
大坂の史跡を訪ねてVd 9

勝 海 舟 寓 居 跡 (専 種 寺 跡 ) 中央区淡路町3丁 目2-13、 14

か 文久2年 (1862)聞 8月 17日 、軍艦奉行並に就任した勝 海舟は、
同年12月 、軍艦順動丸で大坂天保山に投錨し来坂しました。
その後、大坂を基盤に兵庫、泉州、紀州などを訪れ、砲台の設置

順正寺の場所は、現在の大阪市福島区野田1丁 日、中央卸売市場
のあたりにありました。
勝 海舟は寓居先をすぐに変更しています。

し

日、旅宿を北溜屋町 真正 に定む。

、京師より

この日より、元治元年 11月 10日 、
蟄居を命ぜられるまでの間、大坂の寓居先としていました。
一時期、文久3年6月 13日 より、約3ヶ月間江戸へ帰つていました。
しかし、すぐに大坂へ呼び戻されます。

3年 9月 9日 の「

とあります。勝 海丹の大坂寓居先の手がかりは、これだけになります。
「海舟日記」にある「北溜屋町」や「真正寺」は実際に存在しませんでした。「専修寺」は此花区酉島

けになL

3丁 目に同名のお寺が存在しますが、幕末当時、この「専修寺」は堺にあり、明治になつてから
此花区に移つています。従つて、勝 海舟の寓居先とはまったく関係ないことがわかりました。
勝 海舟は、寺名や町名を誤つて日記に記載したのではないかと考えられます。
「順正寺」は誤記ではなく、実際に存在していました。

と記されており、他の資料において
「順正寺」はその後、大阪市西区京町堀、さらに東淀川区と移転し、昭和34年廃寺になりました。

浄土真宗 専構寺
勝 海舟の順正寺の次の寓居先は、当時の北鍋屋町にあつた「浄土真宗 専稗寺」です。
北鍋屋町はその後の町名変更で、淡路町3丁 目になり、区画整理などで更に変更し、現在の
淡路町2丁 目5～ 6、 同3丁 目1～2あたりが、北鍋屋町に該当します。
専種寺があった場所の確証が取れる資料はなかったのですが、大阪市史を研究されている先生に
助言をいただいたところ、「北鍋屋町水帳」(安政3年作成)と「大阪地籍地図」(明治44年作成の
大阪市地図)の 2つの資料を照らして判断すると、現在の淡路町3丁 目2-13(ス ワン大阪第一ビル )

及び、2-14(ノ リタケビル)あたりだという結論にいたりました。
「北鍋屋町水帳」は北鍋屋町にあった全ての建物の横幅・奥行きの寸法、及び持ち主が記載されて
おり、それらの建物一つ一つの寸法と地図を見比べますと、この場所だということになります。

ています。「海舟日記 :によL

ており、「順正寺」を大坂の寓居先にしていました。

一丁 目順正寺旅館に

)九月二 日 亥 晴 (途 中省略)安治川上壱丁 目 順正寺へ丸亀人数旅宿
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大坂の史跡を訪ねてVd9

「専種寺」は、「東区史」において北鍋屋町にあつたこと
が記載されています。また、専構寺は神戸市葺合区
吾妻町に移転したことも確認することができました。
葺合区は今の神戸市中央区で、ちょうど葺合警察署が
ある付近となります。2002年 2月 、現在の専稗寺を訪
てみました。
ご住職さんの話によりますと専種寺と勝 海舟は関連
があり、それを裏付ける資料も残つていたそうです。
その資料の中には、坂本龍馬が専構寺でお世話に
なつた記念に、絵のようなものを残していたそうです。
しかし、昭和20年の空襲による戦災で、貴重な資料は
全て焼失してしまいました。
「専種寺」は、浄土真宗本派本願寺門下で、慶長13年

(1608)12月 28日 、祐性という僧が、北鍋屋町にて開山

1嘉覇

します。明治31年 10月 に、同じ大阪市内で旧東区中本大字森 (現、中央区森之宮中央)に移転
します。明治33年9月 3日 に、神戸市葺合区吾妻町 (現、葺合警察署付近)に移転します。
戦災により更に、現在の場所である中央区南本町通4丁 目5に移転し、今日に至ります。
勝 海舟は文久3年 3月 より9月 24日 までの約半年間、大坂の寓居先である専稽寺にて海舟の
私塾である海軍塾を開いていました。その後、神戸海軍操練所開設に向け、海軍塾も神戸ヘ

