおみそか

一八二三

からお稲へ寄せた書を届けたために来たのである︒元周

落合町ｌに生まれた蘭医︒岡山で開業し︑お稲を教えた︒︶

が席上に姿を見せた︒院甫が石井一示謙︵真島郡日一土村ｌ

八日に長崎を退去した︒院甫はロシア使節の退去後も翻

とし︑当年中に改めて来航するという書簡を残して一月

された権限が十分でなく︑上陸を許されないことを不満

ロシア使節プチャーチンは筒井・川路が幕府から委任

表示を用いていることは注目される︒

このように玩甫は﹃西征紀行﹄の中で︑西洋流の時刻

い

ーボルト︵勺冨﹈ぢご司国国函聖のごｏ亘文政六年

帰れハ十一一時前なり︒更に一盃を傾けて課ぬ︒

なるたき

ｌに長崎のオランダ商館の医師として来朝し︑翌年鳴滝

いね

らに医学と診療を伝授し︑文政一一年に帰国︶の娘お稲

の旅宿の主人の婦はお稲の母︵楠本お滝といい︑もと丸

訳で多忙な日々を送ったが︑その間に和蘭館︑唐人屋敷

だんど

山の遊女其扇︶であるから︑一元周を介してやって来た︒

を巡見して供応を受けた︒長崎にとどまることおよそ四

よう億うけんびこんちようしゅんしよう

ふくすもとたき

院甫はお稲を﹁容貌獅美︑身体順長︑風神俊備︵す

○日で︑正月一八日の朝出発した︒二二日︑佐捜におい

臣の一行を引見したが︑あとで院甫をひそかに別室で引

とうじん

らりとして美しい形容︶︑長崎にては第一等の美人と謂

て一行は新反射炉を見学した︒ここで藩主鍋島斉正は幕

そのざ

ふも可なり︒﹂と評している︒

年は明けて嘉永七年︵一八五四︶正月四日には全権ら

i鵬悟

じ塾をゆ
くげんぽく一てうけん
開いて︑高野長英・小関一二英・伊東玄朴・石井宗謙
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惨嘉潅科も蓄警く患芯磐導

藤顎奮芯繁噂認も患謹牽浪蓉聴

〆

一津山郷土鎧蔵

:
蕊

語りをした︒玩

見して親しく物

ことを中止して︑川路らの後を追うて江戸へ急行するこ

はなかったが︑二人は協議して︑各自の郷里へ立ち寄る

でアメリカ船が浦賀に入ったという情報を得た︒確報で

ふなきあさくすのき

甫は斉正を方今

さつまなりあさら
まる予定であったが︑東上中の薩摩藩主島津斉彬の求

ととした︒一一月四日は舟木︵山口県厚狭郡楠町︶に泊

物と評してい

心によって︑吉田︵山口県下関市︶に宿った︒院甫は夕刻

諸侯中屈指の人

る︒二八日には

から斉彬を訪ねて久しぶりに会い︑ロシアの事情その他

しゆこう

福岡で藩主黒田

について話がはずゑ︑酒肴を賜って夜一一一時ごろ辞去し

二月一○日には津山の大村斐夫にあてて︑旅程を変更

︑た︒

斉博に謁し︑斉
博を雄偉果断で
深慮があると評

倉に着き︑翌日

二月二日に小

取って︑アメリカ船の詳報を得ることができた︒二四日

には島田︵静岡県︶で︑江戸の秋坪からの書面を受け

の宿に再び薩摩侯を訪うた︒一六日には大坂で︑二二日

したことについて長文の手紙を送った︒一四日には姫路

は武田が船を雇

夜七時に江戸藩邸に着き︑藩主斉民及び慶倫に謁しての

している︒

って伊予︵愛媛

ち帰宅した︒

で︑院甫は別離

島︶に︑妻および孫麟祥とともに引移り︑安政二年三月

晩年の院甫長崎から帰った院甫は︑翌安政元年︵一
八五四︶に湯島天神中坂下︵文京区湯

しゆうへい

県︶に赴いて親

の漢詩を送った

に養子秋坪に家を譲って隠居した︒この時書類手続上の

を訪ねる予定

りしたが︑ここ
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を承︑多年の出

てようやく解決

が︑六月に至っ

問題がおこった

様﹂と

相勤候

用猶又

和解御

﹁群普

内外の形勢が

日には

月一五

なおまた

精に対する褒美

達せら

逼迫してきたの

郷燭間

ほうび

として銀五枚を

れ︑八

で︑幕府は天文

で将軍
いえさだ

安政一一一年一一月︑洋学所を﹁蕃書調所﹂と称し︑四月

だと伝えられる｡）

与えられた︒

台の中の蕃書和

家定に

かりでなく︑洋

四日︑院甫は杉田成卿とともに﹁教授職﹂を仰せつけら

ひっぱく

解の一局を独

拝謁を

つつじのま

立させて洋学所

仰せつけられた︒含江戸日記﹄︶

学の教育や統制

れ︑手当として三○人扶持と一ケ年金二○両を与えられ

十ざたせいけい

に当たる準備を

た︒教授職というのは直接学生に教えるのではなく︑二

てつだい

進めた︒安政二

人は交代で隔日に勤務し︑その下に数人の﹁教授手伝﹂

図115湯島天神下の図

年八月一二日︑

（『箕作玩甫』によると，玩甫ははじめ一の符号の地
位に住み，安政２年の大地震後に二の符号の地に住ん

が任命されていた︒五の日には総会を開いてこれには全

ばんし上しらべし上

を設け︑翻訳ば

露群琵、惑豊皇毒：蕊E鎧．､送裁

院甫は幕府から
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図114箕作玩甫の書簡（大村斐夫あて）

員が出席した︒
かわもとこうみん

安政六年に杉田成卿は没し︑教授手伝の川本幸民
さんだ

伝﹄︶

じよあんそうじ

藩医島崎恕庵の子術国二を養子とし︑長

箕作家の学統院甫は天保一一年︵一八四○︶に津山

女﹁さき﹂に配したが︑一年足らずで離縁となった︒﹁さ

︵摂津一一一田ｌ兵庫県ｌ藩士︶が教授職になった︒文久一一

年︵一八六二︶一二月︑院甫と幸民の両人は城中に召さ

き﹂は後に﹁せき﹂と改名し︑弘化元年︵一八四四︶に

にしたのである︒かくて三月一八日に隠居し︑六月一七

ていたから︑幕臣としての鍵作家を職祥につがせること

出て許された︒津山藩士としての笈作家は秋坪が相続し

で開業した︒安政四年︵一八五七︶には院甫らと種痘館

三四︶に父のあとをついで浅野家に仕え︑かたわら江戸

︵一八二四︶に父に従って江戸に出た︒天保五年︵一八

山田黄石は文化八年︵一八二︶生まれで︑文政七年

じきさん

れ︑新規に幕府の直参となった︒翌文久一二年︑麟祥の嫡

韮云州藩の侍医山田黄石の妻となった︒

日に病没した︒麟祥の相続手続の関係上︑幕府への届は

設置に努力した︒はじめは漢方医学を学んだが︑蘭学を

こうせき

孫承祖︵孫が祖父のあとを継承すること︶を幕府へ願い

一一月七日の死亡とし︑一二月二六日に麟祥が家督相続

くれ

もよくして西洋の事情に通じ︑しばしば藩に進言した︒

おんでん

をした︒︵﹃江戸日記﹄・﹃国元日記﹄・﹃箕作院甫﹄︶

地名によって呉と改姓し・た︒

長男の呉文聴は嘉永四年︵一八五一︶︑江戸青山隠田

院甫の長兄・次兄とも若くして世を去り︑玩甫も生来
はし

頑健ではなかった︒彼の孫の呉文恥の談︵明治一二五年︶に

︵港区︶の芸州藩邸で生まれた︒維新後︑藩から選ばれ

ていしん

︵前略︶右の手が悪いので︑物を食うに箸を持たずに
しか

て貢進生となり︑統計の研究に志し︑内務・逓信・農商

さじ

匙を持ってたくた︒併しそのたべ方は一種無類で︑手

務各省で統計事務に携わるかたわら︑統計に関する多く

かぎ

や

を釣に曲げて前の方から匙を持って行った︒さうして

六五︶に生まれた︒精神病学を専攻し︑医学博士となっ

次男の呉一秀三も青山隠田の芸州藩邸で慶応元年︵一八

しゆうぞうけいおう

の著述をした︒
ぜん

とあるが︑六五才の寿を保ったのである︒今箕作麟祥君

人で瑞息もちであった︒

てく

私どもの知った所では︑院甫といふ人は非常に痩せた

がんけんくれあやとし

箕作玩甫
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箕作玩甫

ひたかちちぷ

四女﹁りき﹂は宮内
省官吏の日商秩父に

ようせつ

嫁した・合鍵作院甫﹄︶

院甫の次女は天折
し︑三女﹁つれ﹂は

菊池秋坪と結婚し
た︒︵次節参照︶

それよりもさきに︑

しようご

末女﹁しん﹂︵後に﹁ち

ま﹄︶は佐々木省五口
と結婚した︒

省吾は仙台燕の水
しようげん

沢村︵岩手県︶を領
ひでのり

する伊達将雛の臣佐
々木秀則の一一男とし

て︑文政四年二八
さか

二一︶に生まれた︒

のちようあん

蘭学を志し︑医家坂

野長安から院甫の学
名を聞き︑江戸に出

一津山郷土館蔵
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て入門した︒院甫は
その才学を認め︑天
保一五年二月に養子
として末女﹁しん﹂

を配した︒彼は特に
よち

地理を研究し︑同年
﹃新製輿地全図﹄を

せんじゆつ

著した︒またオラン
ダ人の撰述にかかる
こんよず

数種の原書により︑

しき

取捨して﹁坤輿図
識﹂一二巻を著し︑弘

化二年︵一八四五︶

に刊行した︒その例
言にこの書の原本数
種は玖なわが天保年
間にオランダ人の撰
述するところで︑そ

195

の見聞に異同がある
ので取捨せざるを得

図117新製奥地全図

箕作玩甫

なかったこと
と︑記載内容
は一日は一日

より新しくな
るので更に新

載の諸書によ
り補正するこ
ととを記して
いる︒単なる

翻訳ではなく
省吾の著とし
て当時の人々

驚

￨塾識鉛＆

謹

その望承は空しく︑一二月一三日︑二六才をもって没し

ったら︑また校正改剛を加弊えたいと結んでいる︒しかし

かいさん

完成した喜びを述べ︑冬去り春来る頃宿痴が再発しなか

Ｌゆくあ

独力で成し遂げたいと思い︑病勢の緩む度に筆を加えて

の半ばを執筆中にわかに略血したが︑人の力を借らずに

かつけつ

︵一八四六︶の秋であった︒その例言にはこの書の巻二

の補編として一．坤輿圃識補﹄四巻を著したのは弘化三年

の眼を世界に開かせる大きな役割を果した︒彼が更にそ

美
作

図118坤輿図識（『愛山文庫』）

た︒︵﹃日本洋学編年史﹄・﹃箕作院甫﹄︶

箕作麟祥︵貞太郎︑後に貞一郎︶は弘化三年七月二九

日︑江戸鍛冶橋門内の津山藩邸内で父省吾と母﹁しん﹂
かぽく

の子として生まれた︒その年の一二月に父に死別した︒

一二才ばかりの時︑家僕に負われて江戸城大手前で諸大名

の総登城を見たが︑厳寒にもかかわらず足をあらわして

いたため︑はなはだしく冷えて︑これがもとで右脚を屈

することができなくなったと伝えられている︒原因を確

かめることはできないが︑脚が悪かったことは事実であ

る︒そのことは彼の学問への傾倒を一層強めたと考えら

れる︒母は省吾の没後︑加州邸︵前田藩︶に奉公した

ので︑彼はこの縁でしばしば加州邸に行き︑藩主の前で

読書して賞せられたこともある︒彼は専ら院甫のもとで

ふじもりてんざんあさかこん

養育され︑安政元年︵一八五四︶︑院甫に従って湯島天

粥に︑書を石井諏香に学び︑漢学の素養を十分つけて

神下︵文京区︶に移り住んだ︒漢学を藤森天山・安祇艮

さいたん一﹄う

後︑院甫から蘭学を学んだ︒院市が﹁蕃諜調所﹂の教授

となって後はここに入って蘭学をおさめた︒また数学を

つかもとあきたけかんだたかひら

なかはま堂入じろう

塚本明毅に学び︑のち蕃書調所では教授の神田孝平につ

い・た︒また別にアメリカへ漂流して帰国した中浜万次郎
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︾
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零

ｍ・守些ユ唖垂

函津孟偲

元治元年︵一八六四︶一○月六日︑麟祥は﹁外国奉行

た︒その年一○月︑外国奉行向山栄︵黄村︶がフラ

たが︑その中には箕作杢垂ロ︑菊池大六らも加わってい

じゆくせい

支配翻訳御用頭取﹂を命ぜられ年一五両を給せられ︑主

ンス駐在公使となり︑たまたまフランスで開かれる博覧

よしのぷあきたけなりあき

むこうやまさかえこうそん

として外交文書の翻訳にあたった︒外国方の田辺太一に

会に将軍慶喜の弟の昭武︵水戸藩主徳川斉昭の子で︑

清水家をついだ︶が将軍の名代として出張するので︑麟

祥も随行することになった︒麟祥は︑にわかにフランス

た︒

日本に尊王控夷論の盛んに行われている時代に︑一方

語の研究をして翌三年正月一二日︑アルベール号に乗っ

そんのうじょういろん

協力して︑外国条約・居留地規則などの調査にあたっ

けいご

れた︒慶応元年︵一八六五︶に福地源一郎らはフランス

図119箕作麟祥
(フランス留学中『箕作麟祥君伝』）

ぜられた︒開成所において英学を教えるほか︑湯島天神

旬｜も心

に行き︑翌二年春には帰国して鵬祥にフランス語の学習

園瀦

一議樫

から英語を習い︑この方面にもすぐれた才能を発揮し
た︒時に外交関係において英語はますます必要になって

なみ

きたので︑文久元年︵一八六一︶六月二八日︑﹁蕃書調
所英学教授手伝並出役﹂を仰せつかり︑勤務期間内は手
当として一○人扶持と一ケ年金八両を給せられることに
なった︒わずか一六才の時である︒︵﹃江戸日記摩一・﹃箕作
麟祥君伝﹄︶

麟祥は文久三年一二月二六日︑幕臣としての箕作家の
家督相続を命ぜられ︑同日﹁開成所﹂︵﹁蕃書調所﹂が

w篭郡錘

蕊謹

下において多くの塾生に各種の英書の素読・会読・輪読

﹁洋書調所﹂を経て文久三年より改称︶教授職見習に任

画▽弓り
喝■

を勧めた︒同年には一四人の留学生がイギリスに送られ

；

などを指導して成果をあげた︒

＝凸

外国との国交は進歌︑使節や留学生が相次いで派遣せら

197

鐸

箕作玩甫

の自宅神田南神保町に家塾を開いたが︑その塾生は

かんだみなみじんぽうちよう

て横浜を出発し︑五○日ほどでフランスのマルセーユ

百数十名に及び︑その中には津山関係では久原朗弦・磯

みつるいそ

︵巨胃の①旨の︶に着いた︒一行の中には田辺太一・雄沢栄

野計助・宇田川準一・呉文聴などがシのり︑そのほか大井

したやちょうじや

を閉じ︑四月に大学大博士に任ぜられた︒その後西洋の

明治四年一一月に下谷長者町一丁目︵台東区︶に移って塾

の

一らも加わっていた︒フランスの承ならず各国に赴く昭

憲太郎・中江兆民などＪもあった︒

ちようみん

武に随行して知見をひろめるとともに︑フランス語につ

いて研究を続け︑相当の学力を身につけることができ
た︒滞在中日本では明治維新となり︑麟祥は慶応四年

行政裁判所長官・和仏法律学校長をもつとめた︒また明

法律の翻訳と日本の成文法の起草に尽力し︑司法次官・

その年六月︑新政府から﹁開成所御用掛﹂を命ぜら

治二一年︵一八八八︶には法学博士となった︒今箕作麟

︵一八六八︶二月二四日に一行とともに帰朝した︒

れ︑七月には大阪に行き︑﹁舎密局勤務﹂となり︑一○

祥君伝﹄︶

俊介︵博文︶で︑﹁神戸洋学校﹂を興して麟祥を教授と

分野に優れた業績をあげた人を多く出した家系として知

箕作家は幕末から明治にかけて︑日本の新しい学問の

せいみきよく

月には﹁兵庫県御用掛﹂となった︒時の兵庫県令は伊藤

し︑生徒は百数十人に達した︒当時津山藩は神戸の警備

られている︒その系譜を見ると︑家名を継承するという

しゅんすけひろふみこうぺ

を命ぜられていたが︑事の行き違いから撤兵を命ぜられ

ばかりでなく︑内容的に家学の継承が重視せられていた︒

あたかおのえさいしゆう

る事態を生じた︒隊長北郷恰︵尾上柴舟の実父︶は︑藩士

参考院甫の妻の墓碑銘︵東京都文京区小石川︶

頴祖批諒登井︒美作倉減邑本深彰善之長女︒文化戊辰

こだま

児玉殿四郎が麟祥の門人であるところから︑児玉を介し
て鱗祥に兵庫県庁の了解を得るよう交渉してもらうこと

三月十六日誕︒叔父大村機息翁養以僑レ女︒文政辛巳

蹄二紫川先生一︑生二四女一・元治丁卯確レ病荏称不レ愈・

︵ママ︶

を依頼し︑麟祥は県側と折衝を重ねて事態を解決した︒
明治二年︵一八六九︶三月︑東京に帰り︑翻訳御用掛を

孝孫繁作麟祥謹誌

明治己巳十月十九日残︒享レ年六十二︒罪一一白山浄士
寺一・

命ぜられた︒しかし外交官としての道を進むことを喜ば
ず︑やがて八月に﹁大学中博士﹂に任ぜられた︒またそ

i閲８
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︵楢原の箕作︶

義霧︵森家除封後江戸へ︶
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箕作泰秀

︵箕作貞隆・二代丈庵︶

︵菊池︶

i
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I
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万波嘉右衛門

へ貞

泰

義

巽作秋坪
：

︑箕作秋坪

，。,熟』．篭謹

；雫蕊
蕊

撒 統 癖 晦 審

(宇田川興斎あて）一津山市田町浦上晋氏蔵

蒋
；

菊池秋坪
↑の︾曾凡

備中砦部︵上
あづかりしよ

一房郡北房町︶に

か﹂ち

つたが︑やがて文政九年には徒格として召し出された︒

天保八年︵一八三七︶に文理の病没後︑津山藩士稲垣武

とうあんみつくりげんぽ

十郎に学んだ彼は︑稲垣に伴われて江戸に出た︒はじめ

いったん

古賀偏庵の門に入り︑さらに箕作院甫の門を叩いた︒彼

こうあんてきじゆく

は一旦津山に帰ったが︑のち再び江戸に出て院甫の門に

入った︒︵﹃箕作院甫﹄・﹃津山蕪士家筋調﹄︶

一つる一つ

︵適々斎塾︶に入門し︑閏四月に塾生︵寄宿生︶となった︒

嘉永一一年︵一八四九︶四月︑大坂にある緒方洪庵の適塾

学校があり︑教

塾の姓名録には﹁作州津山菊池秋坪﹂とある︒かたわら

津山藩預所の

諭所と言った︒

に﹁篇一一箕作院甫之義子ことある部分は追筆である︒秋

しゆうへい

系ん

秋坪はその教諭

坪自身が書いたか︑別人によるものかは断定を避ける︒

ようせつ

所の学監菊池文

したがって︑院甫は養子を迎えて三女の﹁つれ﹂を配

院甫には四女︵うち次女はエハ折︶があり︑長女は山田

り．こうあい

したいと考えた︒その必がねにかなったのが秋坪であ

理︵陶愛︶の二

一二月八日に生

る︒玩甫は秋坪を大坂の緒方洪庵に託して蘭学を学ばせ

黄石と結婚し︑末女は養子省吾と結婚後︑死別して加賀

まれた︒母は後
さ心えもん
藤佐野右衛門の

た︒秋坪は︑洪庵の塾に入門のときから玩甫の義子と名

男として︑文政

女である︒後藤

乗ったのではなく︑養子縁組後に塾の姓名録に院甫の義

の前田家へ一生奉公として仕えた︒︵第三章一参照︶

は当時︑津山藩

子と書き加えたものである︒しかし秋坪の留学費用は尻

八年︵一八二五︶

の代官下代であ
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図121箕作秋坪の署名
（『適々斎塾姓名録』）
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簡いた︒これは︑
牢

この後養子の話は具体的に進められたようで︑嘉永三

︵ず︺

八四九︶悪から

年二月一二日付の院甫の手紙には︑﹁例のこといつれ共

二月一七日発の手紙には︑養子願のことを藩へ内々問
こころがけなさるべく

年七月一七日付のものには﹁何卒日夜御研精︑来秋頃ま

両の送金をしている︒

も早く一度帰ってくるのを待つと言い︑道中金として二

はかりごと

翌三年へかけて

一日も早く後の謀致不レ申候てハ安心不し致候間﹂一日

る︒

頃︑彼の留学は嘉永三年秋頃までの予定であったのであ
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の院甫から秋坪に
庵与えた手紙に送
誰金のことがしば
緒しば記されてい
別ることからわか
１
図る︒養子の話は
彼が大坂へ行く

前からあった
が︑話が具体的
になってゆくの
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のようである︒

は嘉永二年︵一

労
:
、
］
。

い合せたところ︑故障なくす致そうなので︑帰らなくて

なにとぞ

簡のうち六通は﹃舞作院甫﹄に収録されている︒嘉永二

嘉永二年から三年にかけて院甫から秋坪に送られた書

︲Ｉｊｉ⁝⁝陰；；卜陰：

覚冒﹃戯

Ｊ聡難蝿．１．ｊぎ

野蝿蝋繋識鑓識群織鱗．︾渉議１塁鍔・

霞；霧蕊灘暫蝋︒職毒漢

鶴
；
でには︑御帰府の程御心懸可レ被し成候︒﹂とあり︑その
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繁作秋坪
いる︒

