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東海道の幕末維新
―明治維新150年―

2018.05.19（土） 於．寒川町民センター
東海大学教育開発研究センター教授 馬場 弘臣

◎2018年ＮＨＫ大河ドラマ「西郷どん」→幕末・維新史への興味

【本日のテーマ】

◉地域からみた幕末・維新史

・幕末維新期のおもしろさは、中央政局の動きがダイレクトに地方に伝わり、それに地域がダイレクト

に対応していくということ。

・東海道は、西の京と東の江戸という２つの政局をつなぐ大動脈

・東海道の周辺地域について、それはまず通行の量的質的増大→交通史の問題としてあらわれた

◉江戸時代の交通とは？ 陸運～人馬←→海運、河川運＝舟運

宿駅⋯江戸時代、陸上輸送のために人足と馬を準備した場所のこと。宿場、宿とも称した。
・江戸時代の陸上輸送は、宿駅ごとに人馬を取り替えた。これを宿駅制度、伝馬制度といい、こうした業務
を宿継ぎまたは継立てといった。

・徳川家康は慶長6年(1601)1月に東海道に宿を設置して1宿に36疋の伝馬を常備させ、翌年以降に中山道
以下の五街道にも宿を徐々に設定した。

・宿で常備すべき人馬数は次第に増加し、寛永末年頃には1宿に東海道では100人･100疋が常備されたが、
やがてそれでも不足するようになり、周辺の村々から助郷として人馬を徴発した。

・宿では一定の伝馬と人足を常備する代償として、伝馬屋敷地の地子が免除されたり、駄賃稼ぎや本陣･脇
本陣･旅籠屋などの宿泊施設を設けることが許され、後には旅籠屋に飯盛女を抱えることが許された。

・五街道以外の脇往還にも人馬を準備した場所として継立場があった。五街道は道中奉行（道中奉行と大目
付1名ずつの兼任）が管理し、脇往還は勘定奉行―代官が管理した。

助郷⋯江戸時代、宿駅が常備する人馬を補完するために付近の村々に課せられた夫役およびその村
・寛永14年(1637)の助馬制を基礎に、17世紀後半にはその中に定助･大助という助郷特有の区別が現れ、
元禄7年(1694)に幕府が各宿と助郷の村に助郷帳を出して助郷が編成された。

・東海道では享保10年(1725)に助郷改革があり、大助郷を廃し定助郷に大体編入して負担が拡大した。時
代が下るにしたがって、加助郷、代助郷、当分助郷など、その種類も増えていった。

・助郷は農村労働力を奪って農村の疲弊の一因となったが、運輸業そのものは、周辺地域の現金収入や情報
収集の場を提供した。

※３つの視点

①幕末・維新史の大きな流れをたどる

②東海道を通った人物、一行（集団）に焦点をあてる。

③神奈川地区の東海道にとって、幕末・維新とは何だったのか？
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Ⅰ.繁忙の東海道→２つの画期
※それでは、東海道がことさらに騒がしくなるのはいつの頃からであろうか？

