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土佐藩白川邸・尾張藩吉田邸にまつわる覚書

笹川尚紀

　 １　は じ め に

　江戸時代の最末から明治時代のはじめにかけて，京都大学の北部構内には土佐藩の白川

邸が，本部構内には尾張藩の吉田邸が所在していた。もう少し具体的に述べると，百萬遍

知恩寺の東側に前者が，その南側に後者が位置していたことになる。

　本稿は，主として文献史料を検討の素材とすることで，それら藩邸の移りかわりにつき

克明に跡づけていくことをねらいとする。

　ところで，筆者は，平成28年 ２ 月15日から ４月15日にかけて，京都大学の病院東構内の

436地点における発掘調査（１）を担当した。それを終えたのちの遺物の整理作業において，

近代の土坑から，「住瓦庄」という刻印銘をもつ瓦が出土したのを知った。くわえて，そ

のような刻印瓦が北部構内の208地点，よりくわしくいうと，土佐藩の白川邸の南をかぎ

る空堀の埋土からとりあげられているのがわかった。

　それら出来事をきっかけにして，白川邸にかんし少しずつ調べていたところ，京都大学

総合博物館においてもよおされる平成28年度特別展「文化財発掘Ⅲ―激動の幕末と京大キ

ャンパス―」に関与することになり，ひっきょう，深く分析をおこなっていく必要が生じ

るにいたった。

　いっぽう，尾張藩の吉田邸については，本部構内の403地点における発掘調査の成果を

まとめた小文のなかに，文献史料をもっぱら用いた考察の梗概をさし入れた（２）。しかし

ながら，上記の白川邸にまつわる吟味の過程で，みおとしている史料および解釈がまちが

っている箇所の存在に気づき，ふたたび掘りさげていくことが不可欠であると痛感するに

およんだ。

　拙稿は，以上のような経緯によって執筆されたものである。まったくの門外漢であるが

ゆえに，論文の形で発表することにたいしては，相当なためらいがあった。されども，そ

の時期の在京藩邸にかんする文献史学・考古学双方の研究の進展に，ほんのわずかでも役

に立つのではないかと思い，あえてそうするよう決心するにいたった。もちろん，諸賢に

ご教示・ご批判をいただくことで，修正を随時くわえていく所存である。
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　 ２　土佐藩白川邸の沿革

　⑴ 設　　置

　まずは，白川村に土佐藩の屋敷がもうけられるにおよんだ時期について，検討をこころ

みる。

　つとに，平尾道雄氏は，『中岡慎太郎　陸援隊始末記』において，「慶応二年の冬，福岡，

小笠原の周旋で土佐藩兵上京のとき駐屯させるために購入した新邸」であり，その「設け

られた家屋は，かつて参政吉田東洋が摂海警備の幕命をうけて，摂津の住吉に建築した兵

営を移したもので，多人数が収容せられる」と指摘している（３）。

　しかしながら，どのような史料にもとづいて，さような記述をおこなったのか，同書に

はいっさい書きとどめられてはいない。だからこそ，事実かどうか確認するため，史籍な

どあれこれ探し求めたものの，それを裏づけるものをみつけだすことはかなわなかった。

　ところが，そのように困惑しているなかで，偶然にも柳内良一氏が所蔵されている文書

と絵図を閲覧することができた（４）。それらは，作事瓦方による慶応 ２年（1866） ９ 月吉

日の㋐「土州様左
さ

海
かい

御陣家瓦数控」と㋑「土州様　引越　左海御陣所惣絵図写」，大工新

助による同年同月の㋒「土州様御屋舗　住吉御陣家　こほち運送割出し帳」の ３点で，そ

の月のうちにまとめられた一連のものであるともくされる。なかでも，㋒では，その最後

に，秋の末の「九月廿七日」という月日がみえている。

　これらのうち，㋐には，「右御屋根瓦卸従京都御屋舗御場所迄運送仕候而」とあり，ま

た㋒から，住吉陣屋のもろもろの建物を解体したうえで，それら部材のあら方を「白川村

御地所迠」運び込もうと企図していたことが読みとれる。

　そして，両者のほかに着目すべきは，『寺村左膳道成日記』慶応 ３年 ９月24日条であって，

そこには，「白川邸ハ先年御買上ニ相成シ新邸也」と書きつづられている（５）。そのなかの「御

買上ニ相成シ」とは，具象的には，土佐藩が白川村の土地を買収したことを指していよう。

くわえて，「先年」とあるので，さような購入は，慶応 ２年以前に実施されたのがうかが

える。

　かかる事柄と先の㋐ならびに㋒の文書の中身とを勘案すると，慶応 ２年の冬以降に，土

佐藩が藩邸をこしらえるために買いとった白川村の土地に，住吉陣屋の建物が移送された

という点がおさえられよう。その運搬およびくみ立ての時分をしぼり込むのはなかなかむ

ずかしいけれども，あとでとりあげる史料に徴するに，遅くとも翌年の前半のうちには完
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了していたとみなして，まず誤謬あるまい。

　残念ながら，平尾氏は，どういった史料をもとにして，如上の筆記をおこなったのか，

つまびらかにしえない。しかるに，建物の移動はまちがいなく，また設置の時期にかんし

ては，慶応 ２年の冬ごろであったとみておくのが無難であろう。

　なお，佐佐木高行の日記である『保
ほ

古
ご

飛
ひ

呂
ろ

比
い

』慶応 ３年 ９月10日条には，白川邸のこと

を「土佐ノ下屋舗」としたためている（６）。それと対になる上屋敷は，中京区備前島町に

所在していた川（河）原町邸であった。同邸は，いくつかの史料から，寛永 ５年（1628）

に購入され，その年の秋より建築工事が着手されたことが知られる（７）。

　⑵ 住吉陣屋

　ここで，話題を住吉陣屋に転じる。

　安政 ５年（1858） ６ 月19日に，幕府と米国とのあいだで日米修好通商条約が締結された。

その条約には，1863年の正月までに兵庫を開港することが定められており，そうした関係

上，大坂湾の警固の強化が急務となった。土佐藩は，条約の調印から ２日後の ６月21日に，

「大坂表海岸御警衛」を命じられ（８），その一翼をになうことになった（９）。

　住吉陣屋は，さような大坂湾警備の拠点として，土佐藩により造営されたものである。

そこで，以下に，その設置にまつわる史料を列記する。

　【史料 １】『保古飛呂比』万延元年（1860） ９ 月条（10）

一，同月，幕府ヨリ，大坂警衛ノタメ，住吉ニ於テ陣屋地ヲ交付セラル。我藩曩ニ，

関西ノ諸侯ト同ジク，大坂警衛ノ命ヲ受クルトキ，木津川口ヲ守ルベシトノ命ア

リ。故ヲ以テ住吉ニ戍営ヲ置カシメシナリ。其命ニ曰ク，

大坂表海岸御警衛被仰付，摂州住吉郡中在家村・今在家村入会ニテ，壱万七拾

九坪七合五勺，右之場所為陣屋地被下候間，可被得其意候。尤地所受取方等ノ

儀ハ，町奉行幷御代官ヘ可被談候。

　【史料 ２】『保古飛呂比』万延元年 ９月条

一，同秋，住吉御陣屋造営初マル。役掛，御仕置役吉田元吉，御普請奉行後藤良輔，

御作事奉行寺村勝之進。

但国役ニテ人夫数百人，普請方役人召連出役ス。
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　【史料 ３】『保古飛呂比』文久元年（1861） ２ 月20日条

　　一，二月二十日，帰国ス。

但帰途大坂住吉陣営普請場ニ立寄ル。其工事ノ運ノ速カナルコト土地ノ人々賞

讃セリ。木石ハ土佐ヨリ運送シ，工夫モ人夫モ皆土佐人ヲ用ヰ，上下大ニ競ヒ，

勇マシキコト大坂住吉辺都会ノ人目ヲ驚カス。甚ダ以テ愉快ナリ。参政吉田元

吉担当シ，自身最初実地ニ臨ミ指揮ス。普請奉行ハ後藤良輔ナリ。後藤若年ナ

レ共頗ル鋭敏，依ツテ工事尤モ運ブトイヘリ。来ル四月中ニハ皆出来ノ見込ト

テ，此節尤モ上下勉強ノ時ナリ。此時迠ハ長堀近辺ニ警衛人数散在ス。役掛等

ハ少々引移リ居ルト聞ク。

　史料 １から，幕府より土佐藩へ住吉に陣屋地があたえられたのは万延元年 ９月であり，

その場所は摂州住吉郡の中在家村と今在家村の入会地で， １万80坪弱のひろさであったこ

とが知られる。また，大坂湾のなかでも，木津川の川口の守衛を課せられたことがおさえ

られる（11）。『住吉区史』によると，旧粉
こ

浜
はま

村字陣屋前，現在の大阪市住吉区東粉浜 ２丁目

のうちに，住吉陣屋が存していたとする（12）。

　つづいて，史料 ２をとりあげるに，万延元年の秋からその建設がはじまり，御仕置役を

吉田元吉（東洋）（13），御普請奉行を後藤良輔（象二郎），御作事奉行を寺村勝之進がつと

めたとする。くわえて，国役によって人夫数百人が土佐から動員されたと記されている（14）。

　最後に，史料 ３に目をむけるに，佐佐木高行が江戸から土佐に帰る途次，住吉陣屋の建

築現場を訪れた際の様子がしたためられている。とりわけ留意すべきは，傍線をほどこし

た部分であって，これにより，木材や石材が土佐から運搬されたこと（15），工夫や人夫も

またすべて土佐から徴発されたことがわかる。

　そこで，上記の事柄をふまえたうえで，視点を京都大学北部構内の発掘調査の成果に移

すに，その208地点から，白川邸の南を画する空堀にあたるＳＤ １および井戸ＳＥ ３が検

出されている。くわえて，前者の埋土からは415点，後者のそれからは ８点の刻印銘を有

する瓦がとりあげられている。

　かような刻印瓦は，割れたことによって読みきるのが不可能なもの １点を含めると，24

種類にもおよぶ。しかして，それらの内容にたいし分析をおこなったところ，22種類のも

のは，土佐の瓦屋の屋号ないしは商標に該当するのが明らかになった。要するに，土佐国

の各所において製造されたもので，建物を破壊するおりに，刻印銘をもたない瓦といっし
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ょに，堀ＳＤ １や井戸ＳＥ ３に投げすてられるにいたったと推察されている（16）。

