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要 旨 

 

本稿は、幕末期における肥後藩の政治動向を慶応元年（1865）上半期前後に限定して考

察したもので、藩主の去就問題が持つ政治的意味を明らかにすることに焦点を当てた。す

なわち藩主の身体的所在が中央政局の影響を受けつつ、幕府および朝廷との政治的関係を

設定する問題と連動していく一連の過程を追究し、その意味を考察しようとしたのである。 

肥後藩の政治的基本方針は、朝廷と幕府の両方に忠誠を尽くすことであった。ところが

朝廷と幕府が対立する状況において、そのような基本方針は動揺をきたす可能性が高かっ

た。肥後藩指導部は、藩主が幕府の参勤命令と朝廷の諸侯招集命令のいずれかには応じな

ければいけない事態が発生することを憂慮した。藩主の去就問題は、幕府と朝廷の狭間で

肥後藩が忠誠の優先順位を決定せざるを得ないジレンマを招く可能性を内包していたので

ある。そこで、肥後藩指導部は最悪の状況が現出しないうちに、それを回避するための政

治的方策を立てておこうとした。結局、藩主名代を早期に出府させる計画が決定を見た。

ところが、それが実行に移されることはなかった。またもや中央政局が影響を及ぼしたか

らである。政治争点の急変によって、幕府は参勤交代を中止するよう諸藩に命じたのであ

る。  

幕末政治史の特徴の一つとして、有力諸侯が中央政治の主体として浮上したという事実

を挙げることができよう。このことは、明治維新の主役とみなされる薩摩藩や長州藩だけ

に特定される現象でないのは言うまでもない。独自の軍事力や政治力を発揮した多数の諸

侯が幕末政局に影響を及ぼしており、そのような動向が相互連関しつつ巨大な政治変革を

もたらしたとみるほうが妥当であろう。幕末期における諸藩は、藩主あるいは名代の身体

的所在をどこに置くべきかをめぐって如何なる決定を下したのか、その際に如何なる政治

的目的が考慮されたのか、そのような目的は具体的に中央政局のなかで如何なる言動とし

て現れたのか、等々を検討する作業は、幕末期の政治動向を総合的に理解するための有効

な手掛かりとなるのではないだろうか。  
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1．はじめに 

 

本稿は、幕末期における肥後藩の政治動向を慶応元年（1865）上半期前後に限定して考

察したもので、2018 年度日韓文化交流基金フェローシップによる研究成果の一部をまとめ

た中間報告書である。  

本稿の課題は、次の三つである。 

中央政治に距離を置いていた肥後藩では、慶応元年正月、藩主の参勤交代が政治課題と

して浮上してくる。藩主参勤をめぐる問題は、それ以降、京都の政治状況と絡みあいなが

ら複雑な様相を示すようになる。その一連の過程を追究することが、本稿の第一の課題で

ある。 

やがて、肥後藩指導部は、藩主が京都と江戸とのどちらかの呼び出しには必ず応じなけ

ればいけなくなる事態が生じると予測し、その対策を探っていく。これは、藩主あるいは

名代の身体的所在の問題が、幕府と朝廷との間で忠誠の優先順位を決定せざるを得ないジ

レンマへと発展する恐れを内包していたことを意味する。幕末期における肥後藩の政治的

基本方針は、朝廷と幕府の両方に忠誠を尽くす、というものであった。理想と現実との矛

盾に直面した肥後藩指導部は如何なる政治的解決策を取ることになるのか。藩政府・江戸

藩邸・京都藩邸それぞれの見解とその論理を明らかにすること、これが本稿の第二の課題

となる。 

幕末期の政治激動の時代に、朝廷・幕府・諸藩の権力関係は流動的に変化していった。

このような傾向は、王政復古を経て天皇を政治統合の中心とする中央集権的な近代国家が
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成立するまで続く。個別の政治主体は中央政治のなかで自分の位置、役割や立場を設定し、

その都度、政治的な利害関係に基づいて行動した。特に、各藩にとって、朝廷および幕府

との関係を如何に設定するかは、自藩の存亡にもかかわる重大問題であった。肥後藩の事

例を通じてその一面を浮き彫りにし、それを踏まえて幕末政治史を理解する際の手がかり

を提供することが、本稿の第三の課題である。 

 

 

2．藩主参勤問題の登場と対応  

 

