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Ⅰ 遷都論の諸相
Ⅰ 首都‑の道
1 大坂遷都建白と人坂行幸の意咲

2 大坂から東京へ
3 東京行幸

m 東京莫都の実態

Ⅰ 遷都論の諸相
幕末か ら明治初年にかけて,様 ざまな遷都 についての意見が出されているが,その中のい く
つか を取 り上げ,改めてその内容 と論点について考 えてみ ようと思 う｡
まず,尊壊派の巨頭平野国臣 と真木和泉の意見か らみて行 こう｡平野国臣は,文久二年 四月
1
)
において,次のごとく述べ る
の密奏 ｢回天三第｣
‑‑･
島津和泉滞坂 中,輪命下 り,直二花城 ヲ抜 キ,彦城 ヲ火 シ,二城之城 ヲ屠 り,同時‑
勢二率テ,和泉将師 トシテ上京 シ,幕吏 ヲ追払 ヒ,栗 田ノ宮 ノ幽閉 ヲ解奉 り,参廷 ノ上,
聖駕 ヲ奉 シ,躍 ヲ花城二奉遷,皇威 ヲ大二張 り,七道 ノ諸藩二命 ヲ賜 ヒ,陛下親 シク兵衆
ヲ率 ヒ賜 ヒ‑‑‑
また真木和泉 は,翌文久三年七月,｢
五事建策｣2)のなかで,以下のごとく主張す る
一,移揮浪華事
大事業 を為すには,必旧套 を脱せ ざれば不叶,旧套 を脱す るには,従来之居 を離 れて事 を
簡易 にすること第一義 な り,孟子 に,奔景公 出居雪宮 と申たること能々考ふれば,探 き昧
あることな り,且浪華 は天下の咽喉 にて,金穀の衆 まる所 なれば,諸侯 の権 を穫 るに もー
の便 あ り,其 うへ一歩進 むの勢あ りて,夷秋 を御するにも亦余 ほどの利 あ り,此一挙 は必
挙げ させ らるべ きことな り

尊撲運動の最盛期 に出された,遷都 についての意見であるが,両者 には,大 きなニ ュア ンス

,『維新史』(文部省版)などで,幕末 における遷都 論の情夫

の違いがある｡平野国臣の意見 は

であ る, と位置づ け られてい るが,読んで明 らか な ように,遷都 とは明言 していない｡｢
樺
(
天子の行幸,その車の意)ヲ花城 二奉還｣ とあるだけで,京都 との関係 には一切ふれていない
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のである｡天皇が京都か ら ｢
花城 ぐ
浪華‑人坂城)
｣ に移 り,そ こで如何 なる政治, どの ような
国家経営 を始めて行 くのか,おそ らく平野 には,そ うした視点 を持つには至 っていない｡平野
の主動 ま,倒幕のための戦略 として,天皇の とるべ き行動 について述べ るところに,力点が置
かれていた, と理解すべ きである｡
平野の意見が, きわめて戦略的であ り攻撃的であるのにたい し,真木和泉 は,政治的であ り
現実的である｡同 じく浪華へ ｢
揮｣ を移す ことを主張するが,それは ｢
大事業 を為す｣ためで
あ り,そのためには ｢
旧套 を脱｣す る必要があると述べ る｡つ ま り,京都か ら離れるべ きこと
が強調 されるのである｡その上で,地形的利,諸侯統御や対外関係 の上での浪華の地の利 を述
べ るのであった｡すなわち真木の意見 は,国家経営の視点 を盛 り込 んだ,遷都論 としての基本
的な主張が展 開 されていたのであった｡

文久 2‑3年の時点で,平野や真木の主張は,尊嬢激派の同志の間においては,それな りに
8クーデ ターは, これ らの構想
現実化への夢 を抱 いて語 られていたことだろ う｡ しか し, 8･1
を, ひとまず砕 くことになった｡新 たな遷都論が,現実化の期待 と可能性 とを大 きくして登場
したのが,慶応 3年末,大政奉還後である｡鹿児島藩士伊地知正治の遷都意見3)を,以下 に見
てみよう｡

‑,緒紳家旧臭之座論,浮浪士之疎議,諸藩因循之私説,時務 に通た りと頼べ きものこ非
す,何れ上下議事院之趣法,不相立候r
n
'
者不済儀 卜奉存候,乍去其制度之詳成ルハ,土人
後藤如の もの二吟味被仰付可然御座候
一,夷人との応接ハ,至難之事故,恐 くは堂上方是 を武人斗二託セ ンとして,再度朝権 ヲ
失 ひ給候半歎掛念之至候,偽而勘考仕候二,夷入京師居住引続両,主上二拝謁 を奉願ハ必
定なれは,早 ク此方二而浪華へ遷都之儀御治定相成度,主上御諒 隠中二は,外国人二は御
逢無之御酎 去之段被仰論 置度,子細ハ宇内之形勢今 日二立至候両 は,今之京都ハ土地偏少
人気狭陰堂々たる皇国ノ都地二非す,且又各国之王都 を歴見 し,江戸城 をも見たる夷人 を
して,今之皇居 を見七候半ニハ, 日本中尊卑 ノ分 ヲ不知 ノ大恥,全世界 ノ辱名 と成へ し,
祝追々御手外国二及候御時節二候得 は,海辺二都 し統伐御便利二御座候付,昔 は三韓御征
伐之時分ハ難波二都 ヲ遷 し給,又古人 も人気之 因循 を抜ハ遷都 二若 くはな しと欺 申居候,
扱ハ今之本丸 を皇居 とし二 ノ丸二百寮 ヲ御設 け,皇城 ノ四方大諸侯二邸地 を賜 り,邸外二
砲基 を構へ列藩之番兵是 を守衛 し奉 り,来年 ノ九月二は浪華之皇城二被遊御即位之時情 ニ
i
i
J
i
i
i
l
従両,不抜之御政事条理相立候ハバ,内治皇国外御百蕃皇威盛成ル 臼を数へて可奉待口 と
奉存候 (
以下略)

伊地知正治のこの遷都意見の引用 は一部分 だけにとどめたが,冒頭部分で ｢
朝廷将軍辞職 を
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御聞済二而徳川内大臣諸侯之上席二面被召置候様 吋有御座哉｣ と述べ るように,書かれた時期
は,大政奉還後,王政復古政変以前である｡遷都の理由は,京都 は ｢
土地偏少,人気狭隆｣で,
各国の 首都 に比べて も, また江戸城 に比べて も,現在 の皇居 は貧弱で,｢
皇国 ノ都地｣ として
は不適であること, また諸外国 との交渉や将来の海外への進出を考 えた場合 , 海 に近い大坂が
便利であること,等が主張 されている｡
以上が,京都か ら大坂への遷都の積極的な理由である｡ しか し同時に ｢
精神家旧臭之座論｣
とか ｢
夷人 との応接ハ至難之事故,恐 くは堂上方是 を武人斗二託セ ンとして,再度朝権 ヲ失 ひ
給候半数掛念｣ とい うように,堂上 ･公卿 を批判 した上で,｢
人気之因循 を抜ハ遷都 二若 くは
な し｣ と,明確 に京都否定論 を展開 していることが注 目される｡ さらに引用部分 に続 く本意見
書の後半部では,公卿の禄制改革,朝廷 ｢
俸禄｣ を諸国 よ りの ｢
歳費｣ で増額すること,大坂
城 における諸侯会議の席順,｢
天皇即位諸侯朝賀｣, ｢
天子崩御諸侯会葬｣,｢
定額常兵｣,｢
皇城
海陸番兵｣等々について も,新 らしく制度 を定めなければならない と,政体構想 をも述べてい
た｡
この遷都意見は,新 しい国家構想 を背景に,それを実現するための手段 としての意味 を持つ
ものである｡ また,徳川慶喜が,将軍職 を辞 した以上,大坂城が持 っていた政治的意味は大 き
く変化 し,大坂城 を新 皇居 とし,大坂へ遷都する, という構想 は, きわめて現実性 を帯 びた も
の となったのであ った｡ この点 において も, まず徳川氏 との関係 の改革‑
‑

具体的には倒幕

を第 1段 とし,次の段 階で大坂への遷都 を実現 しなければならなか った平野国臣や真木和

泉の遷都論 とは,大 きな違 いがあったのである｡
かの有名 な大久保利通の大坂遷都論4)
は,以下のごとく述べ る｡巨賊すなわち幕府勢力い ま
だ完全 に鎮定するにいた らず,諸外国 との交際 も永続のための法が立たず, また国内にあって
も諸列藩の方向さえ末だ定 まらない,その ような現状では ｢
復古之鴻業｣ はその中ばにもいた
らない とのべ, この状況 を切開 くためには ｢
数百年来一塊 シタル因循 ノ腐臭 ヲ一新 シ,官武 ノ
別 ヲ放棄 シ,国内同心合体,一天 ノ主 卜申シ奉ルモノハ,斯 ク迄二有難 キモ ノ,下蒼生 トイヘ
ルモ ノハ斯 ク迄二頼モシキモノ,上下一貫天下万人感動沸泣イタシ候程 ノ御実行挙 り候事｣が
急務 中の最 も急なるものであるとい う｡
大改革 を必要 とす る理 由の ｢
数百年来一塊 シタル因循 ノ腐臭｣ とは何か｡r
‑･
･
‑主上 ノ在ス
所 ヲ雲上 トイヒ,公卿方 ヲ雲上人 卜唱へ,龍顔ハ拝 シ難キモ ノ ト思 ヒ,主体ハ寸地 ヲ踏玉ハサ
ルモ ノ ト,余 りこ推尊奉 リテ, 自ラ分外二尊大高貴ナルモノ ､様二思食サセラレ,終二上下隔
絶 シテ,其形今 日ノ弊習 トナ リ‑‑｣,す なわち,天皇 と公卿 のあ り方であ った｡で は何 をな
すべ きか｡｢
玉廉 ノ内｣ に在 って,人間ばなれの した存在 とな って しまった天皇 を,内外の情
勢 にうとく,孝明天皇 を極端な操夷主義者に育てて しまった,ほ とんど政治的に無知 に等 しい,
尊大 な公卿や女官の手か らうばい,少数の従者 をつれて国中を歩いて人民 に接す る外国の帝王
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のような,そのような生 きた存在 として,真 に ｢
民 ノ父母 タル｣べ き人格 をもった天皇に しな
ければならない, という｡それを実現するためには,遷都が必要であ り,更始一新の機会 とし
なければならない と主張するのである｡そ して最後に ｢
遷都之地ハ浪華二如 クへカラス,暫ク
行在 ヲ被走,治乱 ノ体 ヲ一途二居へ,大こ為スコ ト有へシ,外国交際ノ道,富国強兵 ノ術,攻
守ノ大権 ヲ取 り,海陸軍ヲ起ス等 ノコ トニ於テ地形適当ナルヘシ｣ と,言葉少なに大坂への遷
都 をのべたのであった｡
この建 白は,明治元年 (
1
9
6
8) 1月 1
9日か ら2
2日までの間に成稿 となったと考えられるが,
すでに鳥羽 ･伏見戦争で徳川慶喜が敗北 し,大坂城 は新政府の もの とな り,大坂の地 も政府直
轄地 となったこの時点において,大坂 を遷都の地 とすることに関 しての,政治的,戦略的条件
には,何 ら障害がなかった｡なぜ大坂なのか,多 く語ることを要 さなかったのは, この時点で,
｢
急務｣ たる遷都 を実行す るならば,大坂以外の地は考えられない ということであろう｡む し
ろ遷都の障害 となるのは,天皇であ り公卿であ り女官であった｡だか らこそこの建 白は,遷都
論であ りなが ら,天皇論‑朝廷改革論 を,熱 っぽ く述べなければならなか ったのである｡平野,
真木そ して伊地知の遷都論 と決定的に異なるのは, まさにこの点にあったのである｡
次に前島密の江戸遷都意見について触れようと思 うが, この意見がいつの時点の ものなのか,
必 らず Lも特定 されているとは云えないので, まずこの点について考えを述べてお きたい｡
前島密の伝記 『
鴻爪痕』(
大正九年刊)には,同 じ江戸遷都意見が二個所 に掲げ られている｡
2頁以下)に, もう一つは ｢
自叙伝｣ (70頁以下)中にである｡｢
夢平
一つ は同書 ｢
夢平閑話｣(1

