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次郎長翁を知る会
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遂げるのは明治元年だが︑そのきっかけを作った

次郎長が渡世人の生活から足を洗い︑大変身を

長の生き方に根本的な方向を与えたのは︑伏谷如

し︑切った張ったの生活に終止符を打たせ︑次郎

一昨年︑竹内宏会長が文芸春秋誌の随筆柵に︑
︵千葉県︶の高石鶴子さんから竹内会長宛に﹁伏

谷如水の子孫だが﹂という連絡があった︒竹内会

﹁次郎長と私﹂という一文を発表した時︑市原市

長の一文は︑ともすれば見落とされがちの如水と

て地元の治安責任者とした︒

いうまでもなく次郎長の後半生は︑山岡鉄舟ら

駿府における民政長官だったが︑次郎長を抜擢し

伏谷如水という人物である︒如水は官軍軍政下の

水なのである︒

けた社会事業は山岡鉄舟抜きには語れない︒しか

塾︑清水港近代化など次郎長が明治維新後に手が
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のはよく言われる山岡鉄舟ではなく︑浜松藩家老

浜松藩家老伏谷如水

彫りにする︒以下は矢川部日記による新発見のレポートである︒

三島大社神官矢田部盛治の残した日記が︑この時期の次郎長の行動を鮮明に浮

川駿府藩は事件の穏便な解決に動くが︑次郎長がこれと関わった︒

川浪士らしい数人の男たちとされる︒スタートしたばかりの明治新政府の下︑徳

明治維新の年の暮︑三保神社神官太川健太郎が何者かに暗殺された︒犯人は徳

ｌ明治元年の赤心隊事件をめぐってＩ

矢翻部礎治圏記些次郎長

ｈ

旧幕臣との交流に大きな彰響を受けている︒威臨
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世界へ︑地域へ︑

唾…暦ご己這フーズ

人びとの未来へ︒
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等清水銀行

※シーデ字皇は､はごろもフーズ㈱の登録商標です｡
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次郎長の関係を的確に伝えるものだったので︑そ
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丸事件をはじめ︑富士裾野開墾︑石油発掘︑英語

シー雰季皇

唾雲製‑菱季謄
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電話されたということだった︒理事長秘書役とし

れを読んで感心された高石さんが︑長銀綱研宛に
なかった糸が︑両者を結びつけているのではない

う関係を両者の間に置くと︑がぜん今まで知られ

慶応三年十二月︑大政奉還に続く王政復古の大

号令で二百五十年続いた徳川幕府は廃絶となる︒

羽伏見の戦いで幕軍は敗退し︑将軍慶喜は大阪を

慶応四年︵この年九月に明治と改元︶一月︑鳥

﹁東海遊侠伝﹂には︑次郎長が明治維新後︑お

脱出し︑開陽丸に乗って江戸帰着︒次いで慶喜追

かという考えが浮かび上る︒

討令が発せられ︑有栖川宮織仁親王を大総督とす

て﹁次郎長翁を知る会﹂にも終始大きなサポート

上の御用で一二島へ行くという件がある︒途中黒

をして下さる秋岡栄子さんから︑早速編集子に右

駒一派に出会うことが書かれているが︑どんな用

る東征軍が︑錦日月の旗をなびかせて東に向かっ

はないのか︑さらにこの事件の後︑二代目お蝶が

この三島行きこそ﹁神官暗殺事件﹂の関わりで

るまで︑沿道の諸群は次つぎと勤王請書に署名し︑

駿府に到蒲したのは︑三月五日である︒それに至

くだり

のことが伝えられた︒編集子は高石さんと連絡を

向きで三島に行ったのかは触れられていない︒

なり︑如水はこの地に移住したそうである︒鶴舞

浜松群は明治二年に鶴舞︵市原市︶にお国替えと

による意恨がこれまで定説となっているが︑なぜ

徳川浪土と思われる男のテロに遭う︒新番組隊士

る史料はなかった︒

張藩では藩主徳川慶勝が幕府支持の重臣三人を斬

東征軍すなわち官軍に加わった︒御三家の一︑尾

藩兵を率いて東征軍に加わった伏谷如水は︑三

した︒浜松群は官軍傘下に入ったのである︒

人で決断し︑尾張藩から回された勤王請書に署名

るため︑岡元家老伏谷如水と︑城代井上織部の二

浜松群は︑藩主井上正直が老中として江戸にい

首し︑いち早く旗職を明らかにした︒

怨を買わなければならなかったかを充分解明でき

大総督峨仁親王︑参謀西郷隆盛ら東征軍本隊が

た︒

には城吐や如水の墓所もあるとのことだが︑今Ⅱ

高石さんは旧姓が伏谷で︑如水の酋日孫に当る︒

ふせや

とり︑以後数回︑電話と手紙を交わしあった︒

清水次郎長肖像

まで訪ねる機会を編集子は逸している︒

伏谷如水のことについては︑高石さんからいろ

このような謎を解くためには︑史実を丹念に辿

いろのことを御教示していただいた︒その中で編

って行かなければならない︒編集子は﹁矢田部盛

しんせき

県一二島市︶神官の矢爪部家が親戚であるという事

治日記﹂にもう一度当ることにした︒

明治元年の静岡
明治元年︵一八六八︶前半の駿府を中心とする

すでに駿府町奉行所は解体し︑奉行以下︑与力

月五川に駿府入りする︒

同心らは江戸に引揚げてしまっている︒駿府城大

圧した︒

手門には︑東征軍の据えた三門の砲門が周辺を威

東征軍が駿府に到着するよりも前︑この地方で

は神官たちによる勤王義勇隊が結成されていた︒

大井川以西では遠州報国隊︑大井川以東︑富土川

ある︒

以西では駿州赤心隊︑富士川以東は伊豆伊吹隊で

２

集子が最も驚いたのは︑伏谷家と三島大社︵静岡
実であった︒

次郎長が明治元年に起こった﹁三保神社神官暗
殺酬件﹂にどのようなかかわりをしていたかは︑

出来事を時系列に従って雅叫しておこう︒

；

これまでよくわからない点が多かった︒編集子は
数年前﹁駿州赤心隊﹂のことを調べたことがあっ

たが︑その際︑三保神社神官太門健太郎が暗殺さ
れた直後に︑妻と幼い子供が三島大社の矢川部家
へ避難したという事実を知った︒﹁矢川部盛治日
しかし︑次郎長がそのことにどう関わっていたか