〔宿場の証言と助郷村の証言〕

・宿場の嘆願書―別して去る戌年（文久2年＝1862）御下向を始め、御変革より引き続き両度御上洛、古
べつ

今未曾有の御賄い事、実に相続仕るべき様これなく⋯

・助郷村の嘆願書―然る処和宮様御入府遊ばせられ、これまた当分助郷へ仰せ付けられ猶予もこれなく、夫々
それぞれ

困窮におよび⋯

１）文久元年（1861)和宮の降嫁―江戸下向

〔背景〕

・和宮⋯仁孝天皇第八皇女、孝明天皇の異母妹（16歳）。名は親子。和宮は幼名。静寛院宮 cf.婚約者有
ち か こ

栖川熾仁親王

・第14代将軍徳川家茂（紀州藩主徳川斉順の長子。初め慶福。16歳）→将軍継嗣問題（南紀派と一橋派）
なりより よしとみ

・大老井伊直弼による画策→桜田門外の変→老中の久世広周と安藤信正で実現 公武合体
く ぜ ひろちか

〔注目点〕

・中山道ルートによる下向と東海道

・東海（道）品川宿より蒲原宿まで箱根宿これを除き、拾四ケ宿惣代の者共申し立て候

・和宮様中山道御下向に付き、東海道筋の儀も京家ならびに右御用往来、御用物等多分の継ぎ立てに付き、
お げ こ う

当節より来たる戌三月まで五ケ月の間、右御用物ならびに諸往来一式、当分助郷仰せ付けられ度き旨相

願い候趣取り調べ候。 （『大磯町史』２ 資料編近世２ №222）

・当分助郷の指定解除の時期については期限を定めないで追って通達＝嘉永6年(1853)ペリー来航時の先例

・定助郷の村々は困窮が著しいということで、定助郷と当分助郷を平均（平等）に勤めること

・小田原宿の当分助郷→曽屋村・西田原村（秦野市）・黒岩村（大磯町）の嘆願書

①小田原宿までの道のりが５里（約20㎞）、そこから三島宿までは箱根山を越えて８里（約32㎞）の道のり

があって、往復で26里（約104㎞）の道のりを勤めなければならないこと。

②万延元年（1860）から横浜御用のために馬入川の見張り番を勤めているが、これも３里半（約14㎞）か

ら４里（約16㎞）ほどの道のりがあり、多分の入用がかかっていること。

③文久元年（1861）から丹沢山の御用炭の津出し（物資の積出し）を命じられ、この津出し場所の塩海村
つ だ

（二宮町）までまた３里（約12㎞）の道のりがあることなど。

２）島津久光の上京と江戸下向

〔背景〕

・文久２年(1862)薩摩藩の「国父」（藩主忠義の父）島津久光が、幕政の改革を進めるために藩兵1,000人

を率いて上京→尊攘派の追討⋯寺田屋事件

・勅使大原重徳をともなっての江戸下向→幕政改革の推進→実働兵が江戸に来るという前代未聞の出来事
しげとみ

＊幕政改革（大御変革）―将軍後見職一橋慶喜 政事総裁職松平慶永（福井藩主）

＊騎兵、砲兵、歩兵の三兵を中心とした西洋式軍政改革 ～歩兵＝兵賦役

・参勤交代の緩和

〔注目点〕

・８月11日、帰路におきた「生麦事件」→新たな危機

※島津久光の江戸下向は、東海道にとっての画期！！



3

Ⅱ.将軍家茂、京へ！
◉将軍家茂の上洛と再上洛

①家茂上洛す！

〔背景〕

・長州藩と土佐藩を中心とした攘夷激派の過激化 →和宮の降嫁は焼け石に水？

・頑迷な孝明天皇と朝廷 → 公武合体と攘夷と開国の狭間で

・文久３年(1863)２月13日に江出立―寛永11年(1634)の３代家光以来230年ぶりの上洛

・準備は前年の9月から→1月17日には2月26日に軍艦で上洛すると告知→直前の2月11日になって、13

日に東海道を陸路で上洛することを発表⋯生麦事件の影響＝海路の危機

〔注目点〕

・相模国藤沢宿から駿河国吉原宿までの街道の準備は伊豆韮山江川代官所の管轄

