戊辰戦争最大の激戦地

を歩く

最後の武士が戦った

会津

二本松城まで東北自動車道二本松ICから県道355
号線を東に15分。ＪＲ東北本線二本松駅徒歩20分。

白河口の戦いによって
東北戊辰戦争の勝敗は決した

鳥 羽・伏 見の戦いに敗れた新 選 組は会 津へと向かい︑
戊 辰 戦 争は︑東 北を舞 台にそのクライマックスを迎えた︒
京 都 守 護 職を任された会 津 藩 領を中 心に︑
新 選 組がたどったその道 程を歩いてみる︒
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宇都宮

﹁白河以北一山百文﹂とは︑戊辰戦
争後︑東北地方を蔑むための言葉と
して官軍から発せられたとされてい
るが︑東北は常に都から離れた辺境
の地として蔑視の対象とされてきた︒
その歴史は︑遙か古代にまで遡る︒
朝廷が整備した官道に設けられた鼠
なこそのせき
関︑勿来関︑白河関は奥州三関と
して蝦夷の侵入を阻止するなどの目
的で設けられた︒これらの関を越え
たその 先が 道の 奥︑﹁陸奥︵みちの
く ︶﹂である︒陸奥とは︑都人から
見た未開の地であるが故︑
が
かき立てられるのだろう︒勝手な
と解釈で︑美しい歌枕に仕立
ててしまった︒
﹁都をば霞とともにたちしかど
秋風ぞ吹く白河の関﹂││能因法師
東北人の劣等意識は︑そうした僻
地と蔑まれてきたことへのコンプレ
ックスなのかもしれない︒故に︑東
北人にとって︑この白河は特別の意
味を 持っていた︒
﹁白河を 越えられ
たらふるさとの 東北に 戦火が 及ぶ ﹂︒
戊辰戦争の戦火が東北に迫っていた
同盟の諸藩が白河に結集し︑激しい

旧幕府方が宇都宮の戦いに敗れ宇都
宮城が陥落︒足を負傷した土方歳三
は島田魁︑中島登︑漢一郎︑畠山二
郎︑沢忠助︑松沢乙造の六人を従え
会津田島を経て若松に入り︑土方ら
よりも先に会津入りを果たしていた
斉藤一と合流する︒再会も束の間︑
会津藩の指揮下に入った斉藤と新選
組の一部は︑閏４月５日に白河口の
戦いに向かう︒新選組が投宿したと
いう脇本陣﹃柳屋旅館﹄は︑旅館そ
のものは無くなったものの︑当時の
蔵座敷が今でも残っている︒白河城
下の一郭にあり︑最大の激戦となっ
た５月１日の戦いにはここから出陣
したとされる︒
白河口の戦いは︑慶応４年４月か
ら７月にかけて︑奥羽越列藩同盟側
と新政府軍が白河城をめぐって熾烈
な戦いを繰り広げた︒同盟側の戦力
４５００以上に対し︑新政府軍側は
最大で約１５００︒戦況は︑頭数で
優る同盟側の軍に有利と思われたが︑
新政府軍側は関東での武力鎮圧が功
を奏し︑その戦力を次々に東北へと
向けることができるようになり︑別
のルートから東北奥地へと侵攻︒棚
倉城や二本松城などを次々と落城さ
せたことによって︑白河よりも北側
を制圧することに成功した︒背後を
奪われた列藩同盟側は白河周辺から
の撤退を余儀なくされ︑白河口の戦
いは列藩同盟側の惨敗という形で終

新選組斉藤一局長と106名の隊士が宿営したと
される柳屋旅館。現在、内部は非公開となって
いる。白河見聞館は、白河口の戦いに関する史
料や新選組関連の資料が展示されている。
福島県白河市中町65（楽蔵内）
TEL：0248-29-8630 9:00〜17:00 無休
大人200円、小中高生100円
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難攻不落の名城として謳われ、
会津戦争の際には１カ月もの激
しい攻撃に耐えた若松城（鶴ヶ
城）
。現在の天守閣は復元され
たもので、内部は若松城天守閣
郷土博物館になっている。
049 時空旅人 vol.11