　ここで，想起すべきは，白川邸の建物は住吉陣屋のそれを移築した点，木材・石材が土

佐から運ばれた点だ。これら事柄と上述の刻印瓦の検討結果を考えあわせるに，瓦もまた

土佐から住吉へともたらされ，ついには，白川邸の建物の屋根に葺かれることになったと

解してよいのではあるまいか。詮ずるところ，住吉陣屋で使われた資材の大半は，土佐国

内において用意され，運送されるにおよんだと想定される。

　ちなみに，判読しうる23種類のうち，「住瓦庄」という刻印銘にかんしては，その詳細

は不明であるとされる。「住瓦庄」の刻印瓦は，堀ＳＤ １から ２点のみしかみつかってい

ない。けれども，筆者が担当した病院東構内の436地点の発掘調査において，近代の土坑

であるＳＫ １から，２点のおなじいそれが出土しており（17），そうしたことを契機にして，

その意味するところを仔細に検索した。その結果，つぎのようなことが判然となった。

　現在，衛生・洗面機器を製造しているアサヒ衛陶株式会社（本社は大阪市中央区常盤町

１丁目に所在）は，享保年間（1716～1736）に住吉の地において，「摂州瓦屋庄兵衛」と

称し，いぶし瓦の作製に従事したことを起点とする企業である。

　その「摂州瓦屋庄兵衛」は，幕末になると「住瓦庄」と名のり，ひいては，明治初年に

はそれが商号として定まることになった。「住瓦庄」とは，「住吉の瓦屋の庄兵衛」を省略

したものである。そうした「住瓦庄」の瓦は，大坂（阪）のみならず，京都の寺社にまで

販売されていたという。ところが，丹
たん

司
じ

徳次郎（第15代・庄右衛門）が大正 ６年（1917）

11月に42歳の若さで亡くなったことが原因となって，それから ２年あまりののち，瓦の製

造を中止せざるをえなくなったとされる（18）。

　遺憾ながら，「住瓦庄」にかんする史料は，いっさい伝わっていないという。しかるに，

如上の事柄は，徳次郎の子である明治44年（1911）生まれの徳蔵氏，おなじく大正 ２年生

まれの豊治氏の「見聞，体験，及び手控え等を基に」したものであることが明示されてい

る（19）。よって，享保年間のことはともかく，幕末以降の「住瓦庄」については，両氏の

記憶のなかにしっかりと焼きついていたともくされ，ゆえに，それに信頼をよせても，お

そらく大過あるまい。

　かくして，「住瓦庄」の刻印銘をもつ瓦が住吉で製造されたことが明らかになると，堀

ＳＤ １から出土した ２点の瓦は，住吉陣屋の建物の屋根に使われていたものであったとみ

なして差し支えないと思われる。「住瓦庄」は，大
だいりよう

領村，現在の住吉区上
うえ

住吉 １丁目・南

住吉 １丁目のあたりに窯場をもうけており，そこは住吉陣屋と近い距離となる。察するに，
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住吉陣屋においては，地元の瓦屋から買い入れた瓦が用いられており，結局，それが白川

村へと運ばれることになったのであろう。

　ただし，「住瓦庄」の瓦が造営当初から，その屋根に葺かれていたとは断言しえない。

というのは，修繕や増・改築などの際に，近所から購入された可能性も残されているから

だ。住吉陣屋の資材にかんしては，土佐から移送するのにこだわっていた点が，前にみた

史・資料からうかがわれるがゆえに，むしろ，あとになって買得された公算が大きいので

はないかと考えておきたい（20）。

　さて，万延元年の秋に開始された住吉陣屋の建設は，史料 ３の波線部分によると，文久

元年 ４月に完成を見込まれていたのが確かめられる。しかしながら，『勤王秘史　佐佐木

老侯昔日談』第 ６・ １から，佐佐木高行は，「竣工の予定よりは一ヶ月後れて，五月に至

つて出来上つたと覚えて居る」と語っているのが知られる。もとより，高行は，現場に立

ちあっていたわけではなく，その発言の内容が正しいのかどうか，少なからず不安を感じ

ざるをえない。

　とどのつまり，工事が終了した月日をはっきりさせるのは至難であるといえる。されど

も，『保古飛呂比』文久元年 ４月21日条には，「大坂御警衛十一明組士大将，中老山内右近

被仰付，出発ス」と記されているので，４月の末にはおおむね仕上がっていたと判断して，

まずあやまりあるまい。

　こうして落成なった住吉陣屋は，慶応 ２年の冬ごろに解体されるにいたった（21）。その

理由としては，同年 ９月に幕府から木津川の川尻の警備を免除されたことがあげられる（22）。

つまりは，住吉陣屋は突如いらなくなって，その結果，建物をばらして白川村へと運び込

むという措置がとられたと推量される。

　かりにそうだとすると，白川村の土地を土佐藩が買いとった時期は，慶応 ２年 ８月以前

にさかのぼり，しばらくのあいだ放擲されていた可能性も浮上しよう。こうした点はさて

おき，住吉陣屋の坪数を前提にすると，白川邸の面積は，少なくとも １万坪はあったので

はないかと想察される。

　⑶ 陸 援 隊

　かくして設置された白川邸は，のちに陸援隊の屯所となった。そうしたことの起源を書

きとどめている史料を，まずは，以下に掲出する。

　【史料 ４】『保古飛呂比』慶応 ３年（1867） ７ 月27日条
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一，七月廿七日，晴。夕立アリ。出勤。早朝ヨリ真吉・雄之進来ル。又石誠モ来ル。

今日ハ仕舞頗ル多忙。畢 白川邸ヘ浪人々数ヲ入置クニ付テナリ。石川誠之助ノ

申立ニテ，白川邸ヘ浪人ヲ差置ク事ヲ許セシナリ。毎度唯次郎・雄之進・真吉等

来ルナリ。

右白川邸ヘ人数入レ置キ候義ハ，先日石川誠之助ヨリ申来リ候ニハ，此頃幕ヨリ

又々浪人狩リ相初メ候様ニ被察候。其訳ハ，柳馬場ニ下宿ノ対州浪人橘某，既ニ

捕縛セラレタル由，就テハ吾々ノ同志共所々下宿致シ居候テハ，危険ニ付，一纏

ニ致シ度，白川邸ヘ御差置キ願度トノ事，内密申出デ候。然ルニ，政府中モ未ダ

十分ニ勤王論モ無之，漸ク大政返上建白等ノ事ニハ内々相運ビ居候得共，浪人等

ハ余程相忌ミ候者多ク，既ニ在京中ニテモ，福岡藤次初メ其他モ，其論ヲ相含ミ

居リ，又他藩ニハ尤モ多ク有之場合ニ付，猥リニ手モ下シ兼候場合ニ付，自分ヨ

リ由比猪内エ事情能々相談候処，同人ハ存外ニ時勢相分リ居リ，参政中ニテモ上

席株ニテ，漸ク同意致シ呉レ候間，他ニ異論不差起中ト，急速ニ相運ビ候様取扱

致シ候。幸ニ御陸目附樋口真吉モ同志ナリ。其以下下横目ニテ唯次郎・健三郎・

雄之進等孰モ同志ナレバ，異論無之中，自分一手ニテ為相運候事ナリ。殊ノ外多

忙ニアリシナリ。今日ノ事情実ニ六ヶ敷事也。他日罪人ト相成候事ハ覚悟之事也。

　この記事によると，佐佐木高行の主導により，白川邸に浪人たちを住まわせるよう決し

たことが知られる。その過程をややくわしくみるに，石川誠之助，すなわち中岡慎太郎は，

対馬の浪人である橘某が幕府によって捕捉されたのを機縁にして，ちらばって投宿してい

る同志である浪人らを守るために，白川邸にあつめおくよう内密に願い出た。佐佐木高行

は，それをうけて（23），自藩および他藩での浪人にたいする忌避は承知しつつも，上司で

ある参政の由比猪内の賛同をえたうえで，早急に中岡慎太郎の求めに応じたとある。

　慎太郎の日記・『行行筆記』をひもとくに， ７月27日条に「白川邸定る」，同月29日条に

「朝白川邸に移る。著到十一人。是より追々著」としたためられている（24）。つまるところ，

佐佐木高行の尽力によって，過去の藩籍を異にする者などが白川邸にまとめられ，陸援隊

が組織されることになった。

　さて，史料 ４にふたたび目をやるに，中岡慎太郎は，仲間の浪人の身のあやうさを救う

べく，行動をおこしたことがくみとれる。けれども，そうとばかりはいいきれない面が存

しているといえる。



162

土佐藩白川邸・尾張藩吉田邸にまつわる覚書

　まずは，「柳馬場ニ下宿ノ対州浪人橘某」についてとりあげるに，かれをめぐっては，『行

行筆記』 ２・丁卯 ７月19日条を看過することができない。それには，「昨日橘被轉
〔縛ヵ〕

候由」

と書きつづられていて（25），これにより，橘某は慶応 ３年 ７ 月18日にとらえられたことが

わかる。

　注意をはらうべきは，『品川弥二郎日記』慶応 ３年 ７月25日条の「石川柳馬場蛸薬師ノ

旅宿ニ問フ」という記述であって（26），これから，中岡慎太郎はそのころ柳馬場蛸薬師に

宿泊していたことがおさえられる点だ。

　残念ながら，橘某にかんしては，「柳馬場ニ下宿」とあって，そのやどりが柳馬場のい

ずこであったのか，つまびらかにしえない。けれども，慎太郎の旅宿から近かったことは

まずあやまりないものと思われ，ひっきょう，橘某の捕縛を耳にして，慎太郎は，身の危

険をひしひしと感じたにちがいあるまい。かかる点から推すに，慎太郎は，みずからの安

全を確保するためにも， ７月19日以降に，先のような申し出をおこなったのではないかと

考える（27）。

　ところで，史料 ４から，浪人らの屯集場所として中岡慎太郎が白川邸を指定したことが

読みとれる。いったいかれはどうしてそこを選ぶにいたったのか，疑問が湧いてこよう。

以下では，この点をめぐって考察を進めていきたい。

　【史料 ５】『保古飛呂比』慶応 ３年 ７月26日条

一，同廿六日，晴。出勤。午後ヨリ真吉・藤右衛門・唯次郎随行致サセ，大仏・智積

院・新日吉境内委細見分致シ候。其訳ハ，兼テ後藤帰国之節打合セ置キ候二大隊

之兵，追々上京可致ニ付，白川邸ヘ差置キ候哉否之処，同所ハ不便利ニ付，矢張

智積院之方可然トノ見込ニテ，進退懸引之都合等，夫是配置之位置等取調之為ナ

リ。右ハ自分ノ職掌ニテ，大鑑
（監）

察ハ武者奉行之任モ有之故ナリ。

　この記事によると，佐佐木高行は，慎太郎の申請を聞き入れた前日に，大仏・智
ちしゃくいん

積院・

新
いま

日
ひ

吉
え

の境内をくわしく査察したとある。そして，さような理由として，後藤象二郎が土

佐から近ぢか率いてくるであろう二大隊の兵にかんする駆け引き，およびその配置場所な

どについて入念に調べるためであったということがあげられている。

　さて，そのなかにみえる智積院（東山区東瓦町に所在）には，文久 ２年（1862）11月ご

ろ以来，土佐藩が借り入れることで，陣営がおかれていた（28）。高行は，武者奉行として
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の任も兼ねる大監察という役職についていたがゆえに，智積院を中心にすえて兵の収容な

