
１ はじめに

かつて栂井義雄氏は明治維新前後の幕府権力

対する三井の動向を考察された論稿
(1) 
におい

て、幕末開港期の三井は幕府との結合を強める

ことによって当時直面していた深刻な経営危機

からの脱出を企てたが、それがかえって三井家

の危機を深め、幕府との間の対立を生むに至っ

たこと、幕府権力自体の崩壊が目前に迫ってい

るという認識から三井は幕府との関係を断って

朝廷側に転身する他はないという「根本的態

度」
(2) 
に至ったこと、しかし佐幕派の中心であ

る江戸にも店舗を持つ三井家は保身の必要上、

朝廷側に身を翻した後においても、なお数ヵ月

の間は幕府側との連絡を持ち続けたこと
(3)
を論

じられた。幕府権力と朝廷＝勤王派の間に挟ま

れたこの時期の三井の複雑な行動は栂井氏の指

摘されたとおりであるが、三井が幕府の崩壊直

前まで幕府との関係を保った理由は果たして

「保身の必要性」のみであったのであろうか。

この論点を明らかにするためには同時期におけ

る三井と幕府の関係を直接的に反映する幕府の

さまざまな御用引請け要請に三井がいかなる対

応をしたのかという点を検討しなければならな

い。したがって本稿の課題は、慶應３（1867）

年の「兵庫商社御用」辞退問題を中心とした、

幕末開港期における三井の幕府御用引請けの過

程における諸問題の分析を通じてこの時期の三

井の幕府御用引請けに対する姿勢を解明するこ

とにおかれる。

（注）

(1) 栂井義雄「明治維新前後の三井」(専修大学学会『専修大学
論集』第35号 1964年) 

(2) 同前　p.82。

(3) 同前　p.84。

２　兵庫商社御用の辞退

明治維新前夜における三井の幕府権力からの

「離反」をその御用面からもっともよく表すも

のは、慶應３（1867）年８月以降の「兵庫商

社御用」の辞退問題であろう。
(1) 
以下、『稿本

三井家資料』
(2)
に依ってこの御用辞退の経緯を

検討してゆく。

三井家の当主である三井八郎右衛門に対して

勘定奉行所から兵庫商社頭取就任の打診があっ

たのは慶應３年８月21日であった。奉行所か

らの呼び出しに応じて出頭した両替店名代に対

して、勘定奉行小栗上野守忠順から以下の申渡

がなされたのである。

申渡

御勘定所御用達

三井八郎右衛門

兵庫御開湊ニ付、商社頭取申渡間、入念可相勤

候、

この兵庫商社設立は勘定奉行小栗忠順の構想

になるものであった。小栗は兵庫貿易を幕府の

管理下においてその交易利潤を独占することを
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画し、フランス公使ロッシュと謀って一大「コ

