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 13）ケシ＝介子／罌粟【B】アヘン戦争に学んだ小栗上野介の改革 
 清国が『アヘン戦争』にあっけなく敗れて、その後『太平天国』の内乱に苦しんでいた頃、日本

でも外国船がしきりに来航し、幕府はその対策に頭を痛めていた。この時代を一般的には

幕末といっているが、その定義ははっきりせず、誠に曖昧な言葉である。日本国が何時から

幕末になったのか定かではないが、一般的には嘉永6年(1853年)ペリーが蒸気船の巨大な戦艦

で来航し、日本の開国を迫って以降のことを幕末というのだろう。しかし天保15 年(1844 年)

にはオランダ国王も日本に開国を進言しており、これ以降を幕末というべきという意見もあろう。

さらには水野忠邦の『天保の改革』以降の政治改革を幕末と考える人もいるかもしれないし、

万延元年(1860 年)井伊直弼が、桜田門外で暗殺された『桜田門外の変』以降を幕末と考える者が

いたとしても不思議ではない。 

 一方もっとずっと古い時代1830年代の全国的な凶作による大飢饉の結果起こった各地の一揆や、

天保8年(1837年)の『大塩平八郎の乱』まで遡って考える学者もいるだろう。しかし筆者は

もっと世界を広く俯瞰してみるとき、このアヘン戦争以降を幕末というべきではないかと考えて

いる。というのは西欧諸国は既に産業革命を経験し、合理的な思想や基準で、技術水準の高い武器

や商品を製造してアジア各国へ乗り込み、あるいは植民地化し、あるいは交易を強要し、そこには

今までとは異なった世界感が生まれてきたこと。そしてこの戦争を契機として特に日本に

おいては、西欧に引けをとらない国家への展望を描く学者や武士階級が一気に増えて、それぞれが

今後の日本の在り方を論じ合うことになったからである。だがその議論が次第に過熱するに及び、

やれ尊王だの、やれ攘夷だの、やれ公武合体だの、収拾がつかない事態に陥り、しばしば

内戦 もどきの小競り合いが生ずることとなった。中でも凄惨を極めたのは慶応元年(1864年）、

長州藩が京都へ出兵し、京都御所の蛤御門付近で、会津藩、薩摩藩、さらには新撰組などと

戦闘を交わし、長州藩は背走したものの、この対立は長く尾を引く結果となり、幕府の長州征伐へ

と発展した。これがいわゆる『禁門の変』であるが、やがて幕府と会津藩対長州藩の構図

が生まれることとなった。 

 そんな動乱のさなか、ひたすら西欧諸国に比肩する日本国を目指して、幕府内からまだ若い

大改革者が現れた。徳川幕府の勘定奉行を初め、数々の要職を勤めた小栗忠順である。彼は

いつも 3 歩先を見つめていた。そして彼の目標は、「清国と同じ轍を踏まない」ことであった。

そのために小栗は常に幕府の懐勘定を綿密に計算しながら、西洋技術をいち早く導入して、

製鉄所や造船所の建設などの大事業をやってのけた。勿論このような大きな出費に関しては、幕府

のお歴々の反対は強かった。しかし彼は彼独特の合法的な手法で勘定を果たし、江戸の町民や

大阪の町民に御用金と称して金をセビルようなこともしなかった。彼は常に幕閣の先を走り、口出し

する隙さえも与えなかったのである。今、歴史を遡って考えるとき、小栗上野介がアヘン戦争の根本

を学び取って、明治の基礎を作ったのではないかと思えて来る。大隈重信は『明治新政府のや

ることは、小栗の模倣だ』と言って激怒したそうだが、その通りだと思う。ここではそんな

幕末の知恵者小栗上野介忠順について付記したい。 
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小栗上野介忠順の肖像である。この肖像は昭和 28 年に横須賀市から贈られた物で、東善寺の境内

に鎮座している。小栗上野介は横須賀製鉄所の開設に貢献したことで、旧倉渕村と横須賀市は昭和

56年以来友好都市関係を結んでおり、これが縁で今も高崎市との間で友好関係が継続している。 
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 小栗が幕府の要職に着くまでの来歴は省略するとして、彼は安政7年(1860年)、日米修好通商条約批

准のため米艦ポーハタン号で渡米し、地球を一周して帰国した。その後は多くの要職を務め、江戸幕府の

財政再建や、フランス公使レオン・ロッシュに依頼して、洋式軍隊の整備、横須賀製鉄所の建設など

を行った。彼が世界を見て回って、何としても今の日本がやらなければならないことは“清国の轍

を踏まないこと”に他ならなかった。20 年前、清国はアヘン戦争であっけなくイギリスに敗北して、

国家の存続すら危ぶまれている折、いずれ同じ惨禍が日本にも及ぶのではないかという懸念が、小栗の

脳裏をかすめたことは想像に難くない。そんな日本人指導者の胸中をいち早く察したのが、フランス

公使レオン・ロッシュだったのである。彼は「アヘン戦争がはっきり示しているように、イギリスは

工業製品の市場を拡大するためには、他国の侵略をも顧みない。これに引き換えフランスは天然の

資源に富み、芸術・科学もそうであるように、軍事上でも偉大な、しかも正義を愛する国である。｣

と陳述して、幕府への協力を申出た。当時57歳、老練なこの外交官は、こうして幕府に少しずつにじり

寄ったのである。勿論この当時、薩長でも日本の後進性を憂えている者は少なくなかった。坂本龍馬

や桂小五郎とて同様であった。 

 一方、薩摩の国では文久2年旧暦8月21日(1862年9月14日)に武蔵国橘樹(タチバナ)郡生麦村

で発生した『生麦事件』の解決と補償を、艦隊の力を背景に迫る英国と、攘夷実行の名目のもと、

兵制の近代化で培った実力で、これを阻止しようとする島津兵が、鹿児島湾で激突し、双方に予想外

の被害が発生した。しかしこれを機に薩・英との親交が生まれて、やがてこれは薩摩とイギリス、双方

を理解し合おうという機運に発展した。ここからイギリスは自国の兵器を薩摩と同盟を結んだ長州へと､

売り込んでゆこうという商売上の計画が進展することとなってゆく。当時イギリスでは世界の戦火が

収まった結果、武器の余剰と不況が発生していた。そこで倒幕を企んで薩長が西洋式の武器を

欲しがっていることに目をつけたイギリスは、アヘン戦争以降不況に苦しんでいたジャーディン･

マゼラン商会を立て直す意味もあって、日本への武器輸出を企んでいた。他方、南北戦争(1861～1565年)

の終結によりアメリカで余剰となった小銃は天津に集められており、買主を求めていた。一方

クリミア戦争(1853年～1856年クリミア半島などを舞台として行われたフランス、オスマン帝国及び

イギリスを中心とした同盟軍及びサルディーニャとロシアが戦い、ロシアの後進性が問われる結果と

なった。)の終結以降、武器の売りこみ先を求めていたアームストロング社の武器を、日本に売り

込もうという計画も極秘裏に進められていた。こうした武器の余剰の中で、その売買の仲立ちをしたのが

実は長崎の観光地グラバー邸のオーナーでもあって、元ジャーディン･マゼラン商会社員だった

トーマス・ブレ－ク・グラバーだった。彼は日本での武器輸出で得た利益の一部を坂本龍馬に提供していた

とされ、龍馬の黒幕としても名をとどめている。あるいは龍馬はグラバー社の営業役だったのかも知れないが、

今となってはすべてが闇の中である。 

 そんな世界情勢の中で、フランスはレオン・ロッシュの思惑通り、幕府との連携の構図は出来あがって

行くのだが、これらの武器輸出を裏で操っていたのは他でもないユダヤ系のロスチャイルドだったと言われて

いる。また明治政府が1904年に始めた日露戦争直前の1902年に締結された『日英同盟』もこうした

武器の取引を無視して考えることは出来ないだろう。 
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 話を元に戻すとして、小栗のように、財政を握った上で、この劣勢を何とか挽回しなければと考えた