すめばこれほどの大幸はあるまいと考えていると言って

場合もある︒彼の場合は翌年に延びたものと推定され

れぱ︑同時に結婚が行われる場合もあり︑少し後になる

嘉永三年八月一四日付の院甫から秋坪への手紙には︑

る︒

込︑本月五日願審指出候︒八日願之通被一一仰付一候︒大

奨作姓を名のることに触れて︑津山藩関係へは箕作姓を

八月一四日付の手紙には﹁足下養子一件︑先日内意申

安心二御座候︒﹂と記している︒︵﹃緒方富雄氏蔵の書簡﹄︶

名のって然るべきだが︑大坂では菊池と名のる方がよけ

甫の養子であるということは︑少くともこの頃までは公

ればそれでもよいと︑細かい配慮を申し送っている︒院

しか

嘉永三年八月八日の﹃江戸日記﹄には御用番の年寄佐
久間制誇緑から小姓頭への鯛︐渡しとして
まかりなり

箕作院甫儀五十余歳罷成︑男子無し之候付︑先年再

にされていなかったものと考えられる︒

その

養子被二仰付一相願引取置候処︑致二死去一候付︑其後

次に八月一八日の﹃江戸日記﹄に

︵前略︶箕作院甫儀︑枠秋坪大坂表木下備中守様御

せがれ

親類縁者之内︑致一一吟味一候得共︑相雁之者無し之︑依レ

戎年二十四歳罷成︑識昨弟子二致置︑当時大坂表一一罷

い垣

之備中国浅井罷在候浪人儒者菊池四郎二男秋坪儀︑当

なお

其維差置︑今壱ヶ年猶修行篇し致候付︑修行料金五両

堂ま

医師緒方洪庵と申者方江︑兼而寄宿医業修行罷在候虎︑

在候木下備中守様御医師緒方洪庵と申者方二︑医術修

被し下し之候︒︵後略︶

此段可し被三閑●︒渡之一候︒︵四郎は︑士郎すなわち文理︶

女と婆申．度︑願書差出︑願之通被レ成二御許容一候︒

る︒そして越えて翌嘉永四年四月一九日の﹃江戸日記﹄

留学生となり︑引き続き修行することになったのであ

とあり︑藩士箕作玩甫の養子となると同時に︑藩の内地

おって

業罷在︑家業も致二相応一候付︑此者養子二仕︑追而一一

とある︒再養子というのは長女がはじめ迎えた養子が離

に﹁今日帰着した﹂とあるから︑その直後結婚したと見

めあわせもうしたく

縁になり︑次に末女が養子省吾と結婚したことである︒

るのが妥当である︒長男杢吾は翌五年正月二六日に誕生

この

備中国浅井とあるのは陸口部のことである︒二女とあるの

している︒なお︑秋坪が嘉永三年に二四歳と記されてい

あざえ

は正しくは三女のことである︒このように藩の許可があ

馴峨
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ることが︑もし事実を記したのであるならば︑秋坪は文
政一○年︵一八二七︶生まれということになる︒しかし

憲幹零歌毎§郡忠弔等喜一●む童奮妥軍率・寡詮翻鷹甜喬悪舜等胃撹舞扇勤蝿砥樹グ⁝７ｋＶ吾今騨酔堅ユョ

溌孜報幕爾毒選

璽泰鵠通戸辱ａ

総勢捧鍔疑

懲補綴

§蕊

踊錘

秋坪はヨハネスⅡボイス︵曙○冨目のの国昌の︶の﹁自

を継いだ︒

月に院甫は御役御免を願い出て隠居を許され︑秋坪が家

(裏表紙製）（表紙裏）
図122格致問答−九州大学図譜:館蔵

玩甫の項で述べたように︑玩甫が兄豊順の後をついだ時
も︑豊順が父丈庵のあとをついだ時も︑故意に年齢をい
つわって記した例があるから︑この場合もなんらかの必
要があってしたことかとも思われるので︑文政一○年生

の際︑秋坪が異国船の状況を視察し︑

嘉永六年︵一八五三︶六月の︒ヘリー来航

まれとすることはさし控えておきたい︒

和解御用

詳細な報告をしたことについては第一章に述べた︒同年

一○月二二日︑津山藩士のまま幕府の天文台に用いら

やまじゃざえもんわげ

れ︑天文方山路弥左術門の役所で﹁蛮書和解御用﹂・をつ

え一一﹄ら

とめるよう申しつけられ︑手当として一か年銀二○枚ず
つ与えられることになった︒

おりべむらがきよさ蕊ろう
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秋坪は嘉永七年三月一四日︑幕府から蝦夷地へ派遣さ
れる御用目付堀織部および勘定吟味役村晴一与三郎に随行
する命を受けたが︑病気のため免除を願い出て許された︒
同年七月︑院甫は湯島天神中坂下︵文京区︶へ保養の

名目で引き移り︑秋坪が今まで通りの藩邸の長屋に住居
するよう願い出て許された︒翌安政二年︵一八五五︶三

別眠

園＝旬印

鰹作秋坪
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令さくい

喜久井町︶へ引越すよｘノに達せられたが︑

二八日に秋坪はそれを断った︒理由とし

て養父院甫が湯島に住んでいて︑かねて

病身である上︑おいおい老衰しているの

で︑遠方に隔たっていては心配であるの

うしごめかぐらざか

と︑城へ毎々出なければならないことを

あげている︒そして牛込神楽坂辺︵新宿

区︶へ外宅いたしたいという希望を述べ

やすのり

ることと︑ロシアとの国境を定める交渉をすることであ
かんさっし

った︒外国奉行兼勘定奉行の竹内保徳を正使とし︑副
ぷら

安政六年四月一六日︑秋坪は蕃書調所出役︑教授手伝

験がある︒その時の彼は軍艦奉行の従者という肩書であ

福沢諭圭口はすでに成臨丸に乗ってアメリカに行った経

かんりん室る

津燕士ｌ大分県︶は傭通詞として参加した︒

後の寺島宗則︶は僻翻訳方兼医師として︑福沢諭圭画︵中

てらし堂むれのりやとい

発︶であった︒その中に焚作秋坪・松木弘安︵薩摩蕪士︑

こうあん

使・監察使以下全部で三八名︵内一一人は一一か月遅れて出

九月二一日に︑藩から秋坪に対して高田屋敷︵新宿区

許可になった︒

間部詮勝へ五月一一一日に申し出ていたが︑六月一一一一日に

まなべ

確堂は自分の療養の節は秋坪の出役を断りたいと老中

せられることになった︒

となり︑勤務期間中一○人扶持と一年に金八両ずつを坐帽

る︒

ヨーロッパ幕府は文久元年︵一八六一︶︑使節を

区た︒会江戸日記﹄︶

図123箕作秋坪が嘉永６年に入手した蒸
気車図，煙草，名刺−安藤泰樹氏蔵

然科学教科書﹂︵ｚｇｐ員丙目昌︑の§○．ｇｏの＠を翻刻

＆＝杢

旅行ヨーロッ・ハヘ派遣した︒その目的は︑

角

して﹁格致問答﹂と題し︑安政二年から同五年までに刊

瀞蕊慰溌識電●蝿﹄静
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織
ホザ蔦一
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灘識溌i舗識蕊蕊や
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開港開市を延期して国内の幕政に対する反対気運を押え

塗亘会

行した︒この書に宜信斎と記されているのは彼の号で幸の
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それぞれ学んだことがあり︑その上これまでにすでに親

た︒この三人は大坂の緒方洪庵の適塾で︑時期は異るが

装であるが︑松木と秋坪は医師風すなわち坊主頭であっ

で︑母はここへ身をよせていた︒彼が院甫の養子になる

の兄は早く没し︑姉が勝山藩士篠崎清則に嫁していたの

見舞に帰省した彼は母の臨終に間に合わなかった︒秋坪

秋坪の母文久三年︵一八六一一一︶六月︑秋坪の養
父院甫が病没した︒七月︑実母の病気

ったが︑今回は正式に随員の一人である︒彼は武士の服

交があったから︑この使節団の中で常に行動を共にして

頃には既に勝山にいたとふられる︒院甫が緒方塾にいる

このたびむこ

二○日付けの追伸に

秋坪へあてた手紙によると︑嘉永三年︵一八五○︶六月

しのざききよのり

見聞をひろめ且つは啓発し合ったのである︒
ぼんこん

文久元年一二月二一一一日に英艦に乗って出発し︑香港・
シンガポール︵の甘いｇｏＨの︶・セイロン︵○＆﹄目︶島などを

︵前暑︶此度勝山の姉の聾参られ候よし二候へ辻︿︑

ドリア屡昌の醤且昌︶港に出て︑別の英艦でマルセーユに

御対面有し之候ハ上︑宜敷草々の辺お断可し被し下候︒

逢不レ申︒来月ハ西上と申話有し之由二而いつれ其内

あいせいじよう

着いた︒パリ︵厨房︶では一流のホテルに滞在し︑国賓

娘と玄関にて挨拶致し︑其侭かへられ申候︒勿論御姉

経てスエズ︵のロｇ︶に至った・ここから汽車でアレキサン

として待遇され︑また物珍らしさからフランス人の大歓

聾と申事ハ最後一一申出候位之事二候︒甚た不本意二存

えんにん

︵前暑︶籾作州御実母様へも早々御しらせ御文通

さて

とあり︑又同年八月一四日付けで養子縁組について

あいさつその藍まもちろん

ことわり

迎をうけた︒イギリス・オランダ・プロシアを経てロシア

候事に候︒

よろしく

に赴き︑国坑問題についても交渉したが結論は得られな
かった︒ヨーロッ・ハ各国を訪問し︑様々な国民に接した

ことは秋坪の社会観に大きな影響を与えた︒プロシア・

可レ致処いま・たその事延引︵後暑︶

とあることは︑秋坪の母が勝山にいた一﹂とを物語ってい

フランスを経てポルトガルに至り︑九月三日に仏艦に乗
ってリスボンへぼの宮口︶港を出発した︒スエズから印度

はつ

る︒また文久三年七月二○日の﹃国元日記﹄に

箕作秋坪義実母富国勝山一二浦備後守様御家中篠崎八

洋に出て︑シンガポール・香港を経て日本に帰ったのは
文久二年一二月一○日のことであった︒︵﹃福翁自伝﹄︶

Ｚｎ５

箕作秋坪
Ｌ︲人１１１１

認蕊

１脚；塞蕊織議搾霧灘欝鱒

箸
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さくざいかた
朔と函串在方二

罷在候処︑大

蔵病窪蝿姥付看

妖病願済︑去
制舛

猿ル十八口Ｈ罷越

緒候処︑去ルセ
認日致二死去一候
繁一一付︑十八日

りゆうけん

立賢みわ支配頭相．届之一・

とあるのは秋坪の実母が勝山藩士篠崎八朔︵清則︶の家

で死去したことを記したものである︒秋坪は七月二六日

夜︑津山の大村斐夫方へ帰り︑足捕のためしばらく滞在

して︑八月四日の朝江戸表へ出発した︒︵﹃国元日記﹄︶

幕臣としての秋坪は元治元年︵一八六四︶一○月六

秋坪日に江戸城西丸に呼び出されて︑

被一一召出一︑外国奉行支配翻訳御用一一仰付︑御切米百

くださるたしだか

俵被レ下︒勤候内百五拾俵之高二御足高被し下し之︒御

︑ノより

伸八幻定式之忌服

役金拾五両シ︑下し之︒
症ながら

追もっとも

の受申候︒尤

ひろゆきばってき

加藤弘之・杉亨二・福沢諭士口らが同様に幕府に抜擢され

と．達せられた︒この時︑開成所に召し抱え中の洋学者︑

鰍出立︑江戸表

た︒これは幕府として新時代に必要な人材を確保する必

坪乍二忌中一早々

鏑江罷帰可レ印

要があったからである︒︵﹃江戸日記﹄︶

こうへん

元治二年四月一八日の﹃江戸日記﹄によると

すぐれ
諏処風邪相勝

赫不レ申候付︑

箕作秋坪儀今般公辺江被二召中山一候処︑同人当御

函生差加快気次

り伺出侯付︑則相伺候処︑返納二不し及︑就一叩は以来

勝手一一而奔借罷在候年賦上納之義︑左之通勘定奉行よ

ｎＬ

Ａ４

箕於一一勝山表一養

第出立可し致

共心付候儀は︑無二腹臓一申出候様被二仰出一候旨︑御

すなわちついて
旨︑同所方申

国表より申来候付︑右同人江申達候様︑大目付より留

ふくぞう

越候段︑竹内
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守居江相︒達之一・

にいち

一︑金弐拾五両圭置分弐朱
とら

ここ

右寅より拾弐ヶ年賦上納︒委細は妥二略ス︒

きであろう︒なお寅は安政元年︵一八五四︶︑未は安政

六年︵一八五九︶︑申は万延元年︵一八六○︶︑戎は文

久二年︵一八六二︶を指すものと思われる︒

が病没したｃ秋坪は︑そのころ加賀の前田家から暇をと

慶応二年︵一八六六︶二月一八日に秋坪の妻﹁つれ﹂

右未より雲ハケ年賦上約︒右同断︒

って麟祥のもとへ帰っていた院甫の末女﹁ちま﹂・を後妻

ひつじ

一︑金五両

一︑金三両壱分三朱卜七厘

として迎えた︒そうして︑同年一○月一一一日に樺太島の

りんしよう

右申より毎暮壱分五匁六分四厘つ上上納︒右同断︒

境界の交渉などのためロシアへ赴く函館奉行小出秀実ら

いぬ

けいご

はとだてこいでひでざね

からふと

一︑金三両壱分三朱卜七厘

に随行して再びロシアへ向けて出発した︒一○月二六日

︵卜︶

右戊より上納高前同断︒

には長男杢垂ロ︑二男大六ともに留学生としてイギリスへ

今ご一つ

一︑金三拾両

右外国行二付拝借︒上納御差図次第之分︒

図125箕作秋坪一津山郷土館蔵

とある︒合計すれば六六両余となる︒この中には外国行
の分のように名目は拝借になっていても事実上は拝領と
承なされるものもある︒その他もおそらく蘭学関係のも

のであり︑私生活のためのものではなかったのであろ
う︒幕臣となった際返納に及ばずとする理由もその辺に
あり︑また︑今後も心付いたことは遠慮なく申し出よと
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言っている点も︑名は幕臣となってもどこまでも津山藩
との縁をつないでおく意味である︒幕府が倒れた後︑津
山藩の藩邸内に家塾を開くようになるのは自然の成りゆ

…

繁作秋坪

秋坪は竹内保徳らの使節団に随行した時の経験があっ

学南校の英人雇

明治三年に大

から知ることが

た︒その時の交渉で日本側は好機を逸していたので︑今

教師二名が暗殺

出発し︑家には妻と三男佳吉と四男元八が残された︒︵﹃日

回は一厨不利で︑結局慶応三年二月二五日に︒ヘテルプル

された時︑塾生

できる︒

ク︵勺ｇの筋目侭︶で樺太を日露両属とする仮規則に調印

の動静について

本歴史大辞典﹄・﹃近代日本綜合年表﹄︶

したにとどまった︒同年五月に帰朝したが︑その年の一

の津山藩からの
一一月二八日の

○月には大政奉遷が行われたのである︒
明治元年︵一八六八︶︑秋坪は家を長

報告に﹁当藩箕

○○

男杢吾に譲って隠居した︒すでに慶応

三叉塾

作秋坪塾生﹂と
さ渦

記し︑翌四年広

沢参議暗殺に関図

ひろ

二年︵一八六六︶に津山藩士としての笈作家は三男佳吉
に継がせることにしていたから︵三男佳吉の項参照︶︑
秋坪は佳吉を当主とする津山藩士の蕊作家に蹄った︒し

する正月一二日の報告書中にも同様に記している︒︵﹃進

いえさとかじゆく

たがって静岡へ行く徳川家達には仕塗えず︑家塾を開いて

達書﹄︶
すみだ

詩方の子弟の教育に当った︒場所は浜町大川端の津山藩

明治四年二月一七日に津山藩から東京府戸籍調所へ出

も﹁御藩士族箕作秋坪﹂とある︒︵﹃藩庁出張所日記﹄︶

○○

記し︑同年二月二三日に東京府から津山藩にきた書類に

町知事私邸一︑兼而篤二英学教授一私塾相開罷在候処﹂と

ＯＯＯ

邸内である︒前の隅田川が一二つまたになっていて︑当時

した届書の別紙に﹁津山藩箕作秋坪﹂の名で﹁私儀於二浜
かねて○○

みつまた

の地図にも﹁一一一ツマタ﹂あるいは﹁一一一シ俣﹂と記されて

さんさ

いるように︑そういう地名が用いられていたから︑塾を
名付けて﹁一一一叉塾﹂と言った︒︵第一一章一○参照︶
みつまた

秋坪が津山藩に復州していたことは︑次のような記録

浜町付近図(嘉永７年の｢神田浜町絵図｣−｢愛山文庫』）

園
I
i
l
2
6

２０８
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秋坪と申者江力付︑洋学私塾相開︑白雲国之御篤追々盛

を津山藩から東京府へ進達した文中に︑﹁当藩士族箕作

さらに同年三月七日︑浜町藩邸を手離したくない理由

府の開成所を開成学校として復興し︑同一一年にこれと白冒

し︑父秋坪の三叉塾を助けた︒︵政府は明治元年に旧幕

教・大助教・少博士となったが︑明治四年春に職を辞

かないで︑東京で大学校︵のち大学︶に勤め蕊中助

○○

一一生徒世話篇し致度︑私塾取広ケ候義一一付︑出格之詳ヲ

平学校及び医学校を統合して大学校とし︑さらに同年末

○○

以テ永拝領仕候ハ︑︑藩本知事一一於而も難し有可レ奉レ存

に大学とした︒︶︵﹃箕作院甫﹄・﹃箕作麟祥君伝﹄・﹃日本

しよう

候︒﹂とあることは︑秋坪が津山藩にとって貴重な存在

歴史大辞典﹄︶

て︑杢吾は津山藩に貸し渡されることになったが︑六月

明治四年三月に静岡藩と津山藩との間に交渉が行われ

へい

であったことをも物語っている︒また以上によって秋坪
は蘭学から英学に転じていたことも明かになる︒︵﹃進達
書迄

一四日に隅田川で水泳中に不慮の死を遂げた︒至吾の死

けいご

長男窒吾秋坪の長男杢吾は嘉永五年︵一八五一一︶

を静岡藩に届けるにあたっては二五日に病没したことに

かじぱし

一月一一六日に︑鍛冶橋門内の津山蕪邸

して︑二六日に﹁津山藩箕作佳吉﹂の名による静岡藩庁

だいるく

で生まれた︒元治元年︵一八六四︶九月一日︑弟大六︵後

への届書を添えて連絡した︒急死であったため静岡藩へ

けいこにん

の連絡に手間どったので死亡の日を少し遅らせたもので

に菊池大麓︶とともに︑開成所頭取から﹁英学稽古人世
話心得﹂を申し渡された︒今江戸日記﹄︶

出発した︒留学年限は五年の予定であったが︑大政奉

留学を命ぜられ︑一行一四人の中に加わって一○月に

度一一付︑静岡藩江別紙之通︑同人より申出候旨届出侯

義昔国時英国留学中二候得共︑以来佳吉人別江組入候様致

これに関連して﹁実子無し之跡目断絶二付︑菊池大六

ある︾フ︒

還のため予定を変更して慶応四年六月に横浜に帰った︒

事︒﹂と記されている︒秋坪は佳吉の人別に入っていた

慶応二年︵一八六六︶に︑至吾は大六とともに英国

この年に秋坪は隠居し雨杢吾が幕臣としての箕作家を

が︑大六は静岡藩士たる杢吾の人別に入っていたから︑

にんくつ

継いで静岡藩士となったのである︒杢吾は静岡には行
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それを津山藩士たる佳吉の人別に移すことにしたのであ
る︒今藩庁出張所日記﹄︶
だいるく

二男菊池大六秋坪の次男大六︵大麓︶は安政一一年︵一
八五五︶正月一一九日に鍛冶橋門内藩邸

に生まれた︒彼は秋坪の実家たる菊池家を継ぐが︑元治
とうどり

元年へ一八六四︶九月一日に開成所頭取から﹁英学稽古人
○○

世話心得﹂・を申し渡された時には﹁箕作大六﹂とある︒

秋坪が同年一○月に幕臣となって後︑津山藩士としての
箕作家を三男佳吉に継がせる頃に︑大六は菊池家を継い
だものと推定される︒今江戸日記﹄︶

次のように達せられた︒

とら

いまだ

箕作秋坪殿儀一一一男佳吉︑当寅十一歳罷成︑未幼年二

は候得共︑兼而被一一相願一候箕作家相続︑可し被一一相願一

おおせつけられるべく

一一付︑修行口之儀︑被二相伺一︑右ハ家業之儀一一候間︑

おぽしめし

医業可レ被二仰付一侯処︑当今各国第一強壮之陸海軍

法︑追々取調可レ被二仰付一候思召二候︒此段秋坪
殿へ可レ被二申達一候︒

そのあとに︑

相当のお手当も下さるべきところ︑当時ご出陣中
ずつ

で︑特に万事思召しに任せられないので︑年に金五両

︵○四日言箇鴨︶大学を卒業して明治一○年に帰国し︑東

八七○︶一○月から再び欧州へ留学し︑ケンブリッジ

として出発し︑同四年六月に帰国したが︑明治三年︵一

秋坪に殿をつけているのは︑彼が当時津山藩士ではなく

士としての箕作家を相続させることになったのである︒

て︑家代々の医学ではなく陸海軍法を指示して︑津山藩

ども︑実際は数え年一○才である︒専攻すべき学業とし

という意味のことが付け加えられた︒二才とあるけれ

宛下される︒ゆくゆく用立てるようにする︒

京大学教授となった︒同二一年に理学博士となり︑その

大六は慶応二年︵一八六六︶一○月に幕府の英国留学生

後東京帝大総長・第一次桂内閣文部大臣・京都帝大総長

幕臣となっていたからである︒今江戸日記﹄︶

かつら

を勤め︑その間に震災予防調査会の創立に尽力し︑また

三男佳吉は安政四年一二月一日に生ま

して東京の箕作佳吉の名がある︒このことは彼が名儀上

表﹄によると︑﹁幼年一一テ戸主未定ノ分﹂の中に百石と

明治三年︵一八七○︶六月調べの﹃津山藩士禄制席次

れた︒慶応二年八月八日に津山藩から

帝国学士院長にもなった︒今大人名事典﹄︶

三男佳吉

班KＯ
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菊池泰三石川千代松菊池英張

呉秀三
長岡正男
坪井菊子

呉茂一

田中光三

日高鋪四郎呉いくよ
１
分

呉文聴

菊池たつ子

菊池正士

美澱部亮吉

稲生楽三
菊池健三
菊池大麓
部
く

奨岡半太郎

日高鋪五郎
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石川欣一奨作俊夫

災作新六

図127箕作家の人々（明治45年６月16日院甫50年祭）一津山郷土鮪蔵

筑作秋坪・津田真一郎

残した︒

明治五年に秋坪の後妻﹁ちま﹂︵院甫の末女︶の子と

して生まれた﹁なほ﹂は︑坪井正五郎︵理学博士︶の妻
となった︒

払いろくしや

さて秋坪は﹁明︷ハ社﹂に参加して民間人として文明開

化の推進に努めたが︑勧められて明治八年に創設された

師範学校の摂理となり︑同一二年には教育博物館長とな

った︒また同年に最高の学術機関として創立された東京

まさみち

学士会院︵同三九年に帝国学士院と改称改組︶の最初の

七名の会員の中に︑津田真道ととＪ心︶に加わった︒

明治一九年︵一八八六︶一二月三日︑秋坪は六二才で

没した︒今箕作玩甫﹄・﹃大人名事典﹄・﹃日本歴史大
辞典迄

三︑津田真

津山が幕末に生んだ人材の中で︑藩と

いう狭いわくを越えて新時代の流れに

樟さした人として津田真一郎︵後に真道︶を挙げること

踊吻

の津山藩の錘作家を継いだが︑幼年のために正式のもの
として取り扱えなかったことを示すものである︒

かるく

明治四年九月三日︑津山県庁出張所の名で︑佳吉に
箕作家相続申付︑家禄十六石士族申付候事︒
という辞令が出された︒この年︑彼は一五才になったの
で︑正式の相続手続きがとられたのである︒今公務係日
記建