ンペニー」を設立してその担当機関とするとと

もに、兵庫開港に伴って必要と見積もられる莫

大な経費80～90万両（運上所、港湾施設、常

夜燈、居留地の建設費、道路改修費等）をこれ

ら商人を通じて調達することを計画したのであ

る。その方法は、有力大坂商人20名を中心と

する商社に200万両の紙幣発行権を与えるとい

うものであった。
(3) 
したがってもし三井が幕府

の要請を容れて商社頭取に就任した場合は、三

井は元手金として多額の出資を余儀なくされた

であろう。

勘定奉行から商社頭取就任の命を受けた江戸

の重役は評議のうえ、近来「江戸・横浜勘定所

貸附御用」「江戸横浜通用銀札」「関八州国内限

通用金札」などの新規御用（後述）を請けてい

るために新たな御用を引請ける余裕がないこ

と、商社御用引請けに伴う「多分出金融通筋之

趣」
(4)
が多大な負担となること、の二つの理由

から「迚も右御用筋難御勤ニ付、只管御免御歎

願可被遊外御手段無御座」
(5)
との結論に達し、

三野村利左衛門が申し渡しに立ち合った星野豊

後守と昵懇であることから同人を通じて豊後守

に免除を内願すること、商社御用免除の代わり

として前年に打診のあった京都における「御貸

附御用」を引請けることなど、当面の対策を決

したのであった。９月６日には三野村を交えて

再評議が行なわれたが、三野村は前議の対策に

対し「只々御免而巳御申立候而ハ迚も御聞済有

之間敷、何レニモ別段之廉ニ而御益筋目論見候

ハ而ハ御遁レ相成間敷、尤此節之御場合ニ而御

貸付所等之御願立ニ而ハ、御上御出財筋之儀故

御取用在之間敷、何と歟商社ニ不携候而可相勤

御益筋工夫勘辯仕度」
(6) 
として、有効な代案を

得るまで勘定所への回答を引き延ばすことを提

起し、その間に三野村を通じて御用免除の内願

を行なうことになった。

管見の限りにおいては、これ以降、三井の商

社御用問題が、公式にはどのような形で決着を

見たのかを明らかにする資料は残されていな

い。結局、兵庫商社は三井の参加を得ないまま、

鴻池善右衛門、広岡久右衛門、長田作兵衛の三

名を頭取として組織され、慶應３年11月には

「兵庫開港札」１万両を発行したが翌慶應４

（1868）年１月に幕府の瓦解とともに解散した

とされている。
(7)
その意味では三野村の提案し

た引き延ばし策が効を奏したとも言え、『三野

村利左衛門伝』の「黙殺」という表現も当を得

たものと言えるかもしれない。ただし、その引

き延ばしの間にも、水面下においては幕府と三

井の間にはいくつかの駆け引きが行なわれてい

たのである。

そのひとつは前述の京都における「御貸附御

用」に関するものである。
(8)
10月７日に在京中

の勘定組頭小澤金五郎の宿舎において小澤より

三井の本庄米三郎が、 ①このたび三井に御貸

付御用を申し付けるつもりであること。 ②貸

付元金として２万両を貸し下げる予定であるこ

と。 ③江戸表の貸付御用よりも「格別出精」

の利息を上納すべきこと、の三点の内意を告げ

られた。この情報を得た京都の三井は評議の結

果、この御貸付御用が商社御用の代わりである

か否かが不明であるとして、江戸表貸付御用の

心得のある手代の帰京まで回答の猶予を願うこ

とに決し、併せて兵庫商社の件についても猶予

を願い出た。これに対して小澤は、貸付御用に

ついては猶予の願い出を含みおくが、商社御用

についてはいかに免除を願い出ても御用免除は

認めがたいと回答した。その理由は三井に対し

て免除を認めた場合、商社役員を申し付けた他

の商人への影響が多大であるというものであっ

た。ただし、貸付御用についても表向きは申し

付けを延期することはできないとして10月11

日、三井八郎右衛門に対して以下の申し渡しが

行なわれた。

此度御貸付御用取扱申付候、右ニ付御金二万両

－75－



程御下ケ渡ニ相成、内一万両ハ置居、跡一万両

程ハ何時御入用之程難計ニ付、其旨相心得居、

尤其方万事於江戸表ニ右御入用相勤居候ヘハ、