・当分助郷に増助郷 寄人馬役（日光社参・朝鮮通信使来朝） →宿助郷村々の疲弊

・近来御用旅行その外諸家通行多にて、宿助郷疲弊の折柄、去る戌年（文久元年）一橋中納言（慶喜）

殿上京の節、多人馬継ぎ立て難義たるべきに付き、格別の御仁恵を以て御手当て下だされ候間、厚く有
あ

り難く相心得、宿方ならびに助郷村々・川場とも甲乙なく割り合い
がた

（『大磯町史』２ 資料編近世２ №224）

・相模川の船橋架設―渡船場などから平田船・高瀬舟 朝鮮通信使の船橋架設

・行程22日、総勢3000人余、経費150万両余 寛永11年家光上洛⋯行程41日、総勢30万7000人

・緩やかな陸路の旅⋯大磯通行時の海岸見物と「かぢめ」と「勝目」のエピソード

・後顧の憂い →イギリス艦隊の横浜沖集結事件 ←生麦事件に対する賠償請求と報復＝開戦の危機

〔トピック〕上洛に従った浪士隊

・出羽庄内藩士(山形県)清河八郎と240名余の浪士組＝将軍警衛と浪士対策 →横浜沖イギリス艦隊

集結問題による帰参命令

・京に残った芹沢鴨・近藤勇・土方歳三ら → 新選組⋯会津藩「預り」

・江戸に戻った二〇〇名程度 → 新 徴 組⋯庄内藩「委任」
しんちようぐみ

＊将軍上洛が生んだ京と江戸の双子の浪士警備隊

※公武合体派と尊王攘夷派の対立という歴史に対する、実質的・概念上の根本的な疑問？？

〔展開〕

◎３月４日到着→京都では⋯

・孝明天皇および朝廷の攘夷の意志の固さと攘夷激派の運動のすさまじさ

・孝明天皇の賀茂神社攘夷祈願行幸（３月11日）、石清水八幡宮行幸（４月11日）

・５月10日を攘夷決行日と奉答 →長州藩のアメリカ・フランス・オランダ船への攻撃

・老中小笠原長行の独断による生麦事件賠償金10万ポンドの支払い約束

②還御 ⋯６月９日京出立～13日大坂出帆（軍艦翔鶴丸）～16日到着
かんぎょ

〔注目点〕

・迫り来る対外的危機と内憂への懸念→関東は将軍不在の政治的空白

→幕府御勘定中山誠一郎と関東取締出役による廻村教諭

・近来異国船渡来に付き、この後内海において兵端を開き申すべきやも計り難く、その砌り御府内その
みぎ

ほか海辺動揺いたし候節、無宿・無頼の者どもその機に乗じ悪党ども立ち廻り、乱妨狼藉に及ぶまじ
らんぼうろうぜき
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くも計り難し、怪しき者見掛け候わば、鐘・太鼓等打ち鳴らし人寄せいたし、竹鎗・手鎗・六尺棒
そうら

そのほか手に叶い候品持ち寄り搦め押さえ置き、最寄御廻村先へ御注進申し上げ、万一手に余り候者
から

は、たとえ鉄炮を以って打ち殺し候ても苦しからず、その節領主・地頭へ届け等にも及ばず、直ちに

御出役の上、村方の難渋に相成らず候様御取り計らい下され候趣仰せ渡され候事

（『寒川町史』３ 資料編近世３ №197）

※関東中に同様の教諭→根底から変わりつつある近世社会 ー「兵農分離」の自己否定⋯庶民にも武装

と殺害権を許可

・薩英戦争勃発（７月２日）

③再上洛と還御

〔背景〕

・京都のクーデター⋯前関白近衛忠煕ら幕府寄りの朝廷・公家勢力＋薩摩・会津藩 → 攘夷激派の長州藩

と急進派の公家の追放（七卿落ち）《八月十八日の政変》

・将軍後見職一橋慶喜、京都守護職松平容保→朝議参与島津久光（薩摩藩）、松平慶永（福井藩）、伊達宗城
むねなり

（伊予宇和島藩）、山内豊信（土佐藩） →参与会議による京都での国政 → 一会桑政権

〔注目点〕

・元日越しの上洛⋯文久３年(1863)12月28日（軍艦翔鶴丸）→翌４年１月15日到着(2月2日元治と改元)