『 宙
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記﹂にそのことが書留められていたからである︒
は不明だった︒﹁矢田部日記﹂は大変難読のため
細部まで読むのは手に負えないことだったのだ︒
﹁次郎長と三保神社神官暗殺事件﹂︑﹁次郎長と

なさそうである︒しかし伏谷如水と矢川部家とい

伏谷如水﹂と並べても︑両若の間には何の関係も

蕊鋲

もともとこの地方では︑賀茂真測︑本居宜長︑

平田篤胤らを源流とする国学が盛んであった︒歌
会などに名を託して会合が開かれ︑神官たちは皇
室の衰微を嘆いたり︑王政復古を論じて気勢を上
神官たちにとって徳川幕府は︑いわば怨敵であ

げていた︒

る︒江戸時代を通じてその手厚い仏教保護政策の
もとに神葬祭は禁じられ︑神官に仕える社人とい

えどもいずれかの寺の檀徒として︑宗門改帳に記
赦を強要された︒古くからの領地を削減された神

安倍川にかけられた急造の仮橋を渡り駿府城入

一変することになる︒王政復古宣言に続いて朝廷

そのような時代は︑天皇御親政の実現によって

裁下を仰ぐのに手間どったからである︒

府に西郷隆盛を訪ね︑その提示した条件を京都に

江戸から勝海舟の密書を携行した山岡鉄舟が︑駿

にわたって駿府に滞在した︒滞在が長引いたのは

りした東征軍本隊は︑三月五日からおよそ一ヵ月

では︑いち早く仏事を廃止した︒神官たちは︑今

つかされていたのである︒

社も少なくない︒神官たちは長いⅢ僧侶の下風に

こそ自分たちの時代が到来したことを感じとって

ふんきゆう

神官たちによる勤王義勇隊の結成は︑まず遠州

論が大勢を占めようとしていたのに対し︑慶喜は

かりているに過ぎない︑断乎討つべしとする主戦

ていた︒天皇を戦く東征軍といえども薩長が名を

慶喜討伐の東征軍を迎える江戸城内は紛糾し

報国隊が口火を切った︒続いて︑遠州日坂の八幡

いち早く恭順の意を表し︑上野寛永寺内大慈院に

いた︒

神社神主誉田束稲が駿河の三保神社神官太旧健太

引きこもった︒幕閣での非戦論の筆頭は︑早くか
ら大政奉還を唱え︑かつ硬骨漢として知られる大

された︒隊長は富士宮浅間神社宮司富士亦八郎︒
隊員およそ八十名で︑二月一一十三日に︑駿府浅間

久保一翁と︑同じ開明派で薩長とも深い人脈関係

郎︑草碓神社森斉宮らを説き︑駿州赤心隊が結成

神社で結隊式が開かれた︒有栖川宮大総督以下の

の本隊に先んじて︑先鋒は早くも箱根を越え︑神

江戸は正に戦火にかかろうとしていた︒東征軍

を持つ勝海舟である︒

奈川から六郷の渡しに達しようとしていた︒勝海

が︑駿府の西を流れる安倍川の河原に集まり︑大

東征軍が駿府に到着する三月五日︑赤心隊員全員
総督宮を出迎えた︒赤心隊員連名で東征軍参謀林

舟は江戸城総攻撃中止交渉を開こうと︑密書を西

つかまつ

玖十郎に宛てた従軍願書には

郷隆盛宛に認めた︒精鋭隊︵慶喜護衛隊︑後の

したた

とある︒

﹁ｌ粉骨砕身仕リ赤心報国ノ微忠仕リタク﹂

東海道の宿場宿場は︑すでに東征軍先鋒隊に押

新番組︶隊長山岡鉄太郎が使者を買って出る︒

さえられている︒鉄舟は通行査証として︑前年の

薩摩屋敷焼打事件で幕府側が捕えていた薩摩藩士

益満休之助を同行者として従えていた︒官軍陣営

を強行突破しながら進んだ鉄舟は︑三月九日に駿

府に着く︒

きった

言い伝えでは︑駿府到着の直前︑由比宿と興津

近くの旅宿望撤亭に難を逃れたという︒望獄亭に

宿の中間にある薩唾峠で鉄舟らは討手に包囲され︑

ランス製小銃が残されている︒望撤亭は駿河湾に

は︑鉄舟がかくまわれた御礼にと置いていったフ

無事駿府に送ったのは︑次郎長だとの言い伝えも

臨む海辺にあるが︑ここから小舟を出して鉄舟を

ともあれ︑三月九日に駿府入りした鉄舟は︑伝

残されている︒

馬町の旅宿松崎屋源兵衛に宿泊している東征軍参

謀西郷隆盛と会見︑とりあえず三月卜五日に予定

されていた江戸城総攻撃計画を中止させることに

成功した︒後に江戸薩摩屋敷で西郷と海舟が会見

し︑四月十一日に江戸城が明け渡される︒無血開

城によって江戸を戦火から救う道は鉄舟の決死行

によって開かれたのである︒

次郎長を抜擢

駿府に駐留を続けた東征軍は︑地元の治安責任

者として︑総督橋本実梁名で伏谷如水を﹁駿府町

差配役判事﹂に任命した︒幕府時代の駿府町奉行

伏谷如水は地元の親分次郎長の起用を決断した︒

に代わるもので警察権を預かる民政長官である︒
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新番組隊長格松岡葛