右之振合モ可在之間、利足上納方万端篤と勘辯

之上、早々可申出被仰渡候

このような督促に対して三井は江戸表での商

社御用免除の交渉の方向が不明なままでは貸付

御用を引請けることはできないとして再度猶予

を願い出たのである。

京都における貸付御用に関してはその後も幕

府と三井の間で利息上納等の条件について交渉

が続けられていた。
(9) 
慶應３年11月の日付のあ

る「乍恐口上覚」
(10)
という文書では、 ①江戸

御用所の貸付御用では幕府より貸下げを受けた

元金のうち、実際の貸付額分に対してのみ利息

を上納し、残額については無利息となっている。

②今回の貸付御用では貸下げ額２万両のうち１

万両は備え置きとし、残額の１万両で貸付を行

なうようになっているが、備え置きの１万両に

ついても利息を上納するのであれば勘定が立た

ない。 ③江戸と違って当地は土地が手狭であ

り、遊金が生ずる春季の貸付では利下をせざる

を得ないし、貸付高の変動も大きいであろう。

④月々の貸付額、利息を計算した上で利息を上

納するのでは手間がかかるので、貸付元金分１

万両について、春季・秋季の貸付額、利息を平

均して１ヵ年分の上納額をあらかじめ決めてお

きたい、との申し入れが行なわれている。「高

福資料」には幕府の提示した条件が記されてい

ないのでその詳細は不明であるが、その条件は

おそらく貸下げ額２万両の全額について江戸の

場合と同率に近い利息上納を求めるものであっ

たと思われる。したがって三井の提出した「口

上書」は、幕府に利息上納率の引下を求めると

同時に、幕府の提示した条件では貸付御用の引

請けをも辞退せざるをえないという三井側の意

志を表明するものであったと考えられるのであ

る。

他方、商社御用そのものについては幕府側か

らの引請けの督促もなく小康状態が続いていた

が、９月末から10月初めにかけて新しい動き

がおこった。9月末に紀州藩の諫川三郎平なる

人物が三井と勘定奉行所との仲介役として登場

したのである。諫川は大坂店の吹田四郎兵衛か

ら三井側の事情を聞いた上で、三井の商社頭取

就任辞退が商社御用を勤める他の大坂商人の動

揺を招かなければ問題はない、と判断して勘定

奉行所衆に三井に対する御用免除を働きかけた

のである。
(11)
10月２日に諫川を通じて三井側

に伝えられた勘定奉行所の意向は以下のような

ものであった。
(12)
①三井の申し分はもっとも

であるが、商社頭取の一件は勘定奉行限りでは

なく老中からの指示であるのですべて御免とい

うわけにはゆかない。
(13)
②そこで三井八郎右

衛門の御用名を「兵庫税銀取立惣頭取」と改め、

「出銀筋并寄合会出席等之儀」を免除する③三

井に関して鴻池等一統の組とは別の一人立別御

用とする。

勘定奉行の提案は「出銀筋免除」という三井

にとって有利な条件を含んでいたが、三井は

「税銀取立振合相分り不申」との理由でこの提

案の受け入れに難色を示し、「唱替之御沙汰御

猶豫」を願い出たが、そのような理由で猶予を

願った例がないとしてこの猶予願いは受け入れ

られず、兵庫開港（12月7日）が迫っていると

して御用引請けの返答を迫られる結果となっ

た。
(14)
窮地に追い込まれた大坂店は江戸に書

簡を送り、江戸表において京都貸付御用を税銀

取立御用の「御用代り」とすることの是非を問

い合せたのであった。
(15)

この情報を得た江戸の重役は三野村利左衛門

を呼び寄せてその意見を求めた。三野村は、①

京都貸付御用をもって兵庫商社御用の代替とす

ることは不可能であること、②幕府側に受け入

れられる代替の御用についてはいまだ妙案が得

られないこと、③勘定奉行小栗等に更に内願を

行なうことを述べ、現時点で採りうる策はひた
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すら回答の猶予を求めることのみである、との

考えを示した。
(16)