彼は明治一○年︑アメリカ合衆国のエール負昌の︶大
学に入って動物学を修め︑同一二年に同大学を卒業した
後も同国で動物学を研究し︑同一四年にヨーロッパ各国
を回って帰朝した︒同一五年に東京大学教授となり︑同
一二年に理学博士となり︑同三四年には東京帝大の理科
大学長に就任した︒

四男元八四男元八は文久二年︵一八六二︶五月
その他一一九日生まれで︑杢吾の死後は旧幕臣
としての箕作家を継いだ︒

元八は東京大学では動物学を主として学んだ︒のちド

青年期

た︒明治三四年に東京帝大の文科大学教授に就任し︑同

ができる︒

さお

三六年に文学博士となり︑西洋史に関する多くの著書を

イツに留学したが強度の近眼のため西洋史研究に転向し

郎
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かいでん

雪津時

服部兵治

撹三誌浬孟

どうけ

刷Ｍ疹
一
諺幽
璽烈

府川八一郎

野矢力馬

票垢襖襲茜

﹃津田真道﹄によれば︑津田の祖先は道家し﹄称し︑津
山の森家に仕瑳えて開田︵後に皆田︑また皆伝︶と改め︑
皇．望饗勤才

一裳璽蓉

正軍諒迦段

￥量享蝉紳

早鯉露三

莱至半固

県副割

層Ｉ田降

石井金裁

謹睡雪ＩＨ塗産

森家が絶えて後︑元禄一三年︵一七○○︶にあらためて

︾つる︾つ

上田豊介

松本七郎右側門

軍

ｌ

図128上之町士邸略図（明治３年『津山温知会誌』）

松平家に仕えたが︑その子孫にあたる人が幼にして父を

ながなり

失い︑津田某に育てられたので︑姓を津田と改めたとい

しちだゆうすけざえもん

う︒森家最後の藩主長成時代の﹃森家分限帳﹄には一一二

石三人扶持の津田七太夫と五人扶持の皆田助左衛門の名
が見えている︒

なりたか

津田姓を称するようになった吉太夫は料理人として藩
主松平斉孝に仕え︑その子七太夫はそのあと・を継いで大
うえのちよう

番組に進んだ︒真一郎は文政一二年︵一八二九︶六月一一
五日に上之町に七太夫の子として生まれ・た︒弘化一元年

つるたろうお唾ん

︵一八四四︶九月︑父七太夫は家業を継がせるために一

し尖

六才の彼︵当時鶴太郎︶を料理人見習いとして藩の御膳
所へ差し出した︒同一二年閏五月に不器用で用に立たない

という理由で︑父は彼を廃嫡し︑一六才の弟鉄治郎を嫡
子として家業を継がせた︒彼を学問の道に進ませるため
もりたうらえもん
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の方便であった︒同年一二月に鉄治郎が死去したので︑

やさくきよ

父は翌四年二月に自分の弟である遠藤森太︵浦右衛門︶
の一二男弥作を養子として娘の喜代を必あわせて家を継が

雪

鯛
唖

郎
津田真

せた︒

あやおすけ

真一郎は大村斐夫について儒学を学び︑その教授介
︵助教︶として出精したので藩主から賞として弘化三年一

一月に金五○疋を︑同四年︑嘉永二年︵一八四九︶︑同
さかきばらかげらか

三年の一一月にそれぞれ金二○○疋を賜った︒彼はまた

榊原景周に越州流兵学を学び︑よく出精したので弘化
三年に藩から賞詞を賜り︑嘉永一一一年三月︑兵学修業のた

と改め︑なお江戸にとどまった︒

いちおう

翌安政一一年︑幕臣の大久保忠寛︵一翁︶は彼が蘭学に

そうけいぐう
かつかいしゆう

造詣の深いことを聞いて︑その家に寓せしめたが︑さら

に勝海舟が大久保に諸うて自分の家に迎えた︒その後︑

父から勘当を解かれて津田姓に復し︑一旦津山に帰っ

た︒勝に勧められて︑幕府が長崎に創設した海軍伝習所

に入ろうとして長崎に行ったが︑許されないで再び津山

書面がとどいた︒それには︑来春早々に開かれる﹁蕃普

に帰った︒その時二月一日付けの大久保忠寛の懇篤な

た︒また同年九月には越州流兵学免許について金二○○

調所﹂の﹁惣裁﹂に自分が任ぜられることになったの

め出府するにつき修行料一か年三両を賜ることになっ

疋の賞を与えられ︑同五年八月には更に二か年の兵学修

で︑助けてほしいという文面に︑帰路の費用として金一一

へい

之道にも相叶︑雨全之義此時機を不し可レ失・︵後客︶

かないこの

候は上兼而御内話之二君へ不し仕之高節も相立︑報国

︵前署︶調所教一示方え可二申上一と存候︒右様相成

きょうじかた

かねての

両が添えてあった︒大久保からの手紙の一節に

そうさい

業を願い出て許された︒今勤書帳﹄・﹃津田真道﹄︶

江戸鍛冶橋門内の藩邸に住んだ彼は︑兵学を修めるか
げん暗く

た︑わら箕作玩甫について繭学事を学び︑伊東玄朴・佐久間
し卜︽うざん

象山にも教えをうけた︒

たかなわやとい

とある︒一一君に仕えないというのは︑彼を恥しようとし

嘉永七年︵一八五四︶︑ペリー再度の来航にあたって津

山藩は高輪付近の警備にあたった︒彼も軍事方雁として

た松前藩主︵蝦夷地ｌ北海道ｌの松前崇広︶や椛山藩主

えぞちたかひろ

操練に加えられたが︑藩の役人と意見が合わず︑雇を免

︵阿部正弘︶の申し出を辞退する時の︑彼の言い分であ

士李さひろ

ぜられたばかりでなく︑兵学の修行を禁じて帰闘を命ぜ

ったのである︒当時蘭学の重要性が認められ︑その方面

らんがく

られた︒そこで累が父や近親に及ぶことをおそれ︑書を

の人材を求めることが切になって来たことを物語るもの

えいたいかんどう

父に送って永代勘当をうけることとし︑姓名を開田太郎
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津田真一郎を国元へ帰されることになった︒もっと

とある︒同日大目付役所で勘定奉行へ

この招きによって江戸に出た彼は︑大久保忠寛に身を

も出立はお沙汰のあるまで見合わさせる︒またこれま

である︒言津田真道﹄︶

寄せ︑さらに箕作玩甫の塾に移ってその塾頭格となっ

で下された修行料は以後下されない︒

いで教授手伝に任ぜられた︒含日本洋学編年史﹄・﹃津田

い修行料は廃止され︑国元の勤務となったのである︒

と達せられた︒これは︑彼が別家を立てることにともな

てつだいなみ

みつくりげんぽじゆくとうかく

た・安政三年に蕃書調所が置かれ︑彼は教援手伝並︑つ

真道﹄︶安政六年四月三日︑江戸留守居から老中間部

含江戸日記﹄︶

かつあき

詮勝へ次のような書面を出している︒

さきに真一郎の廃嫡後︑津田家は養子弥作が継いでい

たが︑真一郎が別家を立てたので︑津田は両家となった︒

三河守家来津田真一郎儀︑蕃書調所出役教授手伝
おおせつけられふちかなきん

被二仰付一勤候内︑御扶持方金等御増被二成下一侯段︑

文久三年︵一八六三︶一二月二一日︑弥作は津田の旧姓

どうけやさか

昨日御書付を以御達之趣可一一申渡一処︑父病気二付︑看

■殉ｂ

Ｇ３４︒畦即盃︻●睡畷竃・昌囲時興国フ３

▲

である道家に改姓し︑助十郎八尺と称した︒のち明治一一

︲︑詠州ＪＦ
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まかりこし

可一毛＄正司Ｇ●Ｚ・配コイ

尊彊増Z

病願済二而︑国許江罷越候間︑名代之者江相達申候︒

守竃﹄

罰ｒ

一幸器Ⅱ蕊寺さ画趣猶合い動

鮭

此段申上候︒含江戸日記﹄︶

この書面にあるように︑彼は父の看病のために国元へ
帰っていたが︑この頃幕府から扶持方金の増額があった
のである︒彼は次第に幕府から重要視されたが︑津山藩
からも洋学者として新しく別家として召し出されるに至

七大夫枠津田真一郎

せがれ

った︒﹃津山蕪士家筋調﹄によると

ひつじ

安政六未十一一月十八日︑別家被二召出一︒初洋学家
業七石三人扶持︒
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津田真

にのみやじんご

きたまち

年︵一八六九︶一○月一日︑上之町の拝領屋敷から北町
の旅程を記す︒

九月一一日︑オランダ商船に乗って長崎港を後にした︒

っねじろうえのもと小袋じろうたけあきさわた

へ移り︑さらに︑一一宮村・神戸村に移り住んで︑作楽神

一行は軍艦組二一名︵内田恒次郎・榎本釜次郎武揚・沢太
ろうざえもん

社創建に力を尽くした︒彼はまた平田派の国学を修め︑

郎左術門︶︑軍艦出役一一名︑洋書調所出役一一名︵津川と

ひろかど

万葉ぶ胸ソの歌をよくし︑明治五年六月に大門と改名し

西︶︑医師二名︑職方六名︵水夫一一名︑鋳物師・測錘器

礁に乗り上げ︑かろうじて一○月一八日にジャワ︵冒菌︶

械師・船大工職・鍛冶職︶である︒一○月六日に船が暗

しよくかた

た︒︵﹃国元日記﹄・﹃道家大門﹄・﹃万葉調歌人道家大門﹄︶

にししゅうすけあ龍狼つわの
根県︶藩士で︑自ら藩を脱して︑蕃書

島のバタビア︵園四国ぐ徹︶に着いた︒一一月二日︑新造の

オランダ留学西周助︵のち周︶は９もと津和野︵島
調所の教授手伝並か︽ｐ教授手伝になっていた︒津田は西

オランダ船でバタピアを出発し︑スンダ︵の目目︶海峡を

浪垂室の寄合ふ限りはてもなし物のあはれを何にたとへ

なみ

の義妹︵実は蕪臣今井宗兵術の娘︶と結婚した︒津田と

経て印度洋に出た︒

た︒文久元年︵一八六一︶︑幕府はアメリカ合衆国から

む

なみくもよりあ

西は親友で︑ともに力を合わせて外国留学の運動を試承

軍艦を購入することにし︑それにともなって留学生とし

戦争が起こったため︑このことが取り止めとなり︑あら

二月八日にセントヘレナ︵の昌具国の﹈の目︶島に着いた︒

マダガスカル︵冨且煙隠の︒胃︶沖で文久三年を迎え︑

と洋上の感慨を歌に托した︒

ためてオランダへ軍艦一般を発注することになった︒こ

同九日にナポレオン︵ｚｇｏ﹈①目国○口砦胃篇︶の墓と旧

て津田と西の両名を派遣することになった︒しかし南北

れにともなって︑両人は文久二年三月︑オランダ留学の

邸を訪れた︒同二日朝︑この島を出発した︒彼の手記

学七ロブ

内命をうけた︒津田は一旦津山に帰り︑病床にある父を

は同二三日に赤道を越えた記事で終っているので︑その

後は沢太郎左術門の日記による︒

四月一八日オランダのロッテルダム︵

ｏ津臼忌日︶に

見舞ったが︑数日にして父は他界した︒
かんりん鵬る

同年六日郷一八日︑幕府第一回の留学生として戒臨丸に

乗って江戸を出発した︒彼のしたためた手記によってそ

師脂
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唇画侭︶へ転じ︑津田・西両名はライデン大学教授フイッ

を学び︑二七日に内田らはハーグ︵弓篇国侭ロの︾ロの口

うけた︒さらにライデン︵胃冨目︶でオランダ語の会話

イツの日本学者︑ライデン大学日本語教授︶の出迎えを

到着し︑ホフマン博士︵﹈○冨目﹈ｏのｇ声国ｏ焦目目ロド

書面に対して大要次のように答えた︒

返却してきた︒そして留学生取締の内田恒次郎よりの

の件は︑かつて両君と契約したことがないとして金子は

はありがたく頂戴するが︑一定期間に対する以外の報酬

った︒教授は日本政府の好意の表示として贈られた物品

器二個︑ビロード八枚をホフマン博士を介して教援に贈

の要望によってホフマン博士及び小学校長ワン・ダイク

計学などを修めることになった︒はじめ三か月間は教授

惜別の情に堪えない︒両君が営地で修得した知識を貴

じ︑名は師弟であるが事実は朋友の交りを結んだので

両君を指導するにあたって︑湧くが如き興味を感

とりしまり

セリング︵の目○口ぐ儲の胃甘巴について国際法・財政学・統

︵旨．ぐ自己旨ごについてオランダ語を学び︑夏休暇後

国で施されんことを切に祈る︒幸いにその事が成就す

ほういう

からフィッセリング教授の講義を受けた︒二ヶ年を経過

れば自分もまた微力を致した光栄を有するものであ
る︒

ライデン滞在中︑両人は度々ハーグを訪れて他の留学

生に会った︒︵﹃津田真道﹄︶

慶応元年︵一八六五︶一○月一四日にライデンを出発︑

一一月二日にフランスのマルセーユを出帆︑一二月二八

日に横浜に着岸︑深更に及んで帰着した︒︵﹃江戸日記﹄︶

他の留学生は慶応三年及び同四年になって帰国した︒
弓津田真道﹄︶
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して予定の講義が終り︑謝礼として金三百グルデンと漆

図130津田真一郎
(慶応１年『津田真道』）

匡

︾雷

まか

１３︐＃

︑例．・

て法学がはじ

めて独立した

一科として成

立したことか

ら説き︑新し

い訳語を苦心

してつくりな

がら訳してい

る︒わが国に

西洋の法学を

組織的に伝え
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一○人扶持の待遇を与えられた︒彼は三月一八日に藩へ

申し出て︑今後も津山藩邸へ罷り出る節は︑門の出入等

はこれまで通りに取扱ってもらうことにした︒︵﹃江戸日

法学者として﹃津田真道﹄によると︑津田は慶応こ
の津田真一郎年︵一八六六︶正月一五日に開成所の
教授手伝に任ぜられたとあるが︑同年正月一一一百の﹃江
記﹄︶

されて薗語のまま筆記した五種のうちの﹁泰
﹁泰
西西
国国法
法論
論﹂
﹂

たいせい

の訳したのは︑オランダでフィッセリング教授から口授

うち︑西は万国公法を訳し︑津田は国法を訳した︒津田

四月に幕命があって︑オランダから持ち帰った書物の

戸日記﹄に︑次のような記事がある点から推して︑正月

一三日にはすでに教授手伝になっていたことと思われ
る︒

開成所調方出役より左之通︑御達書御留守居江到来︒

開成所教授手伝出役

し０Ｆ雁

と題するものである︒彼はこの書の中で︑ロ
ロー
ーマ
マに
にお
おい

澱瀧

難緋幽必偽叫鰍
・必舛

蝋偽織⑤均叶

唖呼尋無

縦．・患
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津田真一郎

きゅうろうおらんだついて

右真一郎儀旧脳廿八日和蘭国より帰朝致候二付而
は︑兼而為一一御用弁一開成所御長屋住居為し致侭候もの
いずみのかみ

二有し之候間︑此度も同断御長屋住居之儀︑和泉守︵水
これにより

野忠精︶殿江申上之上︑当人江申渡候︒依レ之此段及二
御達一候・

もとの蕃書調所が文久二年︵一八六二︶に洋書調所と
改称され︑同三年に開成所と改称されていたのである︒
したがって︑帰朝した両人が開成所の教授手伝に任ぜら
れたのは︑留学前の賑に復したことを意味する︒
その後︑三月一三日に幕府の直参に列し︑開成所教授
きりまい

に任ぜられ︑切米︵給与米︶一○○俵︑手当年一○両︑

図131泰西国法論一津山郷土館蔵
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た最・初のものである︒四巻から成り︑慶応二年八月脱稿

ひようきていこう

して幕府へ提出した︒

ついで﹁表記提綱﹂を訳した︒これもフィッセリング
の著で︑統計学の基礎をなすものである︒
慶応二年八月に将軍家茂は大坂で病没し︑慶喜が宗家
しじゅん

とぱふしみ

に反映しようとしたものである︒

めつけ

慶応四年正月︑鳥羽伏見の戦に敗れて江戸に帰った慶
ひろゆき

喜は︑正月一一四日︑津田を引見してその議を容れ︑目付

の職を授け︑加藤弘之︑西周︵周助︶らとともに立憲政

体のことを調査させた︒しかし︑この時は既に幕府は事

実上崩壊していたのである︒

二月一二日︑慶喜は江戸城を出て上野寛永寺に閉居し︑

を継いだ︒九月に津田と西は京都へ呼ばれ︑慶喜の諮拘
を待ったが︑引見せられることなく︑津田は一一月に江

恭順の態度をとった︒このとき︑田安慶頼と松平確堂

たやすよしより

戸へ帰ることを命ぜられた︒翌三年九月︑幕府解体後の

︵前津山藩主︶が江戸府内の治安にあたったのである︒

津田は目付の職にあったから︑田安慶頼の命によって恭

国家制度を憂慮して建議し︑その別紙として︑
日本国総制度

順を喜ばぬ幕臣の説得にあたった︒江戸城大手門に屯集

任ぜられ︑一○月に家達に従って静岡へ移った︒

に封じて七○万石を与えた︒津田は七月に藩の大目付に

五月︑新政府は家達︵田安慶頼の第三子︶を駿河府中

い・一へさとするが

隻をひきいて品川を脱走した︒

ころがあったが︑榎本は聞き入れないで旧幕府の艦船八

柄でもあるので︑彼はある日榎本に会って大いに説くと

かつてオランダに留学した時︑彼と航海をともにした間

れ︑辛うじて逃げ帰ったこともあった︒また榎本武揚は

する者どもに懇々と諭して︑帰ろうとするところを襲わ

とんしゅう

第一︑日本全国政令の大権は︑総政府の特権なるべき
事︒
むさし

第一一︑日本総政府は︑武蔵江戸たるべき事︒

第三︑総政府の大頭領は︑兼而日本国軍務の長官たる
べき事︒
︵中略︶

第七︑日本全国政令の監視は︑制法上下両院に可し有
し之事︒
︵下略︶

と記しているのは︑留学によって得た新しい見解を政治

琢磨

め

だてむねなりきんさ

さし︾てえ

政府の官職を歴任した︒明治四年には伊達宗城を欽差全

権大使︑として清国に派遮することとなり︑津田は差副と

して随行した︒五月に出発して九月に帰着している︒こ

の前後から真道と称した︒

きよう

明治五年八月には大法官に任ぜられ︑兼ねて民法お

1０

明治二年︵一八六九︶正月︑徴されて東京に帰阿ソ︑刑
法官権判事に任ぜられた︒

二月︑新たに公議所が設置され︑諸蕪士を徴して議員
たつべき

としたが︑津田は静岡藩から出てこれに加わった︒彼は
四月に﹁年号を廃し一一元を可レ建の議﹂を公議所へ提出

よび治罪法の取調べをしていたが︑司法卿江藤新平

と大いに論争し︑そのために免官となり︑六年七月︑

した︒

この建議は大いに反響を呼んだ︒後︑明治五年に至っ

一旦下野した︒かねての親友西周が陸軍省にいて︑

じんむ

て大陰暦を廃して大陽暦が採用され︑神武天皇即位の年

間句もなく陸軍省で陸軍刑法編纂に従事することとなっ

へんさん

をもって紀元と定められた︒津田の論じた年号廃止は実

た︒︵﹃津田其道﹄︶

明六雑誌明治六年に発起し︑翌七年二月に正式

しげ

に発足した明六社は︑当時の第一流の

誌に載せられて︑思想文化の面

し︑その筆記したものが明六雑

の会合も事情の許す限り公開

津山関係者であった︒毎月二回

森有礼の一○名で︑うち一二名が

坐の︑〃の︑戸

きょうじりんしよう
福沢諭圭画・杉享二・繁作麟祥・

一誤さなお

明治の初年は制度の改廃が著しかった頃で︑津田は明
き

洋学者を句もって組織せられた︒当初の社の本員は西村茂

図132津田真道の短歌，書
一津山郷土館蔵

治二年八月には静岡藩少参事に任ぜられて︑また静岡に

⁝鯵§

;
爵
一
；

樹・津田真道・西周・中村正直・加藤弘之・箕作秋坪．

る︒

現しなかったが︑一元を建てる論が実現したことにな

両

移った︒越えて三年九月︑政府からの命で上京し︑中央

伽；Ｉ

間食

郎
津田真
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に大きな貢献をした︒特に津田真道は積極的に多くの論
説を発表した︒