どにつき思案をめぐらせていたわけだ。

　では，傍線を引いた箇所は，具体的にいかなることであったのかというと，この点を理

解するためには，まずは，薩土盟約についてとりあげなければならない。

　慶応 ３年 ６月22日，京都において，薩摩藩の小松帯刀・西郷隆盛らと土佐藩の後藤象二

郎・寺村左膳らとのあいだで話しあいがもよおされ，その結果，大政奉還と公議政体の樹

立をめざしたとり決めが結ばれた。これを薩土盟約と呼ぶ（29）。そうした事態をうけて，

後藤象二郎らは，同年 ７月 ３日に帰国の途についた。

　【史料 ６】『保古飛呂比』慶応 ３年 ７月 ３日条

一，七月三日，寺村左膳・真辺栄三郎・後藤象二郎・深尾直衛，今日出足帰国ス。（中

略）

大政返上建白ノ義，老公ヘ伺ノ為ニ，後藤初メ帰国ス。其節自分ヨリ後藤ヘ相談

致シ候。十分出兵有之度。其訳ハ，此度建白ハ不容易義ニ付，兵ヲ備ヘ周旋無之

テハ，必ズ兵力ニテ圧セラレ可申。後藤同意シ，帰国ノ上其運ニ可致云々。

　上の史料によると，薩土盟約にもとづく大政返上の建白の件で，山内容堂の指示をあお

ぐべく，後藤象二郎らは土佐へと帰ることになった。その際，佐佐木高行は後藤にたいし，

大政奉還をなしとげるためには十分な兵力が必要であると語り，こうした意見に賛成した

後藤は，兵を引き連れて上京してくると約束したとする。

　要するに，史料 ５の傍線部分は，このときの相談のことを指しているのであり，「二大

隊之兵」は，薩土盟約の中身を実現させるうえで，不可欠なものであったのが把握されよ

う。しかしながら，後藤象二郎は，山内容堂の反対にあって（30），それを率いて京都にも

どることがかなわず，ひいては，薩土盟約は，破棄されることになった。

　そこで，史料 ５の波線をほどこした箇所に目をむけるに，佐佐木高行は，二大隊の兵を

白川邸におくことは都合が悪いと述べている。実のところ，高行はそれ以前に，とり調べ

のため白川邸を訪れていた。そのことを示すのが，つぎの記事である。

　【史料 ７】『保古飛呂比』慶応 ３年 ７月 ４日条

一，七月四日，快晴。（中略）例刻ヨリ未ノ刻，毛利ト両人白川邸見分ニ至リ，申ノ
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刻帰宿ス。此ノ白川邸ハ不便ナル処ナルニ，如何ナル事ニテ御買入ニ相成候哉ト

思フニ，佐幕論家ニテ，是迠ノ如ク大仏境内知積院ヘ御人数差置候時ハ不可然，

辺境ニヨリ出デタル事ナラン。依ツテ知積院ハ要地ニモ有之不而已。一朝事起リ

タル時御人数等繰出シ候ニモ便利ナレバ，矢張リ御借置ノ方可然ト存候。 白川

邸ノ模様モ見分致シ候事ナリ。夕方石川誠之助来ル。

　高行は，白川邸が不便なところにあるとし，他方，大仏境内の知積院はそうではないと

して，後者を借りつづけるべきであると判断している。高行は，白川邸がどのような理由

で購入されたのか思いをめぐらせ，傍線部分のように推測している。しかるに，その内容

は，なかなか理解しづらいといえる。

　そこで，『勤王秘史　佐佐木老侯昔日談』をひもとくに，その第 ８・21には，高行によ

って，「佐幕家が智積院に兵を置く時には，却つて事変の際，その渦中に捲込まるゝとい

ふ事を恐れて，強いてコンな辺境の地を買入れたのだ」と語られていて（31），その意味す

るところが明瞭になる。

　もとより，それは高行の想像であって，白川村の土地が買い入れられた政治的な背景は

定かではない（32）。されども，かれが主張しているように，そこが辺鄙な場所であったの

かというと，そうした点にかんしては，たやすく首肯することができない。

　たとえば，慶応 ４年の「改正京町御絵図細見大成」をみるに，白川村の「土州屋敷」の

南に沿って東西の道が記されている（33）。その道は，17世紀後期の地誌などによると，「白

川馳
はせ

道
みち

」と呼ばれ（34），西にむかえば今出川（大原）口をへて洛中に，東に進めば白川道・

山中越をとおって近江坂本などに達することができた。それゆえに，高行がいうように，

白川邸が不便なところにあったとは，とうてい考えがたい。

　高行は，慶応 ３年 ６ 月17日に土佐をはなれ，同月21日に入京している（35）。よって，白

川村のあたりの土地勘に欠けていたことがくみとられ，そのあげ句，先のような認識をも

つにおよんだのではあるまいか。

　かくして，佐佐木高行は，智積院とは異なり，白川邸を陣営として評価してはいなかっ

た点が確かめられた。こうした事柄をおさえたうえで，留意すべきは，高行と中岡慎太郎

の関係である。『保古飛呂比』を披見するに，高行は入京して以降，慎太郎と対話するな

どしばしば接触をもっており（36），両者の親交が深かったことが看取される。

　とりわけ，みおとしえないのは，史料 ７の波線部分であって，高行が白川邸の査察を終
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えた日の夕方に，石川誠之助，すなわち中岡慎太郎にあったとしたためられている点だ。

これから推すに，慎太郎はこのとき高行から，白川邸の様相およびそれにたいする好まし

くない印象について聞かされたのではなかろうか。そして，こうしてえた情報をもとにし

て，白川邸を浪士たちの屯所とするよう請い求めるにいたったと想定する。

　このようにして白川邸は，中岡慎太郎を首領とする陸援隊の拠点となった。その威勢に

ついては，慎太郎にしたがって同隊を支えた田中光顕の手紙により，うかがい知ることが

できる。

　【史料 ８】田中光顕が川添亥平方に送った書翰（37）

先達而以来白川御屋敷へ諸藩の浪士五十人計入込，陸援隊と相唱へ，横山勘蔵〈石川

清之助事〉を総務に被命。且加之十津川の人数五十人計調練修行之為相登せ，是亦当

御邸へ入込，日々調練稽古罷在候。過日来より薩州よりも稽古として段々参り盛の事

に御座候。百人の兵はいつに而も自由に動かせ申候故，一方を破るに足り可申と私に

相楽居申候。（山括弧内は割書）

　この書状のなかには，「此度慶喜より天朝へ政権返上の儀に附」，ならびに「当月中には

一決戦相遂可やと胸中相期し罷在候」とみえるので，大政奉還が挙行された慶応 ３年10月

14日よりのち，おそらくは同月下半にしたためられたものと推察される。むろん，その内

容には誇張も含まれていようが，陸援隊の盛況をくみとっても，さして支障なかろう（38）。

　しかしながら，藩内には，同隊のことを不快に感じる人びともまた少なくはなかったと

いえる。以下に，そのような点を示す史料をひとつだけ掲げることで，本節を締めくくる

ことにしたい。

　【史料 ９】「佐幕派の壮士三十三人連署して建白せし文」（『谷干城遺稿』巻 １・第 ２編・

「慶応三年隈山詒謀録」のうち）（39）

　　一，亡命者御召返白川邸へ浮浪之徒御閣之事

（中略）且晋太郎『中岡慎太郎の事。即石川清之助の事なり。』義は長州暴発之

節相組し，於京師戦争仕，其後長州に罷在候処，此頃御召返に相成候趣，且白川

御邸へ浮浪之輩数人御差置に相成候廉々疑念仕候事。
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　⑷ 処　　分

　周知のように，中岡慎太郎は，慶応 ３年（1867）11月15日に，何者かによって襲撃され，

坂本龍馬とともに落命することになった（40）。それ以降，陸援隊がいつまで白川邸を根拠

地としていたのか，はっきりさせることができない。

　【史料10】『皆山集』93巻（41）

　　一，伏見開戦と土佐藩の備え

明治元年一月伏見の戦端開くるの前，藩論二派ニ別れ会桑二藩ニ拠り事を執る

ものあり。（中略）寺田典膳をして京都白川の藩邸を会津藩ニ貸渡すの約あり。

　この史料によると，戊辰戦争の発端となった鳥羽・伏見の戦の前に，土佐藩の藩論はふ

たつに割れ，その一方が会津・桑名両藩をたよって行動していたとする。そうした一例と

して，寺田典膳が会津藩とのあいだに白川邸を貸しわたす約束をしていたことがあげられ

ている。むろん，鳥羽・伏見の戦の結末に徴するに，会津藩が白川邸を借用しえたとは，

とても考えづらい。

　さて，明治時代になると，ときの政府から，つぎのような命令が発せられた。

　【史料11】明治 ３年（1870） ２ 月 ５ 日付の太政官布告（42）

京都ニ有之候諸藩之邸宅地所，近来往々荒蕪ニ相成候場所不少趣，右ハ全ク地力ヲ廃

棄シ候儀ニ付，不用之向ハ桑茶等植付，地力ヲ尽候様可致。不及其儀分ハ売払候歟，

又ハ上地致候歟，孰レトモ取極，早々京都府ヘ可申出事。

　但拝借地ノ分ハ返上可致事。

　これによると，京都に存する諸藩の邸宅地所にかんし，荒れはててしまっているところ

が少なくない状況をうけて，用いないのであれば，桑や茶などを栽培するよういいつけて

いる。そして，それができなければ，売ってしまうか，もしくは政府に上納するか，どち

らかに決めて早く京都府に申し出るよう命じている。

　このような太政官布告をふまえ，高知藩は京都府御役所にたいし，同年 ３月30日付と ６

月 ５日付の ２通の文書を提出している（43）。

　まずは，前者をとりあげるに，蹴上ヶ邸・白川邸にかんしては，「但諸作物植付荒所無
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御座候」，河原町邸・岡崎邸・烏丸通今出川上ル邸については，「但当時人数差置明地無御