(1) 幕府の参勤復旧令と肥後藩の建白書 

 まず、藩主参勤問題の発端を確認するため、幕府の参勤復古令およびそれへの肥後藩の

対応についてみておこう。第一次長州征討期の序盤に当たる元治元年九月一日、幕府は参

勤交代制度の復旧を触れだした。大名の隔年参府、妻子・嫡子の江戸常住などを義務付け

た旧制を復活させたのである 1。すなわち、二年前の文久二年閏八月以降、幕政改革の一

環として、国内の武備充実をはかり、諸大名の財政負担を軽減させるべく「参勤之年割、

在府之日数御緩メ之儀」など従来の義務事項を緩和していたことを、ここで全面無効にし

たのである 2。 

 これに対して、江戸藩邸では、「此砌、如何之御見識ニ而、右之通（参勤復旧のこと）候

哉、一円解兼申事ニ御座候」と当惑しつつも、国許に既存の国事方針を見直す必要性を提

言した 3。最近、老中をはじめ幕閣が言路を統制する状況のなかで、参勤復旧令への反対

意見が受け入れられる余地はなく、結局のところ諸藩は幕府政治から離脱して「割拠」す

る可能性がたかい。万一に備えて藩政府は幕府に対する態度の修正、さらに朝廷・幕府・

肥後の関係を見直すべきであると主張したのである。江戸藩邸は事態を厳重にみており、

そのような認識は、「何分此侭ニてハ将軍家御永続之程無覚束、奉恐入候事ニ御座候」 4と

いう幕府主導の政治秩序の崩壊を憂慮するところまで思いを至らせた。  

江戸藩邸の報告を受け、藩政府は、十月下旬、対応方針が確定したうえ、幕閣に提出す

る藩主の建白書を作成した 5。その建白書は、参勤復旧令の不当性を唱えつつその撤回を

求めたものである。注目すべきは、大政委任の観点から議論を展開している点である。つ

まり、参勤交代の復旧は、「国家之大事件」に相当するので、将軍による天皇への奏聞を経

るべきであったという主張であるが、その主張は、天皇が大政委任の旨を伝えた同年四月

二十日の勅書の中に、「但、国家之大政大議ハ可遂奏聞事」 6という文面があったこと、そ

の勅書に対して将軍が請書を提出したことを踏まえたものである。公武間の約束事を持ち

出し、朝廷の権威を借りることで、参勤復旧令の不当性を指摘したのである。さらに、奏

 
1 石井良助他編『幕末御触書集成』3、岩波書店、1993 年、108‐109 頁。 
2 石井良助他編『幕末御触書集成』3、94 頁。参勤復旧令の意味については、青山忠正『明治維新と国家

形成』吉川弘文館、2000 年、174 頁。久住真也『長州戦争と徳川将軍』岩田書院、2005 年、第一章など

を参照。 
3 細川家編纂所編『改訂肥後藩國事史料』5、復刻版、鳳文書院、1990 年、247 頁。 
4 『改訂肥後藩国事史料』5、248 頁。 
5 『改訂肥後藩国事史料』5、446 頁。 
6 宮内庁蔵版『孝明天皇紀』5、吉川弘文館、1968 年、148‐149 頁。 
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聞だけでなく、「列藩之公論」にも耳を傾けるべきであるとして、諸侯の存在を幕府への圧