時︑白河を防御するため奥州越列藩
攻防を繰り広げたのは︑心情的には
慶応４年︵ １８６８ ︶４月 日︑

必然だったと言える︒
19
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稲荷山は、奥州街道か
ら白河城下へと入る最
初の関門にあたり、こ
の小山を挟んで旧幕府
軍と新政府軍とが激戦
を繰り広げ、旧幕府軍
約700名、新 政 府 約20
名の戦死者を出した。
その麓には会津藩戦死
者の鎮魂碑や長州、大
垣藩の戦死者の墓など
がある。
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白河口の戦い
最大の激戦地

にほんまつじょう

二本松藩は白河口の戦いに戦力を集中していたため、手薄だった
二本松城が攻撃されわずか１日で落城した。このとき12〜17歳の
少年25名による「二本松少年隊」が組織され、この戦いで多くが戦
死する悲劇も生まれた。

二本松城

わきほんじん「やなぎやりょかん」あと

脇本陣「柳屋旅館」跡

「白河戊辰見聞館」
しらかわぼしんけんぶんかん

結する︒この戦いによって︑菊地央
をはじめ多くの新選組隊士が戦死し
ている︒菊地央の墓は︑白河市大工
町にある天恩皇徳寺に︑戦死人供養
碑と並び葬られている︒
白河市内を歩いていると︑白河口
の戦いで命を落とした両軍の墓や供
養碑を至るところで目にする︒白河
の人々にとって︑長年住み慣れてき
た町を戦場にされた両軍に対して︑
どちらの側にしても快くは思ってい
なかったであろうはずなのに︑丁重
に弔っている︒それらの墓所や慰霊
碑は掃除が行き届き︑花まで手向け
られていたりする︒それは︑白河人
の素性の良さなのだろうか︑それと
も歴史的な意義が他にもあったのだ
ろうか︒答えを見いだすことなく︑
夕暮れに赤く染まる小峰城を横目で
見ながら白河の地を後にした︒

激戦地・会津に残る
新選組隊士の面影

およそ４カ月もの間︑会津の地に

会津に入った
土方歳三と新選組
会津に入った土方歳三は︑若松城
下の越後街道・米沢街道の旅籠とし
て栄えた七日町にある清水屋旅館に
投宿した︒この清水屋には︑会津藩
校に強い関心を抱いて視察に訪れた
吉田松陰や︑同志社の創設者である
新島襄とその妻の八重が滞在してい
る︒現在︑旅館は取り壊され銀行の
敷地となっており︑控え目な案内看
板だけが往事の面影を知る手がかり
となっている︒
留まっていた土方は︑東山温泉の湯

は︑若松城下より東に位置する東山
温泉︵ 当時は天寧寺温泉と言われた
とも ︶に通い︑療養に専念したと伝
えられている︒土方が若松に辿り着
いたのは︑慶応４年４月 日で︑再
び若松を離れたのは母成峠の戦いに

宇都宮の戦いで深手を負った土方

気を吹き返してくれたのが会津とい
う土地柄だったともいえる︒会津を
訪ね歩くと︑まず会津人の人柄の良
さに感嘆させられる︒会津の人々は
朗らかに接してくれるが︑決して礼
節を失しない︒時に︑無骨とさえ思
えるくらいに︒そうした会津人気質
は︑かつての姿を再現した会津藩校
﹃日新館﹄入り口に掲げられている
じゅう
﹁什の掟﹂を読むと︑合点がいく︒
什とは会津藩士の子弟を教育する組
織のことで︑この組織の決まりがこ
の什の掟と呼ばれるものである︒こ
れに背いた者は︑子供同士の組織で
あっても︑年長年少を問わず罰則が