閑話｣ は,前島の談話 を吉田東伍が筆記 した もので,明治25年 (
1
8
9
2)｢
読売新聞｣ に連載 し
た ものであ り,遷都意見は,同新聞5706号 (
2
5年 6月 5日)に掲載 された｡前島の遷都意見が,
一般に広 く紹介 されたのは,これが最初 と思われるが,この時点で大久保利通に呈 した原本 も,
また前島密が持 っていた写 しも,｢自叙伝｣ で ｢
虫食 に供 して連投｣ と記す ように,すでに失
なわれていた｡従 って,｢
夢平閑話｣の江戸遷都意見 というのは,前島の記憶 をもとに復元 し
た ものであ り,あるいは多少吉田東伍の潤色がなされているか も知れない｡｢自叙伝｣ に掲げ
られた遷都意見 も,この ｢
夢平閑話｣からの引用であ り,これが現在前島密の江戸遷都建白と
して知 られているものなのである｡
さて建 白書の 日付であるが,｢
夢平閑話｣では,｢
明治元年三月十 日｣ と記 している｡ ところ
明治元年三月某 日｣ としているのである｡
が,大正 3年冬に記 した ｢自叙伝｣では,なぜか ｢
これはどういうことなのだろうか｡ まず ｢自叙伝｣中の,建白書が書かれた前後の事情か らみ
ておこう｡
｢
東北の形勢 日を逐 うて不隠な りとの報額 々た り｡果 して然 らば内憂外患愈々大ならん,
何 とか鎮定の方策無かるべからず と思慮せ し際,故大久保利通卿の遷都論を読みて,賛歎
敬服 したるも,遷都地 を大阪 と指定 したるを見て之に服せず,以為 らく遷都の地は必然江

‑ 4
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戸 な らざる叶らず,是唯帝国永遠の大献 たるのみな らず,現時東北の動乱 を鎮定 す るの大
策 な りと｡是 に於て建言書 を呈せ ん として其稿 を起 し卿 に面議せ ん と企 図 したれ ど,道路
塞 りて行 くべか らず｡加之江戸飛脚便 も亦 阻絶 したれば,建言書 を送 らん とせ Lも之 を奈
何 ともすべか らず,慨歎 して空 しく数 日を過せ り｡時 に英国公使パ ークス氏が国書捧呈の
要務 を以て大阪行在所 に発行せ ん とす る由を聞 きたるを以て,野 口某 (
東海道某駅に於て英
国公使の訳官サ トー氏の危険を救ひ,英国より賞品を受けたる人)の紹介 に依 り,彼 のサ トー氏
(
後に本邦駐在公使 となる)の斡旋 を求め, 同公使 に屈従 して大阪 に赴 くことを得 た り｡然
るに英国公使 の大阪滞在 は数 日に過 ぎず して,而か も大久保卿 は京都 に在 りたれば,遂 に
卿 を訪問 して面議す るの機会 を得ず,己 むを得ず して携帯せ る建言書 を封賎 し,使丁 を遣

･
‑｣(66頁)
りて之 を送呈せ り･
･
･
前 島は英国公使パークスに従 って大坂 に赴いたoパ ークスが大坂で,行幸中の天皇 に国書 ‑
信任状 を提 出 したのは閏 4月 1日である｡パ ークス とアーネス ト･サ トウが横浜 を出帆 したの
は, 4月2
2日であ る｡前 島の ｢自叙伝｣ によれば,江戸遷都建 白を起 草 した ものの, ｢
道路塞
り｣ また ｢
江戸飛脚便 も亦 阻絶｣ したために建 白書 を提 出す ることが出来ず ｢
空 しく数 日を過
した｣ あ と,幸いパ ークス と同行す ることが可能 とな り, ようや く大坂 に行 くことが出来,大
久保 の許 に とどけることが出来たのであ った｡空 しく過 した数 日と,横浜出帆 までの経緯 にど
れだけの 日数 を計算すべ きか判断 に迷 うところであるが,建 白書 の内容 か ら考 えて も, この建

0日頃 までに書 かれた もの と考 えてお きたい5
)
0
白は, 4月11日の江戸 開城後 , 4月2
建 白書 は次 の ご と く述べ る｡｢
‑‑･
遷都 の地 を江戸 に定 め らる ､の大英断有之,鳳輩東下の
大令‑下せ ば,忽 ち関東奥羽の山型 は霜雪消融 して春風和気 を発すべ く,群生歓呼万歳声裡 に
鳳 輩 を迎へ奉 る準備 に取掛可 申候｣ そ して ｢
副 陳書｣ において, ｢
大政府所在 の帝都 は帝 国中
央の地 な らん を要す,蓋 し蝦夷地 を開拓 の後 は江戸 を以 て帝国の中央 とせ ん‑‥･
此開拓事務 を
管理す るは江戸 を以て便 な りとす,浪華 は甚 だ便 な らず｣等 と,遷都の地 としては,大坂 よ り
江戸が適切である, と具体 的に主張 していた｡
1)
江戸 を,蝦夷地 をふ く
前島の ｢
副陳書｣ の引用 は省略す るが,要点 はつ ぎの諸点 にある｡(

めた 日本全体 の中央に位置づ け,蝦夷地経営の計画 と首都 の役割 を結 びつけているこ と｡(
2)
棉
来の大型船化 を予測 し, ドックの設備 を考 えつつ,かつ江戸湾の防備上の配慮 を していること｡
(
3)
地勢や都市構造の問題点は勿論, さらにそこに都市景観の視角 を も取 り込 んでいる こと｡(
4)

全体 として, 首都 とい うもの を,国内的な視点で考 えているだけで はな く,国際的な視野のな
かで とらえていること｡以上である｡
江戸城 を ｢
言開 (
‑宮城)｣ とす る,あ るいは ｢
諸侯 の藩邸｣ を ｢
官街｣ とす る とい うように,
前 島の江戸遷都論 は,明 らかに江戸 開城 とい う現実 をふ まえて記 されている と考 えられ る｡そ
れゆえ,首都 の地 を選ぶ 自由が広 くなっていた し,江戸 に とい う発想 も容易 になっていたであ
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ろう｡平野や真木そ して伊地知の遷都論には,ニ ュアンスの違いはあれ,倒幕 とい う戦略論が
まとわ りつ き, また大久保の遷都論 も,中心テーマが天皇論ではあ った ものの,やは り大坂親
征 という戦略が背,
F
l
･
にあった｡ これに対 し,前島の意見 には,戦略論の色が きわめて薄い とい
えよう｡すなわち,遷都論であることは云 うまで もないが,む しろ,都市行政論的構想 を持 っ
た首都論であった, とその特徴 を指摘 してお きたい と思 う｡
前島の建 白は,恐 らく人久保利通の胸 中に秘め られ,政策や政局の表層 に浮び上 ることはな
か った｡かわ りに,前島 とほぼ同 じ頃,閏 4月 1日に,大木喬任が岩倉具視 に呈 した,江藤新
平 と連名 による ｢
東京遷都論｣が政府部内の大 きな問題 となったのである｡その建 白書6)の主
要部分 は以下のごとくである｡

慶喜へハ成文け別城 ヲ御与へ,江戸城ハ急速二束京 卜被相走,乍恐天子東方御経営御基礎
之場 卜被成度,江戸城 を以東京 卜被補完,行 々之処ハ,東西両京の間ダ鉄路 ヲも御開キ被
遊程 ノ事無之而ハ,皇国後来両分之恩 ナキこ もあ らず ト被考候｡且東方王化ニ ソマサル手
数千年二付,於当時 も江戸城ハ東京 卜被相走候御 目的肝要 卜奉存候｡是ハ策略モ謀計モ入
ラザル事二面,公明正大二皇国之振合且皇威燥揚之基礎 よ り,後来 ノ思慮等マデ,腹心 ヲ
ヒラキ慶喜へ御諭 シ相成候ハ ヾ,必然慶喜拝承心服 可仕候,於是右之通 り,公然御普告,
江戸 ヲ以東京 卜被相定候ハ ､
∴ 東方之人民モ甚安堵大悦可致候,去 らバ皇威 ヲ光張 シ,東
方 ヲ鎮定 シ後来 ヲ維持ス,此 レ是 ノ間御処分如何二極 り可 申候,如此ハ其関係甚人ナ リ ト
ス,深 ク御考量奉希望候,鳳輩御東下無之而ハ,此機会去 り可 中敷‑‑

2)
束丙両京 とする｡(
3鳳 輩束下‑天皇が東
建 白書の要点は,(
1
)
江戸 (
戟)を東京 と定める｡(

京へ行幸 し,東方の経常 にあたる｡以上の ところにある｡ この建 白書 は,‑一
般に東京遷都論 と
してよ く知 られているところであるが,実は ｢
遷都｣ とい う表現 はどこに もないのである｡即
ち,江戸 を西の京 ‑京都 に対する東の豪 ‑東京 とするとい う,いわゆる東西両京 ‑両都論であ
って,京都か ら東京へ, とい う遷都論ではなかった｡伊地知正治や大久保利通の大坂遷都論は,
京都 を否定する, とい う発想が根底 にあった｡ しか し大木 と江藤 に,そ うした京都否定論 は無
鳳輩東下｣ ‑東京行幸 によって,関東,奥羽越地方の平定
かったのである｡建 白の文脈 は,｢
と戦後の経営 を考えるという,戦略的な意図 を第一義 とするものであった といえようO
さて この建 白書 は,大木喬任 と江藤新平の連名で岩倉具視の ところに提 出 された ものである
･
･
‑前 ノ四月下旬,江藤新平関東 よ り
が,その辺の経緯 を大木 は以下の ごとく記 している｡ト
かへ る｡(
江藤時三条公ノ為二関東探索二出デ,カヘル也)
｡関東 ノ時情困難 なるヲ聞 ク,慨歎二夕
へズ して,左之書付 (
建白書のこと‑引用者)ヲ認 メ,岩倉輔相二上ル｣7
l
｡すなわち,大木が江
藤新平か ら江戸開城後の状況 を聞 き,必ず しも関東の平定が順調 に進んでいないことを慨歎 し,
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その対策 と して書 かれ,大木 に よって岩倉 に提 出 された ものであ った ことが判明す る｡ そ して
建 白書 の草案 を見 るか ぎ り,本文 を書 いたの は大木喬任 で,江藤新平が部分 的 に手 を入 れ修正
した ものであ るように見 える｡
ところで, この建 白は, なぜ か江藤新平 に引 きつ けて,彼 との関連 で語 られ るこ とが多か っ
た｡ おそ ら くそ うな ったの は 『
維新 史』(
文部省,昭和 1
6年刊)の記述 が, あ たか も江藤新平 が
起 草 し,提 出 したか の ご と くで あ る こ とに よるので はないか と思 われ る｡ しか し 『
維 新 史』
(
第五巻)の記 述 は適 止 で はない｡ 『
東京 莫都 の真 相』 の著 者 岡部精 一 が, 明瞭 に ｢
大 木 の意
■
と記 す よ うに, この建 白書 に関 して は,江藤 で はな く,大木喬任 をその 中心 人物 とみ な
見｣8:
すべ きであろ う｡
以上 これ まで,遷都 論の主要 な もの をい くつか見て来 たが,いづ れ も歴 史的情 況 に対応 した,
まさに時代 の産物であ った こ とがわかる｡前 島密 の江戸遷都 意見 も, 3月 1
0日で はな く,江戸
開城後 に書 かれた ものであ るこ とを前提 として,始 めてその意 味が リアル にな るのであ る｡