迫手段として用いた。この時点で、肥後の考える幕府・諸藩の関係は、絶対的な命令・服

従のそれでなくなっていたことが確認できる。 

 また、建白書は、幕府が大政委任によって天下を統治する以上、政策の決定はもちろんそ

の撤回においても、「天下之為」「公正」を考慮した上で権限を行使すべきであり、もし諸

藩の反対を無視して威勢をもって誤った政策を押し通そうとすれば、結局内乱を招きかね

ないと苦言を呈している。 

要するに、肥後藩主の建白書は、大政委任の枠組みのなかで、日本政治をになう主体た

る朝廷・幕府・諸藩それぞれの役割を位置づけた上で、それに則って形式・内容ともに不

適切であることが明らかな参勤復旧令を取り消すよう、幕府に対して懇願したのである 7。 

 建白書は、十一月十四日、老中の阿部正人に提出された。この時、江戸藩邸では事を極

秘裏に済まそうと努めた。その理由は、「此節之御建白ニ依而御解放（参勤復旧令の取消）

ニ相成候而者、御威光ニ茂差障候と申様之議論も可有之、仮令御採用ニ相成候而茂、表分

は廟議より出候姿に可相成者勿論之事ニ付、御建白之次第、此方様より他ニ洩候而者決而

難叶と申談」 8とあるように、幕府の面目を保つためであった。 

けれども幕府は建白書を受理したまま、何の反応も示さなかった。当時、全国政治の最

重要課題は長州征討であったため、参勤復旧令をめぐる議論そのものが政局の表から姿を

消していたことが影響したと思われる。それに加えて、幕府としては、諸藩の反発が必至

な事案について、敢えて発言する必要はないと判断したのかもしれない。その間、肥後藩

は、幕府の命令に従って、長州征討に動員され、九州地域の諸藩連合軍の一員として兵力

を派遣した。こうして、藩主参勤問題は、しばらくの間、凍結された。 

 

(2) 藩主参勤問題の登場 

新しい局面は、まさに長州征討が終結した直後から現れはじめた。翌年の正月十五日、

幕府は、「長防共鎮静ニおよひ候ニ付、此上、御所置之儀者、於当地可被遊候。依之、御進

者不被遊候」9と将軍進発の中止を発表した。将軍の去就が確実になると、肥後藩の江戸藩

邸では、藩主参勤問題が表面化することを予測し、十八日に建白書の採用如何を幕府に問

い合わせた。参勤復旧令が撤回されないかぎり、肥後藩主は当年四月までに参府しなけれ

ばならなかったのである。しかし老中は相変わらず無反応で、その家臣から「御評議中に

而如何様共御挨拶不被成御心得ニ被居候」との旨を伝えられただけである 10。 

 そのような状況のなか、同月二十六日、幕府は参勤復旧令を強行する意志を改めて諸藩

に表明した。具体的には、「当年参勤年之面々は、前々参勤期限遅々不致様参府可被致候。

且長防追討之面々茂帰邑之上ハ、四月六月前々割合之通参勤可被致候」 11と直近の参勤期

限に遅延が生じないようにと念を押している。それを受けて、肥後藩の江戸藩邸は、二十

 
7 建白書の解釈において、次の論考から示唆を得た。小野正雄「文久期の政局と幕藩軍役体系の破綻」

（『幕藩権力解体過程の研究』校倉書房、一九九三年）。久住真也「徳川幕府の復古と改革」「慶応元

年将軍進発態勢の創出」（『長州戦争と徳川幕府』岩田書院、2005 年）。 
8 『改訂肥後藩国事史料』5、444 頁。 
9 石井良助他編『幕末御触書集成』6、岩波書店、1995 年、331 頁。 
10 『改訂肥後藩国事史料』5、655 頁。 
11 『改訂肥後藩国事史料』5、665 頁。 
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九日付の国許あて書簡 12において、建白書の不採用は明らかとなり、幕府は「只管威力を