座候」と書きつづられている（44）。それら記載に照らすに，白川邸は高知藩によって管理

されていたものの，人員はあまり配置されていなかったことが察せられる。

　つづいて，後者に目を転じるに，愛宕郡白川村の白川邸について，「此度存寄を以建物

取毀，地面近々諸作物植付申候間，此段御届仕候」としたためられている。そうした届出

にたいし，京都府は「御書面之趣承届候事」，すなわち承諾をあたえている。

　さような事柄にもとづくと，白川邸の建物は，明治 ３年 ６月 ５日からほどなくしてとり

壊されるにいたったと推量される。先にふれた，堀ＳＤ １の埋土などからみつかった瓦は，

この際に投棄されたものであろう。

　そののち，白川邸の跡地には，桑や茶といった諸作物が植えられたものの，その土地は，

あまりときをおかずして，何らかの方途により始末されるにおよんだと想定される。

　 ３　尾張藩吉田邸の沿革

　⑴ 土地の購入

　尾張藩の吉田邸にかんしては，その地所の買いあげにまつわる史料が残されている。ま

ずは，それを引用する。

　【史料12】「文久三癸亥年　手元記録　下」11月 ２ 日条（45）

　　一，京都元〆方より左之趣申来ル。

当地吉田領之内，高畑与申田所，初凡弐万坪程

御買上ニ相成，当地　御館御取建之筈，付而ハ

右御地所買主名前，

旦那様へ被　仰付候而も差支之筋無之哉之

段，当春　 旦那様御在京之砌，御内意御座候

ニ付，御差支之筋無之趣御申上置ニ御座候処，

其後追々御取調ニ相成，既
（抹消）

ニ弥御買上御治定ニ

相成，既ニ代金も御渡相済申候ニ付，去ル十八日在京

役衆尾崎八右衛門殿・永田益衛殿・茜部小五郎殿

列座ニ而，別紙写之通，書付被相渡申候。尤

旦那様御名代上田小右衛門相勤申候。（後略）
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　この記事によると，吉田領内の高畑（46）というところの田地を当初， ２万坪ほど買いと

って屋敷をもうけようとしていたこと，そうした購入に際して，「旦那様」，すなわち茶屋

良
りようよ

与にたいし名義上の買主となるよう，文久 ３年（1863）の春に公命がくだされたことが

知られる。くわえて，茶屋良与はそれを諒承したこと，土地の買い入れがすんだこと，文

久 ３年10月18日に尾張藩の「在京役衆」である尾崎八右衛門ら ３名の列席のもと，それに

かんする文書がわたされたことが読みとれる。

　史料12のなかで，旦那様と呼ばれている茶屋良与（のちに長与と改名）は，尾張徳川家

の御用達である尾州茶屋家の ８代の主人にあたる。その最後にみえている上田小右衛門は，

良与に仕える同家の手代で，藩邸地購入の件につき主体的にはたらいた人物である。

　さて，この記事から，吉田邸の土地が買い入れられたのは，文久 ３年10月18日からさほ

どさかのぼらないときであった点がうかがえる。そして，そのような話がもちあがったの

は，傍線部分より，同年の春であったことがおさえられる。

　文久 ３年の春といえば，前藩主の徳川慶勝が在京していた時期に含まれる。14代の藩主

で，尊王攘夷・朝幕協調の立場をとっていた慶勝（47）は，朝廷の意向をふまえた幕府のい

いつけにより，将軍家茂の上洛を前にして同年正月 ８日に入京している（48）。茶屋良与は，

その慶勝につきしたがっており，傍線をほどこした箇所にみえるように，このころ京都に

滞在していた（49）。

　ちなみに，史料12の波線部分より，最初の段階では， ２万坪くらいの土地を買得しよう

と考えていたのがわかる。もとより，こうした記述からすると，その坪数とは異なる結末

をむかえたことが予想されよう。

　はたせるかな，愛知県公文書館に架蔵されている「吉田御屋敷之図」では，「三万三千

三百三十三坪」と書き込まれており（50），吉田邸のひろさが確かめられる。したがって，

このような記載にもとづくと，文久 ３年10月18日よりも少し前に，これとおなじか，ない

しはその坪数に近い土地が購入されるにいたったと判断してよかろう（51）。

　かくして，史料12の内容について，いささか分析をおこなってきた。それでは，文久 ３

年の春という時分に，何ゆえに藩邸地所を買いあげようとする動きが生起したのであろう

か。さような問題を解き明かすためには，洛中における尾張藩邸のことに着目していかな

ければならない。

　⑵ 錦小路屋敷

　貞享 ２年（1685）成立の『京羽二重』巻 ５・「諸大名御屋敷所付」には，「尾張中納言様」
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があげられ，「御用屋敷　錦小路室町西へ入町」と記されている（52）。よって，遅くとも17

世紀後期には，京の市街地のなかに邸宅をおいていたことが知られる。

　ただし，京都町奉行所が編纂にあずかったとされる『京都役所方覚書』上・「十六　京

都大名屋敷」ならびに『元禄覚書』天・「二十　京都大名屋敷」（53）には，尾張藩邸はみう

けられない。前者は，元禄 ７年（1694）ごろにその原本がまとめられたと推測されており，

また後者は，「元禄十三年のデータに同十四年の事実をくわえた」ものであると指摘され

ている（54）。ところが，おなじく京都町奉行所が中心となって，享保 ２年（1717）のうち

におおよそ作成されたと推定されている『京都御役所向大概覚書』 １・「「五十一」　京都

大名屋舗・拝領地幷買得屋舗之事」においては，「一，錦小路通新町東江入町　尾張殿／

買得茶屋長曾名代」（斜線は改行をあらわす）というふうに書きつづられるにいたってい

る（55）。

　以上のようなありさまにかんしては，最後に掲げた「買得茶屋長曾名代」という記述に

注意したい。すなわち，18世紀初頭以前は借家であったがゆえに，先のふたつの書にはと

りあげられなかったのではあるまいか。この是非はさておき，茶屋長
ちようそ

曾（もと長以）は，

尾州茶屋家の ５代のあるじであって，そのかれが名目上の買主となっている点は，吉田邸

の地所購入の場合における先蹤として，すこぶる興味深いといえる。

　つづいて，文化 ５年（1808） ５ 月の「天神山町絵図」に目を転じるに，それには錦小路

通の北に沿って，室町通を西に入ったところに尾張藩邸が記されている。もう少しくわし

く説明しておくと，表門の屋根が描かれ，北側は階段状にあらわされている。くわえて，

それぞれの辺には，「表口　九間六寸」「裏行　拾七間三尺八寸」というように長さが付さ

れ，かつ「茶屋長意借家／当時尾張殿屋舗」という書き込みが認められる（56）。

　そのなかにあげられている茶屋長意は，尾州茶屋家の ７代の主人にあたる。それゆえに，

継承という観点からすると，「茶屋長意借家」と前の「買得茶屋長曾名代」とでは，つじ

つまがあわないのではないかと思われる。あるいは，天明 ８年（1788）の大火による焼失（57）

をうけて，変化が生じたのではないかとも憶測されよう。けれども，ここでは結論を急が

ず，他日の検討にゆだねることにしたい。

　ところで，尾張藩邸のひろさについては，それぞれの長さをもとに計算してみると，450

㎡弱，135坪くらいの数値をえる。つまるところ，洛中において尾張藩は，さようにせま

い屋敷しかもちえてはいなかった点が確かめられよう。

　ちなみに，『御日記頭書』 ２には，寛文 ３年（1663）12月のこととして，「京都おいて松
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平下総守殿売屋敷御求可被遊旨御意有之」と書きとどめられている（58）。そこにみえる松

平下総守とは，『寛政重修諸家譜』巻第51によると，松平忠弘のことを指す（59）。

　そこで，「洛中絵図」に目を移すに，「本竹田町」の東側に「松平下総守」の屋敷が描か

れている（60）。今日，中京区に元竹田町という地名が存し，東洞院蛸薬師の南東に所在し

ていたことがおさえられる。要するに，尾張藩は，この邸宅を買い入れようとしていたの

が判明する。

　残念ながら，そのような意向は，錦小路屋敷の使用よりもさかのぼるのかいなか，瞭然

としない。くわえて，松平下総守の売屋敷を最終的に入手するにおよんだのかどうかも定

かではない。けれども，尾張藩が京の市街地において藩邸を設置しようとしていた点は，

注目に値するといえよう。

　いっぽう，寛政13年（1801）の「御屋敷吟味」では，「京都東堀川富田町」の「御屋敷」

について，「享保六丑十二月晦日／御求被遊候段御達有之」と書き記されている（61）。現在，

一条戻橋の北東に竪
たて

富
とみ

田
だ

町という地名があって，おそらくは，そこに位置していた邸宅で

あったと推量される。

　この史料から，享保 ７年（1722）のはじめには，錦小路屋敷のほかに，あらたに藩邸を

えようと動いていたことがうかがえる。ただし，その終局がどうなったのか，分明にする

ことができない。

　⑶ 地所買得の背景および建設の状況

　以上の事柄をふまえたうえで，尾張藩が吉田村に土地を購入した理由について考察をめ

ぐらせていきたい。

　徳川慶勝は，文久 ３年（1863）正月 ８日に入京し，縁戚にあたる近衛家の河原御殿（中

京区末丸町）に止宿した（62）。その際，扈従していた藩士などは，妙顕寺（上京区妙顕寺

前町）や東福寺（東山区本町15丁目）を宿所としたことが知られる（63）。

　もちろん，それら大きな寺院に供奉の人びとが入ったのは，小さい錦小路屋敷などでは

とても収容しきれなかったからであろう。つまるところ，慶勝の上京を機縁にして，既設

の藩邸などのせまさが問題視され，その結果，ひろい土地を買いあげて屋敷をもうけよう

とする方針が固まったのではなかろうか。このような事情により，京の市街地からほど近

い吉田村の地所が入手されるにいたったと推考する。

　それでは，文久 ３年の初冬ごろに土地が購入されて以降，藩邸の建造はどのように進め

られたのであろうか。すでにふれた「吉田御屋敷之図」（図83），ならびに蓬左文庫に所蔵
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されている ２枚の「吉田御屋敷惣図」（64）には，主殿や多くの長屋などが描きだされている。