敗れ庄内藩に援軍を求めに向かった
同年８月 日である︒

什の掟

加えられるという厳しいものだった︒
一．年長者の言ふことに背いてはな

千石通り

会津若松

飯森山

中央
通
り
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福島県立博物館

に浸かりながら闘争と戦乱に明け暮
れた５年の歳月を振り返り︑何を思
っていたのだろうか︒局長と副局長
という立場で新選組を率いてきた︑
盟友・近藤勇の死︒旧幕府軍側の戦
況は日増しに強まり︑多くの隊士を
失いながら東北まで敗走してきた長
い道のり︒そして︑これから大きく
変わるであろう日本の行く末を案じ
ていたに違いない︒鬼の副長と怖れ
られ︑数々の逆境を乗り越えてきた
強靱な精神の持ち主であった土方だ
ったが︑鳥羽伏見の戦い以降︑もっ
とも平穏で大きな戦いもなかった半
年近くの間︑彼の頭には様々な思い
が浮かんだに違いない︒近藤や仲間
の死を思い︑苦悩したのではないか︒
そのような境遇を慰め︑土方に生

郡山

只見
線

甲賀町口門跡
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若松城
（鶴ヶ城） 会津武家屋敷
西若松駅

正法寺
御薬園
会津若松
118 市役所
大町札の辻

大龍寺

鶴我では、桜肉の刺身や桜鍋な
どの馬肉料理を、会津の地酒と
共にフルコースで堪能すること
ができる。
福島県会津若松市東栄町4-21
TEL：0242-29-4829
11:30～14:00（昼の部）
・17:00～
22:00（夜の部） 不定休
山形屋本店

末廣酒造
嘉永蔵

鶴我

鈴木屋利兵衛
七日
町通
り

500m
0

つるが

白虎隊記念館

白虎隊十九士の墓
七日駅

252

旧滝本本陣
広田駅

0

500m

会津若松駅

49

118
33

會津藩校
日新館
郡山

会津新選組記念館「むかしや」
会津若松市に伝わる新選組関連の資料
を展示している。右の写真は、新選組
隊士が使用した鉢金と手甲。
福島県会津若松市七日町6-7
TEL：0242-22-3049 10:00〜17:00頃
不定休 大人300円、小中学生200円

全国初の民間学問所『稽古
堂』が前身。寛政10年
（1798）
会津藩家老田中玄宰の藩政
改革策「教育の改革」が日新
館誕生のきっかけとなる。
会津藩士の子たちに伝えら
れた『什の掟』の末文「なら
ぬことはならぬものです」
が会津人の道徳観の神髄で
あり、その実直さが会津戦
争へと至る悲劇を呼んだの
かもしれない。
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あいづはんこう『にっしんかん』

会津藩校『日新館』

鶴ヶ城へは東北新幹線郡山駅下車、磐越西線で60分、会津若
松駅下車。バスで25分。車の場合、東北自動車道郡山JCTか
ら磐越自動車道・新潟方面、会津若松IC下車10分。
会津高田

きゅうたきざわほんじんあと

会津藩主が領内巡視や参
勤交代の際に休息所とし
て用いた場所で、松平容
保公が白虎隊に出陣を命
じた場所でもある。土方
歳三は容保公を警護する
ためこの本陣にとどまっ
たという。茅葺き屋根に
よる書院づくりの建物内
には、弾痕や刀傷が残っ
ている。

旧商家に遺る会津戦争の痕跡

会津若松市大町一丁目にある江戸時代後期に建てら
れた会津漆器商『鈴木屋利兵衛』の店内にある欅の
大黒柱には、新政府軍が付けたとされる刀傷が残さ
れている。店の人の話によると、戦いで付いた傷跡
ではなく試し斬りの跡だという。

母成峠での敗戦によって︑
会津の命運は決まった

会津藩御用茶問屋の系譜を持つ老
舗の菓子舗。甘みを抑えた上品な
味わいの南蛮かすてあん
「会津葵」
をはじめ、和と洋の折衷による異
色の創作菓子を創り続けている。
福島県会津若松市追手町4-18
TEL：0120-26-7010
9:00～18:00 無休

会津葵

りませぬ
一．年長者には御辞儀をしなければ
なりませぬ
一．虚言を言ふことはなりませぬ
一．卑怯な振舞をしてはなりませぬ
一．弱い者をいぢめてはなりませぬ
一．戸外で物を食べてはなりませぬ
一．戸外で婦人と言葉を交へてはな
りませぬ
ならぬことはならぬものです
この愚直とも言える︑まっすぐな
精神性は今日の会津人の中にも脈々
と受け継がれ︑それが現代の会津若
松市を形成しているのだと感じる︒
鬼の副長と呼ばれた土方もまた︑
この一本気な会津人の気質に触れ︑