このような江戸表の方針を大坂に伝える書状

には「追啓」として以下の「情報」と「風聞」

が添えられている。
(17)
①三野村が小栗のもと

へ嘆願におもむいたところ、商社御用はもとも

と八郎右衛門に申し付けるつもりではなかった

が、大坂商人の中から三井へも申し付けられた

い、との希望があった、また八郎右衛門がこの

御用を辞退した場合は改めて三井元之助
(18)
に商

社御用を申し付けられたいと申す者があったと

の風聞があるので、大坂店の内部にこのような

画策をする者がいるのではないかという話を聞

かされたこと。元之助に関する風聞は別の嘆願

先でも聞かされたこと。②大坂において仲介役

として登場した紀州藩の諫川三郎平は幕府の雇

人となり、商社御用は万事同人に任せられてい

ること。大坂の大商人に商社御用を申し付けた

のは諫川であり、その際、横浜開港以来御用を

勤めている三井を商社御用に加えてほしいとい

う大坂商人の希望を容れて三井に商社頭取を申

し付けることを発案したのも諫川であったとの

風聞があること。

このような風聞を裏付けるかのように、この

頃大坂においては吹田四郎兵衛が諫川より早急

に「兵庫開湊税銀取立惣頭取」就任の請書を提

出するように迫られていた。
(19) 
諫川は「惣頭

取」は名前のみで実際の諸用向きは頭取である

山中善右衛門ほか両人が勤めるものであるから

「深く御案し無之、速ニ被御請候方末々之御為

筋」であると言う一方で、「何分ニも商社之號

ハ日本之商人たるハー人も遁レ候儀ニ無之、右

商社御遁レ被成候ハゝ御商賣替ニ而モ被成、士

農工之内ニ御成候ハゝ格別、商之字意篤と御勘

考可在之」との脅迫的な言辞をもって惣頭取就

任を強要したのであった。

諫川の強硬な態度に動揺した大坂方では、元

方の評議において「此上ニも彼是申張、諫川様

御立腹、如何體之御申立ニ而不容易御迷惑筋之

御用ニ而も被仰付候而ハ其節後悔致し候場ニ陥

り申間敷哉」、江戸横浜貸付御用の場合は横浜

開港以来、外国方御用を勤めた末のことである

が、同様の実績がない上方においては兵庫商社

御用を辞退したうえで、京都貸付御用を願い出

ることはできない、などの悲観論が噴出した。

その結果、大坂方は江戸表での交渉が不調に終

わった際には「篤と熟考可致候」というところ

まで追い詰められていたのである。
(20)

しかしまさにこの瀬戸際で政治情勢が動い

た。10月14日には将軍慶喜が大政奉還の上表

を行い、12月９日には王政復古が宣言された

のである。そしてこの政治変動の中で三井の

「兵庫税銀取立惣頭取」就任も「京都貸附御用」

引請けも雲散霧消するに至ったのである。

これまでその過程を詳述してきた「兵庫商社

御用」辞退の、幕末開港期における三井の幕府

御用引請問題の中における特異な点は、この時

期の他の御用引請けとは対称的に、貿易関係御

用の引請けに積極的な姿勢を示していた三野村

利左衛門
(21)
を含めて江戸、大坂、京都の営業店

の重役ならびに三井同苗など、（前掲の大坂店

に関する「風聞」を除けば）三井家全体が御用

引請けに反対の立場をとり、三井の全組織を挙

げて免除嘆願運動が行なわれたことである。そ

れでは三井をしてここまで執拗な御用免除嘆願

運動
(22)
を行なわせた要因は何であったのであろ

うか。

その第一は、「兵庫商社御用」引請けが三井

に多額の出金を強いる結果となることである。

すでに述べたように、幕府の「兵庫商社」設立

の主要な動機のひとつは開港に伴う諸施設の建

設費用を大坂有力商人に負担させることであっ

た。深刻な財政危機状態
(23)
にあった幕府にとっ

ても、同様に経営不振と資金繰りの悪化、その

中で幕府の数度にわたる「御用金」上納要求
(24)

に悩まされていた
(25)
三井にとってもこの資金問

題は互いに譲れないものであったであろう。三
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野村が早くから「京都貸附御用」は「兵庫商社