第八号の﹁本は一つにあらざる論﹂において︑国の本

四︑植原六郎左衛門

ろくろざえもん

学で身についた民主主義によるものである︒そのほか第

郎左術門が死去し︑養子の彦之進が八月に家督を継いで

文政七年︵一八二四︶六月に初代の六

植原家植原家では六郎左術門が一二代続いた︒

三号の﹁開化ヲ進ル方法ヲ論ス﹂︑第五号の﹁保護税ヲ非

六郎左衛門と改名した︒その子の松治郎は後に彦之進と

は君主でなく人民であると論じているのは︑オランダ留

トスル説﹂︑第六号の﹁出版自由ナランコトヲ望ム論﹂

改名したが︑天保四年︵一八一一一一一一︶正月に故あって藩から

ひこのしん

など︑明治七年に一八の論説︵中には五号にわたるもの

追払いを命ぜられた︒この件の真相は不明である︒六郎

当代︵家の当一主︶を仰せつけ︑また彦之進の枠保太郎は幼

左術門永ロ家内不締りにつき厳重仕置きされるところを︑

ふしと︽

とうだいやすたろう

てんぽう

もある︶を発表した︒これを箕作麟祥の二︑箕作秋坪の
一に比すればはるかに多い︒

明治八年二八七五︶六月︑新聞紙条例が改正せられ︑

いことでもあるからその手もとに置くことを許された︒

ざんぼうりつ

同時に謹誇律が制定せられたため︑九月一日の会合で︑

なお同日︑家内不締りにつき当代を仰せつけるのに相応

かわせじゆう

時の社長箕作秋坪の発意で︑福沢諭吉の書いた﹁明六雑

する者を植原家の養子にするこ︑とを願うように︑川瀬重
︾て︾つ

誌の出版を止るの議案﹂を討論した結果︑廃刊と決定し

植原家は翌天保五年三月九日に江戸から国元へ引越し

蔵へ命令が聖めった︒

津田はその後︑衆議院に二回富選して初代副議長をも

を命ぜられた︒一二月一五日に広川和太郎の弟八百平に植

た︒

勤め︑明治二九年︑貴族院議員に選任され︑明治三六年

原家の相続をさせたいことを川瀬から願い出て許可があ

やおへい

に法学博士となり︑その年に没した︒へ﹃明治文化全集﹄︶

った︒広川家は上之町︵第三章三の地図参照︶にあった︒

八百平は文化一三年︵一八一六︶七月一日生まれである
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︑きんしりゆう

には砲術の荻野流戸ロ録伝授を受けたことについて金一○

おぎのりゆう

帰真流目録伝授を受けたことを賞せられ︑同一四年八月

植原家に対しては天保五年五月二五日に上之町︵第三

○疋を与えられた︒︵﹃国元日記﹄・﹃勤書帳﹄・﹃津山温知

から︑この年には一九才であった︒

章三の地図参照︶に屋敷を与えられた︒六郎左術門が病

会誌二﹄︶

八三一︶まで四年連続して松山へ水練修行に行った︒

録を伝授されていた︒彼は文政二年から天保二年︵一

ったが︑文政二年に離縁となり︑文政一○年には剣術目

月五日生まれで︑文化一○年に山田九左術門の養子とな

行料は給せられなかった︒舵は寛政二年︵一七九九︶正

が多い︒︶これは本人の願い出によるもので藩からの修

た︒︵﹃国元日記﹄・﹃勤書帳﹄とも伊藤と記していること

遣暫逗留篇し致度旨﹂の伺書を山山して藩の許可を得

しばらくとうりゆう

山松平隠岐守殿家中伊藤登と或甲者方江水練億二修行一差

お．巻のかみ

役の三浦伴左術門は︑次男腿︵泥とｊも記す︶を﹁予州松

みうら噸んざえもん

文政一一年︵一八一一八︶六月一一日︑甲州流兵学師

こうしゆうりゆう

神伝流が津山に伝えられた経過をたどって承よう︒

山藩に迎えられてからほ松山が中心となった︒

洲藩で発達し︑寛政年間︵一七八九ｌ︶に伊東祐根が松

坐や坐や

始まった水練法で︑伊予︵愛媛県︶大

ずかんせいすけもと

神伝流神伝流は慶長年間︵一五九六ｌ︶に

しんでんりゆうけいちよう

気で引越しの道中が難儀なので︑八百平は七月二五日に

津山を出立して一○月二○日に養父と甥の保太郎を江戸
て︾つく

から連れ帰った︒同年一○月一一二日に彼の実父広川惣兵
一施

術が死去した︒
しようえもん

八百平は天保七年一二月︑宮田庄右衛門の娘と結婚し︑

一二月三日に義祖父のもとの名である六郎に改名し︑同

かりやくびょうばん

八年に蔵目付侭役︑同九年に廟番を勤めた︒同年一一一
月に男子が生まれたが︑翌一○年三月に妻を離縁し︑七
とみざわるいご

かぜん

月に富沢類五の妹と結婚した︒生まれた男子は同一一二年
に病死した︒天保一一年二月に養父が嘉膳と改名し︑一一一

月三日に六郎が改名して三代目の六郎左衛門となったの

である︒後に甥の保太郎に六郎を襲名させて彼の養子
とし︑同一二年に生まれた女子を六郎に配した︒同一四

そうくろうこうか

年に生れた鎗九郎は他家を継ぎ︑弘化四年︵一八四七︶
じゆう

に銃郎が生れた︒嘉膳は弘化元年に死去した︒
六郎左術門は藩主から︑天保一二年一二月には剣術の

陽暢２

文政一一年六月一二日八月三日

だじやくはいかい

つつしみ

状惰弱﹂という理由で﹁俳掴被二差留一︑水練世話被二

御免一候・相慎罷在候様﹂と幽閉し付けられた︒すなわ

ち舵は外出禁止となって︑神伝流の指導も出来なくなっ

たが︑天保一○年三月八日に外出を許された︒

になった津山蕪は︑水軍の研究を一層必要とし︑弘化元

天保九年︵一八三八︶に小豆島の六村を領有すること

天保四年七月一六日から八月六日まで︑﹁予州松山松

年︵一八四四︶六月一八日に植原六郎左術門に水練修行を

同一二年五月六日
九月七日
同一三年六月九日
八月一八日
天保二年五月二九日九月一五日
平燕隠岐守殿浪人伊東内蔵之助﹂という者が︑一二浦肇

命じた︒どこへでも頼って修行せよ︑師家の謝礼と雑用

くらのすけはじめ

︵伴左衛門は文政一一年六月二五日に長男肇に家をゆず

等は支給する︑先方へは個人として相対で頼むふりで行

八月二九日

一一口洞一一ハロ﹇

同二年七月二八日頃一二月三日

嘉永元年六月一○日

同二年四月一日
同四年二月二二日

弘化元年七月一日

年次出発帰着

た︒

植原は伊予松山の伊東登について神伝流の修行に努め

であった︒

避けて︑あくまで個人的な形で修行させようとするもの

あいたい

り︑同一一一年一無と改名︶の家に逗留したが︑おそらく

けという指示であった︒これは藩と藩との公式な交渉ほ

いつむ

神伝流の関係である︾２
かちがしら

天保五年七月一一一日に大目付から徒頭へ次のように
達した︒
いらい

御徒之面々一統江巳来水練修行被二仰付一候間︑一ニ

たよりけいこ

浦泥江手寄︑可レ致二稽古一候・此段可レ被三申︒渡之一侯︒
こじゆうにんがしら

そして小従人頭から肇に対して︑その弟脆に﹁家中之
面々水練世話﹂を命じ︑手当として年々米五俵を給する
ことを申し渡した︒

このようにして神伝流は津山藩に正式に採用され︑安
あかしや

岡町裏の明石屋測に水練道場が開かれた︒しかるに舵は
翌同六年二月二三日に﹁不し宜風間有し之︑其上兼々行

泌砺

年次出発帰着

第三章人間群像

きりがみ

彼は津山で水練の基礎ができていたから︑その進境も

田耕助のほかにはない︒さらにこの日︑荻野流砲術免許

て︑一一月一一三日にそのことを藩へ届けた︒同三年夏に

て︑入用については藩費によらないで門弟の助力による

嘉永一一年には今少し口伝等の﹁承り残﹂があるとし

うけたと︷わのこり

に対して金二○○疋を与えられた︒

は水練稽古場の責任者として藩士の指導に当った︒同四

ことを条件に︑往来五○日の暇を得て松山に行ったが︑

著しく︑弘化一一年には神伝流の目録伝授と切紙免許を得

年には二五○日の暇を得て松山へ行ったのであるが︑一

さらに風邪を理由に延期願いをして長期にわたって研究

きわ

○月と翌年二月に延期の願率目を出して奥義を窮めた︒そ

に緒励したのである︒︵﹃国元日記﹄・﹃勤書帳﹄︶

が死去したので︑帰ってから忌中引込承をした︒

神伝流は松山藩の伊東祐根が八代一示師︑伊東登︵祐雄︶

候段︑達一一御聴一御喜色恩召候︒依レ之正利鍛刀

植原六郎左衛門義︑神伝流水練免状井印加皆伝相済

とは︑神伝流全般についての最高権威を認められたこと

戦本位のものであり︑印可皆伝を得て宗師を譲られたこ

流は勝泳だけのものではなく︑操船・水馬・渡河等の実

ゆうえい

が九代宗師で︑津山藩の植原は一○代宗師である︒神伝

壱腰被し下し之候︒且又水練師役被一一仰付一候︒門弟引

■﹃﹃Ｆ卜腸ＰＰ

ｒ匂p趣

図133植原六郎左衛門の書
､■弱勺守胡伊一晋

津山勝泳会，津山郷土館保

（八尾市菅沼定彦氏寄託

これに白冒谷精渓が﹁深夜雷序﹂を書いている︒植原は

さかや苦いけい

彼は嘉永五年四月に﹁深夜雷﹂と題する論文を書き︑

維新前美作志士列伝﹄︶

他藩の士も多数その門下生となった︒含勤書帳﹄・﹃明治

に水練場を設けて教授したが︑家中の士のほかに旗本や

びに水練の指導を命ぜられた︒彼は築地鉄砲洲︵中央区︶

つきじてつぽうず

彼は嘉永四年四月に江戸詰めとなり︑家中の砲術なら

を意味するものである︒

同年二月一八日に藩から次のように申し渡された︒

すけお

の留守中の嘉永元年︵一八四八︶四月二二日には︑実母

管）

廻可レ致一一出精一候︒

リリロＪＤＩ︲０１

＃言

驚蕊：︾

この鍛刀授与は特別の恩賞で︑幕末では天野龍之丞と宮
︑ｑ

︲︲︲も

衆議

植原六郎左術門
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﹃深夜雷﹄の中で大要次のように論じた︒
せ
いじゆう蛍たこれ
﹁西戎﹂がわが国を襲うならば︑﹁吾モ亦是力備ヲ
なさ

差し出すことと︑同人を早々に出府させることを津山藩

﹈一﹄

に命じた︒これについて九月一一六日に藩としては︑﹁疎

こつて
あいなるべきたくいかが

候︒可二相成一儀御座候ハ︑御断申度︑如何相心得可し申

忽もの二而難二見届一事も御座候付︑出府之儀致二心配一

その砲術について﹁凡近世ノ習︑︾両家各秘伝秘事卜称

哉︑御内意相伺申候︒﹂という伺書を老中阿部正弘へ提

およそ

篇ント欲セ・ハ︑砲術軍船ヲ先務卜馬サ︑ルベカラズ︒﹂

スル処ノ実物ヲ窺フニ︑皆是浅薄ニシテ奥義トスルニ

出した︒九月二九日に阿部老中から書面で︑﹁六郎左衛

たといたぐ虫れとも

や

不し足︒仮使類イ稀ナル妙術ナリ淀秘スルハ何事ソ

門儀出府候とも絶而迷惑之儀二は不二相成一事故︑先以

うかが

ャ︒︵中略︶秘伝秘事卜云フヲ止メ︑一人モ多ク教授ス

当地江呼寄置候様可レ被し致候事︒﹂と記し︑なお内意伺

かちめつけ

目付鵜殿甚左衛門宅へ出頭した︒ここで鵜殿ら目付一二人

うどの

一一一月一一一日に留守居見習の国保伝八が同道して︑幕府の

こくぽ

一一月二日に津山を出発して江戸へ出てきた植原は︑

老中の用人から伝えた︒

たえてあいならざることゆえ

ルコソ本意ナルベシ︒﹂蛮夷も常に大船の進退運用に

書を差し出した時の口上の趣は委細承知し含承置くと︑

しようもう

不自由で↑のることを苦しんでいる由である︒わが小艦
︾て一つ

そな

︵小船︶七︑八股で賊船一般に配当し︑﹁西戎ノ大艦

かえつ

ヲ破ルベキ程ノ大砲ヲ小隙二具ヘープ︑快ク是ヲ発スル

お袋ゆうじゆつ

事ヲ得ハ︑船ノ小ナルハ憂ニアラスシテ却一プ利アリ︒﹂

よつ

︵中略︶﹁凡ソ海国ノ士ハ添術ヲ学ハズンハアルベ力
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と徒目付一二人の前で水軍夜戦の考えを開陳した︒

安政一一年︵一八五五︶五月︑水泳見分の際︑﹁船逆転

うス︒是水軍ノ由一プ生スル所ナリ︒﹂

嘉永五年八月︑砲術世話に出精したことについて藩か

等﹂の見分もしたいと︑前もって幕府側から藩へ連絡が
るつかい

ら金二○○疋︑水練世話に出精したことについて金一○

あった︒植原は﹁総遣之儀﹂は未熟であると断わりを申

た

○疋を与参えられた︒同年九月に江戸を発ち︑一八日に津

の海手で勝泳術の見分だけ行われた︒この時見分に当っ

し出たので︑沙汰や承となり︑五月二七日に﹁浜御庭﹂

嘉永六年のペリー来航によって国防の充実が痛感され

たのは目付四人︑徒目付四人︑小人目付四人であった︒

山に帰着した︒︵﹃勤書帳﹄︶

た際︑幕府は彼の海防策のうち︑水軍夜戦の考えなどを
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ついで七月一一一一日にも同様のことが行わ

れ︑老中の阿部正弘・久世広周そのほか若年寄

四人以下多数の見分があった︒あとで︑お好承
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まず植原が草・行・真の沈方を行い︑次に門人数人に
より真勝方と水中勝方を行った︒次に
はがいのび

たぐり

もろて

曲騨

鐘喋顎

﹃●剣︑別や矩鳴幸やけ

堀
﹃や．︑究理一馬今回

皿詞．畠

元r侭

拷伸
諸手伸嶋田兼治郎

Ｆ 4

三段伸植原六郎
凶＄■■ザｂｒ中Ｌ

Ｉ心や

︾︾

路,

︾窯銭・頭

局

蕊議

︾癖坐︾一一観︾

率呈竺5名の

鍵⁝

:繍灘識繍………ん域皇:､蕊

水上羽一父伸

㎡守

水上二段伸

密綴

第三章人間群像

翻狸淑晶．；︒︒︲℃ロー・・

０﹃﹃・︲．

髭鳶鐸皇

漣吟紐や必

奄押言鳥

噂︽蕊祢織水箪︲

舞峰夫羅え瀞食

喜漠恵挿鍵露燕

急ぎ・益藤掛割騨議

壱嬢狸聯邦冠

紗綾醗掴宏畿鱈鱈城

一暴騰愚

誉撲零ご妻．裳濁鍔訓

ふざ蟻鐸呼緯塔沸茎麺

参＃妻
，誠

好息準寄島風
輔

煮③蕊衛講

聖喰協汀篭諏

⁝

・たざをｒ望聯穣

愚造免龍０・・

董鼠

惑膜蝿蚤ふき蝿

姿

辱診班一参銭

之《鳴く批

念唯鮒拶撚鋤

払

鳥
鐸＝≦…=−.=了、心・憩

篭
h

拳葦擬

§

協刑鰯了幣棚盆

極亭篭覇藤

ユ一一・厘燕嚇﹄擁謡琴醗覗鋤Ｕ

季今番鋲学唇災墨癖壱壷起︾

写 Ｊ 〃 Ｕ 鐙 郡

かつちゅう

として植原が田︲宵を着て泳ぎ︑門人

が逆水・競水を演じた︒

十わ

植原は安政二年一○月六日に江戸を

出発し︑途市子信州諏訪大明神︵長野県︶

に参詣して津山に帰った︒︵﹃江戸日
記﹄︶

安政三年︑かねて藩に願い出ていた

許可を得て︑四月七日に久しぶりに伊

予松山藩の伊東登のところへ出発し
た︒

たかはし

翌四年一月二五日には備中松山藩

︵高梁市︶へ往来一二○日の暇を願い出

て許された︒これは松山藩家中の雨森

雄司その他の水練の門人が︑水軍の修

行をするについて船の取扱方の指図を

受けたく︑先方で入用はもつという内

意を前もって申し出ていたからであ

堂んえん

る︒︵﹃国元日記﹄︶

ご︑と一つ

彼は万延一元年︵一八六○︶にその高

弟後藤勤九郎に印可皆伝の免状を与え

冴翻

：
:
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鍵

鴬蓑

蕊蕊

図135神伝流α
神伝流の免状（部分）（菅沼定彦氏寄托津山瀞泳会，津山郷土館保管）
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てこ世宗師を譲った︒勘九郎は文政九年︵一八二六︶
︒

§喰湛Ｉｒ卜嘘齢熱︾泌撰艮餓魂唾⁝も我︲︽

繁Ｊ

に津山藩士となった後藤佐野右術門の孫であるが︑弘化
四年︵一八四七︶に故あって津山を去り︑当時は鳥取藩
かか

為

に召し抱えられていた︒︵第一一一章一一参照︶
いみなまさかたよくりゆう

肉字
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雷

ﾛ､

隙

植原は謎を正方︑号を翼龍という︒
人となりさかたにろうろ
阪谷朗慮は彼の人となりについて﹁天

ごう室いかつたつおおむ
資豪逼活達﹂﹁議論芸術概出二人意表一﹂と評している︒
︵﹃津山温知会誌二﹄︶

さんけい

彼には次のような逸話がある︒弘化元年︵一八四四︶
一一月のことであるが︑藩主の参詣の供を病気と称して
断わっておいて︑砲術見物に行ったことが後でわかり︑
三日間の差し控えを命ぜられた︒また嘉永四年︵一八五
一︶に︑江戸で水練稽古に出入りの船頭の船を雇って出
かけた時︑無断で藩の船印や幕を用いたのは不行き届き

であるとして︑一二月に二日間の差し控えを命ぜられ
た︒︵﹃勤書帳﹄︶

とうこしおのやとういんこう

彼は江戸では藤田東湖・塩谷宕陰・阪谷朗臓・藤森弘
あん

庵・亘巨谷精渓らの諸儒と親しく交わり︑譲夷を行うため

には国防を厳にする必要があることを主張した︒
たいざん

かつて文化年間に広瀬台山︵津山藩士︑画家︶が描い

家 奄 ｑ ｆ − 画 Ｆ

図136．植原六郎云衛門の書簡一津山郷土館蔵

たかのり

はんぎ

た児島高徳の

肖像の板木が磨

滅したので︑嘉

永七年に昌谷精

渓が植原とはか

って︑藩に告げ

て改写し︑世に

公にしたような

こともあった︒

し伝う

安政五年に文

が

武稽古場の仕法

替装えが行われた

際には︵第二章

一参照︶︑彼は

学監兼世話役の

一員として藩校

の教育改革に貢

献するところが

少なくなかっ

た︒︵﹃明治維新

"Hg

前美作志士列伝﹄・﹃院庄作楽香﹄・﹃旧津山藩学制沿革﹄︶

大砲鋳造彼は文久二年︵一八六二︶一○月二五
日︑﹁帰格大番頭支配﹂を仰せ付けら
れ︑一二月九日︑藩命をうけて京都へ出発した︒翌文久
じょういろん

一二年正月には津山藩主に国事周旋の内勅が下って嬢夷論

が盛んになってきた︒彼は正月一九日に京都を出発して
げい

一一一一日に津山に帰ってきたが︑再び上京し︑その途中芸
ぴ

備辺︵広島県︶そのほか海岸の地形の調査をするよう命
ぜられ︑正月二九日に出発した︒また彼は五月一四日に
京都で︑幕府から﹁大砲製造方御用﹂を命ぜられた︒将
いえもちじようらくちゅう

軍家茂の上洛中のことで↑のる︒
かつ１客よ

すがしんじいものしくだらせいじ

九月二五日に老中板倉勝静から津山藩江戸留守居へ
渡された書付によると︑鉄砲師菅慎治・鋳物師百済清次

請取甲金銀之事︒

金子弐百七両三分︑銀三匁︒
よってくだんのごとし・

植原六郎左術門

松平三河守家来

右は大砲車台等御製造為二御入用金一書面之通請取申

処︒価如レ件︒

い

文久三亥年十月

今井一郎左術門殿

小嶋利太夫殿
加藤次三郎殿
成瀬為三郎殿

これについて同月九日︑留守居下役が呼びだされ︑金奉

舎留守居方日記﹄︶

郎・大工棟梁田中辰蔵は松平一二河守︵津山藩主慶倫︶の

行衆へあてて裏判をしたものを勘定所前廊下で渡され

おおざわげんのしん

今般植原六郎左衛門へ公辺︵幕府︶から大砲製造を

要次のように達した︒

戸に家老・年寄はいなかった︶藩士の須川半左術門に大

すかわはんざえもん

同月一一二日には月番の大目付大沢源之進から︵当時江

た︒

家来として︑植原六郎左衛門の手について大砲車台等製
造の用を勤めるように申し渡された︒この間の手当とし
て︑慎治へ一か月金一両︑清次郎と辰蔵へ同三分ずつ下
されることになった︒︵﹃国元日記ご