のは彼の他には見当たらない。小栗は文久3年(1863年)、製鉄所建設案を幕府に提出、幕閣などから強い

反発を受けた。しかし14代将軍徳川家茂(イエモチ)はまだ若かったため家老・水野忠央(タダナカ)

が実権を握り、アヘン戦争における清国の大敗を深く憂慮し、多くの反対を押し切ってこれを承認した。

家茂は文久2年(1862年)に16歳で和宮と結婚。和宮親子内親王(カズノミヤチカコナイシンノウ)

は有栖川宮熾仁親王(アリスガワノミヤ タルヒトシンノウ)と既に婚約していたが、幕府の公武合体構想から

の要請により、熾仁親王との婚約を破棄し、和宮は徳川将軍第14代徳川家茂に降嫁した話は特に有名である。

しかしこの一件は熾仁親王の面目を潰し、その後の戊辰戦争にも暗い影を落としたものと考えられる。

しかし家茂は、朝廷の攘夷実施の求めに応じて、第3代将軍・徳川家光以来となる上洛を果たす一方、

数度にわたる長州征伐で、幕府の威厳を示したが、1866年7月脚気衝心(カッケショウシン＝ビタミン

B1(チアミン)の欠乏によって心不全と末梢神経障害をきたす疾患)のため大阪城内で薨去、享年21歳。

あまりにも若い突然の死だった。また和宮は家茂と同じ1846年生まれだったが、明治10年、31歳で没している。

しかし家茂の死は水戸藩主徳川斉昭の死と同様に、大きな痛手になったことは言うまでもない。 

 さて同年11月26日に鉄鉱山の実地検分が始まった。建設予定地は間もなく横須賀に決定されたが、建設

に際しては、多くの鉄を必要とすることから、上野国甘楽郡中小坂村(現在の群馬県甘楽郡下仁田町)

で中小坂鉄山採掘施設の建設が計画されて、現地に武田斐三郎(アヤサブロウ＝陸軍軍人、科学者)らを派遣

して実地検証に当たらせた。この結果、鉄鉱石の埋蔵量、鉄分の含有量、鉄鋼石の品質等すべて良好で

あることが判明した（Ｐ20）。実はこれが後に近隣の富岡に製糸場が建設された理由でもあった

(『案山子の蚕録』06-17 参照)。慶応元年(1865 年)11月15 日、横須賀製鉄所(後の横須賀海軍工廠)

の建設は開始された。費用は総額240万ドルで、これでは日本円と比較し難いが、明治時代に決められた

貨幣交換基準では米価1ドルが1円＝1両であったからおおよその検討がつくだろう。また当時の

大工の日当は1日50銭であった。ここから割り出すと現在の価格にして1,500億円程度になろうか。

ところがこの大金を動かしたことからその後、小栗がその一部を個人的に流用したのではないか

とか、後の小栗逮捕は徳川埋蔵金説に繋がっていたとも言われるが、実際にはどれも単なる流言に

過ぎなかった。というのも小栗は大金支出の懐勘定もしっかり読み解いており、『万延二分金』な

どの貨幣の増鋳によって貨幣発行益を得て、建設費用を賄ったのである。 ともと横須賀製鉄所の

建設を巡っては、多額な費用の負担を強いられることから幕府内部の反対論は強く、建設地を横須賀に

することへの異議もあった。しかし小栗はこうした反対勢力のあることを承知で、常に先手を打って

おり、計画の実行を迅速に進めて、外部がこれを知った時には取りやめることが出来ないほど作業

を進捗させており、工作機械類も既にフランスに発注済だった。 

 一方、小栗は横須賀製鉄所の首長としてフランスのレオンス・ヴェルニーを任命した。外国人の

首長を幕府が任命したのは小栗が始めてだったが、富岡製糸場建設などでは当たり前のことになって

いた。小栗はここでも彼独自の才覚で 善の選択を実行したのだろう。幕府公認事業では初のケース

だったが、外国人の採用により、職務分掌・雇用規則・残業手当・社内教育・洋式簿記・月給制など、

経営学や人事労務管理の基礎が日本にも導入されることとなり、富岡製糸場でも生かされている。
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経営や労務管理においても欧米に一歩近づくこととなったわけだが、製鉄所の建設を契機にして日本で

初のフランス語学校・横浜仏蘭西語伝習所が設立され、フランス人講師を招いて本格的な授業を行った。

その卒業生の中には明治政府に貢献した人物も少なくなかった。 また小栗は薩長に対抗できる

西洋式の軍事力を強化するため、幕府陸軍をフランス軍人に指導させることも計画。慶応2年12月8日

(1867年1月12日)には、フランス軍事顧問団が到着、翌日から訓練が開始された。このあたりにも

小栗の先見性と、その実行力を見出す事が出来るだろう。さらに小栗は幕府軍の武器の強化にも心を配り､

フランスから『シャスポー銃』10,000丁『後装小銃』15,000丁､『陸軍将兵用の軍服』27,000人分等の

大量の兵器・装備品を発注、購入金額は総計72万ドルにも上ったという。前述の1ドル1円で

計算すると現在の450億円程度になろうか。しかし彼ほど先を読んで、それを実行に移した人間は、

日本史をくまなく検索しても見出すことは困難だろう。 

 においても小栗はその才能を遺憾なく発揮した。慶応2年(1866年)には関税率改訂交渉に尽力し、

特にフランスとの経済関係を緊密にし、江戸･京都･大阪など規模の大きかった都市の商人と結んで、

日本全国の商品流通を掌握することをも志した。現在で言えば株式会社的な発想である。これは小資本

のため日本商人が海外貿易で不利益を被っていることに端を発するもので、これを解決するため

には大資本の商社が必要との小栗の信念によるものであった。翌慶応3年(1867年）、株式会社『兵庫商社』

の設立案を提出、大阪の有力商人から100万両という出資金を受けて設立された。この設立資金は

当時設立されていた株式会社の中でも大きく抜きん出たものであった。兵庫会社と命名されたのは、

この商社の設立が、横浜・長崎に次いで神戸の開港が決まったからであろう。1865年に薩摩藩など

からの援助も受けて組織された、日本 初の商社といわれている坂本龍馬の『海援隊』に並ぶもので

あったが、その金額においてははるかに凌駕していた。  

 慶応3年(1867年)8月9日、日本初の本格的ホテル、『築地ホテル館』の建設が始まった。これを先導し

たのも実は小栗だった。慶応3年12月7日(1868年1月1日)から江戸は外国人に向け江戸市場が開市(カイシ)

されることになっていたが、これに対してイギリス公使ハリー･パークスは幕府に対して本格的な

ホテルの建設を要請して来た。この要求に小栗はいち早く対応してその条件を交付した。｢民間でこれ

を行なうものがあれば土地は幕府が無償で提供し、利益は経営者のものとしてよい。資金は民間

から資本を募り、利益を出資金に応じて分配する。｣として江戸市民からの候補者を募ったので

ある。これに応えたのが清水喜助らで、これは現在の清水建設となった。ホテルは、翌年8月10 日、

現在の築地市場の駐車場付近に完成した。しかし混沌とした社会・政治情勢の中、正式の開業日

は予定より1年遅れて、この間に江戸は東京に変わり、元号は明治と改められた。そして明治元年

11月19日(1869年1月1日)、正式に開業。ホテルの運営を担ったのも清水喜助らの一派だった。2階

建ての本館(一部3階)と平屋からなり、延1620坪(約5354m2)という大規模なもので合計102室あった。

水洗トイレ、ビリヤード室、シャワー室、バーも備えられており、近代的なホテルだった。しかし

このホテルは観光名所としては名を高めたが、営業的には振るわず、清水はこれを明治5年に海軍

に売却した。しかし翌月1872年４月3日に発生した銀座大火ですべて焼失して、小栗の発案による

ホテルも一筋の煙となって天に昇り、灰塵と化してしまった。 
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中小坂(ﾅｶｵｻｶ)鉄山跡の標識である｡ ここには小栗上野介が横須賀鉄工所を建設するに当って、その