っている博徒の親分を使うのが最も有効なことを

るには︑土地に詳しく︑かつ子分という手足を持

すでに与力同心もいない空白状態の治安を維持す

重要な久能山東照宮とその海岸や︑清水港の甲州

向かい︑残りは駿府に駐留して︑徳川方にとって

城総攻撃は中止されたが︑東征軍の一部は江戸に

鉄舟が西郷隆盛と会見したのが三月九日︒江戸

とっては︑大変大きな意味を持つ期間であった︒

過ぎないが︑第二の人生をスタートした次郎長に

春たけなわから夏の終りまでという僅かな期間に

コンビは︑慶応四年三月から七月にかけて続いた︒

如水は知っていた︒

後に次郎長を鉄舟ら幕臣に結びつける伏線となっ

この年には四月が一一度あって︑閏四月には冷

回米置場など要所の警備に当った︒

粉骨砕身して微忠を尽したいと願い出た駿州赤

たい梅雨が続いた︒上野の山にたてこもった彰義

如水は部下を足袋の行商人に変装させて清水港
に派遣し︑次郎長の人物および周辺を予め調査し

心隊の従軍は許可された︒隊員の半数が︑四月八

隊の隊士らは泥淳に悩まされた︒大村益次郎の指

五月十五日︒新政府は続いて︑徳川亀之助︵家達︶

うるう

ている︒単なる博徒でないことを見きわめた上で︑

日に駿府を出発した有栖川宮大総督率いる本隊に

揮する新政府軍によって彰義隊が征圧されるのが

を駿府藩主とすると発表した︒七○○万石の徳川

たのだ︒

如水は次郎長を駿府に呼び出した︒清水港から駿

能海岸や甲州回米置場などの警備隊に加わった︒

従軍して江戸に向かう︒半数は地元に残留し︑久

らは地元残留組である︒

ある︒官軍と同じ﹁錦の一肩章﹂をつけているのを

をこめた︒駿府も清水港も地元民は徳川びいきで

﹁あれは社家隊だ﹂と呼んで︑なかば潮笑の響き

派遣した︒

その周辺の情況をつかむために︑目付梶清三郎を

をしていた旧幕府は︑駿府へ移動するに当って︑

江戸城を明け渡した後︑清水谷屋敷で残務整理

ある︒

幕府は︑七十万石の一大名に格下げとなったので

三保神社神官太田健太郎や八幡神社神官八幡主殿

ぬかるみ

という距離である︒出発する時女房のお蝶︵二代

府までは三里︵十二キロ︶︒朝出発し昼前に着く

﹁おれは罪多い身だ︒出頭すれば二度と再びお

目︶に次郎長は言った︒

のぼり

赤心隊の隊旗は﹁可﹂の字によく似た印を染め

抜いた職旗である︒神社に仕える社人を従え︑

びん

次郎長は四十九歳︑ちよん雷の髪には白いもの

前らの顔を見れないかもしれない﹂

隊旗を先頭に市中を歩く赤心隊を︑地元民らは

腹をくくって出頭した次郎長に如水は︑お上の

かと思ったのだ︒

が混じっている︒官軍からの出頭命令は罪状調べ

御用をつとめるように命じた︒固辞しようとする
らは天子様の世の中だ︒お前も心改めて御奉公せ

次郎長に如水は有無を言わせなかった︒﹁これか

強請︑喧嘩︑といった犯罪の取締りから宿場の交

は一線を画し︑役回りが異なっていた︒物盗り︑

固役は︑このような軍隊組織に直結した警備隊と

見て﹁錦布れ﹂だとも郷撤した︒次郎長の市中警

止められ︑官軍の支配下にあること︑四月上旬︑

それには︑家康を祁った久能山東照宮が祭礼を差

表形勢書﹂は︑四千字に及ぶ長文のものである︒

慶応四年五月と記された梶清三郎による﹁駿府

やゆ

よ︒もしどうこう言うのであれば︑お前の過去の

れたこと︑町奉行が廃され駿府周辺は︑浜松藩家

甲州回米置場から七千俵程が江戸へ向けて積出さ

きんぎ

罪科は︑ここに残らず調べあげてある﹂

ルである黒駒の勝蔵が︑池田数馬と変名して官軍

通整理に至るまでがその役回りだ︒多年のライバ

十三歳の時渡世人の世界に入ってから二十六年間︑

しなめられた︒黒駒勝蔵といえども天皇の軍隊に

を︑次郎長は摘発しようとしたが︑伏谷如水にた

にまぎれこみ江尻の宿場を通り抜けようとするの

どが事細かに報告されている︒

老伏谷如水なるものが取締りに当っていることな

まつ

次郎長は市中警固役を引受けた︒同時に過去の

十手に追われて一日たりとも心休まる日もなかっ

入っている以上︑余計な荒立てはしないがいいと

ゆすり

罪科はすべて帳消しとなり︑帯刀を許された︒二

た次郎長は︑生れ変った人生に足を踏み入れるこ

斉宮︑コノ両人朝命二従イ種々ノ次第コレアリ︑

﹁駿州三保明神神主太田出羽︑草薙明神神主森