御用」の代替案にはなり得ないと述べていたの

は、彼が幕府側の意図をいち早く見抜いていた

からに他ならないであろう。

第二の要因は「兵庫商社頭取」が三井八郎右

衛門他３名(鴻池善右衛門、広岡久右衛門、長

田作兵衛)に申し付けられたことである。この

時期の三井の幕府御用引請けは原則として「一

手引請」であった。三井が「一手引請」にこだ

わったのは御用引請けから生じる利益の独占を

図るという積極的な理由と、共同引請者の過

失・破綻時の連帯責任を回避するという消極的

な理由があったと思われるが、いずれにせよ

「兵庫商社御用」は三井の「一手引請」の原則

に反するものだったのである。

以上は主として三井内部から生じた御用辞退

の要因であるが、三井に「兵庫商社御用」辞退

を決断させた要因はそれだけではなかった。兵

庫開港をめぐる政治・社会情勢がそれである。

衆知のように兵庫開港は当時の一大政治問題で

あったが、慶應３年５月に幕府が兵庫開港の勅

許を得た後においてもその適否をめぐる対立は

解消されたわけではなかった。したがって勤

王・討幕派勢力が強い上方において、しかも永

年に渡って禁裏御所関係の御用を勤めてきた三

井が彼らの反対する兵庫開港に関係する幕府御

用を勤めることを躊躇するのは当然のことであ

った。「高福資料」に収録された大坂店から江

戸店への書簡の中に綴られた以下の文言がこの

事情をよく物語っているであろう。「何分ニも

外御用筋相勤候而成共、右商社頭取之廉飽迄も

御除キニ相成候様相願不申而ハ世評之程も恐

敷、別而當時之形成、如何體之可及御災難ニ哉

も難計と、重々心痛而巳罷在候」
(26）

いまひとつの要因は慶應元（1865）年以来

の三井と薩摩藩との関係である。
(27)
この年９

月から三井は薩摩藩の発行する「琉球通宝」の

引換え業務を引請け、翌慶應２(1866）年から

は同藩の藩札発行
(28）
に携わるなど薩摩薄との

関係を深めていた。その薩摩藩はフランスの助

力を得た「兵庫商社」による幕府の兵庫貿易独

占計画に強く反対しており、西郷吉之助は英国

外交官サトウに「五、六人の大名で構成する兵

庫開港問題委員会設置案を披露」
(29)
していた。

さらに小栗忠順に兵庫商社設立計画案が建議さ

れた（慶應３年４月）直後の４月27日には薩

摩藩家老小松帯刀、西郷吉之助ら９名が京都の

三井総本家を訪れ、当主三井八郎右衛門高福ら

と密談したという事実もあった。
(30）
三井の薩

摩藩への接近と薩摩藩の「兵庫商社」による幕

府の兵庫貿易独占への強い反発も三井をして

「兵庫商社御用」辞退へと踏み切らせた大きな

要因であろう。

しかし「兵庫商社御用」辞退の事実のみをも

って三井の幕府権力からの離反を結論づけるこ

とは早計である。この時期に至っても三井は少

なからぬ幕府御用を新規に引請けているからで

ある。

幕末開港期における三井の幕府御用引請けに

関する方針をさらに明らかにするためには、項

を改めてこの時期の三井の、他の幕府御用引請

けの過程と、そこにおける三井家各層の動向を

検討しなければならない。

（注）

(1)兵庫商社御用の辞退に、幕府権力との距離をおこうとする
三井の姿勢を強く読み取ったものに、『三野村利左衛門伝』
（三野村清一郎　著　三野村合名会社　刊1969年）がある。
「当時すでに頽勢の色覆うべくもなかった幕府に対して批判
的であった三井は、右の兵庫商社の組織には参加しなかっ
た。兵庫商社頭取の任命を黙殺し、幕府との関係を不離不
即の立場に置き、これ以上深入りしない方針に切り替えた
のである。」

（同書　p33）

また、『三井両替店』（日本経営史研究所（編）三井銀
行　刊1983年）にも以下の記述がある。「三井の姿勢には
幕府の政策に対し一定の距離を保とうとする傾向がうかが
われる。…幕府に対し兵庫商社頭取就任を固辞したのもそ
の例であろう。」（同書　p334）

(2)三井文庫（編）『稿本　三井家資料』全86冊　三井文庫
1909年。「北家第八代　三井高福」p1218～。（以下「高福
資料」と略記）

(3)三井銀行80年史編纂委員会(編）『三井銀行80年史』 三井
銀行　刊1957年。p33。
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三井銀行調査部『物語　三井両替店』東洋経済新報社1984
年。p.198～202。