原材料となる鉄が、ここから搬入された話や、そもそも明治政府が製糸場を作るに際して、富岡に

建設することに決めたのも、ここにすぐれた鉄鉱山があったからこそであることなど、大事な情報

が全く入っていない。ふるさとの誇りともいうべき情報が抜け落ちているのは誠に残念である。

どちらの看板も国道254号線沿いから、少し入った道沿いに建っている。しかしこの鉄山を駅前で地元

の老人に尋ねたが、｢そんなものは知らネー｣とあっさり断られてしまった。下仁田駅の駅員に聞いても

同様で、｢そこの歴史館で聞いてみるといいですよ。」と言われ歴史館を訪ねることにした。地図の中で、

赤の四角で囲った所が看板の立っている場所、赤丸で囲った所が筆者が訪ねた場所である。 
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地元の歴史館では、｢手入が不十分なので奥まで行くのは無理」と言われたが、とりあえず鉄山の

坑口まで行って見ることにした。一見なだらかそうに見えるが、傾斜はそこそこあった。中小坂

鉄山については本文(Ｐ18)、富岡製糸場に関しては(『案山子の蚕録』06-17)をご参照下さい。 
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中央の黒く見えている部分が『第一坑』の入り口である。手前には小さなせせらぎが流れており、

近くまで行くことが出来なかった。入ると危険なのであえて橋をかけないでいるようだ。 
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望遠レンズでのぞいてみると、鉄扉があって、入り口はロックされているようだった。 

 

斜面は次第に急坂になって来たが、道路標識に従って次の火薬庫を目指すことにした。 
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次の火薬庫の入り口は、近くまで行けるものの、さらに厳重に封鎖されていた。 
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中を覗いても暗くて何も見えない。カメラのシャッターでストロボを発光させて、辛うじて映像を 

映し出すことが出来た。奥は左方向へ曲がっているようだったが、突き当たりのようでもあった。 

 

下仁田の歴史館には鉄鉱石の解説がしてあったが、高さは50㎝、横幅85㎝、奥行き65㎝で、推定

重量は約700kgだという。鉄分は多いもので50％、少ないものでも30％ぐらいだという。小栗の命

により事前に検分をした武田斐三郎(Ｐ18）が、鉄鉱石の埋蔵量、鉄分の含有量、鉄鋼石の品質など

に問題がない良質のものであると報告したことが納得できる。この歴史館には富岡製糸場で用いられた

煉瓦や石灰石なども展示されており、下仁田が富岡製糸場のバックヤードの役割を果たしていたこと

も併せて知ることが出来るのだが、そういった説明がないのはなぜなのだろうかと疑念が残った。 
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 ともかくも、こうした小栗の財政、経済及び軍事上の施策は大いに注目すべきものがあり、その手腕について

は倒幕派も認めざるを得なかったという。しかしこの才能が後日災いとなったのである。 

 慶応3年10月14日（1867年11月9日）、15代将軍徳川慶喜は朝廷に大政奉還を申出る。そして翌年慶応4年

(1868年）1月に『鳥羽･伏見の戦』が行われて『戊辰戦争』が始まった。これは慶喜の失政と経験不足と

いわざるを得ないだろう。徳川一派の意思統一を図り、他に混乱の起こらぬだけの手当てを十分に施して

から大政奉還に踏み切るべきで、これは慶喜の勇み足に他ならなかった。それゆえ『鳥羽・伏見の戦』

や『上野彰義隊』さらには『会津戦争』や、さまざまな禍根を残すこととなった。数ヶ月が経った慶喜の江

戸帰還後、1月12日から江戸城で開かれた評定において、小栗は榎本武揚、大鳥圭介、水野忠徳らと徹底抗戦

を主張する。この時、小栗は｢新政府軍が箱根関内に入ったところを陸軍で迎撃、同時に榎本率いる幕府艦隊

を駿河湾に突入させて、後続部隊を艦砲射撃で足止めし、箱根の敵軍を孤立化させて殲滅する」という挟撃策

を提案したとされている。しかしすでに大政奉還を申出た徳川慶喜はこの策を採用せず恭順論を受け入

れた。この辺にも思慮の浅い慶喜の能力が垣間見える。lしかし後にこの策を聞いた大村益次郎は

「その策が実行されていたら今頃我々 の首はなかったであろう。」と恐れたという。  

 慶応4年(1868年)1月15日、江戸城にて小栗は勝手掛老中(カッテガカリロウチュウ＝勘定所役人への

伝達、任免、彼らよりの上申を受け、主要なものの額の決定や点検にあたった役人)松平康英より

呼出の切紙を渡され、芙蓉の間にて老中酒井忠惇(タダトシ)、若年寄稲葉重正から御役御免及び

勤仕並寄合(キンジナミヨリアイ＝旗本の家格で無役の旗本)となる沙汰を申し渡された。これに対して小栗は

同月28日に『上野国群馬郡権田村(現在の群馬県高崎市倉渕町権田)への土着願書』を提出した。旧知の

仲で小栗家の中間(チュウゲン==身分の不確実な奉公人)を務めていた三野村利左衛門(ミノムラ

リザエモン)から千両箱を贈られ、米国亡命を勧められたものの、これを丁重に断り、｢暫く上野国に

引き上げるが、婦女子が困窮することがあれば、その時は宜しく頼む｣と三野村に言い残して上野国権田村

に向かったという。同年2月末には渋沢成一郎から彰義隊隊長に推されたが、｢徳川慶喜に薩長と戦う

意思が無い以上、無名の師であり、大義名分の無い戦いはしない」とこれを拒否した。小栗は既に時代が

変わることも予知していたのだろう。 

 3月初頭、小栗は一家揃って権田村の東善寺に身を寄せた。当時の村人の記録によれば、水路を整備

したり塾を開くなど静かな生活を送っていたという。ところが上野介の周辺には西軍が時折顔を覗かせ、

慶応4年(1858年)閏4月3日、一度は高崎に引き上げた西軍が、もう一度やって来るという情報を得て、

上野介は道子夫人を伴い東善寺を出て、権田村亀沢の大井彦八方に身を寄せていた。そこへ翌4日には

権田村の名主であった佐藤藤七が駆けつけてきて、｢東善寺へお戻り戴かないと、村の者が難儀いたし

ます。西軍は引き上げました。よくお話になれば分かって戴けますでしょう。」と懇願したのである。藤七は

藤岡の出身で、権田村佐藤家に婿養子に入っており、父忠高以来の家臣であった。上野介は養子の

忠道又一(21歳)を高崎城に申し開きのために送っている折でもあり、道子との別れを惜しんで東善寺に引き

返した。居合わせた人々もこの別れを悲しんだ。しかしこれが小栗上野介忠順･道子夫婦にとって、

永遠の別れになることを予想したものは誰も居なかった。 

 慶応4年(1868年)閏4月4日、小栗は東山道軍の命を受けた軍監原保太郎、豊永貫一郎に率いられた
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高崎藩・安中藩・吉井藩兵より東善寺にいるところを捕縛され、閏4月6日朝4ツ半(午前11時)、取り調べも