ここでは，尾張藩の京都御用人をつとめた尾崎八右衛門（忠
ただ

征
ゆき

）（65）の日記から，いくつ

かの記事をぬきだし，それらの中身と前者の絵図とを比較分析することで，上述した課題

にたいしせまっていきたいと思う。

　【史料13】『尾崎忠征日記』慶応 ２年（1866）11月27日条（66）

一，隼人正殿今午後当御屋敷御巡覧に御越有之。仍之八右衛門・益衛・将曹・庄大夫

〈樋口又三郎〉・御目付寺山靭負・御作事奉行秋元卯兵衛御案内罷出。御座敷廻

り・御長屋向・御庭向等夫々御廻り，申剋過被成御帰候。御座敷二之間江御通し

申上，同処に而八右衛門ゟ左之通差上之。（後略）

　【史料14】『尾崎忠征日記』慶応 ２年12月14日条

辰半剋頃ゟ御用向に付，隼人正殿宿陣江相伺謁見。西御長屋・稽古場・弓馬炮研究之

場処出来方之儀相御談申上，午剋過迄御話申上。（中略）午半剋過令帰邸，直に出勤。

稽古場・矢場・鉄炮場等今度出来之場処，御作事方立合に而致見分。犬侯ゟ今日御談

之趣，良太郎幷御作事方江も申談置之。

　【史料15】『尾崎忠征日記』慶応 ３年 ５月28日条

邸中　熱田御宮御礎御出来に付，今午後　御遷宮有之候。右　熱田神官林相模守規式

取扱之。

　まずは，史料13をとりあげるに，冒頭の「隼人正殿」とは，尾張藩の付家老（両家年寄）

で犬山城主である成瀬正
まさ

肥
みつ

のことをいう。正肥は巡覧のため吉田邸を訪れ，尾崎八右衛門

らはその内部を案内したとする（67）。史料13には，「御座敷」「御長屋」「御庭」がみえて

おり，このときまでにそれらが完成していたことが知られる。これらのうち「御座敷」は，

「吉田御屋敷之図」に記されている，南にひらかれた「通用御門」から入ってすぐの「火

の見」櫓を有する「瓦」葺きの建物，すなわち主殿に該当しよう（図83ⓐ）。くわえて，「御

長屋」は，そうした主殿の南側から西側にかけて位置している ４棟の長屋であった蓋然性

が高い。

　つづいて，史料14に目をむけるに，八右衛門は，用事があって成瀬正肥の宿営におもむ
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き，対面して「西御長屋」「稽古場」「弓馬炮研究之場処」ができあがったことを報告した

とする。そして，吉田邸にもどったのち，今回すっかり仕上がった「稽古場」「矢場」「鉄

炮場」などをみとどけたという。もとより，「矢場」「鉄炮場」は，「弓馬炮研究之場処」

のうちに含まれるものであろう。

　「吉田御屋敷之図」には，その北辺に「弓鉄炮兵法稽古場」とする建物がみうけられる

（図83ⓑ）。史料14の「稽古場」と，「弓馬炮研究之場処」から「馬」をのぞいた「弓炮研

究之場処」をあわせたものが，その「弓鉄炮兵法稽古場」に一致するのであろう（68）。く

わえて，同図では，「弓鉄炮兵法稽古場」の西から南西のあたりにかけて ８棟の長屋が記

されており，それらが史料14の「西御長屋」に相当する公算が大きい。

　最後に，史料15をみるに，吉田邸のなかに「熱田御宮」が完成し，そこに神座を遷した

とする（69）。「吉田御屋敷之図」には，その南西隅のところに「熱田□
（宮）

」が描かれており（図

83ⓒ），これに合致するとしてよかろう。

　かくして，史料13から史料15の内容と「吉田御屋敷之図」とを照合しつつ，検討をおこ

なってきた。その結果，「御座敷」「御長屋」「御庭」は慶応 ２年11月27日よりも前に，「西

御長屋」「稽古場」「弓馬炮研究之場処」は同 ２年の12月のなかばに，「熱田御宮」は同 ３

年 ５月28日にできあがったことが確かめられた。このような事実に徴するに，邸内の建物

などは総じてほぼ同時に仕上がったのではなく，それぞれその時分にちがいのあったこと

が理解されよう。

　ちなみに，いささか付言するに，文久 ３年の初冬ごろに土地が入手されたという点を前

提にすると，「西御長屋」「稽古場」「弓馬炮研究之場処」などの完成は遅すぎるのではな

いかとの印象をうける。あるいは，地所購入後，すぐに建築工事は実施されず，しばらく

のあいだ放置されていたのではあるまいか。

　留意すべきは，元治元年（1864） ７ 月19日の蛤御門の変にともなう火災，いわゆる元治

の大火によって，錦小路屋敷が焼けおちたともくされる点だ（70）。このような事態をきっ

かけにして，着工がなされ，ひいては，京における拠点を吉田村の地に移そうとしていた

とも想察されよう（71）。

　遺憾ながら，そうしたことを裏づけるものを何らもちあわせてはおらず，ひっきょう，

まったくの臆見にすぎないといえる。けれども，ここに一案として提示し，今後の考察に

備えることにしたい。
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図8３　「吉田御屋敷之図」　縮尺約1/5
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　⑷ 「吉田御屋敷之図」と「吉田御屋敷惣図」

　いまひとたび確認しておくと，吉田邸の絵図としては，愛知県公文書館に所蔵されてい

る「吉田御屋敷之図」，蓬佐文庫に架蔵されている ２枚の「吉田御屋敷惣図」が残されて

いる。

　前者は，黒のみで描かれ，おおむね筆致があらい。建物にかんしては，正面からみた外

観を写生し，「明御長屋」「在京役手代　樋口　加藤　長戸」「御先手組」というように，

その内実・使用者などについて文字で示している。

　いっぽう，後二者は，定規を用いて作られた類似する内容の平面図で，建物などにかん

し「御長屋」「モノヲキ」といった説明が付されている。それらを一瞥するに，黒一色の

ものと，中央やや下の部分のみを朱線で囲ってある黒・朱二色のものというように，大き

なちがいに気づく。ここでは，論述の都合上，前者をＡ図，後者をＢ図（72）と仮称する。

　さて，Ａ図とＢ図の文字については，それぞれ貼紙によって訂正されている箇所がいく

ばくか存する。また，Ａ図とＢ図をみくらべるに，後者では，外周の「カラ堀」のすぐ内

側に「土居上矢来」，複数の井戸などが書きくわえられている。

　これら事柄等をふまえたうえで，考察がおこなわれた結果，①訂正前のＡ図→②現況の

Ａ図→③訂正前のＢ図→④現況のＢ図という推移，および③は②を下敷きにして作られた

ことが推定されている（73）。筆者もまた，このような見解にたいしては異議をもたない。

ただし，①と②，③と④にかんしては，ひとつの作業としてほぼ同時になされた可能性を

考慮に入れなければなるまい。

　それでは，上記の点を前提にすると，それら絵図と「吉田御屋敷之図」との先後関係は

いったいどうなるのであろうか。煩雑となるので，詳細は割愛するけれども，発掘調査の

成果（74）を念頭におきつつ，「吉田御屋敷之図」で「川」とされている流路・「池」などに

着目して，おのおの対比検討したところ，「吉田御屋敷之図」がもっとも古くに作成され

たと推認するにいたった。さらに，同図は吉田邸の全体図ではなく，北辺の「広場」・「カ

ラ堀」ならびに東と西の「カラ堀」などを省略したものであるとの理解に達した。そうし

た卑見はさておき， ３枚の絵図では，建物などの描写が異なっている部分が存し，実際の

ところ，幾度か改造がおこなわれていた点が抽出される。

　なお，「吉田御屋敷之図」には，南端の「通用御門」の西に「尾崎八右衛門様」と書き

入れられた長屋が記されている。尾崎八右衛門は，明治 ２年（1869） ８ 月に八衛への改名

を申請し，それが許可されていることから，そうした点を根拠にして，同図はそれよりも



尾張藩吉田邸の沿革

175

前にまとめられたと指摘されている（75）。

　ここで，想起すべきは，史料15であって，慶応 ３年（1867） ５ 月28日に「熱田御宮」が

できあがったことが知られる。「吉田御屋敷之図」では，その南西隅のところに「熱田□
（宮）

」

がみえ，またＡ図・Ｂ図ともに，おなじ箇所に「社」と記されている。したがって，「吉

田御屋敷之図」および ２枚の「吉田御屋敷惣図」は，それよりのちに作成されたのがおさ

えられよう（76）。

　ひるがえって，Ｂ図にかんしては，つぎの記事に注意をはらっておきたい。

　【史料16】『尾崎忠征日記』明治元年 ３月 ６日条

自夫直に吉田邸　御坐元江出勤。　御目見之儀久々に而奉願候上，吉田邸中に御新建

之　思食相伺，右御図面御出来。御方位之儀に付，申剋前より幸徳井陰陽助方江相越

種々相尋候上，勘文請取之，入夜早々吉田邸江再出勤。右之段申上，初更過出張処之

方江令帰入候事。

　この史料によると，尾崎八右衛門は吉田邸におもむき，久びさに16代の藩主・元千代に

面会した。その際，吉田邸のうちにあらたな建物を作ろうという元千代の考えを聞き，ま

た図面ができあがったとしたためられている。

　まずは，元千代をめぐって簡単に説明をくわえておくに，明治元年（慶応 ４年）正月25

日，禁裏の守衛を命じられていたかれは入京し，知恩院（東山区林
りん

下
か

町）を宿所とした（77）。

これにともない，八右衛門は，知恩院の近く「新門前中之町南側」（東山区中之町）に出

張所をもうけ，そこにつめることになった（78）。ところが，同年 ２月28日，知恩院にイギ

リス人公使をはじめとする100人ばかりの「夷」が到着するのを前にして，元千代は吉田

邸へと移り，そこにしばらくのあいだ滞在することになった（79）。

　八右衛門は，そののちも出張所の方に勤務しており，しかるがゆえに，吉田邸にいる元

千代と対面する機会にはなかなかめぐまれなかったといえる。ちなみに，元千代は14代の

藩主・慶勝の子で，このときかぞえ11歳にあたる。

　等閑に付すべきでないのは，史料16によると，吉田邸の図面をたずさえた八右衛門が，

方位の吉凶につき幸
こう

徳
とく

井
い

陰陽助にあれこれ質問している点だ。もしかすると，Ｂ図がそれ

に合致する可能性はなかろうか。

　先にふれたように，Ｂ図には，中央よりやや下のところ，主殿の北側に朱線で囲まれた
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一角が存する。元千代はこの箇所，わけても北東のあたりに新しく建物をきずこうとして