Ⅱ

首都への道

1 人坂遷都 建 白 と大坂行幸 の意味

7日,大久保利 通 は総裁有栖 川宮 に ｢主上行幸被促 八幡御参 詣,
明治元年 (
慶止､
四年) 1月 1
自夫 浪費御巡 覧,其僅行在 卜被珊完,朝廷之 旧弊御一新｣ すべ きこと, そ うで なけれ ば ｢
朝廷
之御 基 本｣ が確 立す る こ とは難 しい こ とを く り返 し言上 し, よ うや く納 得 した 旨の返事 を得
た9)0

天皇が浪華 に行幸 し, その まま大坂 の地 に ｢
行在 (
行在所‑巡幸の時などの仮の宮 )｣ を定 め る
とい うもので あ るか ら, この時 はた して大久保 は遷都 とまで言 ったか どうか｡幕末,文久 3年
に,賀 茂社 , 石清水八 幡宮 ‑ の行幸 が実現 す る まで,慶安 4年 (1651)以 来 2
0
0年余 も天 皇の
行幸 は幕府 に よって禁 じられて来 た10)｡遠 い浪華へ の,遷都 な らぬ行幸 であ って も,有栖川宮
に とって は充分過 るほ ど過激 な大久保 の発言であ った にちがいない｡

翌1
8日,大 久保 は広 沢真 臣 と話 し合 い,二 人で岩倉 具視 と会 い, ｢
遷都｣ の件 を言上 した｡
そ して岩倉 の要請で,翌19日,有栖川宮 と三条実美 に大久保 と広沢が 同道 し ｢
遷都｣ につ いて
冨上 した｡ また同 日,後藤象二郎 と由利公正 に も話 し,同意 を得 た｡薩長上越 の実力者 と公家
の実権者 そ して政府 の トノブ との間に,一応 の合意が成立 していたのであ る｡

2
3日,上議事所 にお いて,大久保 ,広沢,後藤 の三 人が ｢遷都｣ につ いて言上 した｡ しか し
｢
衆評不決｣11
)であ った｡答が 出 なか ったのであ る｡ この時点で,太政官代 における上 議事所 に
脚 宙を許 され るメ ンバ ーは,以下 の総裁 ･議定であ った｡有栖 川宮 ,小松宮 ,山階宮 , 中山忠
能,正親 町三条実愛, 中御 門経之,長谷信篤,岩倉具視,三条実美,聖護 院宮,徳 大寺実則 ,
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知恩院宮,島津忠義,徳川慶勝,浅野茂勲,松平慶永,山内豊信,伊達宗城,細川護久,以上,
2,諸侯 7の計 1
9名であった｡宮 と公卿では,有栖川宮,中山忠能,正親町三条実愛,
宮 と公卿 1

岩倉具視,三条実美 らが当 日の会議 に出席 していたことが確実で,諸侯では,松平慶永,山内
豊信,伊達宗城が出席 していた｡
この 日の議事の内容 については, よくわか らない｡ただ し,伊達宗城 は ｢同意｣ の発言 をし
玉座｣ を動かす こと
た旨 日記 に記 している12)｡ また松平慶永 と山内豊信 は,内外混乱の節 に ｢
は火急の事ではない, と反対 した模様である｡有栖川宮,岩倉,三条,そ して伊達宗城 と,逮
都への同意者があったのに,何故 この 日の会議で何 らかの決論が出なか ったのか, とい う疑問
が残 るが, この点 については後 にふれ ようと思 う｡欠席者には同夜下問があ った｡細川護久は,
留守居 を通 じて口上で,人心の動揺が静 まったところで,衆議 によって決すべ きであると述べ
)
｡遷都 に最 もはげ しく反対 したのが,久我建通であった｡遷都 は薩長が私権 を張 るための
た13

陰謀 である とい うOかつての大和行幸案 (
文久 3年)や王政復古 クーデ ターの際における天皇
動座計画等 を考え,同 じ発想ではないか とい うのである1
4
)
｡久我 はおそ らく,公卿,諸侯へ働
きかけたのではないだろうが

5)
｡2
6日,伊達宗城 は遷都案 については

｢
満朝不同意｣16)
となっ

た, と日記 に記 していた｡
大坂への遷都 は否定 された｡ しか し大久保 と岩倉 は,同時に二の矢 を用意 していた｡岩倉 は
｢
神武御創業こ被為基候而大御活断 ヲ以テ諸事御処置可被遊候御時節二候得 は,断然 卜親征之
大典 ヲ御挙行被為在度‑‑.
聖上御窮親 ラ万卒二先チ御苦労被為在候両,先 ツ田海二親臨,軍艦

7日,下
ノ運転砲銃 ノ作用等御点検被為遊‑‑･
･
｣1
7
)
と,大坂 ‑摂海への親征行幸 を主張 した｡2
の参与 を召集 した岩倉 は,二道鎮撫軍に加 え,海陸 よ り関東征討のため大軍 を派兵す る必要が
浪華行幸｣が朝議で
ある と説いた｡28日,朝議 は天皇の大坂親征 について議 し, 1月29日,｢
浪華遷都之議 を起 し
決定 した18)｡大久保が国元の蓑 田伝兵衛へ送 った 2月 1日付の手紙では ｢
‑･
‑日夜手 を尽 し｣ たが実現の運 びとならない, しか し ｢
大政親臨,万機 を被為間食,戦地巡
狩,浪華行在,親征 を以大二軍議 を起 され,列藩へ号令 を降 し,天下之兵 を促,海陸軍 を推,
)と,遷都 はだめであ ったが,大坂親征行
巣窟 ヲ挫候文之処ニハ人略御治定,必す行 れ可申｣19

幸は実現の運びとなったことを伝 えている｡
勿論 これに対 して も反対論はあった｡天皇 はあ くまで も宮 中の奥深 くあるべ きである, と主
多端瞭昧｣である,遷都の
張す る蜂須賀茂言酢 0)は論外 として,松平慶永 は,親征や遷都 など ｢
事 なら ｢
諸侯会議｣の上で決めるべ きであ り,親征な らば ｢
将軍官へ御委任｣が当然であろう
｡ また, 2月 3日天皇が二条城の太政官代 に行幸 し,
と反対の意志 を表明 していたのであ った21)
親征の令 を発 したその前 日,彼 は三条実美 と岩倉具視 に,天皇の二条城行幸 は ｢
徴士 イマ ダ不
賜官爵 (
位階‑引用者)者御前近 ク罷 出候而 は恐 催｣22)であるか ら見合せ たい と進言 し, また
｢
天皇 イマグ幼 沖,乍恐菓子等御持参御慰二相成,今後 ノ臨幸御進 ミ被遊候様致度｣23)とも述べ
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ていた｡松平慶永の天皇観 は,菓子 につ られて喜 んで臨幸する幼い天皇であ り, しか し,に も
かかわ らず,大久保利通 ら無位無官の者が側 に近づいてはな らぬ恐れ多い存在 なのであった｡
またそれゆえに,遠 く大坂 など‑親征すべ きではな く,軍事 は征討大将軍である仁和寺宮 に任
せておけばよい, と主張す るのである｡
松平慶永は,ほとん ど完壁 にまで,大久保や岩倉の意図や発想 を理解 していない｡大久保や
岩倉 は,幼い天皇が,王政復古の理念である天皇親政 を身をもって体現 し,そうした天皇‑大
変身をとげること,そのためにこそ大坂親征 ‑親政行幸が必要であ り,出来 ることなら遷都 を
と考 えたのであった｡松平慶永の考 えは, これ とは対極 にあることがわかるであろうOその意
味で も,伊達宗城が遷都 に しろ行幸 に しろ ｢
大御変革,旧習御‑洗之 目的無無産候而は,サ ワ
ギ丈無益｣24)と述べ七いるのは,的確 に大久保や岩倉の真意 を見抜いていたのであった0 2月,

1
)
天皇が ｢
表之御坐｣ に親臨 し万機 を親
大久保は宮廷改革意見 を岩倉 と三条 に述べ る｡それは(
2)
毎 日総裁以下議定参与 に ｢
御目
裁す ること,そ して,表には ｢
女房出入厳禁｣ とす ること,(
3)
侍読 を置 き内外の形勢 について勉強すること,(
4)
馬術や調練, といった内容
見｣すること,(

の もので,それ を ｢
行幸 ヲ一機会 トシテ断然御施行｣25)す る, とい うものであった｡ まさに伊
達宗城が言 う ｢旧習御‑洗｣である｡かつての孝明天皇の 日常 を考 えるなら, この大久保の改
革 プランが, どれ程革命的な ものであったか,恐 らく徳川慶喜の大政奉還 よ りも,朝廷‑公卿
にとっては衝激的な ものであったに違いない｡そ してこの改革 は,行幸あるいは遷都 を機会 と
しなければ,すなわち京都 ‑朝廷 を離れなければ,ほ とんど実現 は難 しかったの も事実であっ
た｡
ところで,大久保 は大坂遷都 の建 白で,遷都 は ｢
今 日寸刻モ置クベカラザル急務｣であると
述べていたが,はた して彼 は,遷都がす ぐに実現する可能性があると思 っていたであろうか｡
状況判断にす ぐれた大久保が,楽観的であったとは思 えない｡ む しろ,王政復古が実現 して,
再 び江戸 か ら京都へ首都が移 ってか らわずか一 カ月余 の段階で, さらに大坂 に都 を移す とい う
ことが,如何 に至難の事であるか,大久保や岩倉でな くとも誰 もが考えることであろう｡に も
かかわ らず,大久保があえて大坂遷都 を建 白 した とい うのは,以下 に述べ る理由があ ったか ら
ではなか ったか, と私 は推測 しているO

(
1
) 大久保の建 白は,大坂への遷都に最大の 目的‑力点が置かれていたのではな く,朝廷政
莱‑天皇論 にその核心があった｡なぜ大坂でなければならないか,その利点等 について多 くを
語 らないのはそれ故である｡当時点 としては,遷都す るな らば,常識的に考 えて大坂が最 も適
当であることは云 うまで もない｡多 くを語 らなか ったのはそのせいで もあるか も知れぬが,あ
えていえば,朝廷改革が実現す るならば,大坂でな くて もよいのである｡
(
2) 大坂遷都論が,公家や諸侯の一部か ら反対 されることが,充分に承知の上だった とすれ