文久三年一○月五日に江戸留守居から次の手形に写二
通を添えて幕府の勘定所へ提出した︒

229

ろうとうりようたつぞうよしとも
第三章人間群像

植原六郎左衛門

仰せ付けられ︑大砲車台等を車屋七兵衛へ申しつけ︑

が︑事務的には藩の手をわずらわしていたことになる︒

から承て幕府は直接植原に大砲製造を命じたのではある

図137植原六郎左衛門一沖山郷土館煎

深1０

くる堂や

一通り製造させて国表︵津山︶へ回したいので︑すべ

含江戸日記﹄︶

彼は文久四年の二月と三月にも大坂と津山とを往復し

すおうのかみ

て六郎左衛門の見込承の通り製造して国表へ回すよう
に板倉周防守殿︵勝静︶から留守居を呼び出して達し

た︒彼は一二月一○日に大目付小泉兵衛宅で小泉と面談中

零蕊驚

こいずみひょうえ

があったから︑これに関する用はすべて取り扱いを仰

に︑大砲製造の用で急に大坂表へ行きたいからそのこと

ある︒

を物語るもので

頭していた一而

が大砲製造に没

許された︒械原

に及ばずとして

出たが︑その儀

︵謹憧︶を申し

じて差し控え

かった費任を感

かじめ取らせな

式手続きをあら

した︒小泉は正

せ付ける︒

砂郷風淵然冷血碓卸﹃欝雌猿蝿索警．

〃

をさし含んでおいてくれと申し置いて︑翌翌
一二
一日
日に
に出
出立
立

二

慣

そして一○月一七日︑植原は国表へ出発した︒右の点

騨
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うぱがたに

三月二八日に幕府の大砲製造場について︑久米南条郡
の横山村の姥ケ谷が川筋にも近く便利であるから︑絵図

ない状態であったことが察せられる︒

まつやよはちまかり

慶応三年二月一○日の﹃郡代日記﹄に

公辺大砲車台材木︑松屋興八と申者︑御用相勤罷

ありかがみ

在候処︑此節香々美川渇水二付︑右材木川下差支申●候

ふしん

面の通り拝借いたしたく︑また川筋までの運送の道筋も
絵図而の通り普請したいという伺い書を藩へ出した︒同

間︑当二月中川下相成候様達呉度旨︑植原六郎左衛
よりかまえ

によって意のままにはかどらないので︑郡代へ頼承こん

とある︒大砲車台に用いる材木の川下しが︑冬季の減水

門代六郎︐β申越︑構大庄屋江達︒

たつしくれたきむぬ

日︑彼はこれまでの水練小屋を手普請にしたいという伺
い書も提出している︒彼は大砲製造のかたわら︑神伝流
にも力を入れようとしたものである︒今国元日記﹄︶

蓑し童堂がとうりゆう

彼の妻は病気のため真島郡真賀温泉に逗留していた

郎で︑銃郎が母につき添うて湯治に行ったのであるが︑

時も彼は留守であった︒留守を預っていたのは養子の六

六日に︑国表へ往復の途中京都へ立ち寄り︑板倉勝静に

で度々外出し︑時には宿泊を伴うこともあった︒二月

同年五月頃︑江戸の藩邸では︑植原が大砲製造の用事

だのである︒

藩へ予め届けることを怠ったため︑六郎は責任をとって

会いたいと願い出て許された︒これも大砲製造について

が︑慶応二年︵一八六六︶一二月一一五日に帰宅した︒この

差し控えの伺いを出したが︑その儀に及ばずとして許さ

連絡を必要としたのである︒七日早朝︑彼は江戸を出発

しまりい

自決

二月一日︑彼は不審の筋があるとして

王政復古となり︑慶応四年︵一八六八︶

した︒︵﹃江戸日記﹄︶

れた︒六郎左衛門の妻は翌慶応三年正月二一日に死去し
た︒この時も彼は大坂に出張していた︒飛脚によって大
坂へ報せがついたのは二月二日であった︒定式通り忌中
につき二○日の引込承をするべきであるが︑日数を経て

藩から締入り︵監禁︶を仰せ付けられた︒その日の﹃国
ひきうけ

いるので残りの日数だけ引込承をすると大坂表から申し

おおばんがしらおざわもとえ

元日記﹄には次のように記されている︒

一︑今夕大番頭小沢本支於レ宅左之通申割渡之一・

越してきた︒そのことを一一月六日に留守引請の六郎から

届け出た︒六郎左衛門はこの頃全く家を省承るいとまも

2３１

植原六郎左術閥

組頭出席
大番組江
しま

植原六郎左術門義御不審之筋有し之候付︑〆リ入二
もっともかこいしゆったいまで

仰付候︒尤幽出来迄御預リ被し成候︒此趣六郎
もうしたつせらるべく

これに対し弁事御達所から鋳造場について委細の始末を

取り調べて申し出よ︑その上何分の沙汰をするとの指示
があった︒

同じ二月一八日付で留守居から次の伺書を提出した︒

六郎左衛門が先年幕命によって大砲鋳造をしていた

ところ︑幕府より代金がろくろく渡らなかった趣で︑

左衛門江可レ被二申達一侯︒
右可一一相達一旨御用番御年寄より支配頭江申ゴ渡之一︒

国元町人どもで取替金をいたし迷惑難渋の者が少なく

事をも納得させたいと国元重役より申し付け越したの

難渋の者どもへ分配させ︑十分の一をも償い︑その心

ない︒これにより鋳造場の建物および材木類等を右の

大目付出席︒

植原の処置に関して︑同年二月一八日付で美作中将
︵慶倫︶留守居から政府へ次のような届書を提出した︒

中将家来の植原六郎左衛門と申す者は幕府の命で大

だじようかんだい

で伺い奉る︒

これに対し太政宮代から分配が許可された︒また大砲の

砲鋳造をするよう板倉伊賀守から直達があり︑それ以

その年一一月一五日︑植原六郎から︑義父六郎左術門が

員数調査を命ぜられた︒

調べ巾休廃させておいた︒しかるに幕府を廃され︑引

今昼から卒中風で口のきけない大病につき︑医療を加え

来国元において場所を取り建てて鋳造をしていたとこ

続き徳川慶審暴動の始末に立ち至ったので︑六郎左術

たいから締入りご免を願いたいという願書を差し出し︑

ろ︑筋立たないこともあるように聞え︑かれこれ取り

間以下手代に至るまで締入りを申し付け︑鋳造場は封

聞き届けられた︒そして一六日に死去したと届けた︒

ない残り分もあるので︑追って取り調べて申し上げ

厳重な仕置を仰せ付けられるべきであるが︑病死につき

明治一一年︵一八六九︶正月八日には同人は取礼しの上

ただ

印を申し付けておいた︒大小砲はまだ大坂表へ運輸し

る︒右は中将が京表へ進退伺い中であるが︑国元重役

﹁無二其義一家名断絶被二仰付一侯︒此旨家族江可レ被し申︒

その

から申し付け越したので︑とりあえず届ける︒

醗陽
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るよう求められた︒すなわち旧幕府から大砲鋳造を申し

付けられていたのであるが︑関係の町人どもが﹁諸賃相

滞難渋之旨﹂申し出たので︑同人が鋳造を申し付けられ

た時からの手続きを詳しく取り調べて報告をするように

とようらく

言われ︑津山藩の東京の出張所からは大要左のように答
えた︒

いきながみ一つ

ことの起原は文久三年︵一八六一二︶︑将軍上洛中の

ことである︒閣老小笠原害塁岐︵長行︶に植原が謁し︑

その鋳造掛に申し付けられた︒その後板倉伊賀︵勝

摂津の海の防御策を建白して大砲鋳造のことに及び︑
渡之一候︒黙旅家族御構無し之候︒﹂ということが引受

静︶も上京してこのことを承知した︒両閣老が江戸へ

たい

人林苔一郎へ沙汰があり︑そのことは植原六郎へ申し渡

帰って後は大坂町奉行松平大隅︵信教︶の取り扱い

た︒︵﹃国元日記﹄︶

明治二年一一月二○日︑藩の改革庁において権大参事
くらかけとらじろう

鞍懸寅二郎は植原六郎に対して次のように申し渡した︒
しょくろく

山表で鋳造すれば山国であるから燃料や雇い人が安価

で︑すべて製造は三分の一で出来ると甘言したことか

だいき

ら起った︒津山の城下は物価が急に上がり︑鋼鉄類は

事︒︵﹃御改革日記﹄︶

ならなかった︒その上︑旧幕府雇いの庄内燕小原某が

輸等に多分の失費がかかり︑最前の見込承の通りには

もちろん︑︿口木等まで大坂から取り寄せるので︑その運

右のように植原六郎左衛門の死は処理されていたので

西洋新発明の鋳造をして︑従前の鋳方より三分の一の

漢学上等助教被二仰付一候付︑職禄拾俵被シ下し之候

おおすみ

された︒植原家は一応家名断絶という形をふんだが︑実

となり︑これから同人は万事大隅の指図を受けた︒津

図138植原六郎左衛門（翼龍）の墓
（津山市妙法寺）

際は存続して植原家に対する取り扱いは疎略ではなかっ

声 ｡

あるが︑明治四年に至って民部省から事の真相を報告す

副弗

L 声

Ywn顎風

植原六郎左衛門・井汲唯一

下金Ｊもはかばかしくないようになった︒そこで同人

費用で仕上げるようになり︑大隅等９も踏込薄くなり︑

深いかかわりのある事柄を避けたかったからである︒彼

く責任がないという態度で貫いたのは︑時節柄旧幕府と

治四年五月四日付である︒津山藩がこの件については全

ふみこみ

はやむなく津山藩の町人はもちろん︑岡山藩の町人に

の死は時代の転換のもたらした一つの悲運で︑時に彼は

くだしきん

も出金させ︑迷惑をこうむった者が数十人あった由で
とん

五三才であった︒

Ｗ
R

図139植原邸の跡（津山市上之町）

申し付けておい

って﹁締入﹂を

都合の次鋪もあ

り︑且つ外に不

年御一新﹂とな

時は龍之助︶はその年一一月︑津山蕪士柴田克助の養子と

年の故を

の伝授を受けていたが︑弘化四年二八四七︶正月︑老

で︑徒頭支配のもとにあった︒父半七は帰其流剣術目錬

尊王撰夷連動一月一一五日に生まれた︒井汲家は﹁徒﹂

剣術修行と井汲唯一は文政一一一年︵一八一一九︶一

いくみただいち

た︒金主などの

なったが︑八月には離縁した︒たまたま翌粥永元年︵一

りゆうのすけ

まつご

五匁を藩主から与えられた︒その年二月︑藩主に従っ

回刺には理方一流剣術大目錐の伝授につき︑それぞれ銀一

りかたいちりゆう

嘉永一二年四月には心勝流械術目錬伝授につき︑五

しんし典うりゆうそうじゆつ

もってその子ｍ甲平に家督をゆずった︒唯一︵当

かち

催促がしきりに

八四八︶七回刺に兄甲平が病死したので︑末期願によって

こうへい

あり︑藩に対し

唯一は兄の養子として井汲家を継いだのである︒

この報告は明

含進達書﹄︶

ので自殺した︒

ても申訳けない

たところ︑﹁辰

五︑井汲唯

ある︒この鋳造事件は筋が立たたないように見受け︑
藩から閣老までは内々申し出たことＪもあるが︑藩へ頓

L

着なく任せ卜つれたことであるからそのままにしておい

じやく

■

i
i
i
蕊
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回
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図141井汲唯一の書簡一津山市上之町井汲浩二氏蔵

だ

田市︶へ一二○日の予定で

して武州忍藩︵埼玉県行

おしぎよう

年七月︑剣術のことに関

った︒︵﹃国元日記﹄︶同

両を給せられることにな

修行料として一年に金三

を願い出て許され︑その

藤塾での修行の一年延長

安政四年三﹃月︑更に斎

であった︒

勤するまでの臨時のもの

が︑これは高木言一介の出

たかきじゆうずけ

徒目付仮役を命ぜられた

かち

安政三年九月︑井汲は

︵﹃美作贈位者列伝﹄︶

桂に次ぐ存在であった︒

か つ ら こ ご ろ う き ど た か よ し じ ゆじく
ゆく

川太郎左術門

り︑彼に少なからぬ影響

さいとうや

の家来斎藤弥

を与えた︒彼は斎藤塾で

くろう

九郎の門に入
った︒嘉永四

年一一月には
剣術修行のた
め︑手当とし
て年に金二両
を与えられ︑
うけ蔭えの

﹁請前之外︑
不時勤被レ成一一

ー霊鱒︐が
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御免−．﹂すなわち正規の勤め以外の臨時の勤めを免除す
る便宜をもはかってもらうことになった︒
嘉永五年八月には休息のため一か年間国元へ返される
ことになり︑九月一六日に江戸を出発︑二八日に津山へ
帰着した︒弓勤書帳﹄︶

も

安政二年︵一八五五︶正月一六日に﹁一雨年師家斎藤
弥九郎江致二寄宿一︑十分之修行致候ヘハ相悠之御用茂相
もうすべきむれ

勤可レ申旨﹂を願い出て許された︒︵﹃江戸日記﹄︶

陽特時

図140『勤書帳』（新参役人井汲龍之助の条）

行き︑さらに二○日の日延べをした︒この頃すでに剣を
通して多方面と交わりを結んでいたのである︒
かんげいこやつどき

一一月一四日から一一一○日間の寒稽古は朝八時︵午前一一

時︶から始めるので︑その間斎藤塾へ寄宿した︒
翌安政五年︑藩主の参勤交代に伴う帰国に供を仰せつ
かった︒︵﹃江戸日記ご

い︑逗留中は特に蕪
の稽古場へ出席する
ことを許される者が
多くなった︒文久元
年になってからの例
だけを歌ても︑二月

君牙画

藩・姫路藩・赤穂藩︑備前の岡山藩︑備後の福山藩︑備

元年︵一八六一︶には播州︵兵庫県︶の一二ヶ月藩・龍野

して許可されている︒そのほか度々出張している︒文久

出した︒六月一三日にさらに三○日の逗留願いを差し出

合がすまないとして︑さらに五○日の逗留願いを藩に

一八日にもはや帰るべき日限になりながら︑今もって談

て肥前佐賀藩の家中圭ロ村久太郎のもとへ行ったが︑四月

ついに同年四月二三

する有様であった︒

れの藩士が来て寄宿

池田藩から︑それぞ

の池田藩及び鳥取の

土井藩︑四月に岡山

祁︵茨城県古河市︶の

森藩︑一二月に下総古

しもうさこ

に赤穂︵兵庫県︶の

中の松山藩︵高梁市︶・新見藩にそれぞれの藩士を訪ねて

日には東西
西一
二一
間間
半半
︑︑南北一一一間の藁ぶきの建物を建てて寄

ちゅうたかはし

ひめじあこうびんごぴつ

ぼんしゆうみかづきたつの

とうりゆう

一一月七日に帰ってきた︒また文久二年正月には五○日

宿の者の稽古場にあてることについて藩の許可を得た︒

とりたて

与えられた︒彼は剣術について天下にその名を知られた

心ら

瀦祭綴椴Ｉ

の暇をもらって備後福山藩に赴いた︒剣術取立︵指導︶

剣術取立に格別出精したについて︑文久元年二月二八

安政六年に剣術取立方について往来五○日の暇を願つ
ひぜんよしむらきゆうたるう

』

蕊

が目的であるが︑尊王嬢夷についても話し合ったものと

灘

日には米三俵︑翌二年一一月二八日に米一俵半を藩から

ｰ ＝ ■ q 一 口 ■

想像される︒
つばきこうげ

一方他藩から椿高下の彼の家に寄宿して剣術修行を行

井汲唯一の伺書−井汲浩二氏蔵
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六月五日まで勝南郡湯郷温泉︵美作町︶に︑文久二年に