・参与会議の支援→解散霧消

・虚しい還御⋯５月７日京出立～16日大坂出帆～20日到着

・梅雨時の行軍→川留への配慮⋯酒匂川・馬入川（相模川）・六郷川(多摩川）

・御上様御供奉御役々様方当節より追々御帰府御通行、引き続き多人馬御継ぎ立て相成り 候 処、御日
おん ぐ ぶ そうろう

割り五月雨頃の時節、川々満水人馬越え留めこれあるべくも計り難し、然る処川明けの節宿々助郷触
さ み だ れ

れ人馬多少取り締まり方時刻間に合いこれなく、助郷事立て多く不足雇い候、（中略)右の村々莫太の
ばくだい

響きに相成り候間、川方衆中厚く心得られ実意の取り計らい受け申し度く

（『大磯町史』２ 資料編近世２ №228）

・寄港地浦賀湊で遊ぶ家茂→御備場見分とスバシリ漁に網を打つ

Ⅲ.逆転の構図→西から東へ
◉明治維新へ

１）長州征討御進発

〔背景〕

・公武合体を中心とした幕朝融和策の不調→攘夷激派の先鋭化⋯長州藩、熊本藩、土佐藩藩士・浪士の暗躍

→池田屋事件(元治元年６月５日）

・失地挽回を期す長州藩→藩内の実権を握った激派による武力上京の決定

・元治元年(1864)７月19日、禁門の変（蛤御門の変） → 関東の藩では小田原藩が京都守衛の任 → その

後、福井へ天狗党の追討に慶喜とともに出陣

・長州征討の勅令（23日）→将軍の御進発

〔注目点〕

①第一次長州征伐と宿場・助郷村々の悲鳴

・これまでにもまして反応の早い宿場と助郷村々→嘆願書や訴願の数の増加

・過酷な条件⋯ 宿場間の距離①小田原宿～三島宿４里８町（約16･5㎞）②大磯宿～小田原宿４里（約16
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㎞）④平塚宿～藤沢宿３里半（約14㎞） 二つの大河川―相模川と酒匂川