いたがゆえに，朱でめだつように示され，つまるところ，そうした図面が幸徳井陰陽助の

意見を聞くために作りあげられたのではなかったか。

　ここで，話題を吉田邸と交通路との関係に移すに，よく知られているように，同邸の設

置によって白川道が分断されるにおよんだ。されども，吉田邸にとって，それは肝要な道

路であった点は，まずまちがいあるまい。

　Ｂ図に目をむけるに，吉田邸の西にひらいた門は，その南西隅に近いところに位置して

いる。西端の中央付近ではなく，そのような場所に西門がもうけられたのは，白川道を強

く意識したがためであろう。また，正門である「南御門」は，白川道からさほどはなれて

はおらず，洛中との行き来には，それが利用されていたと考えられる。さらに，その東門

は，白川道に接続していた蓋然性が高かろう。

　興味深いのは，鴨川の東に朝廷が避難しなければならない場合に備えて，西本願寺が荒

神口に御幸橋を架設した点だ。同橋にかんしては，慶応元年 ６月に着工し，同 ３年10月に

竣工にこぎつけたのがわかる（80）。この御幸橋の完成にともなって，京の市街地へといた

る道路として，白川道はますます重視されるにおよんだと推察される。

　いっぽう，Ｂ図では，吉田邸の北端中央やや西よりに門が描かれている。慶応 ４年の「改

正京町御絵図細見大成」では，既述した白川馳道に接して「尾張屋敷」が記されており，

その北門は，この道にたいしてひらかれていたとみなしてよかろう。

　詮ずるところ，如上の事柄を勘案すると，白川道・白川馳道という洛中・近江への路が

存していたがゆえに，換言すると，交通の要衝であったがために，尾張藩によってこの場

所が選ばれたのではなかろうか。

　かくして，種ぐさの史料を活用することにより，吉田邸の変遷については，かなり明ら

かにすることができたのではないかと思う。このような同邸にかんしては，「徳川家御住

居沿革調書」によると，「明治四年引払ひ上地セラル」と記されているという（81）。幕末の

京都における尾張藩のもっとも大切な拠点であった吉田邸は，ここに終焉をむかえること

になった。

　 ４　お わ り に

　江戸時代の終わりの京における諸藩の屋敷については，「幕末になり京都が政治の舞台

になると，処士横議，政治活動の場となり，有力な藩では本邸の拡大整備とともに，兵士
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収容施設と練兵場付きの広大な新邸を郊外に設け，幕末政局に大きな影響を与えた」とい

う，要領をえた指摘がすでになされている（82）。

　「郊外」のなかでも，白川村・吉田村・岡崎村・聖護院村の一帯に，多くの「広大な新

邸」がいとなまれており，たとえば，加賀藩は，岡崎村に ４万3000坪強の敷地を有してい

た（83）。そのような状況を引きおこした大きな要因としては，これら地域において田畑が

ひろがっていた点があげられよう。

　土佐藩・尾張藩はともに「幕末政局に大きな影響を与え」，また白川村・吉田村に「広

大な新邸」をもうけた。ただし，尾張藩の吉田邸は，公家や他藩などとの斡旋，情報収集

等にあたった「在京役衆」が勤仕する場所として大きな機能をはたしたのにたいし，土佐

藩の白川邸にかんしては，けっしてそうではなかったことが，小稿における考察によって

確かめられたといえよう。

　文久 ３年（1863） ３ 月の将軍家茂の上洛よりのちに，白川村・吉田村などにおいて諸藩

邸が築造されたことで（84），それら地域の様相は一変した。けれども，明治時代の初頭に

それらすべてが処分されるにいたり，もとの田園地帯にもどることになった。さように諸

藩の屋敷がいとなまれたことによって，その土地の人びとの生活はどのようにあらたまっ

たのか，こうした点の究明もまた向後つとめていく必要があろう（85）。

　京都大学総合博物館において，平成29年 ２ 月15日から ４月16日までのあいだ，平成28年

度特別展「文化財発掘Ⅲ―激動の幕末と京大キャンパス―」が開催された。筆者は，平成

29年 ３ 月25日におこなわれた，その関連講演会において，「文献史料からみた尾張藩吉田邸・

土佐藩白川邸」と題する話をした。本稿は，そのときの講演の内容をより詳細に論じたも

のである。

　本稿をなすにあたって，史料の閲覧に便宜をはかっていただいた関係諸機関にあつく御

礼申しあげる。とりわけ，所持されている文書・絵図についてふれることを快諾していた

だいた柳内良一氏，それらを調べみる機会をあたえてくださった京都国立博物館の宮川禎

一氏，絵図の写真の掲載を許可していただいた愛知県公文書館にたいし，記して感謝申し

あげたいと思う。

お わ り に



178

土佐藩白川邸・尾張藩吉田邸にまつわる覚書

〔注〕
（ １）　京都大学構内の調査地点にかんしては，図版 １を参照。
（ ２）　笹川尚紀「京都大学本部構内ＡＴ22区の発掘調査」（『京都大学構内遺跡調査研究年報　2014

年度』，京都大学文化財総合研究センター，2016年）。
（ ３）　第 ６章・235，239頁（中央公論新社，改版2010年，初版1977年）。
（ ４）　柳内氏が所持されている文書は，京都国立博物館の宮川禎一氏が特別展覧会「没後150年　

坂本龍馬」の開催を前にして借りうけられていた。そのことをたまたま耳にし，許可をいただ
くことで，平成28年 ７ 月27日に同館において目にすることがかなった。

（ ５）　横田達雄編　青山文庫所蔵資料集　 ５『寺村左膳道成日記　（ ３）』。
（ ６）　東京大学史料編纂所編纂『保古飛呂比　佐佐木高行日記　 ２』。
（ ７）　山内家史料刊行委員会刊行『山内家史料　第 ２代　忠義公紀　第 ２編』179頁など。
　　　　なお，若干補足しておくと，寛永末年ごろの状況を描きだしていると推量されている「洛中

絵図」には，「こり木町」の西側に「松平土佐守」の屋敷が方形に記されている（京都大学附
属図書館蔵　中井家旧蔵『洛中絵図　寛永後　万治前』Ｈ－ ７など，臨川書店，1979年）。また，
元禄 ７年（1694）ごろに原本が編纂されたと想察されている『京都役所方覚書』上・「十六　
京都大名屋敷」では，「買得」として「一，河原町三条下三町目南屋敷〈表口卅間，裏行卅間〉
松平土佐守」，「一，同所北屋敷〈表口三十間，裏行六間〉同人」と書きつづられている（京都
町触研究会編『京都町触集成』別巻 １　参考資料）。

（ ８）　石井良助・服藤弘司編『幕末御触書集成』第 ６巻・5453。
（ ９）　安政 ５年の摂海警衛については，針谷武志「安政―文久期の京都・大坂湾警衛問題について」

（明治維新史学会編　明治維新史研究 ５『明治維新と西洋国際社会』，吉川弘文館，1999年）
を参照。

（10）　東京大学史料編纂所編纂『保古飛呂比　佐佐木高行日記　 １』。
（11）　『保古飛呂比』文久元年 ４月21日条では，「大和川ヨリ尻無川迠」が土佐藩の警固の範囲で

あったとする。また，原剛『幕末海防史の研究―全国的にみた日本の海防態勢―』第 ２章第 ５
節（名著出版，1988年，初出1987年）には，「北嶋新田南の端より恩加島新田北の境まで（大
和川～木津川北）」が土佐藩のうけもった場所であったとし，くわえて，諸藩による担当箇所
が図で示されている。

（12）　財団法人　大阪都市協会編集，第 ２編第10章 ３ （丸山陽二執筆），住吉区制70周年記念事業
実行委員会，1996年。

（13）　吉田東洋にかんして，佐佐木高行は，「斯様に気張てやつたといふものは，前年容堂公が，
大阪警衛の事に就て，春嶽侯等が御止めになつたにも拘らず，八間敷御建白抔をなされたので
あるから，此の工事には，幕府へ対する政策として吉田も非常に力を入れて，起工の際は監督
の為，自身態々出張した」と述べている（日本史籍協会編　続日本史籍協会叢書　第 ４期『勤
王秘史　佐佐木老侯昔日談　 １』第 ６・ １）。そのうちの山内容堂による「八間敷御建白」に
ついては，さしずめ平尾道雄『吉田東洋』第 ６・ ５（吉川弘文館，1959年）を参照。

（14）　土佐国の諸郡からの人夫徴発にまつわる記録が，山内家史料刊行委員会刊行『山内家史料　
幕末維新　第 ３編上　第16代　豊範公紀』155～159頁において収載されている。

（15）　福島成行『吉田東洋』252頁（1926年）によると，小倉知行の筆記に，「是に於て神速木石を
土佐より運送して陣屋を落成し」たと書きとどめられているという。

（16）　浜崎一志・千葉豊・伊藤淳史・鎮西清高・伊東隆夫「京都大学北部構内ＢＡ28区の発掘調査」
（『京都大学構内遺跡調査研究年報　1992年度』，京都大学埋蔵文化財研究センター，1995年）。
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　なお，北部構内の276地点からも，208地点出土の刻印銘を有する瓦と同様のものがいくつか
みつかっている（伊藤淳史・冨井眞・外山秀一・上中央子「京都大学北部構内ＢＣ28区の発掘
調査」〔『京都大学構内遺跡調査研究年報　2000年度』，京都大学埋蔵文化財研究センター，
2005年〕）。

　　　　ちなみに，同構内の109地点からもまた，刻印瓦が多くとりあげられているものの，浜崎一
志「京都大学北部構内ＢＤ30区の発掘調査」（『京都大学構内遺跡調査研究年報　昭和56年度』，
京都大学埋蔵文化財研究センター，1983年）においては，そのことについていっさいふれられ
てはいない。

　　　　そこで，このたびあらためて調べてみたところ，瓦溜ＳＸ １～ ４，第 １層の現代の盛土など
から出土した，「アキ文」「アキ角」「アキ卯平」「安喜寅」「赤野銀」「赤戈改」「片常」「片菊」
「並生野角」「御瓦師」という，208地点のものとおなじ捺印をもつ瓦が確認された。浜崎氏は，
瓦溜ＳＸ １～ ４の瓦にかんし，白川邸で用いられていた公算が大きいと指摘している。

　　　　なお，瓦溜ＳＸ ４からひろいあげられた，１点の右桟瓦の頭部側平部の端面には，「中佐」（枠
囲みであろう）という印がおされている。このような刻印銘は，208地点などではみつかって
いないものの，堀ＳＤ １から「中友」「中山林」という刻印瓦がとりあげられており，「中」が
共通することから，土佐で製造された蓋然性が高いと考える。