以、一切御押付之姿ニ相見、此上如何体ニ茂尽力之見込無御座、只々号泣仕候迄ニ御座候」

と慨歎している。それにしても、幕府の命令を無視することは考えられない。安政五年以

降、条約締結や将軍継嗣問題などをめぐって朝廷・諸藩と対立するようになって、幕府の

権威は著しく落ちてきたものの、諸藩が幕府の意志に正面切って逆らえるほど幕府の統制

力が墜落したわけではなかったからである。  

 江戸藩邸は議論の末、藩政府に対策を提示した。藩主の健康異常にかこつけて参勤の延

期を願い出ておき、諸藩の動向を見極めたうえで方針を決定する、あるいは、参勤期限そ

のものの猶予を申し出ること、このふたつである。いずれも消極的でその場しのぎを試み

る対処ではあるが、それこそ江戸藩邸の苦心が伝わってくる。他方、外部要因による問題

打開に期待を寄せる展望も示した。同書簡は、老中の阿部正外・本荘宗秀が上京した際に、

「朝廷ゟは参勤交代旧復等之事、御察討も可有御座哉。若又京師之御沙汰筋御敬伏、今度

之御旧復、又裏ニ返り候様ニも御座候ハヽ大幸不過之」と、朝廷の鶴の一声に希望を見出

そうとしたのである。当時の幕閣は、兵力を背景に朝廷に威圧を加え、公武関係において

優位を確保し、幕府主導の政治秩序を強化しようとして、両老中を上京させていた。彼ら

は二月の初めに入京し、二十二日に参内することになる。 

このように江戸藩邸が参勤延期論をもって対処の基本的方向性を提示したことに対して、

京都藩邸は如何なる反応を見せたのか。京都藩邸の意見を、二月十七日付の江戸藩邸あて

書簡の内容から確認しよう 13。議論は、最初から江戸藩邸の参勤延期論を排除している。

藩主の病気を理由にしては、大義名分が立たないとみたからである。しかしその代わりに、

得策があったわけではなかった。期限厳守で参府して藩主自ら参勤旧制の撤回を訴える、

いわば正攻法を取るべきであるが、その実行は当面は覚束ない。財政難など「国力衰耗」

により、迅速な藩主出府はできないからである。結局のところ、京都藩邸は、名分と実利

をともに満たすような方策を見出せなかったのである。なお、老中阿部・本荘の上京が現

状打開の転機となる可能性については、厳しい現状を説明したあと、「容易ニ堂上方等え致

建言候而は、却而官武之御間隔を弥増候恐茂不少」と、京都藩邸による朝廷工作の不都合

さを伝えるにとどまっている。要するに、京都藩邸は、具体的な解決策を提言できず、た

だ大勢を観望するしかないとしたのである。 

 

(3) 藩主参勤の延期を決定 

 三月上旬、江戸・京都藩邸の意見を受けて、藩政府は藩主参勤を延期する方針を確定し

た 14。藩主の健康異常を理由として幕府に参勤期限の猶予を願い出ることにしたのである。

結果としては、江戸藩邸の参勤延期論を受け入れたことになる。ところが、それを正当化

する上では、理想と現実との相克を明確に指摘した京都藩邸の意見が反映されていた。す

なわち藩政府も京都藩邸と同様に、期限内の参府と幕府への建白を至当な行為として認め

ていた。それにもかかわらず、現実は理想を許さない。財政難による「国力疲弊」などの

現実要因を考慮すれば、藩主が大規模な家臣団を率いて江戸に向かうことは不可能であり、

 
12 『改訂肥後藩国事史料』5、667 頁。 
13 『改訂肥後藩国事史料』5、711 頁。 
14 『改訂肥後藩国事史料』5、745‐746 頁。 
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その事情を幕府にはっきり表明すべきであるという認識も同時に有していたのである。  

ある事案をめぐって、理想と現実が相克しつづける場合、あげくに取り残される選択肢

の一つは、問題の抜本的な解決を先送りにし、大勢を見極めながら時間を稼ぐ、といった

戦略であろう。こうした戦略は、藩政府の言動からも確認されるのだが、たとえば参勤延

期の事由を記した幕府への請願書には、「先立而ゟ痔疾差発難儀仕候付、専加療養候得共、

相勝不申、何分長途之旅行仕兼候。依之、猶加療養少茂快罷成候者、早速出立可仕候」 15

とある。藩政府としては、急場をまずしのぐため、常套かつ真偽不分明な理由を作り出し

たのである。さらに期限を曖昧に設定することで、将来に藩主の去就を決定するにあたっ

て、制約条件をできるだけ排除し、有利な環境を用意しようと努めている。 

他方、藩政府は幕府への請願が、抵抗のメッセージとして受け取られる余地があると見

込んでもいた。藩主が参勤期限を守らないことが、参勤復旧令に反対する意思を間接的に

伝えるような効果をもたらしうるという論理であった。消極的な抵抗とでもいえるのかも

わからないが、客観性の乏しい極めて自己本位な考え方であることは間違いない。ともか

く、自分の決定を正当化するために練り上げられた自己合理化の論理が働いているとみる

べきであろう。こうして藩政府は、藩主参勤を延期する方針を確定し、それを江戸・京都

藩政に知らせた。 

 

 

3．参府と上京の狭間で 

 