・内戦による大行軍→負担の極地

・元治元年(1864)8月―東海道53か宿の嘆願書

・東海道品川宿より大津宿までならびに助郷惣代左の名前の者共申し上げ奉り候、当街道宿々助郷の儀、

近年御用御休泊人馬立辻莫太に相嵩み、疲弊相募り候段は申し上げ奉り候までも御座なく、別して去る
べつ

戌年（文久二年）御下向を始め、御変革より引き続き両度御上洛、古今未曾有の御賄い事、実に相続仕

るべき様これなく

・弐百年来の御恩沢に浴し候御国民、死力を尽し紛骨仕るべく候は勿論の儀に御座候えども、人数・精
そうら

力共その際限もこれあり、御上洛御節と違ひ、御軍用御器械・御道具類の多少、御供奉の御役々様方を
ぐ ぶ

始め、諸家様御人数発向の御日割・御順繰り等の御儀、如何様の御所置に相成るやの旨深く心痛罷り在
はつこう い か よ う まか あ

り

・御国恩を報い奉り候御時節と途々相励み御役相勤めさせ候儀故、今更手段工夫も相立たず
みちみち

（『大磯町史』２ 資料編近世２ №229）

・元治元年(1864)―藤沢宿加助郷21か村

・東海道藤沢宿加助郷給々廿壱ケ村惣代相州高座郡大 曲村名主善太郎・小動村名主治兵衛一同申し上げ
おおまがりむら こゆるぎむら

奉り候

・近年戸塚宿・藤沢両宿定助郷村々御免除高の分代助郷仰せ付けられ

・最早拾三ケ年已前（嘉永６年）異国（船）渡来に付き、海岸御固め御用に付き、人馬多く御入用の御趣

意を以て、鎌倉郡村々へ御用仰せ付けられ候に付き

・猶又継ぎ年代助郷仰せ付けられ疲弊致し、農業の暇更にこれなく必至と難渋罷り居り候、然る処和宮様

御入府遊ばせられ、これまた当分助郷へ仰せ付けられ猶予もこれなく、夫々困窮におよび折柄諸家様家
それぞれ おりから

族・御家来・妻子等様御通行遊ばされ、御変革仰せ付けられ、なおまた再度 御上洛遊ばせられ候に付

き、これまた御上の御信用と相心得、難渋ながら御格別の御通行と存じ相勤め仕り

・和宮様御用と相なぞらい自己の了簡を以て御姓名を付け、御上洛御変革の義も左の通り自侭勝手に名を

振り、不平不正の人馬触れ当て取り賄いいたし

・去りながら御進発の義は恐れながら容易ならざる御義に付き、その節は飯盒私共村々潰れにおよぶべき
さ はんごう

程の難渋に至り候共相勤め申すべく候、その余りの義は夫々代助郷をも相勤め罷り在り候儀に付き、幾
それぞれ

重にも御免除仰せ付けられ、前書差し村々手明きの村方へ御振り替え仰せ付けられ候様仕り度く

（『寒川町史』２ 資料編近世２ №243）

※「御国恩」「御国民」「御国役」の論理

・戦わずして終わった第一次長州征伐 →長州藩の藩論は、急進派（尊攘派）から俗論派（守旧派）へ

→謝罪恭順

・四カ国連合艦隊の下関砲撃（７月２日）

・高杉晋作・桂小五郎らによる主権奪取→挙藩一致の抗幕(まだ倒幕とは言えない)へ→容易ならざる企て

～騎兵隊など諸隊の結成

・慶応元年(1865)―長州再討伐令

②第二次長州征討御進発と助郷役負担の拡大

・慶応元年５月16日出立～閏５月16日大坂着陣～22日京参内～24日大坂帰陣

cf.間の宿梅沢松屋本陣での休憩→おはぎ献上と萩の城

・慶応元年(1865)６月―品川宿～小田原宿９か宿の嘆願
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・東海道品川宿より小田原宿まで九ケ宿役人ならびに惣代左の名前の者共一同申し上げ 奉 り候
たてまつ