移転しています。大坂海軍塾だつた専稗寺の現在の場所と、神戸海軍操練所ならびに神戸
海軍塾 (勝塾)の跡地との距離が、日と鼻の先というのも不思議なものを感じます。

坂本龍馬ゆかりの地

大 坂 海 軍 塾 (勝 塾 )跡 中央区淡路町3丁 目2-13、 14

大坂にいた勝 海舟は、将軍徳川家茂の江戸東帰に伴い、お供として、一時江戸に戻るため、
3聟埼月 13日 に 16日 に 江 戸 ヘ 「

海軍塾を開いていました。
勝 海舟は、門地に拘らず、能力のある人材を発掘し、海軍士官を養成し、日本の海軍、いわゆる
「一大共有の海局」を目指し、自身の私塾として海軍塾を開塾したのでした。
塾生には坂本龍馬をはじめとした土佐脱藩浪士、各藩から教育の要請を受けた紀州藩士、
鳥取藩士、福井藩士などがいました。塾頭は、海舟の片腕として活躍した庄内藩出身の
佐藤与之助でした。
文久3年 9月 24日 、勝 海舟は神戸海軍操練所の開所準備のため神戸に移り、私塾も大坂から
神戸の寓居先に移します。

10月 に上

勝 海舟の門下生 坂本龍馬もここ専種寺と関連が深く、頻繁に訪ねています。
勝 海舟との出会いは、海舟を斬りに来て、逆に弟子入りしたという話は有名ですが、同じく門下生
だつた杉 亨二は、勝 海舟が亡くなつた後、追憶談で次のように語つています。
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より、俵次郎、半兵衛、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。

『神戸操練所の事、井びに天下の海軍を立て、普ねく諸藩と士民とを論ぜず、人物を集め、その帯
応じ将となし、士となし、門地の旧弊を止め、学術を以て募り、皇国興起の一大海局と成さんことを

井びに天下の海軍を立て、普ねく諸藩と士民とを論ぜず、人物を集め、その器 に



大坂の史跡を訪ねてVo19

『その頃、勝は大坂に出張していまして、帰つてきた時、見舞に行つ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つておった所が、旅館に菰 (こも)を被って会いたいという者があるから、

遇つて、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

(前文省略)大坂へ船行。此 日、旅宿を北溜屋町 真正寺に定む。

)、 京師より来る。』と記され てい

へ 人間の一世ハがてんの行ぬハ元よりの事、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 もゝしなれず、

じぶんでしのふと思ふても又いきねばならん事二なり、今にてハ 日本第一の人物勝憐 (麟)太郎殿という

人にでしになり、日々兼而思付所をせいといたしおり申候。(以下省略)』 [文久三年二月十 日]

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て候て、先きやく

ぶん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 きゝに海軍を

をしへ候所をこしらへ、又四十間、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)』 [文久三年二月十七日

田ヘー封を遣わす

、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。
三子を遣わし、詰問せしむ

記の順正寺のどちらかだ

海舟の門下生になつた坂本龍馬は、文久3年 2月 25日 に1回 目の脱藩罪赦免を受け、京都の土佐
藩邸にて7日 間もの謹慎処分を受けますが、謹慎を終えるとすぐさま来坂し、専稗寺に寓居先を移し

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。

専構寺の勝 海舟を訪れ、細かな打ち合わせがあつたものと思われます。

長州藩±50人ほどが、小笠原図書頭長行の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たちを抑え、勝 海舟不在中の大坂の塾

をしつかり守つています。
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大坂より、俵次郎、半兵衛、来る。聞く、大坂の塾へ、長藩五十人程来たり、図

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
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①桂 Jヽ五郎

大坂の史跡を訪ねてVd.9

その他の専種寺を訪間した人々 中央区淡路町3丁 目2-13、 14

長州藩。後の木戸孝允。文久3年 3月 29日 、海軍及び朝鮮問題を話しています。
同年4月 27日 に2回 目の訪問。この時は、対馬藩士 大島友之允と訪問します。
対馬藩及び朝鮮問題について論じています。
同年9月 21日 には3回 目の訪間。桂は、8月 18日 の政変後、長州藩の勢力挽回
のため海舟を頼つて訪問します。

幕府侍医。文久3年3月 17日 、18日 、6月 9日 に訪れています。

大坂南組惣年寄。安井道 卜の子孫にあたる。文久3年 3月 3日 、4日 、
6月 4日 に訪れています。
勝 海舟から砲台設置について協力を依頼されます。

長州藩。後の井上 馨。文久3年 3月 28日 に志道聞多という名で訪れています。
摂海の警備及び対馬について話し合つています。
この2カ 月後には、伊藤俊輔らとイギリスヘ留学します。

その他
山県半蔵 (長州藩 後の宍戸 環)、 吉井幸輔 (薩摩藩 後の吉井友実)、 大島友之允 (対馬藩)

青山小二郎 (福井藩)、 中原猶介 (薩摩藩)、 牛島五一郎 (熊本藩)、 今井 栄 (久留米藩)、

松平大隈守勘太郎 (幕臣)、 伴 鉄太郎 (幕 臣)、 浜口儀兵衛 (紀州藩御用商人)

「海舟日記」には、そのほかにも多数訪問者があつたと記されており、勝 海舟の人望と多忙さが覗えます。

②松本良lE

③安井九兵衛

④井上聞多
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