箇所がある︒︵﹁静岡県史﹂︶

その報告書のなかには︑次のような注目すべき

とになったのである︒明治と改元になる前︑慶応

の如水の判断である︒

伏谷如水を民政長官︑次郎長を警察署長とする

四年の三月中旬だ︒

４

宝台院に入った︒水戸からは新番組隊土五十人ほ

月二十三日に清水港に着︑その日に駿府︵静岡︶

九日に水戸を発ち︑旧幕府軍艦婚竜丸に乗って七

新政府によって謹慎処分となった慶喜は︑七月十

郎︑森斉宮の二名は︑いうまでもなく駿州赤心隊

どが随伴している︒慶喜は謹慎のために宝台院に

厳罪にすべきだと名を挙げられている太用健太

厳罪一一御所置コレ ァ ル ベ キ 者 二 御 座 候 ﹂

員である︒﹁朝命二従イ種々ノ次第コレァリ﹂が

十八日である︒新政府軍艦富士山︑武蔵︑飛竜の

成臨丸事件の起こったのは︑秋も深まった九月

成臨丸事件

の斡旋や炊き出しなどを行なって︑温く迎えた︒

地元民たちは︑﹁お泊まりさん﹂と呼び︑宿泊先

難民同然の無祇移住者たちを︑清水港や駿府の

府に移住のためやってきている︒

は大量の徳川家臣とその家族たちが︑清水港や駿

ろう︒徳川家達の駿府入りする八月十五日前後に

次郎長と松岡繭の会談は︑七月下旬とみていいだ

慶喜が宝台院に入るのが七月二十三日だから︑

を取り付ける必要があったのである︒

宿所をきめるには︑実力者次郎長の斡旋なり了解

あっせん

会談で話し合われた︒五十人に及ぶ旧幕臣たちの

番組隊士の宿所とすることが︑次郎長と松岡繭の

舟寺として再建された寺である︒この久能寺を新

寺同然となっていた久能寺があった︒鉄舟没後鉄

ちょうど清水港を眼下に望む山のふもとに︑廃

だった︒

彼らは宿舎も定まらない︑術に浮いたままの身分

駿府藩には︑それだけの力はなかったのである︒

えるわけにはいかない︒七十万石に成り下がった

にはいかない︒また新番組隊士を駿府藩が召し抱

厳罪に処すべき理由だが︑その具体的事実は記さ
後に︵この年十二月︶︑この二人はテロに遭う

に紹介されている︒

を︑次郎長がたしなめたという一幕が東海遊侠伝

入ったが︑護衛の隊士らまで宿所を共にするわけ

鉄舟寺

れていない︒

いとはいい切れないのである︒

が︑この報告書とテロ事件との間に因果関係がな

新番組と松岡寓
七十万石に封じられた駿府滞の移動は徐々に始
まっていた︒六歳の藩主徳川家達が︑江戸から旧
着して駿府藩を取りしきっていた大久保一翁が︑

幕臣を従えて駿府入りするのは︑八月十五日︒先
江尻宿まで出迎えた︒

すでに江戸は東京と改められている︒︵七月十

も︑次郎長の市中警固役は変らない︒治安責任ば

官軍が駿府を離れ︑如水が浜松へ帰任してから

駿府藩の発足と入れ違うように︑伏谷如水は七

かりでなく︑地元の実力者としてのフィクサー役

七Ｈ布告︶

月二日︑浜松へ帰任した︒官軍管制下の駿府城の

が次郎長を待ち受けているのである︒

駿府藩七十万石を支えたのは︑中老役大久保一

引渡しが滞りなくすんだからである︒次郎長は︑

大政︑小政︑増川仙右衛門ら主だった子分を引連

のうち大久保一翁は財政︑海舟は江戸に残って新

翁︑幹事役勝海舟︑幹事役山岡鉄舟らである︒こ

短い期間であったが︑如水と次郎長は意気が通

政府とのパイプ役︑鉄舟は治安民政をそれぞれ担

れ︑帰任する如水を浜松まで送った︒

じていた︒大藩の家老と博徒の親分では身分違い

当した︒
つもる

だが︑如水は事ある毎に次郎長を傍に呼び︑引立

松岡の求めによって料亭の二階に現われた次郎長

ある日︑鉄舟一門の松岡菖が次郎長と会った︒

如水は豪放な性格で︑酒豪であった︒次郎長は

分は︑徳川慶喜護衛の﹁新番組﹂隊長格である︒

は︑数人の子分を下の間に待機させた︒松岡の身

てた︒英雄は英雄を知るである︒

る︒浜松へ帰任のさい︑駕篭の中で酒を呑む如水

若い時酔って袋叩きに遭って以来︑酒を断ってい

５

典

をいな長こくある隊心だ海つ類ぎるで艦川そ館とが欠での向三

恐たつ春けの賊り・で隊がは旧たやっといの頭のをなえき台人か艦
れがた山つ銃兵、成あ員、冷暦ｏ刀こいた攻、大目つし、風ぴつが
て、。弁き撃た賊臨り太彼たの海をうち。唯あ、卜指てて砲にとて、
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葬った︒