　　　　ついでにいうと，高知城にかんする発掘調査報告書をいくつかめくったけれども（高知県埋
蔵文化財センター発掘調査報告書第75集『高知城伝下屋敷跡　高知地家簡裁庁舎敷地埋蔵文化
財発掘調査報告書』第 ２章・ ６・（ ４）〔高知県文化財団埋蔵文化財センター，2002年〕，高知
市文化財調査報告書第35集『史跡　高知城跡―北曲輪地区埋蔵文化財発掘調査報告書―』第Ⅳ
章第 ３節 ５〔高知市教育委員会，2011年〕など），「中佐」の刻印銘をみつけだすことはかなわ
なかった。

（17）　笹川尚紀・千葉豊「京都大学病院構内ＡＨ18区の発掘調査」（『京都大学構内遺跡調査研究年
報　2016年度』，京都大学文化財総合研究センター，2018年）。

（18）　山路茂則『炎と生きる　アサヒ衛陶株式会社前史』第 １・ ２章，『炎と生きる』編纂委員会，
1996年。

（19）　注（18）前掲書　はじめに・第 ６章。
（20）　北部構内の109地点の瓦溜ＳＸ ４から出土した， １点の丸瓦の凸面には，「谷川丸市」（枠囲

みであろう）という押印がみうけられる。このような刻印銘をふまえると，その瓦は，大阪府
泉南郡岬町多奈川谷川のあたりで生産されていた，いわゆる谷川瓦に相当すると考えられる（谷
川瓦については，谷川瓦調査委員会編集『谷川瓦調査報告Ⅰ―門瓦製造所・歌坂喜代一瓦窯の
調査―』〔岬町教育委員会，1992年〕を参照。なお，同書の資料編・資料 ３において，この瓦
の刻印の拓本および釈文が提示されている）。

　　　　その谷川瓦はもともと，住吉陣屋の建物に葺かれていたと推測され，「住瓦庄」の刻印瓦と
同様，頭初の造営からいくらかの年月をへて購入されるにいたった可能性が残されているとい
えよう。

（21）　住吉陣屋の絵図にかんしては，文久元年の「摂州住吉土州藩陣家略図」（『皆山集』109巻所
収〔土佐之国史料類纂『皆山集』第 ５巻　歴史（ ４）篇　口絵〕）と慶応 ２年 ９月の㋑という，
初期と末期のもの ２点をみいだすことができた。

　　　　それらの中身を少しだけ紹介しておくと，後者には，「弐間口御己家四十壱　桁行八拾二間」
とする長屋が書かれている。いっぽう，前者では，それを「二階建／南北七十二間」と記し，
二階造りの長屋を描きだしている。両者における桁行のちがいは，もしかすると，建て増しに
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よるのかもしれない。
　　　　そうしたことはともかく，これら絵図は，白川邸の内部を考えていくうえで，すこぶる重要

であろう。
（22）　『山内家史料　幕末維新　第 ３編上　第16代　豊範公紀』431・432頁。
（23）　瑞山会編纂『維新土佐勤王史』「其一百三十四」によると，中岡慎太郎は，最初に毛利恭助

にたいして説き，そののち毛利といっしょに佐佐木高行のもとへとおもむいたとする。
（24）　日本史籍協会編　続日本史籍協会叢書『史籍雑纂　 ２』。
（25）　「轉」にかんしては，そのままでは文意をとることができず，おそらくは「縛（縛）」の誤

記であろう。なお，宮地佐一郎編集・解説『中岡慎太郎全集―全一巻』第 １部・文書・日記 ３
（勁草書房，1991年）では，『史籍雑纂』を底本とするにもかかわらず，何のことわりもなく「斬」
とされている。しかるに，字形の類似という観点からすると，「斬」ではなく「縛（縛）」の方
がふさわしかろう。

（26）　日本史籍協会編　日本史籍協会叢書　11『維新日乗纂輯　 ２』。
（27）　『嵯峨実

さね

愛
なる

手記　乾』には，「一，横山脱藩，当時帰邸故，壬生浪度々うかヽひ候に付，行
衛不知由に而，当時は白川邸に住のこと」とみえている（日本史籍協会編　続日本史籍協会叢
書『史籍雑纂　 ２』）。横山，すなわち中岡慎太郎が壬生浪（新撰組）にねらわれていたことが
知られ，たいへん興味深い。

（28）　大仏境内智積院における土佐藩の宿陣にかんしては，中村武生「幕末期政治的主要人物の京
都居所考―土佐・長州・薩摩を中心に」（御厨貴・井上章一編『建築と権力のダイナミズム』，
岩波書店，2015年）を参照。

　　　　なお，若干補足するに，智積院の境内はひろい面積を有しており，それゆえに，そこを借用
する以前において，白川村の土地が入手されていたとは，とうてい考えにくい。

（29）　薩土盟約にかんしては，家近良樹「幕薩協調路線の破綻と倒幕運動の本格的進展―倒幕過程
の第三段階―」（『幕末政治と倒幕運動』，吉川弘文館，1995年，初出1994年），青山忠正「土佐
山内家重臣・寺村左膳―薩土盟約と政権奉還建白―」（『明治維新の言語と史料』，清文堂出版，
2006年，初出2000年），高橋秀直「「公議政体派」と薩摩倒幕派」（『幕末維新の政治と天皇』，
吉川弘文館，2007年，初出2002年），佐々木克「王政復古の政変と薩摩藩」（『幕末政治と薩摩
藩』，吉川弘文館，2004年）など，先学によっていろいろな解釈が提示されるにいたっている。

（30）　『保古飛呂比』慶応 ３年 ８月 ３日条など。
（31）　日本史籍協会編　続日本史籍協会叢書　第 ４期『勤王秘史　佐佐木老侯昔日談　 ２』。
（32）　借地では活動の場として不安定であると考えられた点が，所有地をもつにおよんだ大きな要

因であろう。
（33）　大塚隆編集『慶長　昭和　京都地図集成　1611（慶長16）年～1940（昭和15）年』，柏書房，

1944年。
（34）　『雍州府志』巻第 ８・古蹟門上・白川馳道（『新修　京都叢書』第10巻），『京羽二重織留』

巻 １・白川馳道（『新修　京都叢書』第 ２巻）など。
（35）　『保古飛呂比』慶応 ３年 ６月17日・21日条。
（36）　『保古飛呂比』慶応 ３年 ７月 ５日・ ８日・11日・14日・17日・22日条など。
（37）　富田幸次郎『田中青山伯』其十。
（38）　尾張藩の京都御用人であった尾崎八右衛門の日記，その慶応 ３年10月17日条には，「且は土

州邸には浮浪士四十人程屯集之旨慥成様子に付，（中略）吉田御邸さへも右之いや気に御座候
位に付」と書きつづられている（日本史籍協会編　日本史籍協会叢書　47『尾崎忠征日記　 ２』）。
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これによっても，10月下半には，白川邸において多くの浪人が居住していた点がおさえられる。
また，白川邸のななめむかいに位置していた尾張藩の吉田邸の人びとが，そうした情況にたい
して嫌悪感を抱いていたことが知られる。

（39）　日本史籍協会編　続日本史籍協会叢書『谷干城遺稿　 １』。そのほか，『保古飛呂比』慶応 ３
年 ９月10日条，『寺村左膳道成日記』慶応 ３年 ９月24日条，『寺村左膳手記』「吾藩ノ事」（日本
史籍協会編　日本史籍協会叢書　12『維新日乗纂輯　 ３』）などを参照。

（40）　坂本龍馬の殺害にかんしては，たとえば磯田道史氏は，「会津藩が見廻組に命じて行った，
政治的暗殺であった」と指摘している（『龍馬史』，文藝春秋，2013年，初刊2010年）。

（41）　土佐之国史料類纂『皆山集』第 ５巻　歴史（ ４）篇　第16章・ ５。
（42）　内閣官報局編『法令全書』第 ３巻。
（43）　京都府庁文書のうちの明治 ３年「諸藩邸上地件」（京都府立総合資料館〔現京都府立京都学・

歴彩館〕所蔵　簿冊番号：京都府庁文書　明 ３－19）のなかに収録されている。
　　　　なお，「諸藩邸上地件」にかんしては，礒航「明治の京都藩邸処分」（『総合資料館だより』

147，2006年），鈴木栄樹・牧知宏「明治初年における在京藩邸地処分に関する京都府行政文書
の概要」（『京都府行政文書を中心とした近代行政文書についての史料学的研究　2005年～2007
年科学研究補助費（基盤研究（Ｂ）17320101）研究成果報告書』，研究代表者　小林啓治，京
都府立総合資料館　歴史資料課編集，2008年）を参照。

（44）　土佐藩は，慶応末年には，これら藩邸のすべてを所持していたと思われる。なお，慶応 ４年
の「改正京町御絵図細見大成」には，それらのうち白川邸・河原町邸・岡崎邸が描かれている。

　　　　岡崎邸にかんしては，現在の春日上通に一致するともくされる道の南側に，「土州」と記さ
れており，その方形の大きさからすると，たいした坪数ではなかったと考えられる。もっとも，
「但当時人数差置明地無御座候」という記述から，建物が存し，かつそれが使用されていた点
がうかがえる。その位置は，平安神宮の北側のあたりに求められよう（さしあたり，森三紀「幕
末・明治維新の遺跡」〔足利健亮　編『京都歴史アトラス』Ⅵ，中央公論社，1994年〕を参照）。

（45）　蓬左文庫に所蔵されている尾州茶屋家文書のうち。請求番号：茶－79。
（46）　19世紀初頭ごろに作成されたと推量される「山城国吉田村古図」（京都大学総合博物館所蔵。

［分類］標本乙 ４－37）では，百萬遍知恩寺の正門の南側付近が「高畠」とされており，高畑
はこれに吻合しよう。

（47）　文久から慶応期における尾張藩内の政治的な情況をめぐっては，藤田英昭「文久二・三年の
尾張藩と中央政局―徳川慶勝・茂徳二頭体制下の尾張藩の政治動向―」（家近良樹編　大阪経
済大学日本経済史研究所研究叢書　第16冊『もうひとつの明治維新　幕末史の再検討』，有志舎，
2006年），同「幕末の徳川将軍家と尾張家十五代徳川茂徳」（『徳川林政史研究所　研究紀要』
48，2014年），同「慶応三年における尾張徳川家の政治動向」（『金鯱叢書―史学美術史論文集―』
43，2016年）などを参照。