されぬまま、烏川の水沼河原(現在の群馬県高崎市倉渕町水沼)に家臣の荒川祐蔵・大井磯十郎・渡辺太三郎

と共に引き出され斬首された。死の直前、大勢の村人が見守る中、東山道軍の軍監に対して、小栗の家臣

が改めて無罪を大声で主張すると、小栗は｢お静かに｣と言い放ち、｢もうこうなった以上は、未練を残すの

はやめよう｣と諭したと伝えられている。もはや維新を名乗る暴徒の群れに『武士の情』も『人情』

も持ち合わせていないことを悟ったからだろう。そして原が、｢何か言い残すことはないか｣と聞くと小栗は

にっこり笑い、｢私自身には何もないが、母と妻と息子の許婚を逃がした。どうかこれら婦女子にはぜひ寛典

を願いたい」と申出たという。実は小栗忠順はこの3日前に身の危険を感じて、家族の婦女子を数名の家臣

や村人たちなどを護衛に付けて、合計数十人を会津に向け脱出させていたのである。処刑の順序は荒川・大井・

渡辺・小栗の順だったという。 

 話は遡るが子供にまだ恵まれていなかった小栗は、遣米使節目付として渡米する直前、従妹の鉞子(ヨキコ、

父・忠高の義弟日下数馬の娘)を養女として迎え、その許婚として駒井朝温(トモアツ)の次男・忠道を養子に

迎えていた。忠道は又一とも呼ばれ、父忠順が、新政府軍から追捕令が発せられたことを受けて、忠順より

急遽高崎城へ述壊のため派遣されたが、父同様、取り調べもなく又一は家臣3人と共に翌7日高崎城内で斬首された。 

 一方、小栗の指示で逃避行に出立したのは、小栗の母くに子(63)、夫人の道子(30)、養女の鉞子(15)で、

権田村亀沢で別れると、家臣及び村民からなる従者と共に、かねてより面識があった会津藩の横山常守

を頼り、会津に向かっての逃避行が始まったが道子は身重の体であり、善光寺参りに見せかけて、急峻な

山道を越えての道中であった。一説に寄ればこのとき一行は六合(クニ)村を出たあと二手に分かれて、母くに

と鉞子は草津白根の北、渋峠を越えて、信州周りで会津を目指し、その後、新潟で2泊した。実はこの地は忠

順の父忠高が、新潟奉行として着任していたおり、忠高はこの地で没し､法音寺に埋葬されていた。くに

は13年目にして亡き夫の墓参を果たすことができたのである。 

 他方、道子の一行は野反池、地蔵峠、秋山郷を経て母の一行との落ち合い場所へと急いだ。身重の道子は村人

が担ぐ粗末な竹駕籠に揺られて、越後堀之内村(堀之内町となり近隣村と合併して現在は魚沼市)にて合流の

後、慶応4年閏4月29日に無事会津に到着した、戦火の迫る会津の地では、横山常守はすでに白石に出陣して

おり、一行は横山常守の家族に迎えられたが、常守は5月1日、白石で戦死した。このため松平容保(カタモリ)

の計らいにより、夫人らは会津藩の野戦病院に収容され、6月10日に道子は女児を出産、国子と命名

された。しかし同行していた家臣の塚越冨五郎(23)は、会津藩、朱雀誠志隊に入って転戦、西会津の耶麻郡

一竿(ヒトサオ＝喜多方市高郷町萩野)の戦いで、対岸の西軍と撃ち合い、胸を撃たれて戦死した。また同行

した佐藤銀十朗も夫人護衛の途中から、会津軍町野源之助(主水)隊に加わり、三国峠戦争や小出島の戦いに   

参加したが、現在の喜多方市熊倉の戦いで戦死、21歳だった。銀十朗は熊倉の杉の下に葬られたという。 

 実は逃避行の途中、金に困った一行は屈強の若者2人を一旦権田に返して、金策に走らせていた。しかし

既に主君は斬首されて今は亡く、金策もうまく行かなかったようで、権田から沼田に出て片品村、尾瀬、

桧枝岐を経由して会津街道を 短距離で歩き､会津に入ったという。この知らせにより、塚越冨五郎も

佐藤銀十朗も、それぞれ主君小栗上野介忠順が､何の罪もなく斬首されたのが許せず、決死の覚悟

で会津軍に合流したのだろう。 
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ここは東吾妻町大戸の関所があった付近である。信州街道につながる要種防地とされ、左へ行けば 情州、右へ

行けば中之条から渋川、高崎方面だった所である。権田からは 10km以上の山坂を越えた場所であ

り、妊婦を抱えた一行はとりあえす初日はこの辺りで宿泊せざるを得なかっただろう。現在は東吾妻町

の支所や幼稚園などもあって山聞の中心地こなっている。 
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国定忠治が処刑されたのは嘉永3 年(1850 年)12 月21 日であった。小栗家の逃避行はこの場所を通過している筈

だが、この地が国定忠治の処刑場であったことを知っていたかどうかは疑わしい。国定忠治が生まれたのは1810 年

のことで、日本にも貨幣が流通し、次第に貨幣経済に移行した頃のことだった。この時代は比較的景気

もよかったのだが、その後日本各地で飢饉が起こり、幕府も対策に頭を傷めていた。しかもこれに加えて1828 

年には越後で大地震が、翌年1829 年には江戸で大火が起こり、その上1830 年には京畿が大地震に襲われた。

実はこの時代は日本の農業にも著しい変化があった。貨幣経済の発展と呼応するかのように、米農家が次第に

蚕や茶など、米よりも効率のいい作物に目をつけて、米に変わる作付けの転換があちこちで行われていたので

ある。このために農村ですら米の蓄えそのものが減少していた。このため一旦凶作が起こると農家

ですら米の需給が逼迫し、米を密かに蓄えていた米問屋に押しかけて、米よこせ運動を展開するほどに

なっていたのである。山梨県内で起こった騒動も、その前後に各地で頻繁に起こった一揆もこうした時代背景

と無関係ではない。同時に貨幣経済の進捗は、新たな社会問題をも提起した。その一例が国定忠治も

はまった博打だった。わずかな元手があれば大もうけが出来るとあって、いかさま賭博はあちこちで起こり、

このために無一文になる農民も少なくなかった。こうした時代を背景にして幕府も新田の開発に新たな手を

打って米の増産を図る一方、博打等により行き場のなくなった農民に対しても、帰村の推進を行うなど

様々な手段を講じて対応した。国定忠治はこうした動乱のさなか、殺人はもとより、道場破

りや関所破りなど、破天荒な行為を積み重ねたが、晩年は中風を患い歩くことも困難だったという。この

ため上州の子分に匿われていたが、関東取締出役[カントウトリシマリシュツヤク＝江戸時代後期に

は関八州（上野・下野・常陸・上総・下総・安房・武蔵・相模一円)において無宿人や浪人が増加して、

治安が悪化していたものの、天領（幕府直轄領）や私領(飛び地、諸大名領、旗本領、寺社領など)が各地

に散在していたため広域的な警察活動が難しい状況になっていた。このために文化２年[1805 年]に置かれた

役職名]によって捕縛され、 も罪の重い関所破りのために、磔の刑に処せられた。41 歳。まだまだ男

盛りであった。なお天保３年(1832 年)には鼠小僧次郎吉が、36 歳の若さで同様に処刑されている。 
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ここは現在は大戸の介護センターがある辺りだが、昔は街道の分岐点とあって、旅籠等も多かった

所である。一行はこの辺りの旅籠に分宿して一夜を過したのだろうか。つらい旅だったろう。

後方にそびえる山は浅間隠し山で、まさに浅間山の手前にそびえる山としても名高い。 
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大戸から六合(クニ)村に向かう途中に赤岩の展望台がある。信州越えをするくにと鉞子(ヨキコ) 