ば,大久保の政治家 としての能力 とキ ャリアか ら考 えて,遷都 に代 る次善の策 を用意 していた,
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と見るべ きである｡すなわち,遷都案がだめなら大坂行幸 をと,当初か ら二段が まえの戟略だ
ったのではなかろうか｡ まず遷都 とい う衝撃的なス トレー トを投 じ,次の行幸 とい う柔 らかな
カーブで誘いをかける, とい う策戦である｡結果 として,大久保の意図は見事 に的中 とい うと
ころではなか ったであろうか｡朝廷改革の第一歩が,大坂行幸 を機 に実現す るのである｡ この
点 については, また後で述べたい｡
(
3) 大久保の意図が天皇論‑朝廷改革にあ って,具体的には,天皇 自身の生活改革そ して改

革のための公卿,女官勢力の排除, ということは先に も述べたが,今 ひとつ天皇 と政治および
その組織 について考 えるべ きことがある｡それは天皇親政 とい うことについてである｡王政復
古の理念の一つが,天皇親政であったことは云 うまで もないが, しか し天皇親政 は,大坂遷都
建 白の時点では, まだ実現 していない｡当時の政府機関は三職七科の利であるが,国家の最高
意志決定 にあづかるのは三職 (
総裁,議定,参与)であ り,この体制 は閏 4月21日発布の政体書
に もとづ く官制 まで続いた｡三職制の最高位である総裁は,三職分課 の規定では ｢
万機 ヲ総裁
シ,一切 ノ事務 ヲ決ス｣ とある｡す なわち,天皇ではな く,総裁有栖川宮が ｢
万機 ヲ総裁｣す
る体制であ り,天皇親政ではなかったのであ った｡天皇の政務の一つである三職会議への出席
も,王政復IT
直後の1
2月 9日夜の小御所会議 に出て以降,翌年 2月 3日の二条城太政官代‑行
幸 し,親政 と大総督設置について議 した三職会議 まで途絶 えているのである｡すなわちこの頃
｢
天皇 は, まった く,形式的な地位 におかれていた｣ のであった｡ この ような政治体制 を,原
総裁制三職｣26)体制 と呼んでお くが, この体制下では諸侯の発言力が強 く,
口活氏 に倣 って,｢
討幕派の意志 は,必 らず Lも貫徹す るとは言 えなかった｡た とえば,人久保の遷都案が否決 さ
LLようとの意見が強 く出されて来 る
れたことや,徳川慶喜の寛典処分あるいは東征 さえ も中l
ことが,それを示 している｡以上の事実 を背景 に,大久保の遷都意見 を見ると,彼の天皇論‑
朝廷改革の核心 は,天皇親政‑親征の実現 にあったことが明 らかになって来る｡
以上のべて来たように,大久保の大坂遷都建白は,遷都すること自体 に意味がある ものでは
なかった｡手短かにいえば,遷都あるいは行幸 を機 に,朝廷改革 ‑天皇親政 を実現 しようとし
た ものであった｡勿論,天皇親政体制の実規のためには,制度改革が必要 となる し,天皇個人
も父の孝明天皇 を大 きく超 える必要があった｡ これ も同 じく,大久保の意図 した ところである
ことは,云 うまで もないことである｡大坂遷都建 白と大坂親征行幸意見は,前者が否定 されて
その代案 として後者が主張 された, とい うものではないように思 える｡それは恐 らく,先 に述
べたように,当初か らの計画の中にあ り,両者は 1セ ットと見な して理解 した方が よいのでは
なかろうか｡
なお, これまで大坂遷都建 白と大坂親征行幸意見 を,主 として天皇論 ‑朝廷改革論の文脈で
読みかつ説明 して来たが, これが同時に,戊辰戦争 (この時点では東征)遂行のための,重要 な
戦略の一つであったことは云 うまで もない｡ しか しこの点 に関 しては,すでに多 くの研究蓄積
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が あ るので, ここで は触 れ ない こ とに したい｡

1月 29日,大坂へ の行幸 が,太 政官代 (
議事院)の議事 で決 まった｡ 2月 3日,天皇 は太 政
官代 へ行幸 し,総裁以下,議定 ,上下 の参与 を集 め ｢
親征 の令｣ を発 した｡ これが王政復古 ク
ーデ ター以後,群 臣 を前 に しての,初 めての政治行為 であ った0 2月 9日,東征 大総督以下 を
任 命 ,同 日, 大坂へ の親征行幸 を令 した｡ なお大 久保利通 日記 によれば ｢
太政宮代 ｣ 27
)
を も大

4日,人坂行幸 を 3月 5日と内定 o Lか し, 3月 2日,
坂‑ 移す こ と (
行幸中)を決 した0 2月2
延期 の 旨を布告 ｡ 3月 11日の大久保 の 日記 には ｢
行幸御 日限之義,甚六 ケ敷御模様｣ と記 され
た｡反対 派 とその理 由 は,先 の遷都 建 白 とほぼ同 じである｡ そ して ようや く 3月2
1日,天 皇は
親征 大坂行幸 に出発 したのであ った｡京都還幸 は, 閏 4月 8 日｡

2 大坂 か ら東京へ
大坂へ 親征行幸 し,本願寺 別 院 を行在所 と していた大皇 に, 4月 9日,人久保利通 は初 めて
拝謁 した｡大久保 は ｢
絶言語恐催之次 第,余一 身仕合候,感涙之外鯉之 ｣28)と人感激 していた｡
パ ター ン化 された表現 が気 になる ところであ るが,言葉 の少 ないのが彼 の 日記の特徴 で もあ る
か ら, これ以上 は大 久保 の内面 には立入 らない こ とにす る｡ ともあれ,無位無官 の者 が,公 的
な場 で天皇 と面会す る とい うこ とは未 曽有の こ とであ った ことは確 かで, これ は行幸 の場 であ
ったか らこそ可能 とな ったのであ る｡おそ ら く京都 の朝廷 にあ って は, この時点での大 久保 の
拝謁 は難 か しか ったであ ろ う｡ その意味 で, これ は朝廷改 革の突破 口の一つであ った し,大 久
保 の意 図‑

遷都 もしくは親祉 行幸‑

は成功 した とみて よいだろ うO

6日の木戸 の 日記 に
天 皇が一度遠 く大坂 まで動 いた とい うことは大 きな意味 を持 った｡4月1
よれ ば,以後 天皇 は ｢四方｣ に ｢自由に行幸 ,浪華‑ 屡行幸 ｣29サ べ きで あ る と三条実 美 らに
語 った こ とが記 されてい る｡天皇 は動 きやす い,否動 か し易 い存在 とな ってい るので あ る｡閏

4月 4日,京都‑ の還幸が布告 され る とともに,以下 の ような天皇 の意志 が表 明 され た｡木戸
の意 見,構想 の実現 であ った｡
まず,徳川慶喜が伏 罪 し江戸 城が平定 された こ とを先霊へ報告 す るため に京都 に還幸 す るが,
以後,屡浪華 二行幸,
以後 の動静 に よって は ｢
直 二御 親征｣ す る場合 もあ る と述べ ,つ いで, ｢
官代 ヲモ被為 置,万機御親裁,内外之大勢御統駁被為遊候叡慮 ｣30)で あ るこ とが明か に された｡

1日,以
重安 なの は ｢
万機御親裁｣ であ る｡天皇親政 の意志表示 で あ る｡天皇親政 は,閏 4月2
された｡政体書発布 と同 じ日で あ る｡
下の ように公式 に布告 31ノ

主上御幼年 二被為在,是迄後宮御住居 ノ御車 二候処 ,先般御誓約 ノ御 旨趣 モ有之候,勇思
食 ヲ以 テ,以 来表御住居被為遊 ,毎 日辰刻御 学問所 へ 出御 ,万機 ノ政務被為 間食候 問,棉
相 ヨ リ遂奏 聞候様被仰付候,尤時々八景 ノ間へ臨御 モ被為在,御政 暇ニハ文武御研 究, 申
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ノ刻入御 ノ御順序二御治定被仰t
W 疾事

天皇親政宣言である｡同時に,政体書 による官制で,それまでの総裁 は廃止 となった｡新た
に設けられた輔相職は,天皇 を輔佐 して議事 を奏宜 し,国内の事務 を督 し,宮 中の庶務 を掌 る,
とい うものである｡輔相の権限は絶大のように見 える｡いわば,宮 中,府中の権 を握 っている
のである｡ しか も,輔相 には三条実美 と岩倉具視 の,二人の公家出身の最大の実力者が就任 し
た｡三条が長州藩 と,岩倉が薩摩藩 と,それぞれ太いパ イプで結 ばれていた ことは,改めて述
べ るまで もない｡｢
幼若｣ の天皇32)は,公卿 や女官あるいは諸侯 の庇護 を必要 としない,今や
独立 し親政 を行 う存在 となったのであった｡そ して親政する天皇 を,輔相の三条 と岩倉が輔佐
す る体制が出来上 った｡木戸や大久保,長州や薩摩 は,輔相 を通 じて直接 に天皇 に働 きかける,
あるいは動かす とい う体制が,官制上,制度上整 ったことを意味 していた｡三権分立思想 を盛
り込んだ と云われる政体書 の, もう一つの顔 は以上のごときものだったのである｡そ しておそ
前 日之議 を諭 し,終 に制度一変之議 を決す｣
らく,先 に引用 した木戸の 日記 , 4月16日の条 ｢
とあるのは,上述の事が らを指す ものであった と読み取 って,間違いないのではなかろうか33)0
天皇の大坂親征行幸 は, 3月21日か ら閏 4月 8日まで,一カ月余であったが, この間におい
て,大坂への遷都 とい う意見が依然 としてあったのか どうか,史料的に判断不可能である｡ し
浪華へ屡行幸｣ とあるのを見ると,大坂 は行幸す る地 とみな し
か し, 4月16日の木戸 日記 に ｢
ているようで,従 ってこの頃には大坂遷都 は現実性 を持たな くなっていた と解 される｡ではな
ぜ そ うなったのか｡理由の一つ は,遷都 によって達成 されるべ き最大の課題である天皇論 ‑朝
廷改革す なわち天皇親政が実現の方向に動 いていたか らである｡つ まり,緊急の遷都 も, また
無理 して遷都 を決することも,必要がな くなっていたか らであった｡第二の理由は,江戸開城
(4月1
1日)によって新 しい状況が生 じたことによる｡

江戸開城以後 における政府の最重要課題 は,徳川処分, とくに徳川氏の封地 を,旧の まま江
戸 に置か,あるいは駿河その他 に移転 させ るか, とい うことにあった3
4
)
｡閏 4月 6日以後,江
戸か ら上京 した西郷隆盛 を加 えて,連 日この問題 をめ ぐって朝議がなされた｡徳川氏 をそのま
ま江戸城 に, とす る説は松平慶永 に代表 される｡すなわち,駿河 は徳川氏 にとって旧領で もな
く墳墓の地で もない,従 って もし移封 を強行するなら,再 び戦争が起 りかねない｡ また広 い江