湾内を浮遊する死体を収容し︑巴川の畔に手厚く

﹁死ねば仏だ﹂と次郎催は言い︑ｆ分を使って

アリ﹂の笹をした色紙を次郎長に件与えた︒次郎

墓﹂と陣篭したばかりでなく︑﹁死シテ万世一一名

く感銘し︑翌年建てられた殉難群の墓打に﹁壮士

新政府は駿府藩に対し︑脱艦成臨丸の詮議を厳

しく求めていた︒ちょうど天皇が京都を発ち東京

に向う時期と重なり︑沿道の治安に新政府は神経

をとがらせていたのである︒駿府藩としても︑次

かない︒

郎長のお上を恐れぬ処世を放って置くわけにはい

幹事役山岡鉄舟は︑次郎長の出頭を求めて質し

た・次郎長からは﹁仏に官軍も賊軍もあるものか﹂

薩長も徳川もない︒次郎長には︑日本は一つだ

という言葉が返ってきた︒

という国家観ができていたのである︒鉄舟はいた

一一一

一

一

一
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ったのである︒

;灘舞撫購瞬戦織灘驚

長と鉄舟の終生の交わりは︑成臨九事件から始ま

を官たでう天いり『だを職森の神水え他数

島大社神官矢田部盛治を頼って三島に避難する︒
がわせる記事が登場する︒

郎暗殺事件に関して周辺が動き出したことをうか

として三島に来ていたのではないかと考えられる︒

鈴水省之助であり︑おさえやその子供らの介添役

を遂げた健太郎の遺児希橡太郎が︑三保神社の神

この時点で当事者の最大の関心事は︑非業の死

一︑三保一条二付︑昼時頃ヨリ幾四郎仙助差遣

きかけが始まる︒

むずかしくなる︒穏便に済ますために要路への働

恨など複雑な問題がからめばからむほど︑それは

官職を継承できるかどうかである︒徳川浪士の意

一︑七ッ時頃三保一条二付︑吉原宿平八夫々ョ

︵中署︶

候事︒

﹁同十四日

年が明けた明治二年正月のことである︒

矢田部盛治の残した日記に︑事件をめぐる動き
が詳細に記録されている︒

三島大社神官矢田部式部﹂

﹁明治二己年日記正月ョリ十二月迫

リ手紙持参︒右ハ省之助殿迎トシテ参り候間︑

と表紙に記された冊子がそれである︒この矢田
部日記に︑次郎長が再三にわたって登場するので

﹁同二十四日

かである︒

旨︑夫々御咽御座候事﹂

願︑長五郎平八心配致呉︑追々取極リニ相成候

一︑三保鈴木省之助殿今日被帰︒徳川様ヘモ相

︵暑︶

コレァリ︑是非庄之助殿ニモ清水迄モ御出御座

一︑庄之助殿出立︑彼是六ツケ敷︑漸ク昼時頃

﹁同十五日

事﹂

朝庄之助殿孝助殿︑平八出立之積リニ相成候

ナク候テハ相済マズ候事二付︑夫々相談致︑明

与力ニテ違山孝助殿ニモ参り候間︑夫々御相談

次郎長が日記に登場するのは︑こういったさな

尚又昨日駿府迫御飛脚差遣候二付︑駿府ョリ元

太田健太郎暗殺事件に関連する矢田部日記の記

ある︒

事を追跡してみよう︒

明治二年一月の矢田部日記
﹁明治三己年正月元日

一︑御宮へ早朝出勤︑御末社へ拝礼帰宅︑社家

夫々罷出候間︑礼請□口例年之通候事︵以下

吉原宿の平八と併記されているところから見て︑

長であることはいうまでもない︒これが初出だが︑

ここに記されている長五郎︵傍点筆者︶が次郎
一︑昨日差遣候幾四郎仙助︑吉原宿ヨリ帰候事︒

矢田部盛治にとっては︑すでに面識があるようだ︒

御出立相成候事︒

一︑三保一条二付︑オムットノョリ安全之御神

略︶﹂

楽奉納︑則将監へ申付修行致︑御蕨差遣候事︒

に続き︑一月三日の記事に次がある︒

三人其外被連候間︑尤喪中之儀二付︑細小路庄

﹁一︑三保太田健太郎妻おさえとの子供三人乳母

紙預リ置︑茶漬差出候事﹂

レァリ︑然ル処庄之助殿ニハ出立致候二付︑手

木孝次郎殿ョリ庄之助殿へ手紙持参︑夫々咽コ

一︑軍務官会口竹山主馬殿罷出而会致候処︑鈴

﹁同二十五日

るようである︒

心配して︑徳川家臣たちへ仲立ちしようとしてい

始まったことをうかがわせる︒次郎長がいろいろ

藩主徳川家達への働きかけをしようとする動きが

ここでは︑健太郎の父省之助が清水へ帰り︑駿府

夫々世話イタシ遣候事﹂

吉原宿平八は小松屋平八である︒平八が事件の

二付︑今日差遣候旨挨拶イタシ︑右二付︑省之

︵中署︶

三保太田健太郎の妻おさえ殿が子供三人および

処置の中心になって動いたようだが︑具体的にど

助殿おむつトノおさえトノ小袖代金弐拾両︑鰹

七方へ届︑逗留為致候積り︒

乳母三人そのほかを連れて来た︒もっとも喪中の

