
③ 坂 本 龍 馬 の 訪 問

E―勝 海舟の門下生 坂本龍馬もここ専稀寺とは関連が深く、

頻繁に訪ねています。勝 海舟との出会いは、勝 海舟を
斬りに来て、逆に弟子入りしたという説が有名ですが、

同じく門下生だった杉 亨二が、勝 海舟の亡き後、追憶
談で次のように語っています。『 その頃、勝は大坂に
出張しまして、帰ってきた時、見舞に行って、どうで
御座いましたと尋ねますと、ウム 色々浪人などを取締っ
ておった所が、旅館に菰に

`り

を被って会いたいという者
があるから、週って、己を斬りに来たかと申しますと、

斬りに来たと答えたそうで、それからどうしてか懇意に
なったそうですが、確か、これは坂本龍馬であったと承り
ました。』と語っています。この場所が大坂で正しけれ
ば、専構寺か順正寺だつたと思われます。
その後、海舟門下生になつた龍馬は、文久 3年 2月 25

坂 本 龍 馬 像 (維新の群像 )に 1回目の脱藩罪赦免を受け、京都土佐藩邸にて7日 間の
謹慎の処分を受けますが、謹慎を終えるとすぐさま来坂し
ました。①にて紹介しましたように、文久 3年 3月朔日、

新宮馬之助と共に専稀寺に居る勝 海舟を来訪しています。
その後、海軍塾 (勝塾)が開かれますので、何度となく
ここ専稀寺へ通い、日本の行く末を憂慮しながら海軍に
ついての勉強をしました。

龍馬が乙女にあてた有名な手紙は、この時期に書かれて
います。                      ……
『叔も― 人間の一世ハがてんの行ぬハ元よりの事、  1「 l｀

うんのわるいものハふろよりいでんとして、きんたま   ‐

をつめわりて死ぬるものもあり。夫とくらべてハ私 | _
などハうんがつよくなにほど死ぬるバヘでヽもしなれ
ず、じぶんでしのふと思ふても又いきねばならん事二  、伴

なり、今にてハ日本第一の人物勝憐 (麟 )太郎殿と ・
Ⅲ

いう人にでしになり、E7々 兼而思付所をせいといたし
おり申候。 (以 下省略)。 』 (丈久三年二月廿日リ

『 此頃は天下無二の軍学者勝麟太郎という大先生に

門人となり、ことの外かはいがられ候て、先きやくぶん

坂 本 龍 馬 像 (琴平 )

のよふなものになり申候。ちかきうちにハ大坂より十里あまりの地二て、兵庫という所二て、
おゝきに海軍ををしへ候所をこしらへ、又四十聞、五十間もある船をこしらへ、でしども二も
四五百人も諸方よりあつまり候事、 (以 下省略)』 (文久三年五月十七日)

「海舟日記Jの文久 3年 4月 16日 に『 龍馬、越前へ出立.村田ヘー封を遣わす。』とあり、
6月 11日には『 大和の浪士、乾 十郎、大義企ての事あり。この義を塾中紀藩の者へ密告す
るものあり。坂本、新富、佐藤の三子を遣わし、詰F・7せ しむ。』と記されており、勝 海舟の
来坂中に龍馬の名が確認されます。恐らく、専稀寺の勝 海舟を訪れ、細かな内容の打ち合せ

があったものと考えられます。また、②でも紹介した、文久 3年 6月 26日の「海舟日記」ιこ

『 大坂より、俵次郎、半兵衛l来る。聞く、大坂の塾へ、長藩五十人程来たり、図書殿を打つ企を

告げ同志を募ると云う。龍馬子、これを説解し、敢えて同ずる者なし。』とあります。

長州藩±50人ほどが、小笠原図書頭長行襲撃を計画しており、海軍塾の塾生を誘致しようと

していましたが、坂本龍馬がこれに参加しないよう塾生達を抑え、勝 海舟不在中の大坂の塾

(海軍塾)を しっかり守っています。恐らく坂本龍馬は、ここ専総寺にて塾生達に熱く語り、

行動を誤ってはならないと説いたと思われます。



O勝  海 舟 ‐ 西 郷 吉 之 助 ″ 会 談  (崩元年九月十一日,

― 慶応 4年 3月 13日、 14日 、江戸薩摩藩邸にて行われた幕府代表 勝 海舟と新政府代表
西郷吉之助 (後の隆盛)に よる江戸無血開城を決めた歴史的な会見は余りにも有名ですが、こ
の両者が、元治元年9月 11日に大坂で会見されたことも有名です。9月 9日 の「海舟日記」に