(4)高福資料」p1221。

(5)同前　p1220。

(6)同前　p1222。

(7)前掲『物語　三井両替店』p.202～203。

(8)前掲「高福資料」p.1225～1227。

(9)この交渉の過程を単に貸付御用の条件をめぐるものとのみ
捉えることはできないであろう。この交渉の裏では貸付御
用を商社頭取就任の代替案にしようとする三井側の意志と、
それを知って貸付御用においては厳しい条件を押しつけ、
あるいはそれを通じて三井に商社頭取就任を促そうとする
幕府側の意志との暗闘が行なわれていたと考えるべきであ
ろう。

(10)前掲「高福資料」p.1236～1237。

(11)同前p.1240～1242。

(12)同前p.1242～1243。

(13）三井の商社頭取就任の件は老中のみならず将軍の耳にも
達していたとされている。

「此度之儀ハ不容易御用筋ニ而、上様被達御聴、御老中様
より御沙汰ニ相成候體ニ付…」（前掲「高福資料」p1238）

(14)前掲「高福貿料」p1243。

(15)同前p.1244～1245。

(16)同前p.1145～1248。

(17)同前p.1248～1251。

(18)三井元之助高生は当時20歳代の若さ(1843年生れ）であっ
たが、万延元年以降、月並本寄合の構成メンバーに加えら
れ、三井家の運営に関わるようになった。(三井文庫（編）
『三井事業史・本編1巻』 三井文庫1980年、P660。）

(19)前掲「高福資料」p.1251～1253。

(20）同前p.1254～1255。

(21）三野村の考えは寄合における以下の発言に明確に表れて
いる。「何分商社御請の儀ハ甚不宜、往々大御心心痛而巳出
来可申間、何所迄も御免嘆願之外無之…」（前掲「高福資料」
p1246。）

(22)後述するように幕府より御用引請けの打診を受けた場合、
いったんは「御免嘆願」の態度を示すことはこの時期の三
井の常套手段であった。それは、①いったん辞退のポーズ
を見せることにより幕府からより有利な引請条件を引き出
すための手段、②新規御用引請けに難色を示す京都在住の
同苗や、守旧的な重役層への説得手段、というこ二つの理
由からであったように思われる。

(23)たとえば山本有造『両から円へ』（ミネルヴァ書房1994年）
p.2～8。

(24)幕末開港期における三井への御用金上納要求とその実際上
納高は以下のとおりである。

三井にとって「兵庫商社御用」申し付けは形を変えた「御
用金」の賦課であったかもしれない。

・安政元(1854)年：海防費・禁裏再興費として御為替三井
組3000両、本店2700両を賦課・上納

・万延元（1860)年：本丸再建費として銀500貫(銀60匁＝
金1両換算で8333両余、以下同）賦課→営業の窮状を訴え
免除を願うが認められず、賦課額を10ヵ年賦で上納

・元治元(1864）年：銀800貫（13333両余）賦課→銀100
貫献納を申し出るが認られず、銀200貫上納

・慶應元1865年：第２次征長費として御為替三井組３万
両、江戸本店1万両賦課→三井組２万両、江戸本店1万両上
納

・慶應２（1866）年：大坂本店銀200貫（3333両余）賦課
→両替店が代納

・慶應２(1866)年：150万両賦課→50万両３ヶ年賦に減額
→18万両上納、残額免除(慶應３年３月)

(25)三井文庫（編）『三井事業史・本編第1巻』

三井文庫1980年、第６章「幕末の三井家の経営」参照。

(26)前掲「高福資料」p1239。

(27)前掲『三井事業史・本編第２巻』p.6～7。

(28)前掲『三井両替店』p.336～337。

(29)前掲『物語　三井両替店』P199。

(30)同前p.199～200、前掲『三井銀行80年史』p.34。両書と
もに密談の内容は不明であるとしているが、その行間から
は「兵庫開港」ないしは「兵庫商社」問題がその場におい
て話題に登ったであろうことを読み取ることができる。

