松 代 藩 の深川下屋敷

御側御納戸日記によると︑文政十二年五月〜文政十三年︵一八二

九〜一八三〇︶六月の一年間の江戸滞在中︑八代藩主・幸貫は深川

すずき

の下屋敷に四回足を運んでいます︒深川下屋敷は︑現在の江東区・

永代橋を渡ってすぐの所︑江戸湾付近にありました︒

ぼら

春には親族などを深川下屋敷へ招き花見を行い︑江戸湾から海水

を引き入れた泉水︵池︶では漁を楽しみ︑捕獲した鰡や鱸を親しい

親族や大名へ送ったりもしています︒このように︑松代藩真田家に

あっても︑下屋敷は遊園の地であり︑客人をもてなす場であったこ

とがうかがえます︒

深川下屋敷の図。屋敷はわずかであり、泉水（池）の大き
な庭園が大半を占めた。
南側には海水を泉水に引き入れるための水門が確認できる。

また︑実父・松平定信が造った庭園﹁浴恩園﹂で知られる白河藩

真田︑
江戸に住む︒
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の築地下屋敷に出かけることもあり︑ひと時の余暇を楽しむ様子が

うかがえます︒
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深川下屋敷の図。庭園の様子が詳細に描かれている。鎮守や石塔、
東屋などがあったこと、桜やヤシの様な樹木も植えられていたこと
がわかる。

浴恩園之図 江戸時代後期
築地の白河藩下屋敷の庭園「浴恩園」の図。８代藩主・幸貫の実父、松平
定信が愛し、隠居後に生活の場とした庭園と知られる。
６代藩主・幸弘の手沢品と伝わる。幸弘の正室が定信の養父・定邦の妹で
あり、８代藩主・幸貫の実父が定信であるなど、真田家は白河藩松平家（後
に桑名藩主）と関わりが深い。
庭園を北側から俯瞰した様子を描いたもので、上部に描かれる池を「秋風
の池」下部に描かれる池を「春風の池」とし、四季折々の花や紅葉を楽し
めるつくりとなっていた。松代藩の深川下屋敷同様、海水を泉水に引き込
む仕組みとなっていた。

８代藩主・真田幸貫平服画像
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登
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由

登城日数

月次御礼

毎月1日・15日・28日（喪中、体調不良などにより登城し
ない日もあり）

20

五 節 句

七草（文政13年1月7日)、上巳（文政13年3月3日・体調
不良で登城なし）
、端午（文政13年5月5日・体調不良で
登城なし）
、七夕（文政12年7月7日・喪中のため登城な
し）
、重陽（文政12年9月9日）

2

年始登城（文政13年1月1日）
、年始回勤（1月2日）
、
謡初（1月3日）、具足飾り（1月9日）、嘉祥（文政12年・
13年 6月16日 登城の記録なし）
、八朔（文政12年8
月1日）
、玄猪（10月初めの亥の日・文政12年10月2日）

6

参勤御礼のため登城（文政12年7月28日・喪中のため
遅れて登城）

1

大納言様紅葉山へ御参詣済まされにつき、御祝儀とし
て登城（文政12年9月19日)

1

水戸中納言（徳川斉脩）逝去につき御機嫌伺いのため
登城(文政12年10月17日）

1

6日

4月

7日・23日

5月

11日・27日

稽古を行った月日

回数 一緒に稽古した人物

江戸では家族や親族︑旧知の旗本や大名とも

師を招き雅楽の稽古も度々行っています︒

頻繁に対面しています︒毎日のように親族を屋

敷のプライベート空間である奥に招き︑講談

師・伊東綾舎による軍書講談を聞いたり︑食事

10日

を共にする様子がうかがえます︒

20日

6月

松代藩主に限らず︑生まれ育った場でもあ

2日・21日・28日

5月

天保２年（1831）、８代藩主・幸貫が参勤交代で松代から江戸へ旅をした際、風景とその様子を絵
や文章、和歌を織り交ぜて書いた旅日記。
熊谷宿（現在の埼玉県熊谷市）での記述に「ひととせのつもる心をかたるべき逢日もけふは近づ
きにけり」とあり、早く江戸に着いて1年間のつもる思いを語り合いたい、という気持ちが書き
表されている。