のような役割を演じたかは︑これからの研究に待

させるつもりである︒との意である︒そのほかを

ことであるに付︑細小路庄七方へ届を出し︑逗留

かと思われる︒清水から三島までおよそ五十キロ

連れて来たという﹁そのほか﹂は護衛役ではない

たなければならない︒省之助は太田健太郎の実父

次いで一月十四日および十五日には︑太田健太

一︑三保ニテ隼人儀是非々々貰度旨達テ披申候

の道中を︑女子供だけでは不安である︒

７

︵暑︶

一︑多久又八郎殿属赤心隊中村志津馬罷出候間︑

節壱連︑下女下男拾五人へ金壱分シシ三両三分
又三郎取次致候処︑右申候処ハ又八郎ョリ披申

之段刑部へ申聞候処︑社家組代□ロトシテ罷出
候事︒﹂

来訪した酒井候に対し︑矢田部盛治は最大限の

候事﹂

付︑遠州辺迫参り東京へ帰宅致候処︑路用遣切

ている︒事件の始末についていろいろお願いした

敬意を払って歓待した︒酒井候は手土産を用意し

御祝上披下候問受納︑酒差出盃イタシ縁談取究

﹁同二十七日

トモ最早出立二付︑当惑致候間︑金五両東京着

て午后三時頃帰路についた︒盛治は翌八日駿府に

ことはいうまでもない︒酒井候は﹁委細承知﹂し

差支︑三保省之助殿へ相願候積リニテ罷出候得

分貸遣候旨留守宅ョリ申越候事﹂

造取替呉候様︑達テ披申候□□□□□︒壱両二

一︑三保一条二付︑酒井候ニモ当方へ御立寄披
成候哉︑承知致置度︑殊二八幡方ヨリモ我等一一

旅費を貸してくれといって現われる件である︒赤

赤心隊員中村志津馬と称する男が︑東京までの

一︑三保一条井徳川様ヘモ正迂宮相済候二付︑

﹁同八日

行くことを決意する︒

下候積リニ相成︑右二付テハ此節之模様如何相

若出張出来兼候ハハ︑八幡ョリ当方へ参り候趣

心隊が有栖川宮大総督の率いる東征軍本隊に加わ

夫々相談モ御座候二付︑駿府へ参り候様致度︑

ハハ内願致置□□口節句後我等駿府へ罷越候積

間合申越候二付︑我等儀モ酒井候御立寄被下候

原宿造駕篭人足弥七︑文左衛門金壱分︑七ッ時

御被差上度︑秀二付七シ半時頃自宅出立︑尤吉

舟一展︑夕方三保太田方へ着︑省之助殿始御家内

頃奥津寺下造参り︑寺下ヨリ金壱分ニテ三保迫

って駿府を発つのは四月八日のことであるから︑

一統へ面会︑夫々御咽有之︑此節ハ清水御奉行

この中村志津馬という人物は︑別行動をとってい
いうのは︑今の金額に換算すれば︑十万円にもな

たように思われ︑疑わしい節がある︒一両二分と

ヨリ重役壱人シシ見廻り︑浅草小揚ヶ之者八九

遣候事﹂

酒井候とは︑駿府藩主徳川家達の側用人酒井忠

ろうという大金であるが︑矢田部家では赤心隊と

り︑右二付三保井八幡迫手紙為持︑今朝庄七差

績である︒八幡は︑八幡神社神官の八幡主殿︒太

続いて三月七日には酒井候の来訪があり︑矢田

称するこの人物に融通した︒

なった人物である︒矢田部盛治自身が︑この一一人

があわただしくなる︒

部盛治はこれを受けて駿府に向かって出発し動き

午前五時に三島を出発︑吉原まで駕篭︑午后四

止宿致候事︒﹂

人シシ昼夜交代詰切ニ相成居︑今晩ハ太田方へ

田健太郎や森斉宮らとともに駿州赤心隊の中核と
を介して駿府藩庁へ働きかけようとしている︒

﹁同二十九日
一︑昼時頃酒井候仁田大八郎川口秋平御案内ニ

へ泊る︒

田健太郎方に到着し︑鈴木省之助らに会い︑同家

時頃興津着︑舟を雇って一一一保へ渡り︑三保神社太

テ御立寄被下候︒尤丸屋常蔵モ参り居御待請致

﹁同七日

保ヨリ相帰り︑太田方ニテモ十九日家内一統三

居御酒差出︑我等面会夫々御咽モ有之︑尤御馳

一︑夜五ッ時頃︑一昨日駿府迫差遣候庄七︑三

致候事﹂

寄面会致︑夫々挨拶申述︑暫く御咽︑引取︑駿

ョリ三保太田方出立清水宿へ参り長五郎方へ立

一︑主殿其外夫々御相談モ有之妾二付︑昼時頃

﹁同九日

一︑我等儀明八日出立︑駿府迫罷越候二付︑右

拾人前被下候事︒

頃御帰り被成候︒酒井候御土産トシテ松絵角皿

走数種々御願申上置︑委細御承知ニテ八シ半時

保へ帰宅致候旨︑尤三保ヨリモ使壱人庄七同道

三月に入る︒

﹁同四日

８

主殿方へ止宿イタシ種々御咽イタシ罷在候事︒﹂

府八幡主殿方へ暮二着イタシ夫々相談︑今晩ハ

三月九日昼頃三保を出発した矢田部盛治は︑清
水に着くと早速︑長五郎即ち次郎長を訪ねた︒次
郎長は明治二年のこの時点で︑上町に居宅を構え
ていた︒盛治が真っ先に次郎長を訪問したのは︑