自信と生気を取り戻していったので
はないだろうか︒母成峠の戦いに敗
れ敗走してきた新選組が天寧寺に宿
陣した際︑土方は近藤勇の遺髪をそ
こに埋葬し︑墓を建立したと言われ
ている︒これも想像の域を超えない
が︑このとき既に自分の命があと僅
かで︑戊辰戦争の結末を見ることな
く何処かの戦場で果てると予見して
いたのかもしれない︒

会津藩の敗戦が濃厚となり
新選組は各々の道を 歩み始めた
新政府軍が会津藩領に迫ってくる
ぼなり
中︑新選組は母成峠に集結した︒そ
こには三番組隊長の斉藤一の姿もあ
った︒母成峠の戦いでは︑旧幕府軍
８月 日︑新政府軍が２手に別れ母

８００に対し︑新政府軍は２２００︒
成峠を目指し進軍する︒迎え撃つ旧

22

写真上は、会津若松市七日町阿弥陀寺の敷地内にある斉藤一
の墓（藤田家墓地）
。写真下は、土方歳三が会津若松市東山町
天寧寺に近藤勇の遺髪を埋葬し墓を建立したとされる。

幕府軍は３つの陣を構え応戦したが︑
圧倒的な兵力の前にわずか１日で勝
敗が決着し︑旧幕府軍の兵士は四散
するように退却した︒母成峠を制圧
した新政府軍は翌 日には猪苗代に
到着し︑台風による豪雨にもかかわ
らず若松まで軍を進め同日夕方には
十六橋に到達︒そして︑ 日午前に
若松城下へと突入する︒
この母成峠の戦いにおける土方歳
三の動向はよく分かっていないが︑
退却の最中に猪苗代で斉藤と一端合
流している︒このとき斉藤は会津藩
に忠誠を尽くすべく︑会津に留まっ
て最後まで戦うことを進言するが︑
土方は援軍を得るため庄内へと向か
う︒そして︑その後土方と斉藤が再
会することはなかった︒
会津に残留した斉藤は︑会津藩士
とともに会津藩が降伏した後も新政

近藤勇・斉藤一の墓
23

時空旅人 vol.11 052

053 時空旅人 vol.11

21

あいづあおい

会津藩領への侵入ルート
は幾つかあったが、新選
府軍は警護が薄いと判断
した現在の郡山市熱海町
から猪苗代町を経て会津
に至る母成峠越えを選択
し、2,200の兵を進軍させ
た。一方、迎え撃つ旧幕
府軍の兵力は800。兵力
と武器の差は歴然として
おり、母成峠はわずか一
日で突破され会津藩内へ
の侵攻を許す結果となっ
た。この戦いが会津戦争
の大きな転換点になった
のである。

旧滝沢本陣跡

ぼなりとうげこせんじょう

母成峠古戦場

矢本
鳴瀬奥松島

利府駅

石巻駅

三陸自動車道
東北新幹線

石巻湾
塩釜駅
仙台駅

洋
平
太
仙台宮城IC

10km
0

鹿島御児神社

玄関のベ五を鳴らあ十すと奥か五ら気の良十さ玄関
な五人が出て十きてもや五しい笑顔十で迎えて五れ
ました◎宿という五りも見た十のにもワ五ンを利用

家老・佐川官兵衛︑山川浩︑倉沢平

仙台藩校

『 養賢堂』
の門
『ようけんどう』のもん

会津藩校『日新館』と
ともに、戊辰戦争で果
敢に戦った優れた藩士
を育成した仙台藩の藩
校。その痕跡は、仙台
市若林区南鍛治町の秦
心院の山門として遺さ
れるのみとなった。

葉区国分町︵ 現在はオフィスビルが

援軍を求めて庄内を目指した土方
だったが︑既に恭順体制にあった庄
内藩は土方が庄内へ入ることさえ認
めず︑藩境で足留めを余儀なくされ︑
庄内での援軍要請を諦め仙台へ向か
うことを決意する︒
仙台へと至る足取りは定かではな
いが︑９月２日には︑今の仙台市青