（48）　このたびの慶勝の在京をめぐっては，藤田英昭「徳川慶勝の上京と京都体験―文久三年上半
期を中心に―」（『金鯱叢書―史学美術史論文集―』42，2015年）を参照。

（49）　茶屋良与ならびに尾州茶屋家については，林董一『名古屋商人史　中部経済圏成立への序曲』
発展　 １（中部経済新聞社，1966年），同『近世名古屋商人の研究』第 ２部・第 １章および第
３章（名古屋大学出版会，1994年）などを参考にして書き記した。

（50）　名古屋市大塚三右衛門家文書のうち。長辺83㎝，短辺67㎝。請求番号：Ｗ21－148。
（51）　「諸藩邸上地件」には，明治 ３年 ３月の名護屋藩庁から京都府庁にあてた文書が収録されて

おり，それには，「但邸内之儀，表間口百四拾九間八寸，裏行百八拾九間四尺有之。名代を以
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買上地ニて拝借地所幷売払場所上地共無之候」と書きつづられている。そこにみえる「名代」
が茶屋良与，「買上地」が吉田村の地所に一致する。

　　　　なお，のちにとりあげる絵図から，吉田邸は，南北の方が長いほぼ方形を呈していたのが知
られる。そうした点を前提にして，表間口149間 ８ 寸，裏行189間 ４ 尺をもとに計算すると， ２
万8330坪ほどとなる。この坪数と「吉田御屋敷之図」の ３万3333坪をくらべるに，ひらきが小
さくないのがおさえられる。はたして，そのような相違はどうして生じたのか，すぐには答え
がたく，すべては後日の検討に期することにしたい。

（52）　『新修　京都叢書』第 ２巻。
（53）　『新撰　京都叢書』第 １巻。
（54）　「解題」（京都町触研究会編『京都町触集成』別巻 ２　補遺・参考資料）。
（55）　清文堂史料叢書　第 ５刊『京都御役所向大概覚書』上巻。
（56）　高橋康夫・吉田伸之編『日本都市史入門　Ⅱ　町』都市史図集・ ４，東京大学出版会，1990

年。
（57）　大正 ４年（1915）刊の『京都坊目誌』下巻 ３・下京第 ３学区之部・天神山町のところには，

尾張藩邸について，「宝永天明元治の火災に罹る」と記されている（『新修　京都叢書』第20巻）。
また，「京都洛中洛外大絵図」から，同地が焼失範囲のなかに含まれていたのがわかる（伊東
宗裕『京都古地図めぐり』図番号：20，京都創文社，2011年。なお，京の火災図にかんしては，
同「京都の火災図　京都市歴史資料館蔵大塚コレクションについて」〔『京都歴史災害研究』９，
2008年〕を参照）。

（58）　名古屋市教育委員会編集『名古屋叢書』第 ５巻　記録編（ ２）。
（59）　正保 ２年（1645）12月晦日に下総守に任じられ，元禄 ９年（1696）12月18日に刑部大輔にあ

らためられたとある（『新訂　寛政重修諸家譜　第 １』272頁）。
（60）　京都大学附属図書館蔵　中井家旧蔵『洛中絵図　寛永後　万治前』Ｈ－ ５・ ６など。
（61）　「尾張藩邸・御殿の概略・変遷に関する史料」（『金鯱叢書―史学美術史論文集―』30，2003

年）。
（62）　『尾藩世記』10・文久 ３年正月 ８日条（名古屋市蓬左文庫編集『名古屋叢書』 ３編　第 ２巻

尾藩世記　上）など。
（63）　『東西紀聞』 ３に収められている文久 ３年 ３月刊行の「御旅館　御屋敷　方角略図」（日本

史籍協会編　日本史籍協会叢書　142『東西紀聞　 １』。なお，同図は，田中泰彦編集・解説『幕
末の京都がわかる絵図・武鑑』〔京を語る会，1989年〕にも掲載されている）など。

（64）　請求番号：図－945・946。
（65）　たとえば，「吉田御屋敷之図」にそえられている「吉田御屋敷詰役人書上」には，その一番

先に「御用人／尾崎八右衛門様定府」と書き記されている。
（66）　日本史籍協会編　日本史籍協会叢書　46『尾崎忠征日記　 １』。
（67）　藤田英昭氏は，成瀬正肥にかんし，徳川「慶勝よりも一回り年少で，両家年寄とはいっても

養父の正住とは異なり，慶勝の手下のごとく振る舞い，その名代を務めて上京するなどしてい
た」と述べている（「徳川慶勝の政治指導と尾張徳川家」〔明治維新史学会編『明治維新史論集
１　幕末維新の政治と人物』，有志舎，2016年〕）。

（68）　『尾崎忠征日記』慶応 ３年 ５月19日条の「稽古場」における「炮術稽古」など，同書には武
技の訓練にかんする記事が散見する。政局の中心となった京の騒乱に対処すべく，軍事力の強
化にとりくんでいた点が察せられる。

（69）　『尾崎忠征日記』明治元年12月17日条によると，東京から吉田邸にもどった八右衛門は，す
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ぐさま「熱田宮」に拝礼したとする。
（70）　注（57）の『京都坊目誌』の記述を参照。また，「元治大火図」「京都大火」「京都大火之図」

によると，同地が罹災範囲のうちに入っていたのが知られる（『京都古地図めぐり』図番号：
22～24）。

（71）　前記したように，「吉田御屋敷之図」から，その主殿には「火の見」櫓が備わっていたのが
わかる。さらに，『尾崎忠征日記』をひもとくに，その慶応 ３年 ２月12日条には，「今夜亥剋前，
黒谷領北岡崎村民家焼失，壱軒に而鎮火相成。当御屋敷御近火に付，火消御人数弐拾五人，将
曹騎馬に而引纏，吉田領境迄出張，鎮火之上引取」としたためられている。おそらく，その「近
火」は，「火の見」櫓から確認されたにちがいあるまい。

　　　　これらにもとづくに，吉田邸では，延焼をふせぐべく警戒につとめていたことが把握される。
あるいは，さような用心は，錦小路屋敷が焼失したことと関連するのかもしれない。

（72）　Ａ図が請求番号：図－945，Ｂ図が請求番号：図－946のものにあたる。なお，Ｂ図にかんし
ては，京都大学百年史編集委員会編集『京都大学百年史　総説編』第 １編第 ８章第 １節第 ５項
（財団法人　京都大学後援会，1998年）において掲げられている。また，その表記については，
伊藤淳史・梶原義実「京都大学本部構内ＡＵ25区の発掘調査」（『京都大学構内遺跡調査研究年
報　2002年度』，京都大学埋蔵文化財研究センター，2007年）を参照。

（73）　伊藤淳史・梶原義実「京都大学本部構内ＡＵ25区の発掘調査」（注（72）前掲）。
（74）　千葉豊・阪口英毅「京都大学本部構内ＡＴ21区の発掘調査」（『京都大学構内遺跡調査研究年

報　2001年度』，京都大学埋蔵文化財研究センター，2006年）。
（75）　愛知県公文書館企画展解説書「尾張藩と明治維新―所蔵文書にみる藩士たち―」（愛知県公

文書館，2013年）。
（76）　ちなみに，「吉田御屋敷之図」における「弓鉄炮兵法稽古場」は，Ａ図では「御稽古場」，Ｂ

図では「武場」として描かれている。また，後二者では，それらの南東のところに「馬場」が
記されており，これが史料14の「弓馬炮研究之場処」のうちの「馬之場処」に相当しよう。

（77）　『尾崎忠征日記』明治元年正月25日条，『三世紀事略』 ５・靖公紀事略・明治元年正月15日
条（名古屋市教育委員会編集『名古屋叢書』第 ５巻　記録編（ ２））など。

（78）　『尾崎忠征日記』明治元年正月26日条。
（79）　『尾崎忠征日記』明治元年 ２月28日条。
（80）　その架橋の詳細・意図などについては，本願寺史料研究所編纂『本願寺史』第 ３巻・第 １章

２（浄土真宗本願寺派宗務所，1969年），朝尾直弘「公儀橋から町衆の橋まで―京の鴨川と橋―」
（『朝尾直弘著作集』第 ６巻，岩波書店，2004年，初出2001年），髙山嘉明「幕末期西本願寺の
「勤王」志向」（『龍谷史壇』143，2016年）を参照。

　　　　なお，『尾崎忠征日記』から，御幸橋の「石柱・石懸」ができあがった時期に，西本願寺は
尾張藩から「橋板材木」を購入しようとしていたことなどが知られる（慶応 ３年 ５月10日・16
日・17日条など）。

（81）　「徳川家御住居沿革調書」にかんしては，『新修　名古屋市史』第 ３巻・第 １章第 ３節 ３（岩
下哲典執筆，1999年），後藤真一「尾張藩京都屋敷とその役職者たち」（岸野俊彦編『尾張藩社
会の総合研究』第 ５篇，清文堂出版，2012年）においてとりあげられている。けれども，どち
らにもその出典・所蔵先などが記されておらず，それゆえに，もとにあたって確認することが
かなわなかった。

（82）　『日本史大事典』第 ２巻・「京屋敷　きょうやしき」（鎌田道隆執筆）。なお，幕末の京屋敷
については，同「幕末京都の政治都市化」（『近世京都の都市と民衆』，思文閣出版，2000年，
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初出1992年）を参照。
（83）　『加賀藩史料』藩末篇下巻・654頁，編外・168，169頁。なお，『尾崎忠征日記』慶応 ３年12

月 ８ 日条には，「一，初更過加州侯下岡崎邸中出火，追剋鎮火」とみえている。
（84）　文久 ３年 ３月版行の「御旅館　御屋敷　方角略図」（注（63）を参照）には，二条通以北の

鴨東地域において，「阿州ヤシキ地」しか示されていない。同図では，「御屋敷」，すなわち藩
邸に「▲」印を付しており，「阿州ヤシキ地」にはそれがないこと，「南禅寺」「霊山」が「阿州」
「阿州イナ田」の宿所になっていること，「地」という表記から推すに，このときにはまだ建
物がきずかれてはいなかった点がうかがえる。

（85）　たとえば，慶応元年閏 ５月の御幸橋架設の出願書において，尊皇の立場をとっていた西本願
寺は，「尤勤王之諸藩洛東之在邸も不尠」としたためている（『本願寺史』第 ３巻・第 １章 ２）。
このような記述から，架橋の背景のひとつとして，鴨川の東におけるそれら藩邸の存在がくみ
とれよう。かかる御幸橋のかけわたしが，白川村や吉田村などの住民にとっても有益であった
点は，まず疑いあるまい。