それに村人中島三左衛門の娘さいは遥かに見える雪山に沿って新潟に向かった。恐らく全員が死

をも覚悟していたことであろう。まだまだ徒歩で数100ｋｍの道程が待っている。 



花の縁 07－03－13 

  

32

32 

 

左手下方にかすかに見えているのが六合村の民家であるが、当時は果たしてこれだけの民家があった

かは定かではない。しかし泣き言を言う者はいなかったろう。命が懸かっていた。 
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ここまで来れば六合の宿場まではあとわずかだ。
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六合村は白砂川の左岸にある。 近は右岸にバイパスが出来て、対岸の町並みを眺望できる。

川べりには畑もあるが、背後は崖のような山が迫り、町は南北に長く、奥行きは全くない。 

 

その町の美しさから『国重要伝統的建造物群保存地区』に選定されている。小栗家の一行はこの 

道を歩いて会津を目指したが、ここで若い女性2人と年寄りの計3人と、妊婦だった道子と2組に

分かれることを決断した。ここから先の道中はどちらを取っても楽ではない。 
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翌春2018.05.15.機会あって再び六合の里を訪ねてみた。赤岩の集落にも初夏が降り注いでいた。 
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六合の里は南北に長く白砂川に沿って奥が深い。前回は赤岩までしか来られなかったが・・・。 
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今でも六合村の特産だった蚕の家が軒を連ねる。

 

今ではすっかり錆が出てしまったが、蚕の全盛期にはトタンの屋根は銀色に輝いていたのだろう。 
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村の行政地区にこんな水車があった。明治のものではなかろうが、つい 近までこんな水車が村

のあちこちで蕎麦を引いたり、牛馬と共に力仕事を担ってきたのだろう。 

 

これは現在の六合村赤岩地区のメインストリートである。比較的平坦で歩き安い。小栗家の一行も

この道を歩いて会津を目指した。恐らく運命にすべてを委ねたのだろう。 
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高野長英は開国論者の学者だった。文化元年(1804年)の生まれで、 

江戸幕府の『異国船打払令』を批判して幕府からの厳しい弾圧を受け続けた。 

1820年ごろには江戸に出て、杉田玄白に医学を学び、その後長崎に留学 

してシーボルトに医学、蘭学を学んだものの1828年シーボルト事件に 

巻きこまれたが逃げ延びて、各地を点々 として過した。天保元年(1830年)、 

江戸に戻って町医者として蘭学塾を開業。その後間もなく渡辺崋山と 

知り合い、崋山の人脈で、田原藩のお雇い蘭学者として小関三英 

や鈴木春山とともに蘭学書の翻訳に当たり、我が国では初めて 

ピタゴラスや、ガリレオガリレイの理論を要約した。天保8年（1837年) 

『異国船打払令』に基づいてアメリカ船籍モリソン号事件が起こると長英は 

これに反発し、渡辺崋山と行動を共にして幕府の対応を批判した。しかし 

こうした長英の行動はやがて幕府の、目をつけるところとなり、天保10年 

(1839年)『蛮社の獄』が発生、長英も伝馬町牢屋敷に収監された。 

しかし弘化元年（1844年）6月30日、牢屋敷の火災に乗じて脱獄。 

脱獄後の長英の経路は詳しくは不明ながらも、江戸では人相書きが 

出回っていたため硝酸で顔を焼いて人相を変えながら逃亡生活を 

続けていた。しかし潜伏先で町奉行に収監され、途中死去したという。 

長英が湯本家に滞在したのも脱獄中の一時期のことと思われる。これが赤岩地区の全景である。
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ところどころに養蚕農家の面影が漂う、六合の秋である。 
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街全体を見渡せる丘の上に観音堂がある。そこには観音地蔵がある、小栗一家も道中の無事と道子

の安産を祈願したのだろう。しかし道はまだ果てしなく遠いい。その悲壮感が尋常ではなかったことが窺える。 
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群馬 北の野反湖に至るまで、牧水の辿ったコースにはところどころに石碑がある。

 

そして蚕を飼いながら旅籠を経営していたのか、立派な屋敷が高台にそびえる。 
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現在ではこの奥地にも、銀行のキャッシュコーナーや農協などもあって山奥感はない。 

そしてところどころに養蚕農家の後が見える。現在の生業は確認できなかった。 
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小栗上野介の家族もこの道を会津へ向かって、ただひたすら歩み続けたのだろう。 

そしてこんな屋敷にも立ち寄って、水や食料の供給を願ったかもしれない。辛い旅だったろう。 
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石仏に向かって何を願ったのだろうか。心を穏やかにして、先を目指したことだろう。

 

そして牧水は、雪山を遠望しながら、この道を歩んだのだろう。 
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遠くかすんで見えている中央やや左が2018年05月以来活動を開始した白根山である。その右側の

平坦なところが横手山で、上野介の母くにと鉞子はここを越えて長野側に向かって、新潟、会津を目指した。 

 

山にはツツジが其処此処に真っ赤な花を咲かせて我々を迎えてくれた。実は長野県境を眺望でき

るこの地へ案内して下さったのは中之条町の町会議員を勤める松木氏だった。この場を借りて心から

感謝したい。次ページの小栗道子が宿泊した和光原の集落が見える丘にも、案内して下さった。 
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こちらは小栗道子の一行が宿泊した和光原の集落であるが、その宿は火災で焼失してしまった。

現在は再建されており、上段中央左側の、屋根が薄茶色の大きな建物である。 
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そして宿の背後には八間山が迫り、右手には地蔵峠と白砂山が遠くかすみ、向こうは新潟である。小栗道子

の一行は、この山々を越えて魚沼を経由して会津へ入ったのである。 
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集落の背後は八間(ﾊﾁｹﾝ)山で、シラネアオイ(01-02-09)が群生することで名高い山である。 

 

これより先、野反湖の水は、日本海に注ぐ。白砂川は太平洋に注ぐから、このあたりが分水嶺

となる。道子はこの先、竹篭に揺られながら秋山郷を下り、越後堀之内村で母くにの一行と落ち合ったのである。 
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 さて一行は翌明治2年(1869年)春まで会津に留まり、一旦静岡に寄って、東京へと戻った。静岡には