北の大地に勝機を 見いだそうと
東北を 後にした土方歳三

言えるかもしれない︒

士らしい気質を備えた武士だったと

せんだいはんこう

建っている ︶にあった﹃外人屋﹄と
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いう宿に榎本武揚やフランス人軍師
のブリュネらと宿泊している︒そし
て︑榎本と共に奥羽越列藩同盟の軍
議に参加︒９月 日には榎本らと仙
台城に登城し談判するも︑仙台藩も
既に恭順に傾いていたことから︑話
は決裂︒榎本艦隊が停泊している近
くの石巻へと移動し︑箱館を目指す
準備を進めていた︒新選組は日和山
の頂にある鹿島御児神社に屯所を構
え︑榎本は旧毛利邸に投宿︒ここで
度々軍議が開かれた︒そのような最
中︑仙台藩︑会津藩︑庄内藩が相次
いで降伏︒会津藩という後ろ盾さえ
も失われた新選組は︑さらに追い詰
められていく︒
今は解体されてしまった旧毛利邸
の２階座敷には︑仙台藩のあまりの
弱腰な姿勢に激昂した土方が付けた
とされる刀傷が残っていたという︒
土方にしてみれば︑次々と寝返って
いく東北の諸藩の弱腰な対応と︑武
士としての誇りを捨てていくことへ
の憤りだったのかもしれない︒しか
し︑もはや時代は武士の時代ではな
くなっていたのである︒
月 日︑土方率いる新選組は︑
艦隊に便乗する形で︑現在の石巻市
折浜から箱館を目指して出帆した︒
新政府軍側に追い立てられ︑北進
する土方歳三と新選組︒その門出は
勝算の見込みなどまったくない絶望
的な船出だった︒にもかかわらず︑
ラストサムライは自らの死に場所を
求めて最北の地を目指したのである︒

連敗に次ぐ連敗を重ねてもな
お、最後まで戦い続けた土方
歳三。日和山より眼下に広が
る太平洋の大海原を見たとき、
土方の胸中に去来するものは
何だったのだろうか。
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府軍に抵抗を続けていたが︑容保公
が派遣した使者の説得により投降す
る︒その後は︑捕虜となり謹慎生活
を送った︒家名断絶となった旧会津
藩は藩の再興を許され︑下北半島に
斗南藩を開いた︒斉藤も会津藩士と
して五戸に移住し篠田やそと結婚︒
後に︑元会津藩大目付高木小十郎の
娘時尾と再婚する︒その際の上仲人
を元藩主・松平容保公︑下仲人を元
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日和山の頂にあるこの
神社は、新選組が石巻
に逗留する際の屯所と
して使った場所と伝え
られている。参道の鳥
居からは旧北上川の河
口と仙台湾を一望する
ことができる。
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治右衛門が務めた︒そして︑容保公
から藤田五郎という名を拝命し︑以
後生涯その名を名乗ったという︒
藤田に改名した斉藤は︑東京に移
住し警視庁に採用され︑西南戦争で
活躍し︑政府から勲七等青色桐葉章
と金１００円を授与され︑明治 年
︵ １８９１ ︶に退職︒大正４年︵ １
９１５ ︶胃潰瘍のため 歳の生涯を
閉じた︒奇しくも長倉新八が死去し
た同年でもあった︒斉藤一の墓は︑
会津若松市七日町の阿弥陀寺にある︒
斉藤の出生については武蔵国とされ
ているが︑一部には会津出身という
見方もある︒
会津の地を訪れて以来︑斉藤は会
津藩とともに戦い︑そして会津藩士
としての生涯を送った︒なぜ︑斉藤
が土方と行動を共にせず︑会津に残
ったのかは定かでないが︑普段から
口数の少ない性格︑愚直なまでの主
君に対する忠誠心︑剣術に長けて死
をも怖れぬ強靱な精神力などといっ
た気質を見ると︑斉藤は最も会津藩
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榎本武揚と土方歳三は宮城県石巻市で合流し、
艦隊を停泊させていた折浜から新天地である
函館をめざして出帆した。

最後の望みをかけて土方は︑
この地から旅立っていった

かしまみこじんじゃ