が︑痴穎の病があって︑文久一元年には五月一一○日から

んどころなく罪せられる︒趣意をよくわきまえ︑朝敵

がたく︑その罪は軽くない︒右の心得違いがあれぱよ

がある︒元中山侍従らに組すれば違勅の名をまぬかれ

せんしやく

は八月六日から閏八月一一一日まで伯州一一一笹温泉︵鳥取県︶

にならないようにせよ︒

文久二年一二月︑藤本十兵衛らと藩へ無断で伏見に赴

大和五条代官所︵奈良県五条市︶を襲撃し︑九月一一五日

中山忠光らの天誹組はこの年八月一七日に挙兵して

みささ

において入湯治療をするという一面もあった︒︵﹃国元日

き︑黒田彦四郎を説得し︑その活動によって︑ついに津

には潰滅した︒幕府は天誹組関係者を追求して︑すでに

ただみつてんちゆうぐみ

という内容の幕府の沙汰があった︒

山藩主に対する内勅降下に成功した︒翌文久三年正月一

討幕運動となりつつある尊王嬢夷運動を弾圧しようとし

記﹄︶

三日︑内勅を奉じた黒田に従って津山に帰り︑一七日に

・たのである︒土州藩で武市瑞山らの尊嬢派が投獄された

や農と

は再び京都へ出発した︒藩主は二月に上洛して国事周旋

のも九月であった︒井汲も九月に京都で捕えられ︑一○
あがりや

井汲が果して天誹組と気脈を通じていたかどうかは疑

ひこ

にあたったが︑五月には津山に帰った︒この時彼は病と

月一日に津山に護送されて町奉行同心に渡され︑直ちに

かい

称して従わず︑京都にとどまって諸藩士と交わった︒そ

揚屋︵未決囚拘置所︶に入れられた︒

友範囲は広かったが︑かつて斎藤塾で深く知り合った桂

問であるが︑尖鋭化してきた当時の尊嬢運動に関係する

たけちずい聖どん

のころ彼の門に剣を学ぶ者がすこぶる多かった︒彼の交

小五郎を介して︑長州藩の尊王接夷論者らとも気脈を通

ものとして幕府側の忌むところとなったのであろう︒

・山から京都へ．向い︑一○月一日に京都を発って江戸へ行

中の井汲を捕えたとある︒実際には鞍懸は八月三日に津

足軽一二○人を従えて国元から京都へ急行し︑祇園で遊興

ぎおん

﹃改政一乱記﹄によれば︑鞍懸寅一一郎が若者一一四人︑

くらかけとらじろう

じていたのではあるまいか︒︵第一章一参照︶

留守居発の書状が︑二九日に国元に着

投獄文久三年︵一八六三︶九月一一四日京都
いた︒その中に
とつがわ

十津川郷士のうち先日以来乱暴の者があるとの風聞

醗切

階

︾︾灘識癖鱒篭静．．Ａ癖

係はあり得るとしても津山

る︒したがって︑逮捕に関

出発して京都に帰ってい

をして津山に帰る途中︑河内国佐太駅︵大阪府守口市︶

した一人である︒文久三年︵一八六三︶五月︑藩主の供

一︶五月二六日生まれで︑井汲とともに内勅降下に奔走

兵衛があった︒彼は文政四年︵一八一一

き︑一○月二八日に江戸を

驚録辱穏心︾唖憲鈴擬

からそのために京都へ行っ

で腹痛がおこったとして︑許可を待たずに京都へ引き返

藤本十兵衛井汲と同時に処分をうけた者に藤本十

︾︐︐蹄縛ｆ︽畷噛
たはずはなく︑信頼のおけ

した︒そのため供の中にいた大沢謙助と十兵衛の枠十蔵

せがれうぜんせつしゆう

の逮捕は藩主のもとで決め

津山に帰った︒従って井汲

京しており︑一○月七日に

はかなりの部下を従えて在

う︑組頭をもって達しただけで︑表向きの処分はないま

た︒支配頭からは当人の謹慎を親類どもが気をつけるよ

違いをわびる書面を︑二八日に支配頭を通して差し出し

たが︑無断で京都へ引き帰したことについて︑その心得

十兵衛は病気が快くなって︑六月二五日に津山に帰っ

ごもうむら

られたもので︑﹃改政一乱

まであった︒しかるに井汲が津山に誰送された一○月一

御帰国之節︑御供先病気と申立置︑致二帰京一候次第︑

の

其方儀︑昨冬無し願致二他行一︑且又富夏京都表より

日七半時︵午后五時︶︑藤本に対して

ななつはんどき

記・﹄に記されているように

そのほう贈た
︵﹃江戸日記﹄・﹃国元日記﹄︶

決あられたものではない︒

国元で鞍懸の献策によって

げきのすけ

かわちさだもりぐち

り謬溌暇獅了堵灘
る説ではない︒入江縫殿の

は︑許しを得て十兵衛を連れ帰るために途中から引き返

勝ノ遜溌島惑也憾
脅う警句︐膨織蝉蓮

薪鋤嘩︾ｆ儲＃緬翫・姉
胸／多発暇超人携勘７了

緋諺餐灸ｒ・ろふ亀吟
Ｋゴ●ｊ〃．︾靴：？〃て雑吋Ｊ︑

３〃八も窪瑠ｒ寺
遜命ｉｌ瀧哉為尋撤

膨剛孜電噸批ヤベ

廻いと

枠右膳は九月二八日に摂州

した︒︵﹃上京中井帰国道中日記﹄︶この時は連れ帰るこ

傘嬉甚ｙ

︽ロ場︵五毛村︶を出発し︑井

とができず︑六月七日に枠の十蔵・外記介の一一人が看病

：毎；舟

汲を警衛して一○月一日に

一津山郷土館蔵

かたがた京都へ出向いた︒

。

津山に帰着した︒当時藩主

ﾛ

寵典帝髪楠患

井汲

醗悟

撚孝溌葱霞試蕊
綱汽る薄患蕊渓
覇浄吟〜ジー憩蕊夢奪

ｆ

蓉謝霊森謎命夢琴銅琵葬具ｒ誌

？︲宝淘参７余簿ふ

褒鍋灘蝶ツイ夢診つ

か月蝿図

鋤殉羅重鮮詫埴設擢

＝調エ申豆唾:軸獣壇嘆鉛色垂でGe鐙&藍嘘&ャ，

ふらち

不し軽心得達有し之︑不時
至極之事二候・

処分されるようになったのは︑八月の政変によって天下

の大勢が変化したことと︑それに伴って尊擦連動の尖鋭

化が危険視されてきたことが︑藩の態度にも反映したの

ちつきよし堂りいり

と一一一一戸って﹁溌居締入﹂︵自

である︒

擬作七石一二人扶持︑格式大

跡詞をたてることを許し︑﹁御

での勤めに免じて︑特に々有

旨奉行・鉄砲奉行兼帯を命ぜられた︒そうして翌一六日

年︶一二月一五日には使番となり︑外事係・船奉行・宗

彼は許されて他藩との折衝にあたった︒その年︵明治元

山藩の進退が問題になった慶応四年︵一八六八︶正月に︑

藤本の監禁︑避居五年余で世は王政復古となった︒津

宅監禁︶を命じた︒そして
枠十蔵に対しては︑祖父ま

役人︑勘定奉行支配﹂を仰

には神戸へ出発した︒のち弁事役・大属に任ぜられ︑処

みよう

せ付けた︒これまでは高四

分前より以上の地位について四級に格付けされた︒明治

あてがいふち

せ●巻

五俵︑格式小姓組であった

一九年︵一八八六︶に病没した︒︵﹃国元日記﹄・﹃明治維

けんたい

から︑かなりの格下げであ

新前美作志士列伝﹄︶

べんじやく

る︒︵﹃国元日記﹄・﹃安政三

主の供をして帰国しなかっ

ことと︑文久三年五月に藩

京して内勅降下に奔走した

文久二年の暮に無断で出

一○月に藩主が津山に帰り︑二月九日に至って黒田に

を出発して津山へ帰ってからも御用日に欠席を続けた︒

らは病気と称してほとんど出勤せず︑七月二四日に江戸

八六三︶三月に江戸詰めの年寄となったが︑四月下旬か

出された黒田彦四郎は︑文久三年︵一

黒田彦四郎彼等の内勅降下運動の首領として担ぎ

たことはあるが︑その時に

隠居を仰せ付けた︒その時の申渡しには

年津山藩士分限帳﹄︶

格別のとがめがなくて急に

倒噸

溜辱歩癖デ毒ノ岬
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井汲唯一の書簡

§

井汲

あるから︑﹁かかる天下安危存亡之極る時節に至り︑御

これあり

其方儀不二容易一心得連之儀有し之不坪之至二候︒依

寸功も不し被レ篇し立︑居なから天下之変を御傍観被し遊候

はなはだ

つか

きっとおおせつけらるべきれんびん
し之急度可レ被二仰付一処︑以二御憐感一隠居被二仰付一︑

は入︑自然之勢朝廷を離れ︑幕府にも附ず︑外藩には

と奉レ存候︒﹂と率直に藩主に対し政局の周旋に乗り出す

もっとも

枠春吉江家督被二仰付一候・尤遠慮被二仰付一候間︑

一元より離れ候て︑孤独の形に相成行︑甚御不篤之御儀

とあった︒隠居して慎んでいるよう命ぜられたのであ

ように説き︑朝廷と幕府への建白文の文案まで記してい

まかりある

相慎可二罷在一侯︒

る︒のち慶応四年︵一八六八︶三月一五日︑藩主が上京

る︒︵﹃津山温知会誌三﹄︶

から︑一旦家を相続していた春吉と禄高折半の措置がと

える沙汰があった︒元来黒田家は三○○石取りであった

料附人並﹂を与えられた︒同時に枠春吉に一五○石を与

とは復職ということである︒そして﹁擬作百五拾石︑役

候︒入念可一一相勤一候︒﹂という申し渡しがあった︒帰役

捕えることにも関係したが︑長州征伐のため五毛村の任

し︑二○日未明には禁門の変に敗れた長州藩兵を大坂で

屋の警備にあたり︑幕府の要請で七月一日に大坂へ配備

られた︒彼は文久三年から翌年にかけて摂州五毛村の陣

﹁御勢揃調︑御備調御用相勤侯付﹂金一五○疋一を与え

文久四年正月には恒例の表彰があり︑彼はその筆頭に

ながみたんぱ

中のため御用番代家老永見丹波から﹁再勤錘︲寄帰役申付

られたものであろう︒その後彦四郎は少参事に任命され

務を解かれ︑陣所を撤収して一○月に津山に引きあげ

おせいそろえしらべ

た︒︵﹃江戸日記﹄・﹃国元日記﹄︶

多くの門弟を擁していた︒︵﹃明治維新前美作志士列伝﹄︶

者の平次郎景周の養子となり︑そのあとをうけて津山で

榊原平次郎井汲・藤本らとともに内勅降下に奔走
えつしゆう
した榊原平次郎景長は越州流の軍学

宅においてしかりおく程度の沙汰があったが︑その心得

ち朝六半時︵午前七時︶中奥頭兼遥市の村山左京からその

元へ帰った者が幾人か藩当局のとがめを受けた︒すなわ

元治元年︵一八六四︶一○月二五日には五毛村から国

た︒

彼は文久二年︵一八六二︶一一月に藩主に建白書を出

述いの内容は明らかでない︒榊原平次郎に対しては次の

むつ

して時勢を論じ︑津山藩は親藩で格別由緒のある家筋で

240

第三章人間群像

ょうに達せられた︒

またかみはばからざるＪひ

々罷帰可レ申処︑無二其儀一︑且又上・を不し禅所業茂有し

之︑不届至極候︒依し之厳重之御仕置可し被一一仰付一

やつかい

えいあがりやいり

其方儀︑五毛村御陣所詰中︑心得達之義も有し之趣︑

処︑格別之以二御憐愁一永揚屋入被二仰付一︑家名断

みぎりいかが︑わしきよって

且又一昨年上京勘︑如何敷所業も有し之由相聞︑依レ之

絶武器欠所被二仰付一候・役介は親類江引取候儀︑勝

この

急度可レ被一一仰付一候処︑御備向取調骨折相勤候付︑

手次第二候・屋敷早々引払可レ申候︒此段可レ被三申．

なしくだされ

渡之一候︒

今般は御用捨被二成下一候・以後相慎可レ申候︒︵﹃江一戸
日記﹄︶

そして武器欠所として左の通り受け取った︒

一︑大小壱腰

これによって承ると一昨年即ち文久二年に彼が井汲・藤
本らと黒田彦四郎を擁して内勅降下に奔走したことを取

一︑矢弐本

また同人屋敷は作事方へ渡した︒井汲の家族は金田一也

り上げている︒長州藩が朝敵として討伐されるような段
階になり︑藩の主導権を握った保守派勢力によって責任

が引取った︒
さしひかえ

を問われたものである︒しかし彼は文久二年一二月二

そのｐＨ徒組頭は差控を伺ったがその義に及ばずとのこ

とであった︒金田一也も同様に伺ったところ︑伺いの通

日に︑私用で京都へ行くことについて二○日の暇を許可
されていたから︑無断上京という罪には当らなかった︒

つの波紋があった︒金田一也が徒目付・目付組差し添い

り仰せ付けられ︑一二日に差控御免となった︒さらに一

で︑揚屋入りの井汲唯一へ﹁御用之筋有し之応対致度旨﹂

︵﹃国元日記﹄︶

一一一年一一月九日に︑藩から井汲の弟金

自決黒田の処分が決した日︑すなわち文久
ふうきん

申し越した時︑牢番田村道助は︑伺いを出して指図を受

と−４○一○

慶応二年︵一八六六︶四月一○日に長州藩士らが備中

一日に﹁追込﹂を仰せつかった︒︵﹃国元日記﹄︶

おいこみ

けるべきを無断で湯屋へ案内して応対させたかどで︑一

田一也︵のち執といい︑風琴と号した︶に対して次のよ
うに申し渡した︒
井汲唯一義︑去冬無し願致一一他出一︑其上富夏京都表

より御帰国之節︑病気之趣を以御供断致︑快候ハ︑早
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井 汲 唯

は上書して牢舎を出ることを許されれば身命をなげうっ

わさがあり︑津山藩としては相当心配した︒この時井汲

倉敷代官所を襲い︑その後津山へも押し寄せるというう

死を早めたことになる︒また伝えるところでは毒殺せら

る︒︵﹃美作贈位者列伝﹄︶倉敷代官所襲撃事件が︑彼の

ス︒時一一慶応二年四月二十四日ナリ︒年三十八︒﹂とあ

う︒聴サレス︒遂二獄中ノー古釘ヲ取Ⅱノ︑喉ヲ刺ジテ死

242

ゆろついふるぐぎのど

てご用を勤めたい︑もし許されないなら自殺の覚悟であ

れたとも言うが︑さだかでない︒

立石孫一郎二宮村の大庄屋に立石公久︵後に正介︶

きみひさしようすけ

ると願い出たが許されなかった︒

かたちをぱ捨てて心はゑす竹の

おいはりま

というものがあり︑諸方の志士と交わ

胸ソ国事に奔走していた︒その甥大谷敬之助は播磨佐用郡

君を守らんやまとたましい
という辞世の歌を残して自殺したと伝えられる︒含改政

上月の人で︵公久の姉が大谷喜道に嫁した︶公久の家に

孫一郎は海路四国の多度津︵香川県︶に逃れ︑さらに周

へ総社市︶を焼いた︒備前蕪及び備中松山藩に蝶たれて︑

たどつ十

進んで宝福寺︵総社市︶に陣し︑翌日蒔田藩の浅尾陣屋

ほうふくじまいた

六六︶四月︑兵百余人をひきいて倉敷代官所を襲うた︒

派に別れていたが︑彼は開戦を主張し︑慶応二年︵一八

従い︑やがてその小隊長となった︒時に長州は蕪論が二

えて行った︒そこで自ら立石孫一郎と改め︑商杉嘩置作に

しんさく

旧線により︑その祖が毛利輝元から与えられた感状を携

すめで長州藩に仕えた︒立石家がもとの毛利氏に属した

こマっづ・巻

一乱記﹄︶また︑矢吹金一郎が記すところによれば︑

■ ■

せっさい

寄食し︑剣を井汲唯一に学び︑後︑備中倉敷の大橋家を

図144井汲唯一の墓（津山市成道寺）

長州の浪士が井汲を奪還に来るという風聞があり︑彼は

Ｅ岨曲

継いだ︒敬之助は倉敷で森田節斎の門に学び︑公久のす

ゆうぐ

国訓公郡騨時謡宛争

Ｉ

これを聞いて﹁憂催安ンセス︑上書ジテ自裁セント請

￨■、｡

淵更叉侭幕鎚蝋﹃と；皇

需

第三章人間群像

寅治郎・吉寅︑号は秋汀︶の如きは異例に属するαもので

よしとらしゆうてい

防の熊毛郡︵山口県︶に上陸して主戦派に合流しようとし

あるが︑それは津山藩として彼を必要とする理由があっ

おうくまげ

たところ︑非戦派がこれを捕えようとし︑孫一郎はここ

たからである︒

鞍懸寅二郎は天保五年︵一八一一一四︶︑播州赤穂︵兵庫

あこう

で戦って死んだ︒四月二六日︑年三二才であった︒この
ことに関連して公久は備前藩に捕えられて津山に護送さ

県︶に生まれた︒赤穂の森家はも︑との津山藩主の後喬で

こ一つえい

れた︒獄にあることおよそ二○日で︑自宅に幽閉となっ

ある︒彼は安政四年︵一八五七︶︑抜擢されて勘定奉行

ばってき

た︒王政復古後は津山藩に用いられ︑やがて政府の刑法

になったが︑反対派の策謀に︑よって翌年職を罷められ︑

は旧縁のある津山へ来て︑藩士河井達左衛門に頼った︒

か・わいたつざえもん

ある母の希望もあり︑郷里から程遠からず︑また赤穂と

師の塩谷宕陰の門に入って研讃につとめた︒彼は郷里に

けんさん

やがて藩から放逐せられた︒そこで︑彼は江戸に出て旧

や

官になったが事に坐して投獄された︒弓立石家譜﹄︶︵第
一章五参照︶

六︑鞍懸寅二郎

であつ・た︒河井の世話で西北条郡香々美中村︵鏡野町︶

かがみ

その河井を訪問したのは万延二年︵一八六一︶正月三日

ることによって社会秩序を維持してき

大庄屋中島多右衛門の家で塾を設け子弟を教えることに

津山藩に登用封建制度下においては︑身分を固定す
たが︑幕末になると人材が払底して藩政の上に支障を来

きょうじろうすいばん

なった︒

河井及び郡代山本恭二郎らの推較により︑文久一一年

ばってき

すようになった︒そのために︑やむを得ず今までの身分
を越歩えて若干の抜擢が行われたのは津山藩に限ったこと

︵一八六一一︶五月一一五日に﹁津山藩校学問世話井講釈﹂

ならびに

ではない︒町人が養子縁組によって士分になり︑あるい

を命じ七人扶持を絵せられた︒一○月一一一一日︑格式小従

こじゆう

は下級の士が次第に重要な職務に携わるようになった︒

人組︑として一○人扶持を給与され︑儒者として用いられ

にんぐみ

しかし︑それはあくまでも例外的なことで︑大勢はやは

ることになった︒同月二五日に国事周旋掛︵他藩応接係︶

くらかけとらじろう

り階級制度のもとに束縛されていた︒鞍懸寅一一郎︵のち
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命ぜられた︒一二月一日に再び京都に向い︑在京中に藩

一一月二○日に津山に帰り︑二六日に慶倫の学問相手を

と接触し︑時代の空気を存分に吸収することができた︒

であった︒︵第一章一参照︶彼はここで多くの他藩士

には各藩の志士や浪人が多く集まり︑尊王嬢夷論が盛ん

を命ぜられ︑二九日に京都へ出立した︒そのころの京都

ため︑果首を見る者は大てい心で思っても口は黙して

々ははじめて不審をはらした︒天下の権が浪士にある

した︒やがて足利三代巣首の故とお触書があって人

らないが︑さすがは会津侯であるとご勇烈のほど感服

で召し捕られたので︑在京の人々は︑何のわけかは知

恩徳と思っていたところ︑先日浪士どもを会津侯の手

失があってもなるべく寛大にされたのは幕府の洪大の

あいづこう

命をうけて江戸へ赴き︑一二月二八日に津山に帰った︒

いるが︑守謹職においては捨ておき難いことと思う︒

ふそん

る︒今日幕府は政道を革め朝廷を尊崇し叡慮を遵奉

あらたえいりよじゆんぽう

きっとお仕置になるだろうと在京の人々は喚惜してい

きょうしゅ

︵﹃国元日記﹄・﹃鞍懸先生年譜抄﹄・﹃勤書帳﹄︶

尊王鯉夷論鞍懸は文久三年︵一八六三︶正月六日
にまた京都へ出発し︑同月一一六日︑格

している時で︑このような所業は不遜の至りである

二月一一一一日︑京都の等持院にある足利尊氏らの木像

の上は格別の緩典によって許されれば︑再生のご厚恩

れ︑ご威光もかがやきご政道も立ったように思う︒こ

が︑その心は哀れむべきものである︒既に召し捕ら

こうがい

式番外に昇格した︒二月には藩主慶倫も上洛して来た︒

が︑もとより恢慨のあまり激して覚えずここに至った

よしのぷ

将軍後見職の一橋慶喜は既に京都にあって公武合体の実

ものかと思うから︑その罪はもとより憎むべきである

も迎えようとしていた︒

の首を加ね︑賀茂の河原にさらして快哉を叫んだ者があ

にきっと報い︑嬢夷に尽力すると思う︒私は浪士に一

かたもり

った︒京都守護職松平容保は命じて彼らを捕縛させた︒

面識もなく︑愛惜するのではないが︑時勢の変遷を憂
尊王撰夷の説が盛んになったのは浪士だけの力では

ないが︑浪士の功も大である︒されば浪士に少々の過

右の嘆願書は文飾が多く︑端的な表現ではない︒しかし

いて願い上げる︒

このとき鞍懸は次のような歎願書を松平容保へ出した︒

はかもかいさい

とうじいんあしかがたかうじ

いえもち

をあげるべく朝廷に働きかけ︑やがて将軍家茂の上洛を

ばんはずれよしとも

鞍懸寅二郎
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寡

そのなかに．過激な行動は是認しないが︑嬢夷の重大性
を何よりも優先させる彼の考えが述べられている︒︵﹃津
山温知会誌一五﹄︶

蕊鉦叩勘

蝿玖宰堂

黙塀丁蒋

調班型郵

Ⅶ凶率士

票謹剛隆

山上猶維

伊丹鯉十郎

宇烈木紅搬肋

鞍懸詞次郎

吉田武士郎

飯期鼎

宮地紺膳 醐 嗣 田 専

山岡茂表

呈県緋雌

濁欺塞璽Ｙ

鱗騒万韮夫

島田隆之肋

永見功

海一一掛蕊牙

混浅梅左師門

筋瀬周譲

村瀬純之進

図145南新座士邸略図（明治３年『津山温知会誌』）

彼は文久三年六月一八日に津山から京都へ向かって出
発し︑一旦帰ってまた八月三日に京都へ向かった︒
けんせき

八月一八日に政変があり︑彼が接近していた長州藩は
宮門警衛の任を解かれ︑毛利父子は誹辿責を受けた︒八月
に上京してきた慶倫から九月一三日付で幕府へ出した上
言普には︑鞍懸の主張する撰爽の意見が強く反映してい
るようである︒鞍懸は慶倫の命をうけ一○月一日に京都
を出発し︑一三日に江戸へ着いて嬢夷について周旋につ
とめたが︑これという成果も得られないで一○月二八日

に江戸を出発した︒二月九日から一八日まで京都に留

Ｍ難制

家同陣左衛門

字那木抑毒

宝謹叶郷三浦

って津山へ帰った︒︵﹃江戸日記﹄・﹃国元日記﹄・﹃津山松

篭

奔冠

所

平蕪文書﹄︶

翌文久四年︵一一月二○日に元治と改元︶二月一三日︑

至胞謡尋

勤艇所

省

<
Ｌ
■』

震舞制詞華

、

彼は南新座に屋敷を賜わり︑三月一五日︑これを作事方

諏瓢罰王

距窮

から受け取った︒今国元日記﹄︶

七月︑長州征伐の命が出されて津山藩にも出兵準備の
沙汰があり︑八月一五日には津山藩の部署決定の沙汰が

、

鍵

＆．
8m

津
社
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かんじん

協幽６

はきっと好人が勧め・たからで︑皇国の命脈の絶滅する

確報である︒他藩はどうあれ︑征長延引に今一層尽力

ひつせい

せられたい︒臣に数十日の暇を賜れば︑諸藩の周旋に

十分力を尽くしたい︒これが畢生の素願である︒︵﹃津
山温知会誌一五﹄︶

右のように論じて︑自分を対外活動に重用してくれるよ

うに強引に藩主に迫った︒

前年の八月一八日の政変から︑京都における尊嬢運動

は頭打ちの状態であり︑津山には前年四月に前藩主碓堂

いさ

いた︒こうした形勢のなかでの鞍懸の焦燥感が右の上

国元へ伝えられた︒鞍懸は出馬を諌めるために熱意をこ
したた

に認め・た︒

言書に表れている︒
へいわり

元治元年︵一八六四︶九月になって︑慶倫から幕府へ長

その論調には鞍懸の意見が反映しているとは見られな

州征伐をなんとか平和裡に解決するよ肩ノに建白したが︑

う周旋のため海老原信渡を上京させられたのは喜ばし

しようどし室

い︒彼は既に藩の主流からはずされていた︒︵第一章一
よろい

陣場を貰い受け︑その答礼に鎧を贈ることが決まり︑

用意もできているのにそのまま捨て置かれているの

イギリス人によって殺される事件が起

一﹂り︑鞍懸がその処理を命ぜられた︒新参の彼を多方面

小豆島事件元治元年八月︑小豆島で島民の一人が

のは信義礼節のあるによる︒将軍が親しく進発するの

は︑義理人情を捨てた振舞である︒小国の天下に立つ

参照︶

い︒お家︵松平家︶は長州と縁家でもあり︑昨夏摂州

えぴはらしなの

この前の審而で申し上げたところ︑征長を延引するよ

亡之関処﹂であるから︑一しお尽力せられるよ×ノに︑

せきＩ︺よ

今般長州追討のこ︑とは﹁皇国尽滅之兆二而徳川家存

のて

が帰国して藩論も保守的勢力に支配されるようになって

三好基之氏蔵

めて︑三︑七○○字を超える長文の上言書を八月一八日

図146鞍懸寅二郎の詩，書
一津山市中之町
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五般︑一一五日巳刻︵午前一○時︶に︑さらに四般が来泊

みのこく

に活躍させたことは︑一面から見れば︑津山藩内に然る

したが︑これらはイギリス船であったようである︒こ

情不明ながらおだやかに滞船していた︒異国船へ承だ

べき人材が無かったことになるが︑藩としては彼を長州

小豆島のうち六ケ村は天保九年︵一八三八︶に津山藩

りに見物などに行ってはならないと厳重に島内に触れ

れらの異国船は長州表へ戦争に行った船とも云い︑実

領となったもので︑山国の津山藩が瀬戸内海の明るい島

問題から方向転換させる必要もあったと解される︒

を領したことは︑その視野を大にするとともに︑時節

図147鞍懸室二郎一津山郷土館蔵

多郎という一九才の青年が︑異人の発砲により右乳三

小船より器物を運ぶのを見物していた蒲生村の百姓幾

がもう

る者もいた︒一一五日申刻︵午後四時︶イギリスの大船へ

些ご︾つ

ておいたが︑島民の中には魚類を売り︑金品を受け取

柄︑対外問題に関係せざるを得ないことになった︒次に
小豆島事件の概暑を記す︒
そう

元治元年八月一一一一日夜︑オランダ船三股が小豆島白
ちょうじゃがはなふじのせ

苗副

寸ばかり下脇へ撃ち込まれて即死した︒その発砲者は

すぐさま船中へ逃げ込歌︑他の異人どもは集まって種

催うしょう

々介抱し︑青年の同伴者等は慌てて逃げ去った︒その

わ

時宝生村の庄屋等が見回り市串この始末を見て︑早速

注進のため船を早めて帰った︒途市〒異人ど９もが詫びに

行くから死人の家へ案内してくれと頼むので蒲生村の

庄屋の宅へ案内した︒庄屋は不在であったので︑庄屋

帰宅の上は速やかに船に来てくれと申し置いて帰船し

た︒このことを庄屋より届け出たので︑島詰めの役人

がすぐさま異国船へ談判に行くべきであるが︑試承に
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浜長者ケ鼻沖合富士之瀬の辺に来泊し︑一一四日午前に