・今般長防御征伐として御進発仰せ出だされ、御用物を始め供奉御役々様方ならびに御追討御用諸家様
い ぐ ぶ

御惣隊、かの地御出陣の御向々武器・御道具類御差し登り、すべて人馬御遣し高莫太差し添え、当街

道在来定加助郷の外、最寄近在甲斐国まで増加助仰せ付けられ

・去ル戌年（文久２年）御下向御用御変革、両度の御上洛・還御未曾有の右御用引き続き、去子（元治
かんぎよ

元年）夏中京地御騒変・浮浪追討・京都御警衛の御向き幾度ならず御通行、且つ日光御法会に付き、
か

御帰京の御公家衆様・地下御役々様・御警衛御附副いの御向き等、無数の人馬連年数月打ち続き、昼
じ げ そ

夜の絶え間なく相勤め精力労れ果て、危急存亡極弊に陥り、迚もこの上御役馬相続仕るべき様これな
つか ききゆうそんぼうごくへい とて

く （『大磯町史』２ 資料編近世２ №230）

・「最合継」と「継 通仕法」の提案⋯将軍の通行当日は、人足3800人余調達の命令→宿で準備できる精鋭
もあいつぎ つぎとおし

の人足は1500人、残りは往還の稼人足などの雇上げて間に合わせ→例えどんなに高賃であっても、御進

発当日の本隊の御用物・道具類の運び人足をおよそ1000人と見積り、品川宿より大磯宿までの８か宿で

１宿125人ずつ強壮の人足を選んで差し出させ、品川宿から小田原宿までの間を継ぎ通し→小田原―三島

間は、箱根の山越の難所であるので、三島宿から人足1000人を出させて「最合継」（共同で継ぎ送ること）

とする→間々の村々や近在で握り飯の焚出し

・拡大化、広域化する助郷役負担 →大磯宿の加助郷

〈戦況〉

・９月21日参内の上で征長の勅許→長州藩―10万石の減封と藩主毛利敬親の蟄居隠居、定広の永蟄居等の

条件→拒絶

・翌慶応２年(1866)６月５日をもって総攻撃 ～１年以上におよぶ大坂滞在

・６月７日周防大島口での戦闘開始―芸州口・石州口・小倉口の四境戦争

・薩摩藩の出兵拒否→薩長同盟

・圧倒的な戦況の不利と家茂の急死（７月20日 21歳）

※御札降りとええじゃかいかの狂騒

時は慶応三年卯の十一月六日の頃にかありけむ、大君（将軍のこと）の御使なとやんことなき殿のやとらせ給

ふ。このうまやなる蒔田という家の子わらハ、何気なくふところなる紙と風与出て物せむとするに、御神のミ
（童） ふ と

名しるせるものなりとか、其親ミつけてこはいかにと尋ぬれと、誰よりさつかりしといふもとのゆゑよしもな

く、珍らしきことにおもひつるほとに、近となりあたりの人々つとひ来て祝ひミ き奉り、あるはもち飯・
（隣） （辺） （神酒）

こはいひのとゝりはやし、終ニ其神あなたこなた御行なりますミこしにとりつき、諸人いはひうめきさハきぬ、
（ 強 飯 ） （神輿）

さて一日二日へてあなたには天照大神よ、こなたには鹿嶋の御神よミ仏よと、家ことにくたらせ給ふと聞つる

にそ、いといふかしく思ひしか、十日の頃常のこと朝きよめしつる窓のうちに散紙あれハ、とりあけ見るに富
（訝）

士の絵のもとに北口に御嶽石尊大権現としるせるあり、いかさまにもとつゝしみ祭り奉りぬ、其後また?空よ

り降たまふを正にミつと告るも有、頭の上より落るあり、こはいかなることか、神のミしわさなれは我おろか
（見）

なる心に思ひはかるへきにあらねは、かしこミかしこみてこそ世の人ニはおしなへて、あなめでたしといはひ

よろこふこゑ、よるとなく昼となくあめつちにひゝき、また降まさぬ家ニはそをうらやみてきぬニきすへし、

はたえあらハに風しむもいとはす、霜ふミはしり、神まうてに鈴ふりたて、はらひ給へ清めとハいはて、唐ま
（肌） （厭） （踏） （走）

(（学）)ねひの世ニおしうつり、神も仏もわひ(（弁別）)ためなく、六根清浄と言つゝ身はひたあせになりて、

ゆきかひはしりゆくこゑたえす、神ふりたまひつる家には老も若きもうかれ出て、花やかなるきぬ着て舞ふ有、
（絹）

あらたへのくれなゐ染なるをかつきてミすちの琴ひきあるくあり、とめる家のまへには酒つきすゑおき、筒井
（紅） （富） （盃）

つゝよりわく泉のこと酌、ゆきゝの人の袖とめ、あるはこしくものにものませ、もち飯はあられのたはしるか
（乞食）
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こと蒔ちらしぬ、猶松かえのこと曲れる人の心も、杉木のすなほになりもてゆき、夕けの煙とほしきものへハ
（松ヶ枝） （乏）