３　幕末開港期における三井の幕府御用引請け

の諸特質

Ａ　箱館役所付御為替御用
(1)

日米和親条約に基づく箱館開港（安政２＝

1855年）に伴って蝦夷地が幕府直轄となると、

幕府は蝦夷地から内地へ向かう船舶、貨物の取

締りのために箱館産物会所を設立した（安政

４＝1857年）。しかし箱館からの貨物(海産物）

の多くは大坂・兵庫へ向かう途中の港で荷揚げ

され、会所の運営が困難となったので、万延元

（1860）年より荷物確保のために漁場への前貸

金融が開始された。同年7月に勘定所より三井

八郎右衛門に対して「箱館役所付御為替御用」

の内意が示された。その用務は漁場へ前貸しす

るための元仕入金を大坂町人から集めて箱館に

送る為替業務であった。三井はいったん御用繁

忙を理由としてこれを辞退したが、立替金のな

いことを確認した上で引請けを了承し、同年

12月に正式に御用を命じられた。この御用は

三井単独ではなく三井八郎右衛門（大坂本店）

と竹川彦太郎（御為替十人組）が共同してその

任にあたった。文久２(1862)年、敦賀会所設置

に伴って京都町人からも元仕入金を集めるため

に三井三郎助(京都両替店)も同様の御用を命じ

られた。この時も三井は島田八郎佐衛門、小野

善助と共同して任にあたったが、今度は加入金

が不足したために立替金を納めなければならな

かった。大坂においても同様の事態に至ったた

め、文久３（1863）年８月、三井八郎右衛門

は呉服業の仕入資金に差支えるという理由で、
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同年12月には三井三郎助が11月の江戸本店の

自火による出金負担の理由で御用辞退を申し出

たが、大坂、京都ともに辞退は認められなかっ

た。その結果、三井は島田、小野とともに年２

回、1万両ずつの元仕入金を納め続けなければ

ならなかった。

「箱館会所付御為替御用」引請けに関して留

意すべき点は以下の四点である。①大坂におけ

る御用引請けの打診に対して、三井はいったん

御用辞退を申し出ることによって、勘定所から

「立替金なし」等の有利な条件を引き出してい

ること。ただし、大坂で御用を引請けた後には、

京都においてはこの方法は使えなかったこと。

②引請けに伴って三井側から立替金等の出金の

ないことが御用引請けの条件となっているこ

と。③三井の御用引請けは「一手引請け」が原

則であるが、場合によっては他家と共同で幕府

御用を引請ける場合もあること。④いったん御

用を引請けた場合は、後にそれが本業である呉

服業や両替業の営業を圧迫する結果となっても

御用の辞退が認められがたいこと。
(２)

Ｂ　横浜店出店時の御用引請け
(３)

安政６(1859)年６月の横浜開港に伴って、外

国奉行水野築後守より三井八郎右衛門（江戸本

店）に横浜出店の要請がなされたのは同年２月

27日、「外国方御金御用達」の申し付けがあっ

たのは２月29日であった。これに先立って安

政３(1856)年３月には三井八郎右衛門より京都

町奉行に宛て「今後、長崎以外の地で交易を始

める場合も［長崎］会所頭取と同様に三井一手

に御用を申し付けてほしい」旨の書状が送られ

ており、
(４)
横浜開港決定後にも「江戸本店より

手続ヲ以、其筋役人様江内願等致候哉之風聞」
(５)