三保一件を解決するについて次郎長が大きな影響
力を持っていたことを裏付ける証左であろう︒次
郎長のところで暫く話し込んだ盛治は︑次いで駿

︾

一︾

で次郎長に会う︒十二日の日記にはそのことと併

せて︑太田家の暮し向きについて︑清水港の旧家

戸田六右衛門と江川政八に仕送りを依頼すること

が記されている︒駿府藩庁の鈴木草太郎にその目

論見を相談するつもりで来訪を待受けていたが︑

見えないので盛治の方から駿府へ出向くことにし

たのである︒ところが︑これが行違いで盛治が駿

府に向かっている間に鈴木草太郎は清水から三保

へ来ていたのである︒

次郎長と矢田部盛治

長五郎の次郎長が矢田部盛治日記に登場するの

述を含めて都合三回になる︒第一回めは︑明治二

は︑﹁清水長五郎方へも立寄﹂というこの日の記

モ厚ク心配致呉候事一一付︑何レニモ省之助へ篤一一︑夫々御相談モ行届︑御暮方儀ハ清水湊戸田

条夫々相伺候処︑種々御内意有之︑草太郎殿二一﹁同十二日

た矢田部盛治は︑清水で真っ先に次郎長宅を訪問

川九日︑駿府へ出向くため三島から三保へ来てい

平八心配致してくれ﹂という一条︒第二回めは三

年二月二十四日の﹁徳川様へも相願い︑長五郎︑

ト申聞候︒□□口引取八幡へ帰り昼時後ヨリ主一屋六右ヱ門江川政八両人方へ仕送相願候積り相

する︒﹁清水宿へ参り長五郎方へ立寄り面会致し︑

可欠のサポーターであることを裏付ける記述であ

駿府藩への陳情を円滑に進める上で︑次郎長が不

三保神社神官職を太田家が継承できるようにとの

いずれも︑太田健太郎暗殺事件を穏便にすませ︑

それぞれ挨拶申し述べ暫く相川し﹂という一条で

殿同道ニテ八幡出立︑夕方三保太田方へ参り一成︑日一又鈴木草太郎殿ニモ役取方御目論見妾一一一

五郎方へ立寄った三月十二日ということになる︒

である︒矢田部日記では旧幕府時代の官称をその一八幡主殿方へ着イタシ候事︒

ある︒第三回めが︑おさえと︑八幡主殿同道で長

■

夫々相談︑今晩ハーーー保へ止宿致候事︒﹂一保へ御出モ御座候趣二付︑見合居候得共︑御出
一無御座候二付︑九ッ時頃ヨリ主殿同道おさえ卜

蕊溌冨"銀鱗

駿府藩が静岡藩と改められるのは明治二年六月一ノ召連三保出立︑清水長五郎方ヘモ立寄︑夕方

舞溌窯柵灘Ｊ熱難藤斑︾

府に行き︑八幡主殿方に泊る︒

雪蜂
毅

についていい感触を得たことが︑ここでは書留め一候処︑︑草太郎殿今日清水ヨリ三保へ参り留主ノ

る︒藩主徳川家達の側用人酒井候への働きかけ︑

地元の旧家戸田六右ヱ門︑江川政八による経済的

たのである︒

支援の依頼など︑次郎長抜きには考えられなかっ

９

｡

けは何であったか︒まず第一に︑次郎長は東征軍

では︑次郎長と矢田部盛治を結び付けたきっか

ある︒伏谷如水と矢田部盛治との関係が︑次郎長

いないが︑御子孫の高石さんが指摘するところで

何共御問合無御座候旨︑社領御解願之儀両三日

会夫々伺候処︑三保一条二付徳川様ヨリハ未夕

遣候処︑同人夕方相帰︑右申候ハ岡州三郎へ而

儀如何相成候哉︑右伺トシテ韮山へ大村刑部差

拘り候儀ハ神主方へ相達︑其外政務︑拘り候儀︑

のこの事件で動く背景に働いていないとは言い切

伏谷如水は次郎長を買っている︒単なる博徒で

れないのである︒

はない︒矢田部盛治が問題解決のキーポイントを

が駿府を占拠していた時期に︑民政長官即ち駿府
任者の地位にあり︑太田健太郎暗殺事件の起こっ

之儀是辿差出候振合ヲ以︑社中之儀当方ヨリ書

却テ村方へ申達候様被仰渡候旨被申聞候︑人別

町差配役判事伏谷如水の配下として地元の治安責
た明治元年十二月の時点においても︑治安を掌握

ある︒

次郎長に求めたのは︑不自然なことではないので

ろうか︒矢田部日記を追うと判然とはしないなが

ところで事件の結末はどのようになったのであ

候様被申聞候︒卯年預ケ金之儀ハ三科絃太郎之

而ヲ以相伺候様︑村方之儀ハ名主方ヨリ同様伺

前御下知御座候処︑右願之通ニハ難出来神務一一

ていた︒事件のあと太田健太郎の妻おさえら家族
のは次郎長だったのである︒東海遊侠伝の次郎長

が三島に避雌するに際して︑介添え役をつとめた

追テ御挨拶致候旨巾越候事︒﹂

願書の裁可がどうなっているかについて新政府

儀モ東草へ引越候二付分り兼候間︑何レ取訓造︑

願︶を差し出したこと︑書面の文言が不備のため

の日記には︑駿府藩庁に出頭して書而︵家督相続

書直しを命ぜられたこと︑藩役人と思われる人物

らも︑およその輪郭が記されている︒三月十三日

さらに︑矢田部家と伏谷家が親戚関係にあると

の出先機関のある韮山に人を遣って問合わせたと

三島行の記述は︑それに符合するのである︒

いう事実︒このことは矢田部日記には触れられて

ころ︑結論としては︑どうもはかばかしくないよ

うである︒肝心の封鎖されている社領の解除は︑

両三日前に駿府藩へ指示があったはずだが︑願書

省之助の書いた手紙には

重大な報をもたらしたことが記されている︒鈴木

続いて四月七日の日記には︑三保からの飛脚が

の通りには運んでいないということである︒

つき︑社家や百姓どもが多勢でにぎやかに出迎え

此節肥後出牢致候テハ後難出来可申モ難計︑酒

﹁肥後入牢被仰付︑追々村方モ穏二相成候二付︑

へ御取計方御間合二相成居候旨申越候二付︑如

一︑三保ヨリ家督相続願二付︑徳川様ヨリ韮山

官太門健太郎等変死始末書類︵東大史料編纂所

の中山肌之助が検挙されたことまでは︑﹁駿州神

ては︑三保神社社人の宮城島肥後と︑徳川元家臣

とある︒太田健太郎暗殺事件の犯人調べについ

井候へ内願致度︑常蔵参り呉候様申越︵後署︶・﹂

人別之事ハ如何相成哉︑卯年御預ケ金御下ケ之

何相成居候哉︑社領御解願之義モ如何相成候哉︑

﹁同四日

示唆する記述は︑四月四日にあらわれる︒

駿府藩に差出した家督相続願がどうなったかを

都合よく運んだと記されている︒

二十一日の日記に︑その兵庫が十九日の夜三保に

子として神官職後継者にする旨が記されており︑

三月十八日には︑兵庫という人物を太︑家の養

三月十五日に三島へ引揚げる︒

されている︒矢閉部盛治は打つだけの手を打って
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する実力者として駿府藩から一目も二目も置かれ

鉄舟寺裏山から見た清水港〈写真提供・瀬戸尾正矩氏〉

や酒井候のもとへ献上物を進呈したことなどが記

声

一一詞一戸

g畠ぺ?