さ(（財）)へをあたへなとするころ、えミしの二人ミたり馬ニのり来つるをミて、こはゆゝしとて誰ともなく
（蝦夷） （三人）

御神の石そとてうちつけ、あるハ杖もておふもありきとか、日本魂のほともこれニてもしるかりき、かしこく

も神代のむかしにかへりしこゝちせられて、冬の中はも花さく春かとうたかひつゝはつか余りも過ぬ、いかて

此さましるしおかんと思へと、つたなき筆ニはかきも得す、いとせめて此姿を写絵にしおかはやと、また

あけまきなるものゝ我子郁之助にうつさするにこそ、かくいふハ 篁 舎あるし 悠久 ならひニよめる歌
（総角） たかむらのや （主） （としひさ）

くたります 神は誠か いさしらす 人のこゝろを なひかすそ神
（靡）

（『神奈川県史』資料編10 近世(７) №650）

・伊勢神宮の札をはじめ、三島神社や大山阿夫利神社など地域の神社の札も

・富者の元に御札が降り、富者は貧者に施すように促し、したがわない者には神罰が下る

・米や餅、酒などを振る舞う → 雀踊りなど各地の踊り → 総称して「ええじゃないか」

・蒔田は藤沢宿本陣、郁之助と悠久は、藤沢家の名主を勤める堀内家

3）官軍の東征

〔背景〕

・慶喜の将軍襲封(８月20日公表）と休戦協定（９月２日）→幕府の完全敗北

・慶応３年(1867)―薩長を中心とした倒幕の準備 起死回生の大政奉還（10月14日）―討幕の密勅？

・王政復古（12月19日）―天皇親政 公議政体論による「大君」

・小御所会議おける慶喜の辞官納地決定→保留

・慶応４年(1868)１月３日―鳥羽・伏見の戦い→戊辰戦争

・６日、慶喜、大坂脱出→７日、慶喜追討の勅令（朝敵―官軍）→上野寛永寺で蟄居恭順

・15日、東海道・東山道・北陸道の３道に分かれて進軍

・征討軍の人馬調達→旧幕府時代の組織活用

〔注目点〕

・兵食（兵粮米）御用―軍事態勢

・御出陣に付き、大磯宿組合惣代共へ兵食御賄い(兵粮米の調達)仰せ付けられ、一同承知畏み 奉 り 候 、
かしこ たてまつ そうろう

右に付き太兵衛・伝左衛門・伊左衛門三人の儀は、最寄村方故山西村へ出張、兵食御賄罷在り候処、小

田原表へ御先鋒様方追々御繰り込みに相成り実に以て急場に付き、白米等にも差し支え、自身に掛け歩

行最寄村方より差し出させ、山西村にて焚き出し米は申すに及ばず、小田原表へ兵食米附け送り、且又
かつまた

山西村にて人馬継ぎ合いの儀は弁え申さず候処に、小田原表は火の手上り、鉄炮響きにて近辺の村方
わきま

にても人馬出し兼ね候に付き

（『大磯町史』２ 資料編近世２ №239）

4）箱根戊辰戦争

・複雑な経緯―当初、先鋒総督府参謀に勤王の請書を提出するなど、恭順の意志を表明

・慶応４年(1868)５月15日上野戦争→幕府遊撃隊の小田原出没→20日、官軍と遊撃隊が箱根で戦闘開始し

た時点では小田原藩は、官軍からの攻撃命令を受けて遊撃隊に反撃→遊撃隊から小田原城内に、前将軍の

慶喜が軍艦で伊豆下田に上陸して小田原城に向かうという偽の情報がもたらされると、一挙に勤王から佐

幕へ転換→21日未明には遊撃隊と同盟＋21日の戦闘では、遊撃隊士が豆相軍監中井範五郎を殺害、軍監
ず そ うぐんげん

三雲為一郎追放→23日、江戸芝（東京都港区）の藩邸からかけつけてきた留守居役の中垣斎宮（兼斎）
い つ き けんさい

による説得→24日、説得成功、再び勤王へ→25日、遊撃隊を箱根方面へ、同日、藩主忠礼は小田原城を

出て本源寺で謹慎―官位を剥奪の上で城地没収→26日、遊撃隊掃討の嘆願によって箱根湯本村の山崎（箱
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根町）で遊撃隊と戦闘、撃破