り︑親しい人達と過ごすことのできる江戸は︑

4月

８代藩主・真田幸貫筆 江戸時代後期

故郷といえる場所だったのでしょう︒

5日・12日・14日・20日

朝日日記
18

大名が江戸に滞在する場として︑江戸屋敷が

12日・26日

ありました︒江戸屋敷には︑主に藩主が仕事と

12日・18日

3月

生活の場とする﹁上屋敷﹂︑隠居後の藩主家族や

7日・10日・14日・20日

2月

次期藩主が住む﹁中屋敷﹂︑遊園や火災時の避難

回数

23日

先などの目的で用意された﹁下屋敷﹂がありま

30日

した︒また﹁抱屋敷﹂といって︑百姓の土地を

金田斧太郎

7日

購入し百姓に代わって年貢を納める形で所有し

17日

た土地に建てた屋敷があり︑これは資産保有と

上村栄吉

3月

いう側面が強いものでした︒

7日・19日

貞享三年〜天保十二年︵一六八六〜一八四

2月

一︶の間︑真田家の上屋敷は麻布溜池にあり︑

瀧川八郎

23日・27日

中屋敷は持たずに赤坂南部坂の下屋敷に中屋敷

仙石修理

14

1月

の機能を持たせ︑他の下屋敷は谷中三崎・深川

24日

小松町など︑二〜三ケ所にあったことが確認さ

水野啓太郎

12月

溜池上屋敷の中央崖の位置にあたる、現在の様子。
現在も土地の高低差はそのままに残る。

れています︒麻布溜池の上屋敷には抱屋敷とし

若殿様（幸良）

30日

閏3月

南部坂下屋敷の土蔵の道具帳には、弘化４年（1847）に松平越中守より到来
したものとあり「御初年より御家政向厚御世話被進候ニ付」御礼として贈ら
れたものと記されている。
このときの松平越中守とは桑名藩主・松平定永であり、８代藩主・幸貫の実
兄にあたる。江戸にいる間、幸貫は頻繁に定永の屋敷へ出入りし、書状も多
く取り交わしていた。

て今井屋敷・谷川抱屋敷が隣接し︑今井屋敷に

9日・12日

11月

鞍 黒塗丸に三本束ね矢紋 江戸時代後期

29日

稽古を行った月日

による
雅楽の稽古

飯田荘蔵

11月

文政12年10月

（松平越中守家来）

飯田庫三郎

10日・30日

4月

文政13年

諏訪荘右衛門

9月

閏3月

加治啓治郎

松平左金吾

中屋敷の機能を持たせた時期もあったようで

文政13年

酒井隠岐守

す︒

鈴木清兵衛
による
起倒流柔術の
稽古

丹羽孝徹

三田藤兵衛

大平家資料

溜池上屋敷の絵図。簡易な図面であり、絵
図の用途は不明。溜池は土地の起伏が激し
く、灰色部分は崖である。広い台地面に御
殿を建て、西側の崖下の低地に藩士らの長
屋や馬場などを設けている。上部や中央に
描かれる崖には階段などが設けられていた
こともわかる。