0
0人に足 らな
戸 は徳川の家臣で さえ統轄が行届 きかねる面 もあ ったのだか ら,大総督以下の1
い政府軍政官では,統治はとうてい無理である, とい うものであった3
5
)
｡止戦 と徳川氏への寛
典 は松平慶永の くり返 し主張 して来たことであるが,江戸開城後,江戸,関東経営 に悩 む政府
の苦境 をみて とった上での彼の発言 は,政府 にプ レッシャーをあたえるに充分で,朝議 もなか
なか決 しなかった｡
一言 ノ歎
しか し大久保利通 は,閏 4月 6日〜 9日頃の もの と推定 される建言で,徳川方の ｢
‑ 5
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願 トイヘ トモ｣採用す ることな く,｢
朝廷断然之御決議｣ で不退転の決意で ｢
東京 ノ説 ヲ以駿
東京 ノ説｣ とい う表現である｡江戸
府‑移封｣36)と主張 していた｡ ここで注 目すべ きなの は ｢
あるいは関東の話 とい う意味ではないことは云 うまで もない｡即 ちこれは,江戸 を東京 ‑東の
京 とす る説, とい う意味である｡徳川氏 を移封 したあ と,江戸 を西の京都 に対す る東の京 とす
2日の福岡孝弟の江戸 を ｢
東都｣ とし,ゆ くゆ
る案なのであ った｡同 じような主張は,閏 4月1
3
7
)
とす る建言 に も見 られる｡ またすでに述べ た よう
くは ｢
天皇御親臨,東都行在 トモ可被成｣

東京遷都｣建 白 も, まった く同 じ文脈であ
に,閏 4月 1日の大木喬任 と江藤新平のいわゆる ｢
った｡
以上の ような意見 は,将来あるいは結果 として東京 ｢
遷都｣ につながるが,当時点では厳密
な意味で遷都論ではない｡明 らかに東西両都論である｡そ して これ らの主張 は,戊辰戦争の遂
行,具体的には徳川処分 を含めての江戸

関東経官 とい う目的,すなわち戦略 と密接 な関係の

もとに主張 されていたのである｡その意味で も,前島密の江戸遷都論 とは,大 きな違いがあっ
太政官仮二江城 二御設有之度候事｣ ｢
鳳輩江城二行幸,挟乱輿政
た｡ む しろ,閏 4月22日の ｢
万民撫他之御 基本 ヲ被為立,彼地 ヲ以 テ東京 卜被定候事｣38)とす る総督府大監察北 島千太郎
(
秀朝)の意見に連なる ものであった｡
こうして,｢
東京｣が クローズア ップされ,天 皇の江戸 ‑東京への行幸が,新 たな課題 とな
ったのであった｡大坂への遷都 は,すでにここで昔の物語 りとなったのである｡ ここで問題 と
なって来 るのは,天皇の東幸が,いかなる形, どの ような名 目 (
実体をともなう)で行 われるの
か, とい うことである｡

3 東京行幸

5月 9日,天皇親臨の三職会議で ｢
今般断然 トシテ,親 ク伊勢熱田雨宮二詣 シ,神明二誓 ヒ,
夫 ヨリ速二束征 シテ,‑,二月 ヲ出スシテ奥羽鎮定‑‑‑｣39)とい う,親征 の勅 旨が出 された｡

5日の上野戦争以前の ものであ り, また, 5月 3日に正式結成 となった奥羽
この勅 旨は, 5月1
越列藩同盟の詳細 な情報 もまだ入 っていなかったと思われるので, これを具体化 し,いつ実行
するのか, とい うような政治 日程にかかわる ものではな く,天皇の戊辰戦争 に対する決意 を表
明 した もの, と理解 した方が よい ように思える｡
すなわち,奥羽越列藩同盟 に加盟 した東北,北越の諸藩 (
奥羽25藩,北越 6藩)の ように,現
実 に新政府か ら離れがちにな り,あるいは反抗 し, さらに他地方で も,同盟 に同情 した り,同
調 しようとした りする諸藩があったわけであるか ら,そうした諸藩‑諸侯 に思い止 まらせ ｢
新
政府側 にひきつけるための道具｣40)としての意味 を, この勅 旨は持 っていたのである｡ もっと
ち,親征 を具体化 しようにも,東北,北越の戦局 はこの後 に本格的段階 とな り,暫 くは勝敗 は
予断 を許 さないような状況であったか ら,実際問題 として,親征東幸 はす ぐには無理であった｡
‑ 5
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しか しなが ら,政府部 内で は,引続 いて検討 されていた こ とは, 6月11日に,木戸孝 允 と岩倉
具視 が ｢
乗車 の密事 を熟議｣ した こ とや, ｢
至 尊御軽装 に而俄 に東武城 i
T行幸被為遊 ,東 国

一

一

同之御所 敦 も可被為在御 内議｣41
)
が あ った こ とな どの記録 に よって明 らかであ る｡軽 装 で の行
幸 であ り東武 (
江戸)城 へ の行幸 で あ るか ら, この時点 まで,親征 東幸 が検討 されていた と考
え られ よう｡

6月1
9日,木戸孝允 と大木喬任 に,以下 の よ うな勅書42ノ
が渡 された
以江戸 東京 卜被定之俵 よ り,件 々遠大之 御内患被仰合 候通,速 二束下人総督宮 ,三条輔相
等 こ遂評議候上 ,復奏可有之候 ‑‑‑

0日,木戸 と大木 は江戸へ 出発 した｡大久保利 通 も,す で に 6月 6日,江戸へ 向 っ
そ して翌 2
ていた｡大 久保 は 6月21日,木戸 は25日に江戸 に着 いた｡乗車 につ いて,木戸,大 久保 が,江
戸 の情況 を自分 で把捉 した上で,在江戸 の三条実美 らと相談 して決せ よ, とい うこ とであ った0

6月27日,木戸,大 久保,大木,大村益次郎 は江戸城で三条実美 と乗幸 につ いて評議 した｡
その 日,木戸 の 日記 43)は,次 の ように記録 す る｡
朝,大 久保,大村,大木諸氏 と我居 に相 会 し,此度之要件 を密議す,大略一 に帰す ,囚て

又 一同謁条公細 に評議す,別 に無 異論,実 に御束幸 の‑一件 は,辱 くも至 尊御忘 断 にて今 日
の機 に当 り平定 の際 に至 りて は,百 の賞 罰其他 大所分親 しく御裁決在 らせ らる ゝの思食,
神 州大興起 の御基真 に干麦相 関せ り,依 て御 一決 の上 は,迅急帰京復命せ ん事 を思 ふ‑‑‑
木戸 ,大久保,大木,大村が前 もって ｢
密議｣ し意志統一 を した上 で,三条 と面会 し衆評 し
た｡二
三条 は同意す る｡束幸 は, ここで最終的 に決 した｡ もう来季 それ 自体 が, くつが える こ と
はない｡問題 は,束幸 の内容 であ り乗車 の 巨
川勺であ った｡ しか し, それ に も決着がつ け られた｡
｢
百 の賞罰其他 ‑‑.
親 しく御裁 決｣ であ る と｡三条実美 は, よ りくわ し く以下の よ うに ｢
奉答
吾 ｣4
4)
で述べ る｡

木戸準一郎人木民平両人,東下被仰付御 内慮之御 旨,詳悉拝承 ,誠以不堪感激敬奉仕候 ,
御 親征 之儀 者,時機 当否如何 トモ存候 間,先般愚意及建言候処 ,御親征之儀 二無之, 関東
平定 二付 而ハ御東幸之上 ,大 二皇基 ヲ被為立,賞罰之二柄,専御 親裁 ヲ以 テ,御処 分被遊
侠 聖意 二被為在候 ハ ､,元 ヨリ臣等 之仰望仕候単 二テ,関東 数万之生霊 ヲ御救 済被遊候 道
モ他 二無之,随而人心之鎮定 モ,此一挙 二可有之 卜奉存候 ,然上ハ断然御決議被遊 ,速御
発輩,東方疾苦之人民 ヲ御撫他被為在 ,王化宣布皇威 更張之御 大略 ヲ被為建候様 ,奉仰願
候,御 下問二付 ,郁意奉答此如御座候 ,実美誠悼 誠恐 頓首謹言

御 親征 之儀 二無之｣ と (
親征) を否定 し,｢
賞罰之二柄専御 親
ここで最 も注 目すべ き点 は,｢
裁｣ と (
親 政) で あ る こ とを強調 して い る こ とで あ る｡す なわ ち,束幸 は関東 の人心 を ｢
鎮
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定｣ し,東方疾苦 の人民 を ｢
撫他｣ し, ｢
王化｣ を ｢
宣布｣ し ｢
皇威吏張｣ す るための もの,
と位置づ け られたのであ った｡云いかえれば,天 皇は (
親征)す る者 か ら (
親政) す る者へ と,
武力の シンボルか ら平和 と統治のシ ンボルへ と,明瞭 な転換がなされたのであ った｡

2
8日には ｢東京｣ お よび関東の統治機構 について評議 した｡ ここで も,軍政 と民政が明確 に
区別 される｡それ まで置かれていた江戸鎮台 と関八州鎮将が廃止 され,新 たに鋲将府 が設置 さ
れ る ことにな った｡鋲 将 (
鎮将府長官)には三条実美が就任 す るが, その職掌 は ｢
関以東政務
委任｣ である｡そ して大総督府長官の大統督官有栖川峨仁 は ｢
東国軍事委任｣ とい うものであ
る｡ また ｢
東京府｣設置 もこの時 に評議 された｡大久保 の 日記 には ｢
東京御発表之上ハ東京府
東京｣ の発表 と ｢
束幸｣ の公表であ った｡
と御布告之事｣45)とある｡彼 らの次 の課題 は, ｢

7月 7日,木戸 は京都 に帰 り,岩倉 を訪い,江戸での評議の模様 を ｢
大事相決す る処 を逐一
東京｣ と ｢
東辛｣ は,
言上｣ した｡ 7月15日には,江戸 を東京 と称す る決議案 も出来ている｡ ｢
少 くとも木戸 や大久保 らの間で は,密接不可分の関係 にあ った｡ しか し松平慶永 は ｢
東京｣ に
は同意す るが ｢
束幸｣ に対 して は ｢
急速 ノ儀 ハ決 シテ可然 トハ不奉存｣46)と抵抗 す る｡だが と

7日,東京設置の詔書が出 された｡周知 の ものであるが,以下 に掲 げてお く｡
もか く, 7月1
朕今万機 ヲ親裁 シ億兆 ヲ綴撫ス,江戸ハ東国第 一ノ大鎮 四方転湊 ノ地,宜 シク親臨以 テ其
政 ヲ視 ルヘ シ,囚テ自今江戸 ヲ称 シテ東京 トセ ン,是朕 ノ海内‑,
家東西 同視 スル所以ナ リ,
衆庶此意 ヲ体 セ ヨ47)
まず ｢
万機親裁 , 億兆綜撫｣ とい う,天皇の大局的立場 が宣言 される｡つ いで江戸 の地 の重
要であ る点が述べ られる｡そ こに天皇が親臨 し ｢
政｣ ‑統治す るとい う｡だか ら,江戸 を東京
とす る, と述べ るのである｡ この表現 を正確 に理解 しなければ, この詔書の もつ意味 も不 明 に
なる｡ よ く江戸 を東京 と改称 した, といわれるが,単 に地名,名称 を改 めた と受取 れるような
称｣ には, ｢とな う｣ ｢よぶ｣ とい う意味 に加 えて ｢はめ
改称 とい う表現 は適切 で はない48)0 ｢
る｣ ｢はめあげる｣ ｢
あ (
挙)ぐ｣ とい う意味がある｡詔書 に使 われている ｢
称｣ は, この両者
の意味 を加 えて理解すべ きなのである｡
す なわち,江戸 は天皇が親臨す る きわめて重要 な地であ るか ら,江戸 の ラ ンクをあげ (
称)
て,京都 と同格の,東 の京 ‑東京 とす るとい う意味 に とるべ きものなのである｡ この ように解
す る ことによって,以下に続 く ｢
東西同視｣ とい う言葉が,抽象的でな く,具体性 を もった表
現 と して生 きて来 るのであ る｡ なお蛇足 なが ら, ｢
海 内一家東西 同視｣ を,国威発揚 と理解す
ることは, この詔書 に関 しては間違 いである｡
くり返すが,か くて江戸 は京都 と同格 の都 ‑東京 となった｡都である とすれば,天皇が親臨
して しかるべ き場所である｡同 じ日,先 にみた銀将府 と東京府が置かれることが発布 された｡