・戦々恐々の東海道！

5）今上天皇の東幸

〔背景〕

・箱根戊辰戦争の終結をもって、箱根関所から江戸にいたる「関東」の地、そして相模国は、完全に官軍―新

政府の支配下にはいる。

・戊辰戦争の拡大と矢継ぎ早の政策―３月４日、五箇条の御誓文（天皇主権の確立と新政府の政治的狂歌）→

閏４月21日、政体書の発布（府藩県三治制）→神奈川県へ

※天皇の東幸―新政府による「御一新」を、そして天皇の御代を広く喧伝して印象づけるための、もっとも効果
み よ

的なデモンストレーション 江戸時代の終わりを告げるフィナーレ

文久三年（一八六三）からこのかた、元治・慶応と元号が移り変わるのに歩をあわせるかのように、将軍の

一行そして一軍が矢継ぎ早に大挙して西上をくりかえし、とって返してこの慶応四年には天皇の軍隊が東を

めざした。そして最後に天皇自身が東下を敢行する。それはたしかに、時代の激変を鮮やかに象徴するでき

ごとであった。 『大磯町史』６ 通史編 近現代

・９月20日、京都の御所を鳳輿～10月13日、江戸城到着、東京城と改称
ほ う よ

〔注目点〕

・元来御安撫 御巡幸在らせれられ候御儀に付き、下民の情状知り食しめされ度く
おぼ た

・今般 朝政御一新の儀は、億兆の人民何れもその職に安堵いたし候様勤々 御撫育成され度き御趣意にて新
た

らたに幕府を廃され候処、順逆の弁えなき輩徒に煽動および、素より不憫に思し召され候得共、無 御 拠
わきま おぼ め そうら え ども おんよんどころなく

それぞれ御成敗遊ばされ候儀にて、それ罪たるべきなき万民も一時塗炭の底に陥り入るべき有り様ち立ち至り
と たん

候儀を深く苦渋の上宸襟を悩ませられ、恐れ多くも東京へ鳳輦を巡らせられ御親恤遊ばされ候
しんきん ほうれん

・当春以来関東の人民兵乱の為に艱難におよび候儀、深く宸襟を悩ませられ、御親臨の上普く御安撫遊ばされ
あまね

度き思し召しにて江戸表を東京と唱え替えに相成り⋯

明治元年10月「御東幸御用留」平塚市博物館所蔵

・天皇の意志―「安撫御巡 幸」⋯人民が安心して生活できることを願って巡幸
あ ん ぶ ご じゆんこう

・関東の戦乱が終結したことを受けて行幸 → 「江戸」を「東京」に！

・明治元年(1868)10月

・今時御一新に付き、東海道通り今上皇帝東京府へ御下輦促せられ候に付き、京都御発向は九月十九日也、
おん げ れん ご はつこう

この地御通輦は十月十日大磯駅より藤沢駅、御夜泊は清浄光寺、これより馬入川三瀬へ舟橋を掛く、去れ
ご つうれん

ばこの日遠近の老少婦女路傍に競い拝送すること雲霞の如し
う ん か

・上古日本武 尊東夷征伐の後いまた先 蹤を聞かず、然るを凡そ民居りながら 天子の御臨幸を奉拝す
じようこや ま とたけるのみこと せんしよう しか ご りんこう ほうはい

るは今 生の冥加崇するに余りあり。 （茅ヶ崎市史史料集 第五集『藤間柳庵「太平年表録」』№173）
こんじよう

・歴史上はじめて関東の地に足を踏み入れた天皇 → 遷都と「奠都」
て ん と

※詳しくはホームページをご覧ください。

URL：http://www.ihmlab.net/tweet/

(大学教授のつぶやき by 情報史料学研究所)

ホームページ内歴史コラム：幕末維新の騒乱と東海道Vol.1～19

http://www.ihmlab.net/tweet/category/column/page/2/
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【図表編】
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