旗本日下家へ婿に入った忠順の母くに子の弟(忠順の叔父)日下数馬や、その息子寿之助、小栗又一の

実家の旗本駒井家や、道子夫人の妹はつが嫁いだ蜷川家が神田から移り住んでいた。それぞれの消息や安否を

確認したかったのだろう。一族の無事を確認すると共に、この戦で亡くなった故人を偲びながら東京へ

と戻った。しかし小栗一族にはもはや東京の住まいなど、あるはずもなかった。 

 ところが東京に戻るや、小栗の家族の世話をしたのは、かつての小栗家の奉公人であり、小栗に恩義を

感じている三野村利左衛門であった、三野村は日本橋浜町の別邸に小栗の家族を匿い、明治10年

(1877年)55歳で没するまで終生、小栗の家族の面倒を見続けた。その間、小栗家は忠順の遺児・国子

が成人するまで、駒井朝温の三男で忠道の弟、忠祥が継いだ。三野村の没後も、三野村家が母子の

面倒を見ていたが、明治18年(1885年)に道子が48歳で没すると、国子は親族である大隈重信に引き取られ、

大隈の勧めにより矢野龍渓の弟・貞雄を婿に迎え、小栗家を再興した。大隈の後妻であった綾子は

小栗の親族であり、幼少時には兄の三枝守富とともに小栗家に同居していた時期があった。大隈重信は

小栗について「明治政府の近代化政策は、小栗忠順の模倣にすぎない」と語っていたという。大隈は時流を

先読みして行動する小栗の姿勢に、感化されていたと言えよう。 

 一方明治45年(1912年）7月、東郷平八郎は自宅に小栗貞雄と息子の又一(忠順の孫)を招き、｢日本

海海戦に勝利できたのは製鉄所、造船所を建設した小栗氏のお陰であることが大きい｣と篤く礼を述

べた後、『仁義禮智信』(儒教の教えの言葉)としたためた書を又一に贈っている。   

 ところで「三井財閥中興の祖」三野村利左衛門は、かつて小栗家で中間(チュウゲン)を務めた。三井

組(現在の三井グループのもと)に入ったのは小栗との交流があったからこそである。慶応4年

(1868年)以降に三井組が新政府へ資金援助を始めたのは、小栗の助言によるとする説もある。また

三野村利左衛門が低い身分にありながら巨万の資産を築いたのは、彼の勤勉さもさることながら、

小栗が小判吹替の情報をそれとなく三野村利左衛門に流したため、彼は、天保小判を買占め、巨利を

得たとも言われている。彼は後に第一国立銀行を創設、その後は大隈重信の支援のもと三井銀行創業

にも貢献して、銀行家、実業家としての名を残した。 

 これが小栗とその一族の維新前後のファミリー・ヒストリーである、しかし誠に残念だったのは

新政府人物の中に大物の『将棋の名人』がいなかったことであろうか。将棋の世界では奪った駒を自分の

兵として用いる。新政府において、もし上野介が生かされれば、どれだけ有益な仕事を残しただろうか。

あるいは『西南の役』も免れていたかもしれない。享年42歳。日本国にとっては余りにも惜しまれる

大器の損失であった。後年大隈重信をして、明治新政府のやってきたことはすべて上野介の真似事だと

言わしめたのも、単に親族となったからではなかろう。同格の榎本武揚が五稜郭で 期まで新政府と戦い

ながら許されて、新政府の外交官として活躍した。勝海舟もまた同様である。なぜ上野介だけが一族も

ろとも問答無用とばかりに斬首されなければならなかったのか、理解に苦しむ。そればかりではない、

榎本にしろ上野介にしろ、幕府のトップではない。この日本の近代史上に残る大革命の 中、トップ

がノウノウと降参して生き残り、いわば三下が処刑されるのには合点が行かない。会津の松平容保、徳川

慶喜も老中の酒井忠惇も、水戸藩主徳川昭徳も多少の不自由はあったにせよ、処刑されることなく
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明治を生き抜いた。そして東山道軍において小栗処刑の指揮を執ったのは一体誰だったのか。戊辰戦争の

流れから推測すると、これは岩倉具定ではなかったかと思われる。彼は岩倉具視(貧坊公家の出身

だったが、その頑強な性格から次第に頭角を現す。しかし尊王攘夷論や公武合体といっためまぐるしい

歴史の変遷の中で、必ずしもうまく泳ぎきること適わず、蟄居の身となったことも少なからずあった。

終的には王政復古を旗印に掲げて新政府の幹部に重用された)の次男で当時まだ16歳。『東山道先鋒軍』

の総督を務めていたが、参謀には板垣退助がいた。岩倉は後に学習院院長、枢密顧問官、宮内大臣などを

歴任しているが、首謀者の根拠の一つとして上げられるのが、小栗を切ったのは軍監原保太郎と言われてい

る点である。彼は園部藩(現在の京都府南橋丹市園部町)の出身で、園部藩を脱藩して京都に上り、岩倉具視

の食客となり、戊辰戦争では、東山道総督随行、上野国巡察使兼軍監として従軍していたからである。 

 ともあれ小栗とその家臣を高崎、安中、吉井各藩の兵で囲み、問答無用とばかりに斬首した西軍は臆病者

揃いだったとしか言いようがない。岩倉具定然り、原保太郎然りである。原はその後海外へ留学し、岩倉と

同様にアメリカのラトガース大学に学び、その後イギリスのキングス・カレッジ・ロンドンで経済学などを学んだ

という。帰国後は初代山口県知事に就任。1895年3月、日清戦争の下関講和会議に出席しており、1903年には

貴族院議員を務めている。とは言え小栗に勝る事績は何一つない。『勝てば官軍、負ければ賊軍』の典型

であろう。東山道総督の上の司令部は『鎮撫総督本営』(チンブソウトクホンエイ)で、その総司令官

はかの有栖川宮 熾仁親王であった。彼が幕府に対していかなる怨念を抱いていたかは想像できない。

薩長に担ぎ出されたのにはそれなりの理由があったのだろう。だがそれぞれの事跡を比較してみると、

小栗の死は日本の死であり、維新の死ではなかったろうかとも思える。小栗の斬首の前に『鎮撫総督本営』

(チンブソウトクホンエイ)から助命の沙汰があったが、『沙汰書』が届いたのは斬首の翌日であった、

という説もあるようだが、小栗の死はますます残念なことであった。 

 もともと新政府軍の目指したものは『士農工商』の撤廃であり、欧米諸国に比肩できる国家の樹立

であったはずだ。ここにおいて無抵抗の市民を一人たりとも殺害してはならなかったはずである。小栗を

捉えて殺害までしたのは小栗の素晴らしい洞察力や実行力を恐れた単なる臆病者の暴徒の仕業か、もしくは

その才能を妬んだ若造が、手柄欲しさに仕組んだ暴挙としか思えない。その若造こそ岩倉具定だったように

思える。もし維新の理想を掲げて起こした革命であったなら、彼は、維新後厳しく処分されなければ

ならなかったろうし、ゴロツキの原保太郎が首謀者であったとしても同様であろう。この維新がそう

した理想なき権力争いに過ぎなかったことを、この事件は如実に物語っており、やがて長州は絶対権を

求めて西南戦争へと発展し、西郷を抹殺している。これも長州政策が掲げる道理だったのだろう。 

 それにしてもこの維新の 中、日本が列強から大きな干渉を受けなかったのは何よりも幸いだった。

当時、薩長はイギリスに支援を仰ぎ、幕府はフランスに支援を仰いだため、双方とも手を出し難かった

のだろう。またアメリカは南北戦争(1861～1865年)の直後で疲弊しており、オランダは日本の友好国で

あったことも幸運だった。こうして日本はお隣、清国の轍を踏まずに済んだのである。 

 しかし歴史はいつも非情にめぐる。一流の論理も高名な哲学も、刻々と変化する時流の流れに

は対抗できない。もともと歴史とは偶然と必然の中を、混沌としてめぐり、戦争は勝っても負けても、

期には悲劇という残響だけを、国民の脳裏に残して去ってゆくものなのだろう。 
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小栗忠順の愛した倉渕町権田では、何事もなかったように家族で稲刈りが行われていた。歴史は容赦

なく現在を過去へと塗り替えて行く。小栗も生前この地で、水路を修復したり、子供たちに学問を

教えてのんびりと余生を過したいと思っていたことだろう。だがその平安は軍監と称するゴロツキの

刃で戻らぬ命に変わった。その昔、500円札に印刷されていた岩倉という男は一体どれだけ我々の

日本国に貢献したのだろうか。その息子も然りである。我々が教科書で学んできた歴史は、本当

に我々日本人がが歩んできた道筋を正しくなぞっているのだろうか。疑問を持たざるを得ない。     

倉渕の烏川は、小栗忠順一族の悲しい物語をも、その清らかな水で洗い流したのだろうか。慶応4年

(1868年)閏4月6日、この烏川の中流水沼河原で、小栗上野介は家臣3人と共に斬首された。

ひたすら日本の将来のために近代化を進めてきた小栗上野介忠順、今考えてもいかにも無念である。 
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以来150年、烏川は何もなかったように、清らかな水をたたえて、豊かな水田地帯が続く。