3カ国 (
駿,甲,豆,札 武,戻,上総,下総,常,上野,下野,陸奥,出羽)を管
鋲将府 は,東 国1
轄 し,諸侯 に関わる事件 まですべて委任 され,大事件 のみ奏 聞す るように定め られていた｡新
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たな,独立 した東国支配のための権力 ‑統治機関の設置であった｡京都の権力機構 との関係が
微妙であるが,長官の鎮将三条実美が,政府の輔相であることは変 りな く,上層部の人的交流
もあるか ら,両組織の対立が顕在化 しない限 り,問題 とはならないであろう｡む しろ,鎮将府
設置は,東京葺視の表現の一つ, と考 えるべ きであろう｡束の京すなわち第二の都 にふ さわ し
い権力機構 を新設 したのである｡そこに天皇が親臨すべ きなのである｡
東京設置の詔 によって,天皇の東幸 は既定の事実 となった｡次の課題 は,乗車の時期 の決定

8日,木戸 日記によれば ｢
御東幸の事件 を内密決定す｣ とある｡翌2
9日に ｢
御
であった｡ 7月2
東幸 に付,天T‑御布令の草按 を認｣ めたoそ して 8月 4 日,遠か らず東幸す る旨布告 された｡
しか しここまで来ていなが ら,なかなか東幸期 日の正式発表 とはならなかった｡依然 としでl
真
重論があったためである｡それ らの論者は,松平慶永,中山忠能,大原重徳 らである｡その理
由 とい うのは,天皇の健康が心配であること,まだ戦乱 は収 まってお らず,如何 なる変事が起
)
｡ しか し
るか予測出来ないこと,財政難の折 に乗車 には金がかか り過 ぎること等々であった49
彼 らに とって も,東学 を急 ぐべ きでない, という意見で,東幸それ 自体 には反対 していたわけ
ではなかった｡

8月1
3日,政府 は乗車の経費を80万両 と計算 し,太政官札 を東幸沿道の諸藩に貸与 して流通

8日,政府 は東幸期
を図 り,正貨の欠乏 を補 うこととし,水 口藩以下11
藩に諭告 したoついで2
9日榎本武揚 らが品川
日を 9月中旬 と定め,東海道 を通行する旨を布告 した｡ ところが, 8月1
沖か ら脱走す るとい う思いがけない事件が勃発 し, これが再 び慎重論者達 を刺激 したため, ま
たまた束幸期 日の確定が難か しくなったのであった｡そうした京都の情況が東京 に伝 えられる｡
東京では,一 日も早い東幸 を望んでいた｡鎮将府判事江藤新平 は ｢
御幸御遅延 を申上げ候 は,
乍恐錐如愛陛下,実は不変な り,是事君以姑息な り‑‑‑若 し御幸永 く御遅延被遊候事 に も相及
候 は ゞ,天下の事 は去 り可 申｣50)と危機感 をつの らせていた｡ また三条実美 は次 のように述べ
る｡

‑‑･
御東幸二付テハ,関東十三州之大名悉出府参観可仕様布告仕候 間,此段言上仕置候,
御若輩之上ハ御対面賜物等御沙汰二テ,直様帰藩被仰付候様仕度,猶東京市中之処モ,実
二此度之行幸古今未曽有之天恩 ヲ拝 シ奉 り候事故,府内一同二金子 ヲ賜候様仕度存候,未
夕十分王化二不服之黍民恩典 ヲ不施ハ決而服帰不仕候 間,是非御東幸之上人二恩典 ヲ相布
候様仕度存候,最早朝威ハ十分二相立候 間,此上ハ恩恵 ヲ施スニ無之テハ治平無覚束存候,
是二付 テモ会計之一作甚当惑仕候,御滞府ハ何 日計之御内慮二候哉,尤御若輩之上御評議
モ 町有之 トハ存候へ共,小生頃 日偶相考候処,永世之基礎神州之根拠ハ必此地理可然 卜存
候 臥 政府ハ当地二御移シ,東西賓主之位 ヲ被転候方御長策 卜存候,乍併方今之形勢京摂
之人心モ亦不可失,実二四海同視之御処置専要 卜存候へハ,先此度之処ハ暫時御滞在ニテ
5
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御西還被遊,来春陽温和之候 ヲ以再御東幸,其時ハ吃度永世不抜之御基礎 ヲ被立候様 叶然
欺 卜存候･
‑･
･(8月1
4日,岩倉具視宛51))

束幸が是非 とも必要であること,東幸の際大名 を面謁すべ きこと,東京市民 に金品 を下賜す
べ きこと,等々を述べ るが,最 も注 目すべ きは,東京 は永世の基礎,根拠 となるべ き地である
か ら,政府 を東京 に移 し,東丙‑京都 と東京の ｢
位｣ を転換すべ きである, と主張 していると
政府｣が ｢
移｣ る地,すなわち首都であるべ きであ
ころである｡東京 は第二の都ではな く, ｢
る, と主張 されていた｡ この時,すでに北越 の戦局 は長岡落城 (7月2
9日)によ り終息 し,輿
3円,会津藩龍城態勢に入る)直前で,政府軍 は東北諸
羽地方 も,政府軍の会津城下進攻 (8月2

藩軍 を庄倒 し始めていた｡東国経営の拠点か ら日本経営の首都の地‑ と,東京の条件 は備 わ り
つつあったのである｡三条実美の構想 によれば,首都東京 の誕生 は,来春 (
明治 2年)の再東
幸の時である｡結果 を先廻 りして見れば,三条の見通 しと構想 は,驚 くべ き正確 さであった,
とい うことになる｡
京都の態度 をいぶか った三条 は,大久保利通 に西上 を命 じた｡ 9月 9日,大久保東京発,1
2

3日伏見上陸,その足で太政官‑ 出席 , ｢
情実言上,御東行 日限来ル二十 日 卜御治
日大坂着,1
となった｡｢
愚痴の寄合ハ良薬 もな く,大久保 の一服 にて疾病漸 ク直 り｣53)東幸が決定 し
定｣52ノ
た, と大木喬任 は後 に回想 した｡大久保の威力 もさることなが ら,東京側の強い要望 と, くわ
しい東京方面の情況報告が,朝議 を決 した, というところであろう｡

9月2
0日,天皇は京都 を出発 した｡供奉す る者3
3
00人余｡東海道沿道各地の高齢者,孝子,
節婦 を褒賞 し,あるいは災害 にあった者 に金 品が与 え られ,その総計 は 1万 1千余人,総額

1
1
3
0
0両余 にのぼった｡熱 田では農民の稲刈 りを見,菓子 を与 えた｡大磯海岸では池曳網 を見,
漁民が タライに入れて差出 した魚に喜んだ｡つ とめて民衆 に接 しようとする,そ して慈愛深い
存在であることをアピール しようとする天皇がそこにあった54)｡ しか し,武功 に対 しての褒賞
はいっさいなかった｡親征行幸ではな く,親政東幸であることを, ここで も強調 していたので
ある｡
沿道の民衆 は, この時 は じめて伝説ではない,生 きた天皇 を確認 した｡東幸の行列 に揺する
ことの出来なか った民衆 は,相ついで発行 される錦絵 によって,天皇の存在 とその行動 を確認
した｡束幸 を措 いた華麗な錦絵 は,フィクシ ョンもあ り必ず しも実景 を描写 した ものばか りで
はないが, しか し,東幸の行列 は,恐 らくそれ まで史上最大のスケール と壮麗 さを備 えた大 イ
ベ ン トであったことは疑 う余地がな く,その意味で も,多 くの民衆 をひきつ け,天皇の存在 と
0月1
3日,江戸城着｡ これを東京
親政東幸 は, 日本全国に急速 に広 まって行 ったのであった｡1
城 と改めるとともに皇居 とした｡東京の民衆は,数 日間仕事 を休 んで,下賜 された酒 を飲み,
歌いかつ踊 り狂 って,天皇 を熱狂 して迎 えた55)0
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1
0月1
3日,天皇到着の 日,大久保利通 は 日記 に ｢
鳳輩二字御着輩,御行列壮麗,天成堂々,
時之盛典感書不可言,此時,奥羽平定官軍奏凱歌帰府数千,崖丈偶然
貴購草食右葉,実千載 一
‑

辛‑‑‑｣5
6
)
と記す｡ この 日,政府軍が東北か ら凱旋 したのであった｡大久保 は ｢
偶然｣ か, と
い うが,偶然であるはづがない｡天皇の東京着 にあわせて凱旋 した,た くみな演出である｡す
なわち天皇は,武力 を背景に東京に乗 り込んで来た ものではな く,内乱 を鎮定 した新 しい平和
国家の元首であることをアピール して,新都東京 に入 ったのであ った｡
東幸はた しかに,新国家の元 首であ り,平和的な存在 としての天皇 を,効果的に広 く浸透 さ
せ た｡その意味で も,親征か ら親政へ との方向転換 は成功 した といえよう｡ しか し東幸の もつ
意味 は,それにつ きるものではない｡かって 日本 を支配 した敵‑徳川氏の屠城 に入 ることによ
って,天皇は新 しい権力者‑支配者であることを無言で宣言 していた｡その ことは,列強諸外
国に対 して も強 く影響 し,局外中立解除の要 因となった｡ この ことはと りもなおきず,蝦夷地
の榎本軍 に強烈な圧力 をおよぼす ことになるのである｡そ もそ も東幸の発表それ自体,東北戦
争終期の同盟列藩に強力なプレッシャーを与 える効果があ ったのである｡東幸は, こうした政
治的,戦略的な面において も,大 きな意味 を持つ ものであったことは言 うまで もない｡