『 陸路大坂へ帰る。』とあり、神戸から陸路で大坂の旅宿である専構寺に入りました。
そして9月 11日の「海舟日記」には『 薩人 大島吉之助 (西郷吉之助)、 吉井中 (幸り助、越人
青山小三郎1来訪。云う、征長の御議紛々、決せず、関東御混雑、実に策の行わるべき無し。
邦人紛擾再生せんか。如何して可ならむやと云う。今、天下危急日々相迫り、一人も実意邦家
に尽す者なし。上下大抵私営、小節、又、嫌忌を避くるのみ。かくの如くにて如何ぞ瓦解せざ
らん哉云 .々』 とあり、西郷吉之助が当時使つていた「大島吉之助」という名で、勝 海舟を
訪れたことが確認されます。
「氷り|1清話」には『 おれが初めて西郷に会ったのは f元治元年九月十一日J兵庫開港延期の談判
委員を仰せつけられるために、おれが召されて京都に入る途中に1大阪の旅館であった。そのと
き西郷はお留守居格だったが、くつわの紋のついた黒縮緬の羽織を着て、なかなかりっばな風采
だったよ。西郷は、兵庫開港延期のことを、よほど重大なF・7題だと思って、ずいぶん心配してい
たようだったが、 しきりにおれにその処置法を聞かせよというわい。 (途中省略)彼の間うに
任せて、おれは幕府今日の事情をいっさい談じて聞かせた。(以 下省略,』 とあります。
2回 目の流刑を終えた薩摩藩の西郷吉之助は、この年の3月 から藩務に復帰し、上京していま
した。西郷吉之助は、事前に訪問希望を手紙に認め、勝 海舟に了承を得たうえで、元治元年
9月 11日 、勝 海舟の旅宿である専総寺を訪れました。ただし、同じ9月 11日の「海舟日記」
には『 豊後殿御旅館へ参上。聞く。京都にて薩藩より建議あり、その言は、防長三州は半国を以て
禁裡の御物成とし、半ば征討の諸侯へ下されべし。(以 下省略ナ』とあり、勝 海舟は豊後殿 (老中
阿部豊後守正外)を訪れています。西郷らが老中阿部正外旅宿先にて勝と会見した、という
ことも考えられなくはないかとも思いますが、西郷は事前に会う約束を取っていることから、
老中の旅宿先での会見の可能性は少ないかと思われます。
西郷吉之助は、「蛤御門の変後の長州問題」「兵庫開港延期問題」を詰問するため、更には「幕府
の次の標的は薩摩ではないか」ということを探るため、勝 海舟を打ち叩くつもりで乗り込ん
だようです。この会見後、西郷吉之助は大久保一蔵に次のような手紙を書いています。

『 勝氏へ初めて面会仕り候ところ、実に驚き入り候ふ人物にて、最初うち明け話にて、差し
越し候ところ、 トンと頭を下げ申し候。どれだけ知略これあるやら知れぬ塩梅に見受け候。
(途中省略り佐久FE7 f象山」抜群のことに御座候へども、現実に候ふてはこの勝先生とひどく惚れ
中し候。(以 下省略,』  (この手紙は明治20年頃、吉井友実により発見されました。)

また、「海舟余波」(巌本善治 編)では、『 西郷に初めて会見せられし時の事を聞きかけしに、
イヤ、大坂であったよ。一所に来たものは、ソウサ、誰々であったか。一人ではなかった、忘
れてしまった。 (途中省略,何でも、大久保 fffJttJの 方にあったそうナ。此方では、少しも
知らなかったが、ソンナ手紙があるという事だ。』と記されています。
この会談は、お互いの人物の大きさを認め合い、「江戸城無血開城」という平和的解決が実現
するための大きな一因となるものでした。