土手の傍らに生垣で囲まれた一角があり、小栗が斬首された場所を示す石碑が建っている。日本国

を欧米に比肩する国家とするために、明治政府は果たして小栗の生命を奪う必要性があったのだろ

うか。確かに小栗なくしても改革は進んだが、薩長の内紛で更に悲劇は続き、多くの血を流した。 
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反対側から見た小栗上野介忠順終焉の地。烏川が作った谷間は山で囲まれており、忠順 期の地は、

どこか物悲しい。日本の歴史は以来、長州の歴史に、すり替えられているように見える。我々が

使った教科書には、小栗のことは記されていなかったように記憶する。明治という名の長州史である。

対岸の道は後述(ケシＣの項で詳述)する地蔵峠の『殉難碑』や相間川の『姉妹観音』に続く道である。 
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その石碑には『偉人小栗上野介 罪なくして此処に斬らる』と刻まれている。小栗はあまりにも大きな

仕事をこなして来たため、忠順が権田村に隠棲すると、多額の軍用金を持ち帰ったという噂に火が着いて、

二千人以上の暴徒が村を襲ったが、これをたったの数十人で撃退したことで西軍が因縁を付け、忠順

斬首の口実にしたとの説もある。しかし軍用金の話はデマに過ぎなかったことを立証するかのるように、

昭和7年地元の有志たちの手でこの碑は建てられた。明治以降の日本の歴史は、すべてが長州の関係

者で作られてきた。日本国救済の偉人も、賊軍出身では顕彰できぬという姿勢だったのだろう。

この小栗上野介の栄誉を全国に知らしめるために、地元群馬県の有志が立ち上がったのである。  
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この石碑の揮毫は、京都大学教授蜷川新で、道子夫人の妹はつ(Ｐ50)が嫁いだ蜷川家の義理の甥に当たる。

石碑はあたかも正義を貫くかのごとくに、真っ青な大空を真っ二つに突き刺して立ちはだかっていた。 
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しかしその石碑の解説をした高崎市教育委員会の看板には、こんなに落書きされていた。日本の将来を根本か

ら見つめなおした偉人に、どんな恨みがあるのだろうか。単なるナラズ者の仕業か。

小栗忠順が1ヶ月余り身を寄せていた東善寺。彼は家族とこの寺の本堂で生活していたという。 

当時の本堂は火災で焼失したが、現在この寺は小栗博物館さながら、忠順の資料が揃っている。   
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烏川を挟んで、対岸の高台から見た東善寺の本堂である。この上の緑の山の中に小栗上野介 

忠順や、塚本真彦、荒川裕蔵、大井礒十郎、渡邊太三郎など、家臣たちの眠る墓がある。 
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左上は小栗忠順、米艦内で外国人が撮影した。右上は三野村利左衛門。右下は小栗の長女国子。下

は東郷平八郎が小栗の孫、又一に贈った書。日露戦争勝利の裏には、小栗が鉄鋼所や造船所を

建設した功績だとして、感謝の気持ちをこめて贈ったという。 



花の縁 07－03－13 

  

60

60 

小栗忠順が生前、 後に乗ったと伝えられている駕籠(前頁写真とも、東善寺に保存されている)。 

維新の歴史や小栗の悲劇はさておいて、明治が次第に遠ざかるにつれて、全国に小栗ファンは増えた。

日本国民が小栗の偉大さとともに、素直に人間の尊厳を尊重するようになったのだろう。 
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墓地への道は殆ど秋海棠に覆われて、露面を見出すことも叶わなかった。小栗忠順は今では伝説の人と

なり、参拝客もまばらになってしまったのだろうか。そんなはずはないが小栗の死はますます悲しい。 
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路面が見えてくると次は階段だった、それもかなり厳しい傾斜で、石段も相当崩れている。これで

はご老人にはちょっと堪える。筆者も息を切らせて何度か足を休めて、呼吸を整えた。
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そして辿り着いたのがやや広い平坦地で、小栗上野介忠順墓と書かれた石碑があった。後日史実に基づ

いて建てられたのだろう。すぐ隣には樹齢150年ほどの黒椿(崑崙黒)が植えられていた。この木は小栗

が江戸を発つ時、他の荷物と一緒にいわば宅急便で送られた中にあったという。受取人は既に亡く、

競売にかけられたという。これを購入したのが、館林の名主田口十七蔵(Ｐ67)で、忠順の墓地に植えた

という。忠順が生まれ育ったのは江戸神田の駿河台で、住んでいた屋敷からここに移植したかったのだ

ろう。忠順が愛した花だった(Ｐ65の写真、石碑の左側に育った照り葉の樹木である01-07-10-3参照）。 
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こちらの墓が忠順と共に水沼で斬首された家臣の墓である。右から斬首された順になっている。この

山の中で、一輪の菊の花が手向けられていたことが、ここまで登って来たせめてもの慰みであった。 
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50坪ほどの所に、いくつもの墓石が並んでいた。そこは忠順が当初、仮葬された墓で、手前側に

は高崎城内で、又一と共に散った家臣たちの墓石も並んであった。年齢を見ると痛ましいほど若い。 

 
上の写真が又一と共に高崎城内で斬首された家臣たちの詳述であるが、塚本真彦とその母、そして

その子は、わずか7歳だったが祖母と山中で自害した。まだ小学生である。ただ涙が止まらなかった。 
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階段を上り詰めると小さいながらも平坦な所があって、ここに忠順は眠っていた。彼をこよなく愛し、

苦楽を共にして来た中島三左衛門を初めとする村人達が、首級を奪いここに埋葬したという。 
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小栗忠順の墓がここに落ち着くまでのいきさつが記されていた。ここに到るまでには涙ぐましい努力があっ

たらしい。権田の村人や家臣たちは館林の法輪寺に葬られた首級をなんとか取り戻そうと、計画が練られてい

たらしい。というのも忠順は生前、「自分も井伊大老のように殺されてもかまわないが、クビと胴体は一緒にい

たいものだ」と冗談交じりに語っていたことが心に焼きつき、一周忌を目前にしたある日、忠順の妻や母を会津

まで送り届けた村人中島三左衛門及び塚越房吉は、何とか首級を奪取することを計画。佐野の名主人見宗兵

衛と、その叔父で館林の渡辺忠七らの協力を得て、法輪寺へ至り「殿様の一周忌が近いので墓を建てたい」

というふれこみで場所を確認。一回目は失敗したものの、二度目には首尾よく忠順、忠道親子の首級を奪

取、権田村に逃げ帰ったとの話が残っている。明治新政府管理下のことゆえ、これを公にすることは叶

わず、ほんの数人で東善寺裏山に埋葬したという。墓が質素なのはこのためで、多くの村人はそこが

小栗上野介忠順の墓地であることを知らなかったらしい。というのもこの墓地を知るもの数名は、固く口

を閉ざすことを約束し、これを子々 孫々 守ってきたのだという。この事実が公表されたのは昭和30年代

後半になってからのことで、小栗父子斬首から約100年が経っていた。一方、忠順の養子であった忠道

＝又一の墓は下齊田村(現在は高崎市下齊田町)で、東山道鎮撫総督は現地の名主田口十七蔵(トナゾウ)

を呼んで渡し、田口家では墓を作って丁寧に埋葬したという。首級は父と同じく法輪寺に埋葬

されたが、権田村村民により田口家の墓所に首級を戻して、胴体と同じ場所に葬ってもらったらしい。

ただ幸いだったのは又一の家臣で武笠銀介という当時まだ 16 歳の少年が居たが、年があまりにも

若かったために見逃されて、生きて江戸へ帰り、父武笠祐左衛門に主従の急を知らせたという。 

 