(1) 京都藩邸の藩主名代参府構想 

時を同じくして、京都では、将軍の上洛（上坂）問題が政局を支配していた。正月 18 日、

朝廷は幕府に対して将軍上坂を督促する御沙汰書を発した 16。将軍の去就については、京

都守護職の松平容保や禁裏守衛総督の一橋慶喜らが、公武関係の回復のためには将軍が天

皇に会う必要があるという判断の元で早期の将軍上洛を推し進めていた。肥後藩の京都藩

邸では、彼らに同調し、京都留守居の上田久兵衛を中心に積極的な国事周旋を展開した 17。 

他方では、それと相反する動きも出ていた。正月二十四日に入京した征長総督の徳川慶

勝は、有力諸侯の京都招集と将軍上洛を組み合わせた構想を持ち出したのである。もとよ

り諸侯の国政介入を嫌う松平容保は異見を唱えた。肥後藩の京都藩邸はこのような政治状

況を藩政府に詳しく報告した 18。おそらく、招集対象の有力諸侯の中に肥後藩が含まれて

いたことから、事態の推移を注意深く見極めていたのであろう。 

 京都藩邸の観点からすれば、問題の焦点は、諸侯招集と将軍上洛の順序を如何にするか

にあった。もし将軍上洛に先立って、有力諸侯が京都に集まって国政を取り扱うような事

態が発生すれば、将軍（幕府）の統治権は打撃を被らざるをえなかった。これは、将軍上

洛を優先して幕府説得のため江戸行きを名乗り出た松平容保が、諸藩招集の猶予を願い出

 
15 『国事史料』5、747 頁。 
16 『孝明天皇紀』5、453 頁。『国事史料』5、653 頁。 
17 上田久兵衛の諸記録、および周旋活動の詳細については、宮地正人編著『幕末京都の政局と朝廷―

肥後藩京都留守居役の書状・日記から見た』名著刊行会、2002 年。 
18 『改訂肥後藩国事史料』5、678 頁。 
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たことからも裏付けられる。 

京都藩邸としては、一連の趨勢を踏まえて、もし幕府が将軍上洛を決定した場合、朝廷

が有力諸侯に上京を命じる可能性が高まると判断した。ここで、藩主参勤問題とは全く違

う文脈から、「藩主上京」問題が出現する端緒が見え始めるわけである。 

松平容保の江戸周旋は、前述した老中阿部・本荘の上京によって、一旦中止となる。政

界の関心は、両老中の参内に集中した。両老中は、二月二十二日に参内し廷臣と会談を行

った。予め対策を練り上げていた関白二条斉敬は、幕府の失政を詰問したあと、閉口して

いる両老中をして将軍上洛への尽力を約束させた。老中阿部正外に対して、即時東帰の上、

幕閣説得を行うように命じられ、参勤予定の紀州藩主と伊予松山世子に阿部の助勢に当た

らせることが決議をみた 19。二日後、阿部は帰途に就く。  

 肥後藩の京都藩邸は、老中参内の結果を受けて、将軍上洛の実現に転機が訪れたと判断

した。二月二十四日、遠からず朝廷から諸侯招集の命令が下ると見込んで、それに備えた

対策を藩政府に書き送っている 20。京都藩邸では、藩主が参勤と上京、すなわち台命と朝

命の狭間でどちらか一方には従わなければならない羽目に陥る状況を想定したうえで、対

応策を立てておくことにしたのである。わずか数日前に藩主参勤問題について、国許あて

書簡で苦慮の声をあげていた京都藩邸は、ここでは藩主上京問題が参勤問題と結合して、

最悪の場合には、藩主の去就をめぐって肥後藩がジレンマに直面することを恐れるに至っ

たのである。 

この時、京都藩邸が難局の突破口として考え出した政治戦略は、朝命が下る前に参勤を

行うこと、その主体を藩主ではなく藩主名代にすることであった。具体的には、一刻も早

く藩主弟の一人が名代として出府して藩主の参勤義務を果たし、その上で幕府に朝廷尊崇

を求める建言を行うという計画である。そうした計画の裏には、建言の採用の如何はとも

かく、「是迄御誠忠ニ而格別御尽力之御趣意」つまり幕府に対する忠節を貫徹することがで

きるとの意図があった。これは、折角出府するのだから、幕府の信頼を取り付ける機会に

しようとの方策にほかならない。この直前までに藩主参勤に反対していた京都藩邸は、肥

後藩が朝廷と幕府の命令の狭間で進退両難の極みに立たされる最悪の状況を未然に防ぐた

めに、藩主名代の出府を提案するようになったのである。皮肉なことに、京都藩邸は名代

出府を正当化するうえで藩主の病気を口実にすることを容認した。これもまた前説を翻し

たものになるのだが、大義名分よりは政務的判断を優先した結果であると解釈すべきであ

る。 

要するに、京都藩邸は、二月二十二日の老中参内を機に、膠着状態にあった将軍上洛問

題が好転にまわったと捉えるようになった。そこで、遠からず藩主の去就をめぐって参勤

と上京の相克状態が発生することを予測し、そのような相克状態を未然に防止するため、

藩主名代による迅速な出府を求める意見を国許に示すようになったのである。 

 