西 郷 吉 之 助



⑤ 桂  小 三
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-桂 ′
Jヽ五郎 (長州藩、のちの木戸孝允)も ここ専稀寺の勝

海舟を訪れています。文久 3年 3月 29日「海舟日記」ιこ

『 長藩山県半蔵 (の ちの宍戸 層 fた まき,り 、桂 小五郎来る。
予云う、海軍興起は護国の大急務、後世の基本なるべし。(途

中省略り両人同意、直ちに朝廷に奏せんことを約す。』とあ
り、海軍の必要性について話し合っています。それから1か
月後、文久 3年 4月 27日。この日は、勝 海舟が25日に
面会した姉小路公知を、順動船にて大坂兵庫間を2日 間
かけて案内した次の日でした。4月 27日の「海舟日記」に

『 今朝、任 イヽ五郎、対馬藩 大島友之允同道にて来る。朝鮮の
議を諭ず。我策は、当今アジア洲中ヨーロッパ人に抵抗する者
なし。これ皆規模狭小、彼が遠大の策に及ばざるが故なり。
(途中省略り同人、悉く同意。』とあり、桂 Jヽ五郎は、対馬藩

大坂留守居役の大島友之允と共に勝 海舟を訪ね、「朝鮮問題」
を論じています。
長州藩と対馬藩とは、前年、つまり文久 2年 9月「対長同盟」
を成立させ行動を共にしていました。
そして、文久 3年 9月 21日 に再度、桂 Jヽ五郎は専構寺を
訪れます。8月 18日の政変後、桂は長州藩の勢力挽回の為
奔走していましたが、この日は勝を頼つて来たのでしょうか。
「海舟日記」に『 桂 小五郎来る。密話、数刻。その困苦を
話し、且、近日差し出せし草稿を示す。
(そ の草稿が紹介され)0三条中納言実美、退京の時、述懐、
さそうともしばしこたえてあるべきを あらしにあえず 散るさくらかな』と書いています。
長州藩の事情を数刻だけ話し、文書を勝に渡してすぐに帰ったと思われます。
この後、勝と桂は何回か会いますが、大坂で会ったのはこの3回です。

Oゴ をチ■プLJ碧脅警 (大坂南租患年寄,σD言方 Fo5

-安 井九兵衛が、文久 3年 3月 3日 、専総寺をはじめて訪れて以来、
安井九兵衛、或は子の安井勘兵衛のどちらかが、数回訪れています。
3月 2日 、「海舟日記」に『 尾形の老人を呼び、市中の人物を聞う。』と
あり、3月 3日 に『 同人、南組惣年寄 ,安井九兵衛、同道に来る。(以 下
省略)』 とあります。続いて4日 にも『 安井九、来る。当地井びに近国
の石工員数を聞く。(以 下省略,』 とあります。砲台の設置場所が3月
1日 に決まり、その翌日から勝 海舟は早くも行動を開始し、砲台設置
に任せられる人物として安井九兵衛を抜擢します。文久 3年 6月 4日
にも勝 海舟を訪れています。「海舟日記」には『 安井九兵衛、来る。
御普請につき、人足へ渡す銭、手形の事を申す。』とあります。
安井九兵衛は、成安道頓の後を継ぎ、道頓堀川開削に貢献した安井道 ト
(どうぼく)の子孫にあたります。道 卜は号で、名を安井九兵衛定吉といいました。
大坂には三郷と呼ばれる3つの (北組、南組、天満組)惣會所がありましたが、安井家は南組
惣會所の惣年寄を務めていました。安井家の当主は、代々 九兵衛と名乗り、大坂日本橋北詰
鍛冶屋町の浜筋角に、大きな邸を構え住んでいました。現在は『道屯・道 卜紀功碑』が建てら
れています。 11代目の安井九兵衛が、大塩平八郎の乱の際、消防団を率いて市中を鎮圧させ
たという働きがあり、勝 海舟が会ったのは、 11代目の安井九兵衛と考えられます。
その後 12代目 安井健治は、南区長を明治23年より8年ほど務めていますが、事業に失敗
し、先祖伝来であるこの地 (ミ ナミ)を去ってしまいました。

日本橋にある前ぃ道隅卿 {安押孵樹尉