甲

ただ

先方の意にまかせ異国船へ行って一応と胴ソ乳すことを

その後鞍懸は折衝を続けたが︑一二月一一日に

今般小豆島一条の御用を仰せ付けられ出府していた

ひっきょうよ︾ついならざる

庄屋に申し付けた︒庄屋はまた病後難渋につき代人と
これ

が︑﹁必寛御国体二も差響候不二容易一御用向﹂で︑

きんす

して同村組頭を差し遣わした︒異人は丁志等に之を遇

今一応伺い定めなくてはならぬこともあり︑﹁公辺一一

於も此節御事多之中二而右一条急速御処置二不二相

おいて

し︑金子らしい句ものを渡そｘノとしたが受け取らず︑ま

た供応しようとしたが辞退した︒さらに大船へ今一応

成一候哉二承知仕様︒﹂ついては五︑六十日の見込承で

や

行ってくれと頼むので大船へ赴いた︒大船は提督の船

立帰りたい︒

ふりよ

らしノ︑︑日本語のできる者が応接し︑不慮の出来事を

届け出た︒役人商議の上︑翌朝代官等が出向いたとこ

かった︒組頭の帰ったのはすでに夜半で︑すぐ役所へ

子は受け取らず︑また事件落着を承知したとも答えな

を苦境に立たせた︒交渉の途中︑元治二年︵一八六五︶三

の上津山藩主腿倫の熱意不足と江戸役人の非協力が鞍懸

した直後のことで︑蒜府は英国に対して弱腰であった︒そ

小豆島事件は長州藩が英国等四国と戦って敗れ︑講和

という願いを藩へ出して許可を得た︒︵﹃江戸日記﹄︶

ろ︑すでに異国船は出帆していた︒︵﹃江戸日記﹄︶

月一六日付けで寅二郎から津山藩士の河瀬重男あての書

わび︑金子を受け取ってくれるように申し出たが︑金

小豆島事件の処理を命ぜられた鞍懸は︑八月一八日に

状の一節に﹁今日のところ小生自分直々英人と応接仕

ただ

つかまつ

津山を立ち︑小一旦島で事情を調査し︑組頭伊兵衛の調書

るべく候こと願い出でたく存じ候えども︑上︵藩主︶お

いへえ

を取り︑英人の贈った器物を携え︑二九日に島を出発し

踏承込承浅く︑殊に江戸お役人︑お留守居はじめ国家の

かみ

た︒大坂および京都に立ち寄って所用を果たし︑一○月

栄辱と申すことなどは悲蚕にも見ぬこと︑唯々お役料の利
く

をむさぼり朝暮酒を酌承候ことを終身の楽し承との承存

じよう

一八日に江戸へ着いた︒一一月一四日︑江戸の留守居定

す
けさかや
介︵補佐役︶白目谷端一郎は鞍懸の書いた長文の小豆島始

じ居り候ことなり︒﹂と記している︒富時︑幕府は外国

かんたい

末書を添渉えて﹁人心納得感歎仕候様之御処置被二成下一候

との間に事件を起こして︑しばしば償金を取られている

ひたすら

様只管奉レ願候︒﹂一云々と書いた願書を幕府へ提出した︒

鞍懸寅二郎
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しものせき

下之関からの帰路︑船隊が内海を航︑する時に不慮に

起ったことの委細を報告する︒去る二四日の日曜日︑

が︑外国から償金を取って謝罪させるということは例の
無いことであったから︑交渉に積極性がなかったのであ

船隊が小豆島の一村に碇泊し︑一船から他船へ大砲を

移した︒そのころ日本の一船夫はヒール・ノット号に

ていはく

る︒︵﹃勤王の志士鞍懸寅二郎﹄︶

元治二年三月二七日に鞍懸は︑その補佐たる谷口の用

いた士官の短筒が不慮に発したのに当った︒その筒は

↑﹄ん・つつ

事は終ったから国元へ帰し︑途中小豆島へ立ち寄って領

士官の僕が承がいていたｑものである︒日本人は心臓を

田︲比丹リュアルドは余の命令で村の重立った者にそ

かびたん

︵村役人の意︶などが直ちに持ち帰った︒

しもぺ

民に交渉の経過をも話して諭しておくようにしたいと願

撃ち抜かれて即死した︒その死体は﹁死者の官人﹂

さと

い出た︒谷口は四月一日に江戸を出発した︒︵﹃江戸日記﹄︶

慶応元年︵一八六五︶四月二三日︑鞍懸は幕府の呼び
出しを受けて白宮谷端一郎と同道して出頭した︒﹁蘇鉄の

の事情を述べ︑死者の親族に相応の償金を与えるため

そてつ

間﹂において一一通の書簡の和解を渡され︑償金はイギリ

に上陸した︒村の重立った者が他出中で応接すること

治元年九月五日で︑次の文中に去る二四日とあるのは九

いてしたためられたものである︒これは日本の暦では元

となったものである︒一八六四年一○月五日︑横浜にお

書簡で︑これがイギリス側の資料として問題解決の基礎

この時渡された一通は水師提督からイギリス公使への

取り扱うように請う︒

て︑日本政府から貴下に申し出る時︑右の趣をもって

認め︑死者の親族への償金を受けなかったことについ

帰った︒談判の後︑あのことは不慮から出た旨をよく

︑つた者が自らコライーリス船に来て歎息する旨を述べて

ができなかったので︑右の伝言を残した︒夕刻に重立

わげ

ス側から受け取り次第渡すということが伝えられた︒

月二四日︑すなわち日本の八月二四日にあたっている︒

この内容は事件が故意でなかったことを強調し︑償金

交渉開始前のものである︒

イギリス公使から﹁江戸外国事務宰相台下﹂へあてた今

支挑いの意志を表明したものである︒この書簡を添えて

むね

船隊が横浜入港後間もなく提出されたもので︑日本との

大要は次の如くである︒

協睡聖

鞍懸寅二郎

は不慮の事件で︑裁判に付するいわれはない︒水師提督

一通の書簡の要点は﹁双方の申し分を比べ考え︑この事

朱と二分五厘を郡代が勘

代として一一四両一歩一

て償金の洋銀二○○枚の

応三年︵一八六七︶正月初

がその時用意したように死者の親族に相応の償いを出す

この公使の書簡は一八六五年一月一○日︵日本暦元治

旬のことで︑あたかも小

定所から受け取った︒慶

元年一二月一三日︶に横浜でしたためられたものであ

豆島に百姓一摸が起ころ

用意がある︒﹂とある︒

る︒先方は償金を出すことは当然の義務として考えてい

うとしていた頃である︒
︵﹃郡代日記﹄︶

いつき

たわけである︒交渉が手間どったのはむしろ日本の役人
の出方に︑不慣れと熱意の不足があったためではないだ

で︑姉さよがこ一一才︑弟菊松が一二才であった︒両親は

途中小豆島に立ち寄った︒死亡した幾多郎は当時一九才

鞍懸は慶応元年︵一八六五︶五月六日に江戸を出発して

ったが︑この事件とは別

上特筆に値するものであ

解決は当時の日本外交史

鞍懸事件の

明治維新と小豆島

早く死亡し︑幾多郎が桶屋をして姉弟を養っていた︒菊

に津山藩における鞍懸の

ろうか︒結局洋銀二○○枚を英国側が出すことになり︑

松は元来多病で相続はおぼつかなく︑さよに姑を取り迎

立場は苦しいものになっ

おけや

きくまつ

えて跡目相続をさせたい含玖であった︒亀江戸日記﹄︶

償金の処置については︑畑地を買い求めさせるか︑あ

変化があり︑また一つに

ていた︒一つには時勢の

たしかなるもって

るいは畑地のない場合は︑﹁憧成方へ貸付置︑利銀を以

は文久三年︵一八六三︶

くらしかたたし

暮方足いたし候様﹂取り計らわせたいという方針を立

四月から元治二年︵一八

ただえもん

てて︑郡代細川唯右術門から藩当局の了解を得た︒そし

角

一津山郷土館蔵
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た︒しかし一年の在府予定のところ︑居ること四か月で

が︑この江戸詰めは彼には左遷を意味するものであっ

六月一一一日︑鞍懸は津山を発ち︑一一八日に江戸に着いた

が強くなってきたことにもよる︒慶応二年︵一八六六︶

六五︶三月まで前藩主確堂が津山に居て︑佐幕派の勢力

た︒鞍懸の手記は奥村に

村はその補佐役であっ

の筆頭は村山左京で︑奥

渡した︒当時京都留守居

細な手記を︑翌日奥村に

会議の模様についての詳

日記に載せられている︒

﹄﹄

前将軍家茂の諭号︵おくりな︶を奉じて︑一○月一一三日

よってそのまま京都役所

く百姓一摸が起こり︑その説得役として働いた︒慶応三

その大要は第一章四に記

いえもちしどう

に江戸を発ち︑二月に津山に帰着した︒帰ると間もな

年七月一日には国産懸助︑運上奉行受持を命ぜられた︒

したからここには省略す

すけ

二月には蔵板懸を命ぜられ︑四書改刻のことに従っ

る︒

いて執政本多左門から参

て八月二四日︑政庁にお

公表されていない︒やが

行われたが︑その結果は

参政三人の投票が城中で

八月一五日に執政二人︑

明治二年︵一八六九︶

た︒これは明治になって出版され︑藩校の教科書として
用いられることになる︒今鞍懸先生年譜抄﹄・﹃郡代日
記﹄︶

しばらく要路から外されていた彼は寅治郎の名で登場
してくる︒慶応三年一一一月三日﹃京都役所日記﹄に

みそかまかり

鞍懸寅治郎義︑去月晦日立二而罷越候付︑人足弐人馬
ぴき

一疋之先触来着︒
とある︒

政出席の前で︑彼に
参政帰役申付候︒重役

2５１

一二月八日に御所御仮建へ各藩の代表を召集した時︑
まきお

彼は奥村牧夫に自分から出席したいと申し出た︒そして
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筋ミ之間入念可一一相勤一候︒

と申し渡し︑その書付は参政から彼に渡された︒御座の

して津山へ帰った︒一二月一日付けで藩知事から次の願
を弁官へ出した︒

鞍懸津山藩権大参事

右は藩制改革向之義二付︑先般上京罷在候処︑御用

間で知事から直接に申し渡すべきところを略式にしたも
のである︒そして同時に﹁役料並之通﹂という辞令が渡

之義御座候付︑暫滞在候様︑被二仰出一︑奉レ畏候得

しばらく

された︒彼はこれまでの異例の抜擢に対する反感と確堂

共︑無し擦藩情之義を以︑往返一二十日之御暇奉レ願︑

よんどころなき

を中心とする保守勢力からの牽制によって︑新政府から

帰藩仕候︒然ル処道中より病気二而︑着後早々出勤茂

けんせい

の召命を病と称して辞し︑参政の職をも退いていた︒こ

不レ仕︑其後快気は仕候得共︑改革向之義一一付︑今少

つか患りたくこの

下一候様仕度奉レ存候︒此段奉レ願候︒以上︒

も

の投票の結果として︑また参政に任ぜられることになっ

シ申談致義も御座候間︑何卒今十五日之御日延被二成

なにとぞ

たのである︒

九月七日には同じく政庁で執政本多左門から﹁民政向

の他のことで津山では種々問題があり︑彼の滞在を必要

この願いは一二月一三日に弁官へ進達した︒藩制改革そ

九月二八日には少参事を仰せ付けられ︑一○月七日に

としたので︑一五日間の滞在延期を願い出たものであ

引受被一一仰付一候﹂という辞令が出された︒

は小沢本支・宮田矯四郎とともに権大参事に任命せられ

る︒その頃彼は政府の民部省へ転出が内定していたの

を許さなかった︒同年二月ごろ藩制改革向のことで上

彼は明治三年二月に上表して解職を請うたが藩はこれ

た︒この頃から圭口寅と称している︒翌四年一月から民部

を出立して︑神戸から蒸気船に乗り一九日に東京に着い

除いている︒一二月一一一一日︑海老原大参事とともに津山

おざわもとえみやたきょうしろう

た︒この時は︑辞令を知事が直接に渡した︒︵﹃国元日

で︑一二月に藩から出す報告の中には彼を権大参事から

京中に︑政府から用向きがあるからしばらく滞在するよ

省出仕となり︑藩の権大参事を兼ねた︒︵﹃進達書﹄・﹃東

えびはら

記﹄・﹃御改革日記﹄︶

うに命ぜられていたが︑よんどころない藩の事情によっ

京日誌﹄︶

よしとら

て往返三○日の暇を願い出て︑一一月八日に東京を出発

深１２
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った八月四日にはすでに慶倫は他界していた︒彼は慶倫

た︒慶倫の病を見舞うつもりであったが︑彼の津山に帰

国元へ徹底させるたあに三○日の暇を申請して帰国し

廃藩置県が断行された明治四年七月︑彼はその趣旨を

いが︑心がかりのことがあればその訳を認めて差し出さ

下︑ならびに女子は外出在宅の訳を書き上げなくてもよ

一人についての報告を出させた︒七○才以上一五才以

用向きで訪ね︑何時に帰宅し︑同道者があったか︑一人

家から一二日夜の外出の有無︑外出者は何時に誰を何の

したた

によって登用され︑君臣の情が深かったので最後の別れ

せた︒その書式の雛型まで示している︒太政官からも暗

殺者を探索捕縛するよう命令が出され︑九月一四日に津

ひながた

がしたい気持があったようである︒

津山に帰っていた鞍懸は八月一二日の夜︑暗殺され

山県庁から布告している︒容疑者は逮捕されたけれど

つばきこうげ

た︒親友である県大属の河淑重男を椿高下の宅に訪ね︑

も︑遂に自白しないままで釈放された︒当時の旧藩士の

＃Ⅲｒｑｉ６︾Ｕ曹円

図149鞍懸寅二郎の碑（津山城跡）

なげうめ

津山県からは八月二二日︑政府の史官にあてて︑彼が

る︒

藩との間にあって苦しい立場に立たされていたのであ

ていたとも伝えられ︑彼は新政府で重用される反面︑旧

部省出仕は一時的で︑民部省廃止後の地位も考慮せられ

っていた彼への反感は相当強かつた︒政府側では彼の民

間には新政府の諸改革への不満とともに︑その要路に立

要談を終えて門を出ようとする時であった︒

皇碁

壁&…

魂頓．と叩

壷﹃純

撚卿鷺』識
蝋

し

﹁藩制中ヨリ篤二国家一拠二身命一尽力仕︑勲功抜群之者﹂

につき格別の訳をもって︑相当の祭染料を下しおかれる
ようにと伺書を出した︒

これに対し八月二七日︑史官からの呼出しで︑斎藤少

副謂

藩ではその犯人逮捕のため︑きびしく探索を行い︑各

雲

鞍懸寅二郎

のは名ばかりで︑津山県からの支出となったのである︒

県で取り計らえと達せられた︒結局は太政官からという

を下賜するとの達し書が渡され︑口頭でその金子はその

属が出頭したところ︑太政官から祭染料として金七○両

図150鞍懸寅二郎（秋汀）の墓
（津山市本源寺）
おだ戊か

含進達書﹄．﹃公務懸日記﹄・﹃布告控﹄・﹃鞍懸先生年譜
睦

、

殺されたとあるが︑一三日に絶命したということである

は八月一三日没と刻まれている︒諸記録には一二日に暗

彼の蕊は津山市小瓜中の本源寺にあるが︑その墓碑に

抄
う
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︒﹁藩庁出張所日記﹂︵津山藩及び津山県の東京出張所の

︒﹁安政三年津山藩士分限帳﹂︵同︶

．﹁御改革日記﹂︵藩制改革の日記︶

．﹁留守居方日記﹂︵津山藩の江戸留守居の日記︶

︒﹁津山藤士邸配髄図﹂︵明治三年現在︶︵二編︶

る︒独立した内容のもので本巻関係は次のとおり︒︶

︒﹁植原六郎左術門著深夜雷﹂︵三編︶

︒﹁町奉行日記﹂︵津山藩の町奉行の日記︶

．﹁旧津山藩学制沿革﹂︵四編︶
︒﹁美作贈位者列伝﹂矢吹金一郎編︵同︶

聞訴
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︒﹁万人溝諸入用書上帳﹂︵万人講各会の決算書︶

に関する月番日記︶

︒﹁拾万人講上り札文句﹂︵明治元年木版副︶

．﹁郡代日記﹂︵津山藩の郡代の日記︶
︒﹁代官日記﹄︵津山藩の代官の日記︶

日記︶

︒﹃人別改帳﹂

︒﹁船株改帳﹂

庁から町方へ出した触書その他︶

︒﹁触書達書写﹂﹁触書控帳﹂﹁布令控帳隆﹁布告控﹂︵藩

︒﹁上洛供奉御用記﹂︵文久三年藩主慶倫の上京中の御用
︒﹁上京中井帰国道中日記﹂︵右と同じ時の日記であるが

︒﹁触達普井窺懇垣

築者は別人︶

．﹁小納戸日記﹂︵小納戸係の記した奥向きの記録︶

︒﹁北条県庁布告﹂

．﹁津山表士族金渡帳﹂︵明治四年一二月︶

・塁圭作国津山版籍取調帳﹂︵明治二年︶

・乙丑厘従日記︵大村斐夫の慶応元年の日記津山郷土館蔵︶

・瀬畑家文書︵苫田郡鏡野町越畑の瀬畑氏の明治初年留帳︶

・有元家文書︵岡山県綜合文化センター影写文書︶

・鞍懸先生年譜抄︵文憲公年譜の蕊沓鏡野町中島政雄氏蔵︶

・妹尾三郎平伝︵岡山市安東公一氏蔵︶

・北条県誌︵大岡熊治郎箸岡山県綜合文化センター蔵︶

・湯浅家文書︵津山藩士湯浅家に伝わる文書その他同右蔵︶

・地方日用記︵本沢信美編津山郷土館蔵︶

．﹁勘定奉行日記﹂︵諸御用日記ともいう︶

書の控え︶

．﹁進達響﹂︵墓尿出張所から政府叉は東京府へ出した文
︒﹁勤書帳﹂︵藩士の履歴書を︑譜代・古参・古参取立・
士格新参・新参取立・士格新参並その他に分類︶

︒﹁学監要略﹂︵文武稽古場の記録︶

年表・地図・辞典

︒﹁東京日誌﹂

︒﹁郷中条目﹂

・近代日本総合年表︵岩波書店︶

︒﹁八箇所御番所図面﹂︵榊原良之助の書いたもの︶

︒﹁寒中御進物伺帳﹂

ｏ日本洋学編年史︵錦正社︶

ｏ日本分県地図地名総覧妃︵人文社︶

年寄玉置家の寄託により津山郷土館保管︶

ｏ玉置文庫︵津山藩の町方関係の記録・文書その他旧大

・嘉永・慶応江戸切絵図︵同︶

・最新日本歴史年表︵三省堂︶

︒﹁大年寄日記﹂︵大年寄の月番公務日記︶

︒﹁元禄十年美作国津山改帳﹂︵森家除封の時の改帳︶

・明治詣杢宗区分地図︵同︶

・百姓一撲総合年表︵青木虹二箸三一普房︶

︒﹁町方諸事以後留﹂︵大年寄の留書︶

・東京都地図地名総覧︵同︶

︒﹁玉澄家文書﹂︵冊子として題名のある以外の文書︶

︒﹁万人織取計書﹂﹁万人識御用日記﹂︵大年寄の万人講
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ｏ江戸時代日本全図歴覧︵人文社︶

ｏ圏
昌の
印目
さ−
国８
８﹈
﹈極
曾冒
匿の
のｅ
ｅ﹈
﹈弓
弓旨
旨凹
へ日罰．留置︼のａ︶

・文政・天保国郡全図並大名武鑑︵同︶

ｏ日本歴史大辞典︵河出書房︶

ｏ郷土史辞典︵大
︵塚
大史
塚学
史会
学︵
会編朝倉書店︶
︵俗
民学
俗研
学究
研寺
究所編東京堂︶
ｏ民俗学辞典︵民
日民
本生
民族学協会編誠文堂新光社︶
︒日本社会民俗辞酎
典典
︵︵
日本

ｏ大人名事典︵平凡社︶

あとがき

一︑年月日は陰暦︑年令は数え年を用いた︒

一︑地名は当時のものを用い︑現津山市以外はなるべく

現在の行政区を付記した︒

一︑直接に史料として引用しまたは典拠とした文献は︑

本文中に﹃﹄で記し︑間接に参考としたものとと

もに巻末に載せ︑若干のものには解説を加えた︒

一︑史料・表記・校正・写真について︑市史編纂委員︑

津山市役所の総務課員︑郷土館員をはじめ︑その他

有志の方々からご協力を賜った︒﹄﹂﹄﹂に深く謝意を
表する︒

︵第五巻執築担当者渡部武︶

浬飛

第五巻年表

時 期

主 要 蕊 項

1８６８（網）４月21日太政官職制を制定し,行政区画として地方を謀府県に分
ける

閏４月１日英公使パークスが大坂行在所で信任状を提出
閏４月８日津山藩は木津川口の警衛を免じ，神戸の守衛を命ぜられる
７月17日江戸を東京と改める
９月８日明治と改元

１０月津田真一郎は徳川家達に従って静岡へ移る
１０月28日蕪治職制を改める
１１月16日植原六郎左術門自決
1869２１月20日薩・長・土・肥四藩主が連署して版籍奉還を上表
２月24日太政官を東京にうつすと発表
２月24日津山藩主が版籍奉還を上表
５月18日五稜郭開城

６月17日諸藩の版雑奉還を許し，藩知事を任命（〜6.25）
同日公卿・諸侯の称を廃して華族とする
８月15日津山緋で執政・参政の公選実施
１１月16日鶴田藩に一摸が起こる
1870３１月３日大教宣布の詔

９月10日太政官から藩制改革の布告
1871４３月７日立石正介らが逮捕される
６月14日繁作杢吾没
７月14日廃藩置県の詔譜：津山藩は津山ﾘ,Lとなる
７月26日元津山県知鞭松平慶倫没
８月12日鞍懸寅二郎が暗殺される
８月28日太政官から解放令布告
１０月３日宗門人別帳廃止