(2) 朝廷からの公武周旋の依頼 

このような京都藩邸の藩主名代出府論は、諸侯招集の朝命が出ていない現状を前提にし

ており、朝廷の動向に応じて修正を余儀なくされる可能性が高かった。こうしたなか、朝

 
19 『改訂肥後藩国事史料』5、718‐721 頁。 
20 『改訂肥後藩国事史料』5、725‐726 頁。 
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廷は肥後藩に新しい任務を与えた。それは、結果的に肥後藩にとって有利なものとして働

くことになる。 

二月二十四日、二条関白は京都留守居上田久兵衛を呼び出して、朝廷の将軍上洛の要求

を肥後藩が幕府に伝えてほしいと要請した。藩主あるいは藩主弟が江戸で幕府の説得にあ

たる、という公武周旋を依頼したのである。関白が下した朝廷の内命を国許に伝えるため、

上田は、三月一日に京都を出立し熊本に向かった。 

この一連の経緯について、京都藩邸は、三月五日付の江戸藩邸あて書簡で、次のように

説明している。二条関白は将軍上洛の実現のため、紀州・松山に公武周旋を命じていたの

であるが、これとは別個に、肥後・土佐には内命を下して非公式な江戸工作を展開させる

方針を決定した。この度、水面下での公武周旋を依頼した理由は二つであった。一つ目は、

幕閣を余計に刺激してはいけないという判断したこと。二つ目は、諸侯招集を主張する薩

摩藩に藩主上京を誘発するような口実を与えるまいというところにあった。こうして、関

白は肥後に対し、「御国議ニ而御自己ト被為起候御姿ニ而」、すなわち独自の意思に基づい

た形で、藩主あるいは藩主弟による公武周旋を依頼することになったのである 21。  

朝廷による公武周旋の依頼は、京都藩邸の藩主名代出府論に、幕府はもちろん朝廷の命

令にも対応できるような有効性を持たせた。あとは藩政府の最終決定のみとなった。 

  

(3) 藩主弟の出府を決定 

 三月九日、上田久兵衛が熊本に到着した。この時点で、藩政府は藩主参勤を延期する方

針を確定し、前述のとおり、幕府に提出する藩主願書を、三月五日付江戸藩邸あて書簡に

添えて発送していた。ところが、上田の報告を受けて、藩政府は既定の方針を変更するよ

うになる。 

やがて三月二十八日、藩主弟の長岡澄之助に出府が命ぜられた。翌月二十日をめどに出

発する予定も立てられた。藩政府は、二十八日付の京都藩邸あて書簡において、「関白様よ

り御内命之趣茂難被黙止、殊近年御参府茂御間遠ニ被為在候付、旁澄之助殿え御出府被仰

付、御出府懸御出京天機を茂御伺之筈ニ相決」と通告した 22。藩主弟の出府を決定した要

因として、朝廷による公武周旋の内命と幕府による参勤交代の命令とが同時に考慮された

ことが確認できる。藩政府は、京都藩邸の提案した藩主名代出府論を採用して、藩主の在

国を維持しつつ、名代をもって朝廷と幕府の命令に応じることが可能となった。これが、

朝廷と幕府の両方に対して忠節を尽くすという、肥後藩が掲げてきた政治行動の基本方針

に符合するものであったことは言うまでもない。藩政府は、最善の方策を選択したとよほ

ど満足したに違いない。 

  

 

4．中央政局の急変と藩主参勤問題の消滅 

 

 熊本で藩主名代出府が議論される間、江戸では幕府が重大な政策転換を行った。三月十

八日の将軍上坂令をそれである。将軍上坂令は、朝廷の将軍上洛の要求を念頭においた暫

 
21 『改訂肥後藩国事史料』5、748 頁。 
22 『改訂肥後藩国事史料』5、775 頁。 
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定措置ではあるが 23、公武対立の解消に進展をもたらす転機となった。 