昂
､

と事

蔵︶﹂などの記録に残されている︒三保からの飛
︵﹁駿州神官太田健太郎変死始末書類﹂︶

か︑動機は謎である︒

新番組は将軍護衛役として編成された隊である︒

繰返していうが︑遺族たちにとっては真犯人を

なければならない︒藩主の側用人酒井候や︑清水

御取繕﹂することをあらゆる手段を使って進め

清川八郎暗殺事件に関わる︒浪士組の巨魁石坂周

文久三年︑新徴組の前身浪士組の統括者として︑

一流中の一流の腕前である︒と同時にこの三人は︑

かって名称がそうであったように︑選りすぐった

捕され︵一一一月二十七日︶たことである︒肥後は日

﹁精鋭隊﹂である︒幹部の中条金之助︑松岡万︑

脚が矢田部盛治に報らせたのは︑宮城島肥後が逮

が最大の関心事である︒そのためには﹁極内密に

挙げることよりも︑無事に神官職を継承すること

いけにえとして肥後が挙げられたことは間違いな

次郎長は実力者として工作のキーポイントだった

三︑村上俊五郎らも︑この暗殺事件に関わってい

どく

る︒事件を物盗りの仕業として作り上げるための

頃から賭場などに出入りして身持ちが悪い男であ

さらに山岡鉄太郎らは︑いずれも剣を持たせれば

いだろう︒暗殺された健太郎の実父である鈴木省

のである︒

ある︒

辺には︑何となく血腫いにおいが漂っているので

とりつくろい

れている︒

之助の嘆願書の末尾の部分には︑次のように記さ

四月二十五日で終る︒それには︑吉原宿の小松屋

る︒鉄舟ファミリーを形成するこのメンバーの周

平八の来訪に触れ︑入牢中の肥後が病気にかかっ

このあと矢田部日記のこの事件に関する記述は︑
子迫モ難有儀二御座候間︑御慈悲之御沙汰有之︑

﹁ｌ勤王仕リ候惇の篭憤モ晴し両親ハ勿論妻

箱館五稜郭に立てこもった榎本軍が敗れ︑戊辰

戦争が終結したのは︑明治二年五月十八日のこと

二代目おてふが白昼非業の死を遂げたのは︑次

事件がどのような形で結着したかについての記

たことが記されている︒

一一御取繕方御周 旋 奉 願 上 候 以 上 ﹂

郎長の身代わりとなったのではないか︒犯人の真

この内乱が終るのと時期を同じくしている︒

しれない︒しかし︑次郎長がこの事件に関わった

の標的は︑次郎長だったのでないだろうか︒もし

である︒太田健太郎暗殺事件の終幕は︑ちょうど

という事実は︑明治一一年一月から三月までの期間

そうであるとするならば︑おてふの暗殺事件は︑

らに綿密に追跡すれば︑それが明らかになるかも

の矢田部日記に三回にわたって記述されている事

赤心隊員に対するテロの延長線上にある︒矢田部

録は皆無である︒矢田部盛治日記のその後を︑さ

きると思う︒

れた︒次郎長の留守中である︒子分の田中啓次郎

物館高橋敏教授︑清水郷土史研究会池谷市郎︑古

︵﹁矢田部盛治日記﹂の解読は︑国立歴史民俗博

︿田口英爾﹀

誤解されかねない行動をとっていたのである︒

田部や赤心隊の八幡主殿の訪問を受け︑反徳川と

盛治の日記に登場する次郎長は︑伊豆伊吹隊の矢

がらだけからも︑十分にその一端を知ることがで

白昼の刺客
﹁肥後入牢﹂の記事からいくらもたたない明治
一一年五月一一十二日の白昼︑次郎長の妻おてふ︵一一

らが逃げる犯人を追いかけ︑久能寺附近で男を討

文書研究家野口義信の各氏の御教示による︶

代目︶が清水港上町の自宅で︑浪士風の男に斬ら

果たした︒おてふを斬った男は︑久能寺にたむろ
する新番組隊士とされるが︑なぜおてふを斬った

１
１

行々安穏二神役無滞事来候様仕度二付︑極内密

｢矢田部日記」表紙と明治二年一月一日の日記

駅弁に一役買った次郎長

編集室から

その頃は︑米など貨物は海路を清水港に陸揚げさ

を受けました︒

宝井馬琴師匠らとともに特別功労者として表彰

月︑竹内宏会長は清水市制七十周年記念式典で

︒あけましておめでとうございます︒旧年の十一

﹁汽笛一声新橋をはや我が汽車は離れたり﹂と

れて各地に捌かれており︑この荷役を仕切ってい

六十年前の乙亥は軍靴の音が高まった昭和十年

・平成七年は乙亥の年︒暦は理起るといいますが︑

二年後には国府津ｌ静岡間が︑翌二十三年には静

明治二十年四月に江尻から静岡間が敷設され︑

が段取りするが静岡の工事までは手が届かない︒

役人が江尻と静岡にやって来る︒江尻の工事は私

度静岡に鉄道を敷く工事が始まるので鉄道省のお

回漕問屋の店主たちに︑蒸汽船の導入を説いて

年︒わが次郎長は五十七歳と健在で︑清水港の

の年となりました︒もう一つ前の乙亥は明治八

で不幸な戦争へ猪のように突入して行く序の口

かえ

たのが清水の次郎長であった︒ある日︑静岡の両

岡以西が完成して東海道線全線が開通した︒海の

山西屋さん︑あんたに一切を頼むから工事万端︑

きのとい

唱歌にもなった岡蒸汽は︑文明開化の先端的大事

替町で米屋を営む山西屋を訪れた次郎長は︑﹁今

である︒この鉄道工事で次郎長が知られざる役割

蒸汽船に代わって機関車が煙を吐く岡蒸汽の登場

︒明治八年は︑ロシアとの間で樺太千島交換条約

からふとちしま

か﹂と頼んだ︒山西屋滝蔵は次郎長のこの頼みを

ブルクヘ行って調印したのは︑あの榎本武場で

を交わした年でもあります︒全権としてペテル

回っていました︒

聞いて︑来静した鉄道関係者の世話役を引受け︑

抜かりのないように現場の面倒をみてくれない

鉄道開通前には︑東京・静岡間は徒歩で五日︒

食事の世話から人夫の斡旋︑用地︑用材の買上げ

す︒清見寺境内の成臨九殉難者の碑に﹁食人之

食者死人之事﹂と揮皇したのも榎本武揚で︑徳
車場を午前七時十五分︑市民三万余人の歓声をあ

りました︒参加申込みをいただいた方がたには︑

問﹂は︑準備不足で参加者が少なく︑延期とな

︑旧年秋に計画した﹁次郎長ツァー・いわき市訪

川に殉じた旧友春山弁蔵らに献じた挽歌です︒

とにその黒い勇姿をどっしり動かしながら一路新

一さんなどは︑わざわざ手間と費用をかけて︑

のいわき市の方は大変熱心で︑愚庵会の柳内守

井上剣花坊評釈の﹁東海遊侠伝﹂の複刻本を作

誌上を借りてお詫びを申し上げます︒受入れ側
の加藤滝蔵に対し︑東京鉄道局は工事中の多大な

に人々は驚き︑大きな喜びに湧いた︒この山西屋

奉仕への感謝の意をこめて︑静岡駅構内での弁当

定です︒

思います︒計画は次号の会報でお知らせする予

でされました︒今年こそツアーを実現したいと

成して︑清水の人たちにさし上げようと用意ま
海軒﹂誕生に一役かつたのである︒
︿服部令一﹀

販売の許可を与えた︒つまり次郎長が弁当の﹁東

到着した︒静岡ｌ東京間を僅か七時間という早さ

橋を目指して出発し︑同日の午後二時頃新橋駅に

明治二十二年一一月一日︑話題の岡蒸汽は静岡停

さしもの難工事も無事完了した︒

に至るまで日夜親身になって工事を助けたので︑

を演じたと﹁東海肝繁盛記﹂は記している︒

偽鱗識織識嘩癖酔勘謂誤宇冨ｆＲ
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業であった︒
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