東善寺の境内には、この秋(2017年10月9日)も美しいホトトギスの花がいっぱいに開いた。あたか

も小栗上野介忠順の斬首を怨むかのように･･･。それにしても一体、明治維新とは何だったのか。確

かに『士・農・工・商』はなくなったが、単なる権力者の交代ではなかったのかと思えるのである。 
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改めて小栗忠順の英霊に立ち向かうとき、残り少なくなった己の人生を如何に生くべきか、問われているよ

うな気がして来る。死して名を残した者。生きて名を汚した者。それぞれがまた人生である。 
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 ところで村人中島三左衛門という人物像が気になる。彼は小栗の家族を会津まで逃避行するときも17歳

の娘さいを道子婦人に同行させて面倒を見させたというが、さすがに野反池や秋山郷は17歳の娘には無理

と、村人に止められて、くにと鉞子(ヨキコ)の仲間に加わって、越後堀之内で合流したという。それにして

も中島三左衛門がここまで小栗家に尽くした理由は一体何だったのか。筆者にはどうしても気にかかる。

そして会津から東京、静岡、東京へと家族を導いたときにも、さらにはその相間をぬって仲間と力をあわせ

て、主君とその子息の首級を法輪寺から東善寺に持ち帰る役割も果している。しかし史実によれば、首級を戻

したのは一周忌に当るときであり、この頃家族はまだ会津に居た。となると彼は殆ど休むことなく会津と権田

村、そして静岡、東京と動き回っていたことになる。ネットを隅々 まで探してゆくと彼の名前はあちこちに

目に付く。しかしどれも断片的な記述に過ぎず、彼と上野介との友情の密度は全く不明である。ただ一つ言

えることはそんな損得勘定ヌキで小栗忠順に、惚れぬいた人間がいたということだけは確かなのだろう。

それは中島三左衛門という人間の人格と小栗上野介忠順という人間の人格がどこかで大いに重なり合う所

があったからなのだろう。そういう点で上野介はよい家臣、よい村民を持った。そしてそういう人々 に尊敬

される人物こそ小栗だったということに尽きる。このように推測してみると小栗の死は日本人にとっても

日本の歴史においても大いなる汚点を残したとしか言いようがない。小栗を斬首した原保太郎なるナラ

ズ者は、それがあたかも手柄でもあるように「俺が切った」と放言して止まなかったという。だが筆者は

本当にこの小心者に小栗を切れたか疑わしいと思っている。手下に切らせたとの説もある。武士は自分が

切られる覚悟はしていた。だが意外と他人を切る覚悟の出来た武士は少なかったからである。ともあれ中

島三左衛門なる人物の心温まる人間像が分かったら更に書き続けてみたいと考えている。 

小栗は自分の住む場所をこの山の奥の平坦地に建設していた。水も引いておりその水は今も流れる。 
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その水がこの水路で、小栗は近隣の小高の部落でも水路を設計しており、村人達は小栗の指示に従って 

1,260ｍの水路を掘削して、水田を開拓できたという。その水は今も流れて水田耕作が続いている。 



花の縁 07－03－13 

  

71

71 

 

ここが小栗庭園の一部である。筆者の推測に過ぎないが、小栗はここで家臣らと暮らし、地元の人間を

集めて、西洋に劣らぬ新しい人間教育をする『小栗村塾』を作ろうと考えていたのではないかと思う。

家臣の中には海外を経験した者が小栗忠順の他、塚本真彦、江幡祐造、佐藤藤七と 4 人、フランス語

のできる又一もいた。総面積は1 万坪以上はあるだろうか。だから用水も確保し、恐らく自給自足も

覚悟していたのだろう。小栗は『いまにこの谷あいから太政大臣を出して見せる』と言っていたことが

あったらしい。確かに群馬県は首相が4 人出ており、これは長州の7 人につぐものだろう。どちら

にしろ小栗上野介忠順、42歳の死は、日本国にとって惜しい命だった。  

上り道は長いが頂上は平坦で、黒土の肥えた土壌だった。畑も水田も牧場も可能な土地である。 
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2018年4月01日旧小栗邸を再度尋ねてみた。桜はあちこちで満開だったが、ここはまだ三つ葉つつじ

が咲いているだけだった。次の機会には枝垂桜が満開のときにまた来ることを決意した。

 

 

近所にはこんなに美しい桃と桜が満開だった。 
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その頂上には石碑が建っていた。ここが小栗の自宅になるはずだったことが記されている。この 

石碑も群馬県らしく、民間人の寄付金で建てられたものであり、その名が記されていた。 
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小栗邸跡と記されているように相当大きな家が既にたち始めていた。2階の上棟も間もなく 

だったという。しかし小栗はその完成を見ることなく斬首された。しかしその家を買って群馬総社に

建ててそこに住んでいる人がいるという。折を見て一度たずねたく思っている。 
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その詳しい記述をした看板である。小栗はここを終生の住処としたかったのだろう。 

 
そして 2018 年 04 月 09 日、再度、小栗邸を尋ねてみた。桜が満開だった。八重咲の紅枝垂で、 

俗に｢仙台枝垂」とも『平安紅八重枝垂』(01-06-03）と言われている桜で、合計 7 本あった。 
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枝垂桜は美しかったがこれは数十年の樹齢と思われ忠順の植えたものではない。其処が 

もう一つ残念なことではあった。筆者もいつかここに桜を寄贈しようと考えている。 
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まだ公園化されることには程遠いいが、周辺環境はととのいつつあり、上野介も本望だろう。 
 

 

土台として用いられたものと思われる礎石はあちこちに残るものの、小栗邸の屋敷を想起することは 

出来なかった。四隅がどこになるのか定はなかったのと長方形が描き出せなかったからからである。 
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こんな扁平な石がいくつもあったが、これこそ礎石として用いられたものなのだろう。 
 

 

一方このように 3 つの石が並んだものもあったが素人にはその意味するところはわからなかった。 
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だが一見緑の原に見えている地面には、イノシシが掘り返した後が続き、前途は厳しい。 
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とはいえあちこちで伐採も進み、道路の整備も少しずつではあるが進捗している。 

 

上記の都丸氏を手がかりにして筆者は小栗邸を捜しに群馬総社を訪ねた。これがその小栗邸である。いら

う150年建物の傷みはかなり進んでいた。既に瓦も落ちかけていて早急に手当てが必要だ。 



花の縁 07－03－13 

  

81

81 

 

ここが玄関口だが瓦が落ちている。数年前までは中も公開していたそうだが、更に代替わりが進んで、今は

ひっそりと全ての戸は締められていた。ずっしりと重い歳月の積み重ねと、うっすらと淡い哀しみが心

の底をよぎるのを感じた。誰しもがこの歳月の流れには勝てない。建物も泣いている。 

 

この説明書きには小栗上野介のことは一言も触れていないが、筆者は生年月日から逆算すると、

上野介の出来かけの屋敷を買い取ったのはこの都丸高親ではないかと感じた。彼は名字帯刀を 

許されるほどの高潔な人物であったから、正々堂々と西軍に交渉し、恐らく養蚕業で得た利益を

この家を残すために費やしたのだろう。彼の判断によって小栗の家は今日まで残ったのである。 
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都丸高親を顕彰する石碑は、どこか小栗上野介を顕彰する烏川岸辺の石碑に似ている。 
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都丸家の墓地であるが、この近所は大半が都丸姓を名乗っており、歴史の積み重ねを感じた。 

この都丸高親の部分は（04-03-04)と重複します。こちらもご参照ください。 

 

頂上からは倉渕の町を見下ろせる。下に見えている白い建物は、高崎市立倉渕中学校である。目下の所は 

展望台として整備されているが、将来は公園にすることも考慮しているらしい。 
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春の景色は秋とは違って明るく変わっていた。しかし期待していた桜の遠景はどこにもなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地蔵峠の中腹から見た倉渕の集落と中央付近が観音山である。            目次に戻る 