将軍上坂令の情報が届いた翌日の三月二十五日、肥後藩の京都藩邸は、藩政府に書簡を

送って、「唯今斯之通御上坂之御沙汰有之候上は、差寄於表分は此節被仰出候朝旨御遵奉之

御筋相立候儀ニ付、御発向御期限之遅速は兎も角茂、朝廷之御都合可宜」と論評したあと、

「上田久兵衛え相含得貴慮置候両公子之御内御出府之儀者、…先御見合ニ相成可宜と孰茂

話合候事ニ御座候」と藩主名代出府論の検討を中止してもよいとの見解を示した 24。藩主

の去就問題において、現状維持の可能性が高くなったと判断したのである。 

一方、同日、朝廷指導部は、肥後側に対して、「頃日上田久兵衛え御内沙汰之趣ハ不用ニ

相心得候様」と、内命を取り消す旨を明らかにした。京都藩邸は「御連枝様御出府無之方

は弥御安心ニ御座候」と安堵している 25。 

 江戸で発せられた将軍上坂令の影響は、当然ながら、熊本にも波及した。江戸・京都藩

邸の報告が到着してまもなく、藩政府は藩主名代の出府を見直すことにした。事実上、計

画を中止したのである 26。 

 四月十日、上田久兵衛が京都に戻ってきた。急変した政情を認知した上田は、藩主名代

出府の実効性がなくなったと判断し、朝廷関係者らにもそのような趣旨を説明した。結局、

朝廷の内命に則った藩主名代出府計画は、実行に移されることなく一段落した。 

 一方、江戸の幕閣は、四月一日、長州征討の将軍進発を予告した 27。度重なる朝廷の上

洛要求を受けて行き詰まった現状を一気に打開すべく、全国政治の争点を将軍上洛から長

州再征へと転換して今後の政局で主導権を取ろうとしたのである。 

ついで、十九日には、周知のように、「不容易企有之」という理由を挙げて、将軍進発の

期日を五月十六日とする長州再征令を正式に布告するにいたる。これと関連して、中国・

四国・九州の諸藩に、表裏一体となる二つの命令が下された。すなわち、十七日の参勤停

止令、二十一日の出陣準備令がそれである 28。幕府の参勤復旧令にはじまった肥後の藩主

参勤問題は、中央政局の変動に振り回されたあげく、ここで終焉を迎えた。 

 

 

5. おわりに 

 

以上、本稿では、慶応元年上半期における肥後藩に焦点を当て、藩主あるいは名代の去

就問題が、中央政局の影響を受けつつ、幕府および朝廷との政治的関係を設定する問題と

連動していく過程を解明し、その意味を考察した。 

 幕末政治史の特徴の一つとして、有力諸侯が中央政治の主体として浮上したという事実

を挙げることができよう。このことは、明治維新の主役とみなされる薩摩藩や長州藩だけ

に特定される現象でないのは言うまでもない。独自の軍事力や政治力を発揮した多数の諸

侯が幕末政局に影響を及ぼしており、そういった動向が相互連関しつつ巨大な政治変革を

 
23 久住真也『長州戦争と徳川幕府』171 頁。 
24 『改訂肥後藩国事史料』5、769 頁。 
25 『改訂肥後藩国事史料』5、777 頁。 
26 『改訂肥後藩国事史料』5、787 頁。 
27 久住真也『長州戦争と徳川将軍』175‐184 頁。 
28 『改訂肥後藩国事史料』5、807・820 頁。 
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もたらしたとみたほうが妥当であろう。 

諸藩の政治的浮上を象徴する事柄として、たとえば文久期以降に頻繁となる藩主あるい

は名代の上京を挙げることができる。朝廷の上京命令、または将軍上洛にともなう護衛な

どの任務を果たすため、有力諸侯は京都に集まってきた。このような傾向は、藩主あるい

は名代の物理的去就が自藩の中央政治における立場を間接的に反映する指標としてみなさ

れる結果をもたらすことにつながったとみられる。 

幕末期における諸藩は、藩主あるいは名代の身体的所在をどこに置くべきかをめぐって

如何なる決定を下したのか、その際に如何なる政治的目的が考慮されたのか、そのような

目的は具体的に中央政局のなかで如何なる言動として現れたのか、等々を検討する作業は、

幕末期の政治動向を総合的に理解するための有効な手掛かりとなるのではないだろうか。  

(了) 
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