Ⅲ 東京築都 の実態

天皇 は 2カ月弱東京に滞在 し,12月 8日束京城 を出,12月22日京都 に戻 った｡ ところで,ll
月2
4日の大久保利通の 日記 によれば,天皇が このまま東京に滞在 し続 けるべ きだ とい う意見が
多い中で,岩倉具視一･
人が反対 している, とい う意味のことを述べている｡
三条実美 は滞在すべ きであるとい う｡その理由は,京都 よ りも今 は東京 を重視すべ きである,
とい う点にある｡すなわち ｢
国家之興廃ハ関東人心 ノ向背ニア リ,今連遷幸関東 ノ人心 ヲ失 7
必然ナ リ,関東 ノ人心悦服 シテ八州鎮定ナラハ,天下安泰｣であるとし,王化の途上である関
東の人心 を,今失な うようなことを してはな らない と言 う｡そ して ｢
東京 ノ盛衰ハ 日本全国 ノ
)
とまで云い切 ってい
盛衰興廃二ア リ,縦令京摂 ヲ失 トモ東京 ヲ不失ハ,天下 ヲ失 フ事ナ シ｣57
たのであった｡
一方,岩倉具視の考 えは次の ような ものであった｡孝明天皇の三周忌 と皇后入内の儀式があ
るか ら,一度京都 に還幸 し ｢
京摂之人心安堵｣いたさせた上で,再度東京 に臨幸す ること｡そ
して再幸の節 ｢
諸侯伯会同を以て大政之根軸｣ をたてる｡ また再幸の時は太政官 も東京へ移す｡
なお還幸の前 に,再幸す る旨を発表 し ｢
御 内儀向御造営｣ に取かかるよう仰 出 されたな らば
｢
東京之 人心大に安堵｣す るであろう, とい うものであった5
8
)
0
束丙賓主之位｣ を転ず るべ きであると,東京重視 を主張 し
三条はすでに東幸前の 8月中に ｢
ていたが, ここでは明 らかに東京中心主義す なわち東京 を首都 にと考 えていることを明 らかに
‑ 5
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している｡ この点では岩倉 も変 らないといえよう｡ただ,一度天皇は京都 に還幸 して京摂 の人
心 を安心 させ るべ きである, と述べているだけであるDむ しろ三条 よ りも,首都東京の構想 と
それへの 日程 を具体的に考えていた ともいえる｡そ して岩倉のプランは,以下の ように実行 さ
れて行 った｡それはとりもなお きず,首都東京の誕生の過程であった｡
1
0月1
8日,鎮将府が廃 】
Lされた｡それは ｢
今般御東臨被為遊候付両者,万機哀断 を以て被仰
出候｣59
〕
ゆえである｡東 国1
3カ国の政務委任が廃止 され,太政官 と鎮将府 とい う,二重権力機
構 のごとき体制が,天皇の ｢
万機哀断｣の もとに一元化 したのである｡天皇親政が国家の基軸
である以上,太政官は天皇の常住する場所 に置かれるべ きである｡ また行幸のつ ど,太政官 を
天皇 とともに移動 させ ることは,お よそ不可能なことである｡すなわち,鎮将府の廃 l
Lをふ ま
えて,天皇の再幸 とともに太政官 を東京に移す とす る岩倉の意見は,まざれ もな く, 首都 東京
を構想するものであった といえよう｡
11月27日,来月上旬の還辛 と来春の再幸 を発表｡1
2月 8日出葦｡ しか しその前 日の 7日,再
幸のため,旧江戸城本丸 に宮殿 を造営す る旨の布告が出 されたO岩倉 のい う ｢
御 内儀 向御造
営｣である｡(なお,この宮殿新築計齢 ま,結局実現 しなかった.天皇の住届は西の丸となる)｡1
2月 6
日,公議所 を東京 旧姫路藩邸に設 置 し,1
0日に,明年 2月1
5日の開議 の 日まで,諸藩は公議人
‑･
人 を差出すべ き旨を布害 した601｡公議,公論 をスローガンとする政府が,その公的議事機関
を東京 に設置するのである｡
8日,国是大会議 を開催するか ら, 4月中旬 までに藩主及び府県知事 は京都
翌明治 2年 1月1
ではな く東京 に参集する旨を命 じ,ついで 1月2
4日, 3月上旬 に再幸す る旨を発表 した61)
｡数
日前の2
0H,薩長土肥 4藩主による,かの版籍奉還の上表がなされていたが,木戸孝允におい
ては,諸侯の東京会同 と版籍奉還の 日程 もを,再幸 と密接 に結 びつけて考 えていた｡｢
当春再
御束幸,侯伯尽東京に会す,於干此此議 (
版籍奉還‑引用者)不神立 ときは何か是あ らん‑‑･
御
東幸 之上 は,数十 の諸藩相応 して此議 に出,其実の 日を逐 ふて挙 るの一策 を廻 らさん と思
ふ｣62日 1月29日の条)と日記 に記す ように,諸侯 の東京参集 を機会 に,版籍奉還 を強 く推進 さ
せ ることを策 していた｡新 首都 において,諸事改革の潮流 にのせて,封建領主制の大変革 をも
実行 に移そ う, とい う目論見であった｡
2月1
8日,再幸の期 日を 3月 7日と布告,ついで24日, ｢
御束幸御滞賛中,太政官東京へ御

移二相成候｣ と,太政官の東京移転 を布告 した｡｢
御滞賛中｣ とわざわ ざ期 間をつ けたのは,
遷都反対論者 を刺激 させないためであるDそ して ｢
請願,何等｣ は 4月 1日か らは東京 に差出
す こと,及び京都 には留守官 を置 くことを布告 した63)｡あか らさまに言 えば,留守官の設置 は,
京都 の公家 と社寺対策 (
広 くは,岩倉の言う ｢
京摂之人心｣への配慮ともいえる)である｡

3月2
8日,天皇 は東京 に着いた｡ この 日政府 (
行政官)は ｢
東京城西 ノ丸へ御殿輩,依 チ皇
城 卜称 ス｣64)と布告 した｡前年初度の東幸で東京着笹の際,江戸城 を皇居 とし東京城 と改めた
‑
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のであったが,今回は東京城が皇城 となった｡皇居 と皇城では大 きく意味が異なる｡皇居 は天
皇の居住す る所 とい う意味に限定 される｡一方皇城 はこの場合,皇居 プラス宮街 (
官庁)とい
う意味になる｡すなわち,束京城 は天皇の住 む所であると同時に,太政官の置かれる所であ り,
ゆえに皇城 とす る, とい う意味が込め られていたのである｡そ して同時に,平安京の宮城 (
大
内裏と官街を容れる)と違 うということを言外 に主張 していた｡つ ま り,平安京以来の宮城 ‑戻
都御所ではな く,新 しい首都 に置かれた皇城である, とい うことを主張する ものだったのであ
る｡ これは静かに, しか も厳然 となされた遷都宣言 を意味 していたのであ った65)｡
おそ らく圧倒的多数の人びとが,再幸が東京への遷都 を実質的に意味 していることに気づい
たのではなかろうか｡述 るまで もな く,政府首脳部 は,実質的な遷都であることを互に承知 し
ていた｡ しか し遷都 については,ついに詔 もな く一片の法令 も発令 されなか った｡た とえば
東京莫都｣ と表現する｡過去の遷都
『
維新 史』(
文部省胤 附録ともに仝 6巻,昭和16年発行)は ｢
の例 にな らう限 り,詔や法的根拠がない以上,遷都 とは云 えない, とい う立場である｡莫都 と
は,首都 をある地 に定める, とい う意味で,都の移動ではないのである｡ ともあれ,なぜ政府
は公式 に遷都 を宣告 しなかったのであろうか｡その理由を,私 は以下の ように考 えてみたい と
思 っている｡

(
1
) 京摂 の人心への配慮｡せ ま くは公家や社寺の反対論 を封 じるためであるが,広 くは,慕
府の倒壊後,急速に人 も街 も荒廃 を現 わ した江戸 ‑東京や大坂 と京都 とを,同 じ道 を歩 ませ ま
い とする配慮である｡岩倉具視 は,京都 と公家に特別な思い入れがあったか ら,岩倉の気持が

4日に再幸 を発表 した時,政府 ‑京都府 はわ ざわざ
尊重 された とも云えるか も知れない｡ 1月2
｢
告諭｣ を著 わ して動揺す る京都市民 を慰撫 しようとしたが,再幸がいかに重要 な ものである
か, とい うことを延々 と述べ なが ら,遷都 とい う事 については完全 に黙殺 していた｡
(
2) 尊接派や脱籍浮浪 をめ ぐる問題｡尊壊派は乗車に反対 していたが,再幸 に際 して も ｢
久

留米 と肥後大に関係之様子に面,浮浪 を鼓動 し則今撰夷之議 を申立,迂活之 ものは大 に為其惑
わされ候 もの も不少,随而御発輩之事 を疑惑 を立,宮堂上等万へ迫 り建言いた し,宮堂上方 も
木戸孝允書軌 明治 2年 3月1
0日)とあ
また為其 に駆使せ られ頻 に奔走,一時其混雑不容易｣66)(
るように,尊壊派の不隠な動 きがあ り,それに一部の公家や脱籍浮浪が結 びつ く傾向があ り,
そ うした反政府的分子 をなるべ く刺激 しないようにとの考 えがあったのではないか｡
(
3) タイ ミングの問題o旧江戸城 ‑皇城 内の太政官庁 も天皇の住居 (
西の丸)も,当耐 j
:
あ

2
月1
4日に前田慶華が,同月1
9日には大蔵省が,それぞ
くまで も仮の ものであ った｡ また 3年1
)
｡ しか しこれ らはいづれ も実現
れ太政官庁 または ｢
大政庁｣ を新築すべ きであると建言 した67
しなかった｡その理由の第 1は財政難 による ものである｡ しか し今 ひとつの理由 として,新宮
殿 と太政官庁 ‑大政庁 を相互に位置づ けたマスタープランが描 けなかったことに もよるのでは
なかろうか｡なぜ なら,新宮殿 と太政官庁 は,国家の体制や政治機構 と密接 に関連す るもので,
60
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その限 りで廃藩置県 までは流動的ならざるを得 なかったのである｡推測 にす ぎないが,遷都 を
宣言するとすれば,その時期 は新富殿 と大政庁の建設構想 の発表 と合わせ る, とい うことも考
え られる｡ まさに新 首都の誕生 にふ さわ しいイベ ン トとなるであろ う｡ しか し結局,青写真 は
作れなか った｡そ して遷都 の宣言 も,そのタイ ミングを失 なったのではなかろうか｡
(
4) ｢
遷都｣ にはこだわ らない｡実態実質が問題 なのだ とい う思考｡た とえば広沢真 臣は次

の ように主張す る｡｢
御政府之御基本相立 を圭一 に被為成,遷都之御発令 は暫 く御見合置被為
荏,迫年一視 同仁之御撫他被為TT渉,万民其所 を得候上,弥遷都之御発令被為在度‑‑

･
｣6
8)
o

このように,遷都の発令 を急 ぐことはない, と明言 していた｡政治的 リア リス トらしい広沢の
意見である｡ また山県有朋 は ｢
今束巡 (
再幸‑引用者)ノ義ハ･
‑･
･
九重深宮 ノ旧弊 ヲー洗セ ン
トスルこア リ｣69)と述べている｡再幸す なわち実質的遷都 は改革にあると,その本質 を鋭 どく
指摘 していた｡遷都 自体が 目的なのではな く,改 革の手段であったことはすでに述べ て来たご
とくである｡ また宮廷改革 について も,すでに旧著等で触れたのでここでは省略す る｡
最後に改革の一つの例 を述べ て本稿 を終 ることに したい｡大久保利通 は明治 2年 3月末 に
｢
朝廷 因循不 断 よ りして如此之大弊二陥 り候事 卜愚考仕候,一事 を以 申候得ハ,悪人 を退 け候
事 も,人気 を損す るを恐れ瞭味 として婆心 を垂れ退斥すること不能,或ハ議参之要路 トいえと
ち,情合 ヲ以是 を用 ひ,近来議定之人員十七八人二及 卜承 り,惜然たる次第二御坐候,有志之
)
)と,情実による冗官過多の弊 をなげいて,それ をもた ら
所視ハ人材撰挙 を以第一 卜仕‑ ･･･｣7(

した朝廷の因循 ひいては政府の改革の必要 を述べていた｡周知のごとく,この大久保の主張 は,
5月1
3I1
4日の官吏公選 となって実現 した｡その結果 は,諸侯 と公卿の後退であ った｡｢
朝廷

の因循｣ はここで も打 ち破 られた｡官吏公選 は新 しい首都での新 しい政治 を, とい う強い潮流
に乗 ることによって,は じめて実行が可能 となった と見 ることが出来ないだろうか｡ これ も実
質的遷都の成果の一つであ った と思 う｡