瀧川十次郎

瀧川八郎

10月

松代藩主の江戸での生活は

6日・13日・19日

どのようなものだったのでしょうか︒藩主の

3月

17

側近く仕えた御側御納戸役の日記から︑文政

6日・17日・24日

十二年五月〜文政十三年六月︵一八二九〜一

2月

文政12年8月

江戸時代後期

2

同席した人物

真田長兵衛

八三〇︶の八代藩主・幸貫の江戸滞在中の様

3日
12日・20日・24日

閏3月

江戸上屋敷之絵図（溜池上屋敷）

13日・22日

1月

子をみていきましょう︒

文政13年

江戸での公務のひとつに︑将軍への拝掲や

12月

講談師
伊東綾舎による
軍書講談

回数

様々な儀礼に参列するための江戸城への登城

講談を受けた月日
文政12年11月

8代藩主・真田幸貫画像

15

合 計

がありました︒参勤で幸貫が江戸藩邸に入っ

※江戸の真田家菩提寺

たのは五月二十一日︒先代・幸専の喪中のた

文政12年9月3日（6代幸弘正室・真松院13回忌法要）
・
文政13年1月3日

め︑公務にあたる江戸城へ登城しての参勤の

覚性院（5代信安） 文政13年4月23日（祥月命日）

報告はすぐには行っていません︒到着後まも

大蓮院（初代信之正室） 文政13年2月24日（祥月命日）

なく実父にあたる松平定信が亡くなり︑幸貫

円陽院（2代信政） 文政13年2月5日（祥月命日）

その他

2
1
1
1
1

乾徳院（4代信弘） 文政13年2月26日（祥月命日）

は江戸帰着後から出棺まで︑たびたび松平越

文政12年12月19日・文政13年1月19日（祥月命日5月
19日）

幸貫実兄︶邸に足を

真珠院
（7代幸専正室）

中守︵定信の子・定永

盛徳寺※
への参詣

3

運んでいます︒公務が再開されたのは︑幸専

文政12年9月6日・12月6日・文政13年1月6日・5月6日

大暁院（7代幸専）（祥月命日は7月6日）

数

4

の一周忌が過ぎ︑喪が明けた七月中頃から

日

で︑参勤の挨拶は七月二十八日に行っていま

参 詣 日

す︒その後は毎月一日・十五日・二十八日の

参詣の相手

・12月17日・文政13年1
大鋒院（初代信之） 文政12年10月17日（祥月命日）
月17日・5月17日
月命日

定例の登城︵月次御礼︶のほか︑年始・祝

合 計

日・五節句などに登城し将軍へ祝賀を述べま

1
36

御暇願のため登城（文政13年6月13日）

御側御納戸役は、藩主の側近くで藩主の物品管理などを主
に行った役職。
写真は８代藩主・幸貫の御側御納戸役が記した日記。
文政12年 5 月〜文政13年 6 月（1829〜1830）の間、幸貫は江
戸屋敷で過ごしており、日記の記録から、江戸での幸貫の
つとめの様子や交友関係などを垣間見ることができる。

した︒

2

公務の合間には︑稽古事を行う様子がうか

公家衆御対顔・御返答につき登城（文政13年2月28日・
3月2日）

真田家文書

がえます︒幸貫が盛んに研究した起倒流柔術

2

文政12年5月〜文政13年6月（1829〜1830）

国文学研究資料館蔵

を︑師範である鈴木清兵衛のもとへ出向くな

和姫（将軍・徳川家斉の20女）
若様 御引越・御婚礼済
の御歓につき登城（文政12年11月27日・28日）

御側御納戸日記

どして︑月に一〜二回の頻度で嫡子・幸良と

他

イタリアの写真家・フェリックス＝ベアトによる、江戸愛宕山東からみた江戸のパノラマ写真。品川台場あたりから江戸城西の丸下あたりま
でを写す。おびただしい数の大名屋敷が立ち並ぶ様子は圧巻である。

ともに稽古を行いました︒また︑実兄にあた

城

愛宕山から見た江戸のパノラマ 慶応元年（1865）頃 東京都写真美術館蔵

る松平越中守定永の家臣・加治啓治郎なる楽

登

城

松 代 藩 主 の江戸暮らし

８代藩主・真田幸貫の江戸での１年の行動
（文政12年５月25日〜文政13年６月21日）