１１月15日美作一円が北条県となる
1872５１月12日津山県から北条県へ事務引継

(年表）９

第五巻年表
時 期

1867慶応３

主 要 亦 項

９月28日

津山藩が軍制改革を発表

10月14日

討幕の密勅が薩摩藩と長州藩へ下る

同日
10月15日

大政奉還を勅許

10月21日

京都留守居奥村牧夫が京都から:￨当山に帰着

10月26日

幕府に対して津山藩主の上京猶予を願う

11月１日

朝廷に対して同様に願う

11月29日

津山藩主上京の再猶予願を朝廷と幕府へ提出

12月９日

王政復古の大号令

同日

1
8
6
8
1
(
総
;
）

将軍慶喜が大政奉還の上表

小御所会議で慶喜に辞官納地を命ずることを決定

12月12日

慶喜は二条城を去って大坂へ向う

12月17日

朝廷は諸藩主に上京を命じる

12月27日

津山藩主は上京猶予を願う

１月３日

鳥羽伏見の戦が起こる

１月６日

慶喜が大坂城を去る

１月７日

新政府が慶喜追討令を出す

１月191ヨ

津山藩が山陽一手総掻に「大義滅親・朝命遵奉」の返事を
する

２月１日

植原六郎左術門が監禁を命ぜられる

２月５日

津山藩主が上京の途につく

２月12日

慶喜が江戸城を出て寛永寺に閉居する

２月13日

津山藩主が入京する

３月10日

津山藩が木津川口番所の警術を命ぜられる

同日

山陰道鎮撫総督一行が稚山に入る

３月21日

天皇が京都から大坂へ出発

４月３日

掻平確堂が先鋒総督から静寛院宮・天障院の警衛を命ぜられ
る

４月１１日

江戸城開城

(年表）８

第五巻年表

時 期
18651慶応１

主 要 事 項
４月７日

同日

慶応と改元

松平確堂江戸に帰着

４月27日

松平確堂が登城して将軍と会談

６月２３日

幕府は芸州藩をして長州藩に支族毛利元藩・吉川経幹を上坂
させるように伝えさせる

９月21Ｅ

18661２

18671３

(年表）７

将軍家茂が参内して長州再征の勅許をうける

10月５旧

通商条約は許可，兵庫先期開港は不許可との勅書

10月14日

津田真一郎がオランダのライデンを出発して帰国の途につく

11月19日

津山藩は第二次長州征伐の芸州口の中軍を命ぜられる

12月28日

津田真一郎が横浜帰着

１月

津田真一郎が開成所教授手伝となる

４月10日

長州藩士らが備中倉敷代官所を嘘鵬

４月17旧

津山藩が長州藩士の来襲に備えるため、二宮村へ出兵

４月24個

井汲唯一が自決

５月13眉

英・仏・米・蘭との改税約譜に調印

６月７日

藤軍と長州軍との戦闘開始

６月７日

津山藩主が第二次長州征伐に出発

７月20日

将軍家茂が大坂で没する

７月27日

津山藩主が長州征伐から帰着

８月20日

家茂の喪を発する

10月12日

災作秋坪がロシアへ出発

11月25日

百姓一摸が津山城下へ押しかける

11月26日

百姓一摸が久世方面に起こる

１月12日

蕊作麟祥がフランス留学のために拙浜を出発

１月16日

小豆島の一擬について物頭小沢本支らを派遣

１月23日

征長軍の解兵布告

５月28日

長州藩の処置と兵庫開港について津山藩主が上申

９月

津田真一郎が「日本総制度」を建白

第五巻年表
￨ 痔 期

1863

文久３

主

瀧山藩主が幕府へ上言書を出し，嬢夷の実行を促す

９月25日

天謙組渡滅

10月１日
同日

元治１

稚山等六藩主が連署して朝廷へ建白する
井汲唯一が京都から護送され，津山で揚屋に入れられる
藤本十兵術が津山の自宅に監禁を命ぜられる

10月７円

沖山藤主が京都から津山帰着

10月11日

平野耐臣らが但馬生野に挙兵

11月９日

照ITl彦四郎が隠居を命ぜられる

同日
1864

事 項

９月１３日

同日

(文久４）

要

井汲唯一が家名断絶，武器欠所を命ぜられる

２月13FＩ

職懸寅二郎が南新座に屋敷を賜わる

２月20冊

元治と改元

６月５日

池旧屋騒動

７
月
1
9
1
:
Ｉ

禁門の変

８月５１１

四耐連合艦隊が下関に来襲

８月1311 艮州征伐における津山藩の部署は石州口の二審手ときまる
８月251.1 小豆島の島民一人が停泊中の英船の船員に射殺される
９月１Ｆ１

聯府は参勤交代制を文久２年の改正前に復旧する

９月

津山藩主が幕府へ建白し，長州藩を弁謹する

10月６日

災作麟祥が外国奉行支配翻訳御用頭取となる

同日

災作秋坪が幕臣となり，外国奉行支配翻訳御用を命ぜら
れる

１１月911 津山滞主が第一次長州征伐に出発

1
8
6
局

(元治２）
慶応１

11月30日

津山滞主が雲州清井村を出発して広島に向う

1
2
月
2
7
F
１

価長総督が征討軍に撤兵を命ずる

１
月
1
0
1
:
Ｉ

津山藩主が長州征伐から津山に帰蒲

３月９１１

松平確堂が津山を出発して江戸へ向う

３月17日

長州藩は急進派の主張する武備恭順を藩論と決定

３月181:Ｉ

侭平確堂は参内して朝幕間周旋の命をうける

(年表）６

第五巻年表

時 期
1862

文久２

｜ 主 要 一 事 項
3月津田真一郎がオランダ留学の内命をうける

５月18日幕府は蕃書調所を一橋門外に新築移転し，洋書調所と改称
５月25日鞍懸寅二郎が津山藩に用いられる
５月29日箕作元八誕生

６月10日勅使大原重徳が江戸城で将軍家茂に朝旨伝達
６月18日津田真一郎がオランダ留学のため江戸を出発
８月21日生麦事件
閏８月22日参勤交代制を緩和

11月２日幕議は扱夷の勅旨遵奉の方針をきめる

11月27日勅使三条実美が撰夷督促などの勅を将軍に伝える
12月５日将軍が勅読受諾の答書を出す
12月28日箕作玩甫が幕臣となる
1863

１月８日津山藩主に国事周旋の内勅が下る
１月13日黒田彦四郎が内勅を津山にもたらす
２月５日津山藩主が上京の途につく
３月４日将軍入京
３月15日松平確堂が江戸を出発

３月18日箕作院甫が蕪臣から隠居
３月30日津山藩が捜州海岸防備の命を受ける
４月10日松平確堂が津山に帰着
５月10日長州藩が外国船を砲撃

５月14日植原六郎左衛門が幕府から大砲製造の命をうける
５月15日津山藩主が京都から津山に帰着

５月16日津山群の警衛区域は摂州横川から味泥川までと決定
６月17日筑作玩甫没

８月16日津山藩主が上京の途につく

８月18日天皇親征をとりやめ，長州藩の宮門警衛の任を解く
８月29日幕府の洋響調所を開成所と改称

(年表）５

第五巻年表

主 要 事 項

時 期
18561安政３

４月４日

焚作玩甫が蕃書調所の教授職となる

５月23日

松平康倫誕生

７月

アメリカ総領事ハリスが下田に来航

10月21日

ハリスが将軍家定に会う

12月２６個

維府から松平確堂（斉民）に手当米を増して，年一万俵を生
涯支給される

18571４

18581５

18591６

江戸に砿痘館設立の出願

５月４１−１

津ITI典一郎が蕃普調所の教授手伝に就・任

６月17日

阿部正弘没

1
2
月

藩主松平慶倫が通商問題について幕府へ上書

12月１日

災作佳吉誕生

４月23日

井伊直弼が大老就任

５月７日

江戸神田お玉が池に種痘館開設

６月19日

日米修好通商条約調印

７月４日

将軍家定没

８月８日

家定の喪を発する

９月７日

梅旧雲浜が逮捕され安政の大獄が始まる

1
0
月
2
5
1
:
１

家茂が征夷大将軍に任ぜられる

２月19日

杉田成川没

10月27日

吉田松陰死罪

３月３１．１

桜、門外の変

︑ノ

'
8
6
0
1
(
謡
Ｉ

５月

３月18M 万延と改元
同
1
１
）

'
8
6
'
￨
(
悪
:

18621２

津山に種痘館設立を許可

２月19日

文久と改元

６月28日

災作識祥が蕃書調所英学教授手伝並に就任

10月28日

江戸の諏痘館を西洋医学所と改める

12月23日

災作秋坪が遣欧使節に随行して品川を出帆

１月15旧

坂下門外の変

(年表）４

第五巻年表

時 期

主 要 了 項

18
２４
１月
４菊
月池
菊池
洪庵
庵に
に入
入門
門
84
49
91嘉嘉永永２
秋秋
坪坪
がが緒緒方方洪
18
月日
８菊
日池
菊秋
池秋
の恭
養子
子と
とな
なる
る
85
50
01
３３８１月８８
坪坪
がが
誕誕
作作
院院甫甫の
1851４１４月19日箕作秋坪が江戸に帰る
1851４４月19日箕作秋坪が江戸に帰る
１月
１2
月2
杢吾
吾誕
誕生
18
85
52
21５５１
66
日日
箕箕作作杢
生

1853６１４月幕府から藩主松平斉民に毎年手常米五千俵を給せられる
1853６４月幕府から藩主松平斉民に毎年手欝米五千俵を絵せられる

６月３日アメリカ使節ペリーが浦賀に来航
６月12日ペリーが退去
６月12日ペリーが退去
６月22日将軍家慶没
６月22日将軍家慶没

７月１日幕府が諸大名に外交について諮問
７月１日幕府が諸大名に外交について諮問

７月22日将軍家塵の喪を発する

７月18日ロシア使節プチャーチンが長崎に来航
同日藩主松平斉民が外交意見書を提出
同日藩主松平斉民が外交意見書を提出
８月５日高島秋帆の禁固解除
８月５日高島秋帆の禁固解除

８月29日松平慶倫が海防意見書を提出
9 月幕府が植原六郎左術門の出府を命ず
９
ずる
る

12月３日植原六郎左術門が幕府の目付に対して水軍夜戦の意見を開陳
１２月３日植原六郎左術門が幕府の目付に対して水軍夜戦の意見を開陳
12月５日プチャーチン再来
１２月５日プチャーチン再来

1
8
5
4
1
(
蕊
I
)
'
１
月
8
日
。
ｼ
ｱ
船
退
去
8
5
4
(
蕊
I
）
１
月
8
日
。
ｼ
ｱ
船
１月16日ペリー再来
１月16日ペリー再来

１月23日津山藩が商輪辺醤伽の命を受け患
１月23日津山藩が商輪辺醤伽の命を受ける
２月28日津111藩の商輪辺警備を解除
２月28日津111藩の商輪辺警備を解除
３月３日日米和親条約洲印
３月３日日米和親条約洲印
4月
権紛
紛争
争解
解決
４
月河
河面
面村
村･のの入入会会権
11月27日安政と改元
１１月27日安政と改元
日菊
菊池
池大
大六
六誕 生
18
85
55
5２
２１
１１月月2299日
生
3月箕
繁 作院甫が隠居して秋坪に家をゆ
３
ゆず
ずる
る
5 月松平斉民が隠居して，慶倫が灘山藩
滞 主となる
５
８月１５日笈作玩甫が将軍に目見え
８月15日誕作玩甫が将軍に目見え

(年表）３

第五巻年表

時 期

主 要 事 項

1834天保５３月15日広川八百平が植原家の養子と決まる
４月２日鞍懸寅二郎誕生

７月21日津山藩は徒（かち）全体に水練修行を命じる
１２月４日宇田川玄真没

1837８６月アメリカ船モリソン号を浦賀で砲撃
７月モリソン号を薩摩湾で砲撃
この年菊池文理没

1838９７月稲垣武十郎・昌谷五郎が「学校造営諸制度調書」を提出
この年津山燕が小豆脇の六村を領有
1839１０５月蛮社の獄が起こる

６月繁作院甫が幕府天文台に登用され，翻訳にあたる
1842１３１０月高島秋帆の下獄

この年箕作院甫が雨蘭文典」前編出版
1843１４８月５日飯沼興斎が宇田川椿庵の養子となる
８月津山小性町に教諭場開設

閏９月13日老中水野忠邦免官

この年文武稽古場が山下に建てられる

'844(柵)２月佐々木省吾が箕作腕甫の養子となる
３月天野龍之丞（直人）が高島流砲術を学ぶ
６月18日植原六郎左術門が水練修行の命をうける
１２月２日弘化と改元
1846３６月23日宇田川裕庵没

７月29日繁作聡群誕生
・１２月13日箕作省吾没

1
8
4
8
(
灘
）
２
月
2
8
日
嘉
永
と
改
元
１１月18日井汲唯一が兄の末期養子として井汲家を相続
この年奨作玩甫が「和蘭文典」後編出版
この年植原六郎左術門が神伝流の印可皆伝をうける

(年表）２

津山市史第五巻年表
時

蛭

主

1792

寛政４

1799

寛政１１

1801 (寛政13）
享和１
1804 (享和４）
文化１

８１
４１
６
０
８
８１
８
１
１

５

１
１
３

1817

事 項

イギリスがアメリカ合衆国の独立を承認

日
日ｎ
日羽
日別
日１
日年
７５

天明３

月月月月月月月月月月の
９９９２２９８７３７こ

1783

要

ロシア使節ラクスマンが根室に来て通商を要求

繁作院甫誕生

享和と改元
文化と改元

ロシア使節レザノフが艮崎に来て貿易を要求

イギリス船フェートン号が艮崎に来て薪水を要求

松平斉民誕生

奨作院甫が医術修行のために京郁へ出発

広川八百平（植原六郎左術門）誕生
将軍家斉の子銀之助（脊民）が津111藩主斉孝の養子となり，

１
４

津山藩は10万石に復す
1818

(文化15）
文政１

４月22眉

文政と改元

1819

２

２月27旧

災作院甫が医術修行を終って瀧山に蹄る

1821

４

11月24個

誕作玩甫が大村成夫の雛女と結婚

この年

佐々木省吾が仙台藩水沢村に誕生

４月

イギリス船が浦賀に入港して薪水を要求

６月21日

蕊作玩甫が商50石を与えられる

この年

津山藩預り所の怖中醤部に教諭所設置

この年

シーボルトが鳴滝躯を￨)Mく

12月８日

菊池秋坪誕生

閏６月５日

松平慶倫誕生

この年

シーポルト事件が起る

６月25日

津田真一郎誕生

11月25日

井汲唯一誕生

11月８日

箕作玩甫に来年３ﾉﾐlから江戸誌の沙汰

12月10日

天保と改元

この年

・松平斉民が津山藩主となる

1822

5

７８Ⅲｕ岨

1824

1825
1827

1828
1829

1830

(文政13）
天保１

1831

(年表）１

２

第五巻図版一覧

6．鞍懸寅二郎

図

々画

ｎ．せり

ロヤタ咽訳︒

■宙召

節｜番号
｜職節｜
番号

図 版版 名

頁
｜頁

141

井汲唯一の沓簡

235

142

井汲唯一の伺蒋

236

143

井汲唯一の書簡

144

井汲唯一の墓

242

145

南新座士邸略図

245

146

鞍懸寅二郎の詩，鴇：

246

１

鞍懸寅二郎

247

148

鞍懸寅二郎の普簡

149

鞍懸寅二郎の碑

253

150

鞍懸蛍二郎（秋汀）の墓

254

238〜239

250〜251

(図版）６

第五巻図版一覧
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節｜番号

版

名

箕作玩甫の押印

箕作院甫の書簡

新製奥地全図凡例

193

新製輿地全図

箕作麟祥

上之町士邸略図

道家大門

津田真一郎

泰西国法論

津田真道の短歌，普

植原六郎左術門の書
神伝流泳法
神伝流の免状

植原六郎左衛門の書簡
植原六郎左術門

植原六郎左術門（翼龍）の墓

植原邸の跡
『勤書帳』

０

箕作秋坪の署名

０

緒方洪庵の書簡

浜町付近図

(図版）５

１94〜195

坤輿図識

箕作家の人々

5．井汲唯

190〜191

１
９
１

箕作秋坪

4．植原六郎左術'１９

188

湯島天神下の図

格致問答
箕作秋坪が嘉永６年に入手した蒸気束図，
煙草，名刺
箕作玩甫の書簡

3．津ｉＩ１典一郎

頁

＆

６９
７２
０１ ｏ
１３
４２
６２
７２
８２
０３
３３
４３
﹄３
ｎ
９
Ｏ４
Ｏ６
Ｏ７
Ｏ８
０１
１３
１５
１７
１８
１０２
２
２２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２２
２２
２２
２２
１１−

３１
４１
５１
６１
７１
８１
９１
０１
１１
２１
３１
４１
５１
６１
７１
８１
９１
０１
１１
２１
３１
４１
５１
６１
７１
８１
９１
０
１
１
１
１
１
１
１
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
４
１

2 ． 笈 作 秋 坪

￨
図

第五巻図版一蝋
節｜蕃号

索

追廻遊廓の遺構

６
８

遊女の供養塔

８
７

i布令控帳』

10．藩

安

邸

１．雛作玩甫

名

８

創建時の作楽神社本殿

８
９

津山城下の古地図

９
０

船着場の石燈髄（山崎治雄氏写）

頁

『船株改帳』

９
２

東大番所のあった場所

３
９

西大番所図

９
４

辰の口番所跡付近

９
５

宿泊切符

６
９

馬喰免札

７
９

浜町大川端藩邸付近の略図

９
８

商、藩邸付近図

99

鍛冶橋間内藩邸の平面図

100

鍛冶橋間内の￨ﾛ津山藩邸

101

和蘭文典

102

笈作家の墓地

103

箕作院甫

1
0
4

宇田川玄其の書

105

箕作玩甫の賛

106

箕作玩甫の紋服

107

清 楽 考

1
0
8

植学啓源

109

舎密開宗

110

オランダカルタ

111

英吉利文典

112

聯 邦 志 略

扉

節３難人間群像

版

０５
１２
３７
６７
８７
９８
０８
１８
３８
４８
４８
５８
５８
７
５
５５
５８
５０
６１
６３
６３
６４
６４
６−
６３
６７
６９
７０１
７１１
７
１
１１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１１
１１
１１
１１
１１
１

教通

宗交

邪８

8
５

９
１
9．治

関

(図版）４

第五巻図版一覧
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活

修道館の馬額

教諭場の教科書
教諭場の出席簿
砲術修行場

砲術修行場
太鼓楼の跡
種痘説明画
種痘パンフレット

痘苗の依頼状
種痘免許の叩諦

水 車
造り酒屋
細岩井手の取水口

細岩井手記念碑
松平家10万石復帰初入国絵巻

将軍の判物の写し

牛 神 宮
魚仲買の免札
津山藩の銀札

５ ． 万 人 講

万人誹の「ひびる」と木駒
講場の平面図

6．蝦

楽

本 琳 寺
天神宮と牛像

土 天 神
だんじりの木彫

だんじり
だんじり
『衆楽雅藻』

(図版）３

名

頁

２
１

4．生

痘

版

９０１４４７８９２３２
３
５
６
７
０
１
２３３
６９４
０３４５
６
７
７
８
９
０
１
１
２
２１
２１
２１
２１
３１
３１
３３
４１
−１
４１
４１
４１
−
１
１
１１
１１
１１
１１
１１
１１−
１
１３
１１４
１１４
１１
２

３．種

筈
昼

図

７５
８５
９６
０６
１６
２６
３６
４６
５６
６６
７６
８６
９７
０７
１７
２７
３７
４７
５７
６７
７７
８７
９８
０８
１８
２８
３８
４
５

2．軍

節｜番号

第五巻図版一覧

章 節

4
０

1 ． 教 青

名

頁

田町筋の展望

6
６
４

津山本陣三船家の平面図

6
７
６
７

『国元日記』

6
８
６

『触書留』

７
7
５

生野代官所の制札

7
７

版籍奉還の許可状

8
１

津山藩知ﾂの辞令

8
１

｢津山蕪知事源慶倫歳」の印

鵬
，

｢津山藩知事印」の印

8
４

｢津山藩」の印

8
７

｢津山藩印」の印

淵

｢作藩記章」の印

８
8

４
１

松平慶倫の蕊

9
１

４
２

愛山の唐門

9
１

4
３

松平康倫

躯

４

松平知事留任嘆願書

鵬
９
３

４
５

第２唯礼金の請州

版

７８
１８
１８
３８
４８
７８
７８
８９
１９
１９
２
７

９３
０３
１３
２３
３３
４３
５３
６３
７３
８
２

５．版澱奉還と廃藩瞳此↓

図

番号

『津山表士族金渡し帳』

躯
９
４

４
６

美作国内の行政区分I略地図

６
9
９
６

４
７

津山県庁の瓦

9
７
９
７

８
４

『人別改帳』

1
0
１
０
０0

4
９

『布告控』

1
0
1
１
０
１

『布告控』

1
0
1
１
０
１

5
１

北条ﾘＩＬ庁の門

1
0
１
０
１1

２
５

修道館の遺僻

３
５

小学書合蕊

1
06
１
０
６

５
４

藩校の教科書

１
０
７

５
５

文武稽古場平面側

1
７
１
０
７

５
６

文武稽古場付近略図

1
0
8
１
０
８

扉１０３
３

(図版）２

第５巻図版一覧
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１．開国論と嬢夷論

2 ． 長 州 征 伐

３．百姓

摸

4 ． 王 政 復 古

(図版）１

版

名

津山の土天神（宇那木俊介氏写）
久里浜に停泊のアメリカ船（絵図）
将軍家の極秘文書
アメリカ船（絵図）
アメリカ人久里浜上陸行軍（絵図）
アメリカ軍人（絵図）
『江戸日記』
海国図誌

孫末外交関係略地図
『元治武鑑』巻の一
康照字典
箕作玩甫の書簡、

松平慶倫の花押
五毛村陣屋仮建の平面図
大坂桜の宮付近の地図
字、川興斎の薬蛾笥
松平確堂

松平確堂の書
松平確堂の画
松平慶倫の書
『国元日記』
百姓一摸の略地図
『郷輩騒動記』
百姓一摸の補償

一撲主諜者の「口書̲
一撰主諜者の申渡伺脅：
『改政一乱記』
『京都役所日記Ｉ

頁

紙１４５６７８廻皿Ⅳ聡岨型別訓弘弱弱邪羽如狸獅蝿別弱型腿

第１章明治維新と津山藩

￨
図

表扉

紙

１２３４５６７８９皿ｎ吻過皿蛎鮒Ⅳ咽遡加班泥羽別踊朋羽朋

表

節｜番号

ｌ幕末維新Ｉ

俊川脚帝ｌ典第五巻 近世而

昭和四十九年三月三十一日発行

編集者津山市史編さん委員会

発行者津山市

岡山県泳山市田町一三番地

印刷者株式会社広陽本社
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