0月 5日,皇后 は京都 を発 し東京へ向った｡ これよ り先政府 は,明 3年春 には再 び
明治 2年1
京都 に還幸 し,大嘗会 も京都で挙行する旨を述べ,かつ遷都ではないことを強調 して,不安 を
4日,京都還幸の延期 を留守官 に
示す京都の市民の慰撫 につ とめた｡ しか し政府 は, 3年 3月1

1
)
,l
l
命 じて京都市民 に諭告 した｡翌 4年 3月25日,政府 は大嘗会 を東京で行 うことを布告 し7
月17日,大嘗祭 を東京で挙行 し,京都市民 との約束 は反古 となったのであった｡この間, 4年

8月2
3日には,京都の留守官 も廃止 とな り72), 9月1
4日には,天皇が話 して,神殿 を東京の禁
苑に創建 し,神器 と皇霊 を奉安す るとした｡ こうして,東京 は新 しい首都であ り,都 となった｡
明治 5年 5月,天皇 は西国巡幸 に出発 したが,京都‑ は還幸 とはいわず,京都行幸 といった｡
京都 はついに都の位置 を東京にゆず ることとなった｡遷都 の発令 はなかった｡ しか し実質的な
遷都であ り,そのことを適切 に表現するとすれば,やは り (
莫都) とい うべ きであると思 う｡
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1)『
平野国臣伝記及遺稿』4
6
ページ｡
2) 『
真木和泉守遺文』2
3
ページ｡

3) 『
大久保利通関係文書』 一
,6
2
ベーン.
4) 『
大久保利通文書』第二,1
9
1
ページ以下｡
5) ｢
夢平閑話｣で吉田束価が建 白書の 日付 を 3月1
0Rとしたのは,恐 らく市田自身の間違いか,読
売新聞の誤植である｡前島自身で ｢自叙伝｣ を編んだ時,そのことに気づいたのであろう｡なお小

9
8
4年)2
6
ページで,3月末 と記 したのは,充分な検
生の旧著 『
志士 と官僚』(ミネルヴ ァ書房,1
討 をしなかったためで,誤 りである｡
パ ークスとアーネス ト･サ トウの動 きについては,坂田精一訳 『一
外交官の見た明治維新』(岩
波文庫)下,1
9
5
ページによる0
6) 『
東京市史稿』皇城篇第四,4
9
ページ｡

1
ページ｡なおこの建 白の草稿の写真版が同書 に収録 されている｡
7) 同上,5
8) 岡部精一著 『
東京契都の兵相』(
仁友社 ,1
9
1
7
年)1
2
2
ページ｡
9) 『
大久保利通 日記』(史籍協会本) ｢
̲
,4
3
3
ページ｡
1
0) 島埜利彦 ｢
江戸幕府の朝廷支配｣
(
『日本史研究』3
1
9
号,1
9
8
9
年)
｡
ll) 『
大久保利通 日記』上,
‑4
3
7
ページ0
1
2) 『
伊達宗城在京 日記』(史籍協会本)
,6
8
6
ページ｡
1
3) 『
改訂肥後藩国事史料』巻八,3
1
ページ｡
1
4) 『
人久保利通 日記』｣‑
.
,4
3
8
ページ0
1
5) 註 1
3と同 じ｡久我が細川家に使いを出 したことが記 されている
1
6) 註 1
2と同 じ｡6
9
3
ページ｡
1
7)『
東京莫郡の真相』7
9
ページ｡
1
8) 『
嵯峨実変 日記』二 ,2
2
4ページO 『
戊辰 n記』1
2
9
ページ｡いづれ も史籍協会本.
1
9) 『
人久保利通文書』第二 ,2
0
1
ページ｡
2
0) 『
複古記』第 2冊,5
1
2
ページ｡
2
1)『
復l
l
;
記』第 1冊,7
9
6
ページ.
2
2) 『
中山忠能履歴史料』(史籍協会本)九,2
2
8
ページ
2
3) 『
東京莫都の真相』8
4
ページ｡
2
4) 註 1
6と同 じ｡
｡

0

2
5) 『
大久保利通文書』第二,2
2
7‑2
3
0
ページ｡
2
6) 原口清 ｢明治太政官制成立の政治的背景｣
(
『
名城商学』3
8の ],1
9
8
8
年)
27) 傍点は引用者がつけた｡以

F同 じ｡太政官代 については,原口活が,太政官代 とは,明治 2年 7

月の職員令 による古代令制太政官再興 までの暫定的な官庁 (国家機関‑議事院)である, と明解 に
説明 している (
前出論文)
O私 も氏の説 に賛成である｡従 って毛利敏彦のごとく ｢
太政官代 とは太

｣『統合 と抵抗の政治学』有斐閣,

太政官代 について
政官の代用庁舎 (
仮庁舎)にはかならない｣ (｢

1
9
8
5
年)とする説は採 らないo太政官 と太政官代 とは区別 して考 えなければならない.最初九条邸
に,そ して二条城か ら人阪行幸中の本願寺別院, さらに還幸 してか ら, ｢
玉座｣ を一時二条城 に移
6
4
ページ)等の,太政官代の度重なる移転 は,
した際,太政官代は ｢
禁中｣へ移す (『
戊辰 日記』3
太政官あるいは太政官の代用庁舎 を移 したのではな く,太政官 に代 るもの としての議事機関‑議事
院を移 したことを意味するものであったと理解すべ きである｡
また下1
1
1
=̲
郎は ｢
岩倉が‑‑大坂親征 によって事実上の遷都 をおこなおうとする意図のあったこ
とは,二月二
二十六 日の親征期 日布告のさいに,大坂行在中太政官代 を大坂 にお くとしたことからも

‑ 6
2
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近代天皇制研究序説』岩波書店,8
0ページ)と述べ るが,これは太政官 と太政ノ
[
て代
うかがえる｣(『
とを同 じもの と考 えた結果による.大久保の大阪遷都論が否定 されてか ら一カ月 しかたっていない
のに,｢
事実上｣の大阪遷都が吋能になることはとうてい無現 とい うものであろう｡
2
8) 『
大久保利通 日記』 上巻 ,45
2ページ｡
2
9) 『
木戸孝允 E
]記』 一
, 7ページ｡
30) 『
岩倉公実記』(岩倉公旧蹟保存会版)中巻 ,41
5ページ｡

)『復[11‑記』第四冊,680ページ｡原口活は前出論文で,これを ｢天皇親政主義の出発 を告げる明白

31

な文書である｣ と説明 している｡
32〕 五ヵ条の誓文 と同時に出された辰輪で,天皇 ら自ら ｢
朕幼弱 を以て枠 に大株 を紹 ぎ,爾来何 を以

｣(『維新史』文部省版,第五巻,

て万国に対立 し,列祖 二事へ奉 らんや と,朝夕恐健 に堪 ざる也

3
92ページ)と ｢
幼弱｣であること,従 って群臣の協力が必要であることを述べ なければならなか

幼年｣ の大皇 につ
ったが, この親政宣言が ｢
幼年｣ を主張す る黄後の もの となる｡なお ｢
幼若｣｢
9
89年)を参照｡
いては,飛鳥井雅遺著 『
明治大帝』(
筑摩書房 ,1
3
3〕 三の制度改革の内容 については,大久保利通の起草 した意見書 とほぼ内容が一致す る (『
大久保
6ページ)
0
利通文書』第̲,28
3
4) 原口清著 『
戊辰戦争』(
塙書房 ,1
96
3年 〕2
03ページ｡
35) 『
復古記』第四冊 ,2
80ページ｡
36) 『
大久保利 通文書』第二,2
7
4ページ｡

)『復古記』第四冊,283ページ0

37

38) 『
岩倉公実記』 中巻 ,430ページ｡
39) 『
明治天皇紀』第一,7
22ページ｡
4
0) 原日清著 『
明治前期地方政治史研究』(
塙書房 ,1
972年)上 ,1
40ページ｡

)『木戸孝允文書』三,84ページ｡

41

42) 『
岩倉公実記』中巻 ,5
06ページ｡
43) 『
木戸孝允 日記』‑,61ページ0
44) 『
松菊木戸公伝』上巻 ,1
0
29ページ.
45) 『
大久保利通 日記』上巻 ,471
ページ｡
46) 『
戊辰 日記』5
33ページ｡

)『明治天皇紀｣第一,769ページ｡

47

48) たとえば,毛利敏彦著 『
江藤新平』(中公新書 ,1
9
87年)は3
3ページで ｢
(
江藤新平の)江戸 を東

京 と改称 して天皇 を迎え,新政府東方経営の拠点にせ よとの提言 は,東京遷都論の先駆 をなす もの
であ り･
‑‑｣ と述べるが, この理解では,江藤 を十分にはめあげたことにはならないのではなかろ
うか｡なお原口清 は,前山 『
明治前期地方政治史研究』 において, ｢
東京化｣ と表現 しているが,
この方が事実の正確 な理解にもとづいた表現である｡
49) 東幸反対論についての詳細 は紙幅の都合 もあって省略する｡下山三郎の前山 『
近代天皇制研究序

説』 1
2
7ページ以下,及び原口酒の前 出 F
明治前期地方政治史研究』上 1
5
0ページ以下に,東幸反対
や阻止要因についての詳 しい論究がある

｡

5
0) 岡部精一著 『
東京莫都の真相j 1
71
ページ0

)『岩倉公実記』 中巻,567ページ｡

51

5
2) 『
大久保利通 日記』上巻,4
83ページ｡
53) F
東京市史稿』皇城編第四,5
4ページ｡
5
4) 『
明治天皇紀』第一｡ 『
明治文化全集』皇室編 第十七巻｡
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5
5) 佐々木克著 『
志士 と官僚』 (ミネルヴァ書房 ,1
98
4年) 2ページ以下｡
5
6) F
大久保利通 日記』上巻,487ページ｡

)FI
二条実美公年譜』 (
宗高書房 ,1
9
69年 )6
46ページ

5
7

0

5
8) 『
岩倉具視関係文書』第四,1
88ページ｡
5
9) 『
法令全書』｡
6
0) 同上｡

)『明治天皇紀』第二,17,28ページ

61

｡

6
2) 『
木戸孝允 日記』‑ ,1
84ページ｡
6
3) 『
法令全書』｡
6
4) 『
東京市史稿』皇城編第四,232ページ｡
6
5) 宮城 と皇城の違いについては F
東京市史稿』皇城編第四,232,233ページ参照｡
6
6) 『
木戸孝允文書』三,279ペ‑ジ｡

)『明治天皇紀』第二,371,373ページ

6
7

｡

6
8) 『
広沢真臣日記』460ページ｡
6
9) 岡部精一前出書 ,23
0ページ｡
7
0) 『
大久保利通文書』第三 ,1
35ページ｡

71) 旧著 『
志士 とI
l
一
･
;
僚』49ページで,大常会 を東京で行 う旨の発表 を,明治 3年 3月25日に したごと
く書いているが,これは ｢
明治四年三月｣の六字が脱落 したためである｡校正 ミスであるが, ここ
でおわびとともに訂正 してお きたい｡

｣

7 (F日本史研究』296号,1987年)は,留守官 についての唯一の研
7
2) 高木博志 ｢
東京隻郡 と留守1
究である｡ここで高木は,留守官の廃止 に先行する明治 3年 1
2月2
2日の,留守官 を留守宮内省 に合
併するという布告が,維新政府が東京 ｢
実都｣か ら東京 ｢
遷都｣‑ と,政策 を転換 させたことを表
明 した ものであると評価 している

｡
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