があったとされている。「外国方御金御用達」

御用の用務は、当初は貿易品を幕府管理のもと

で入札に付し、その代金を全額預かって輸出商

人に支払いをし、残金を江戸へ為替送金するこ

とと役所金の出納を行うことであった。江戸本

店は京都の八郎右衛門に引請けの可否を問い合

せた後、出店については３月７日に、「外国方

御用」引請けについては三井一族（八郎右衛門、

三郎助、次郎右衛門、元之助）の一手引請けを

条件として３月17日にそれぞれ受諾の意志を

伝えた。その後、５月には外国方より内外貨幣

両替御用と役所入用金の一時立替が要請された

が、これを謝絶した。特に立替金については

「御立替金之儀ニ付而ハ、不限多少御免御沙汰

奉願度奉存候」
(6)
と強い文言の文書で回答して

いる。また、開店当初、生糸の取り扱いは禁じ

られていた。
(７)

呉服物売込を中心とする三井横浜店の経営は

早くも文久２（1862）年に行き詰まり、同店

は呉服物売込を中止し、「外国方御用」と横浜

商人への貿易金融を中心とした経営に転換す

る。

その中で、横浜店の「外国方預り金」は文久

２年後半
（8）
には金両換算で70万両台に登り、

預り金に占める洋銀の割合は80％台となる。

そしてその洋銀の約半分は内外貨幣交換による

洋銀預かり高を示す「定式・別廉預り金」勘定

に属するのである。つまり横浜店は少なくとも

資料が現存する文久２年以前の段階で、当初は

「金銀之位性合之善悪等一向存不申」
(9)
として

拒絶していた内外貨幣交換用務を引請けていた

のである。横浜店がこの用務を引請けた経韓を

示す資料は現存していないが、それを類推しう

る資料は存在する。「横浜店諸御用引請ニ付詫

願書」
(10)
の中の「一昨子年金銀座方御用、引続

横浜・横須賀製鉄所為替御用被仰付…其時々御

賢慮御窺申上候ニ而御請可仕処、無其儀当地限

ニ而御請仕相勤候」との記述がそれである。

横浜店＝江戸本店は京都在住の主人に断りなく

次々と独断で新規御用を引請けていたというの

である。三井文庫資料は主として大元方及び営

業諸店の帳簿類、営業諸店間の往復書簡、日誌

類から構成されており、通例新規御用引請けの

際には江戸店から大坂店、京都元方への書簡の
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中にその記事を見出すことができる。したがっ

てその中に横浜店の「内外貨幣交換御用」引請

けの経緯を記すものが存在しないということ

は、横浜店＝江戸本店が京都・大坂に諮ること

なく独断でこの御用を引請けたことを間接的に

示すものではないであろうか。

横浜店出店時の御用引請けに関して留意すべ

き点は以下の四点である。①横浜出店と「外国

方御用」引請けは幕府から強要されたものでは

なく、三井側からの内願によるものであること。

ただし、この時点での内願の趣旨は貿易品の独

占的取扱と公金預りによる金繰りの改善にあ

り、
(ll)
特権的問屋商人としての守旧的な意図か

ら生じたものであったと言わざるを得ないもの

であったこと。②三井一族による一手引請けが

御用引請けの条件となっていること。③「箱館

産物会所御用」の場合と同様に、ここでも立替

金に対する拒絶の姿勢が見られること。④横浜

店＝江戸本店が京都主人に諮ることなく独断で

新規御用を引請けたらしいこと。この新規御用

の引請けの意図は、その時点では従来と変わら

ぬ公金預りによる金繰りの改善であったとして

も、その新規御用の中に、やがて三井の新蓄積

基盤となる公金預りを基礎とする貿易金融業務

の萌芽が見られること。

Ｃ　御用所の設置と「江戸市中融通貸附御用」

「横浜表勘定所貸附御用」の引請け

慶應２（1866）年11月より「江戸市中荷物

引当融通貸附金」制度（以下「江戸市中貸附」

と略記）が開始された。この制度は幕府が横浜

貿易における関税収入を元金として三井に預

け、江戸商人を対象として荷物担保の貸付を行

う制度であった。貸付期間は3ヵ月で担保荷物

の約７割を上限とし、利子は月一分であり、三

井は勘定所へ納入する年一割の預り金利足との

差額を収入することになっていた。
(12)
またこの

御用引請けにあたって三井は「荷物引当御貸付

金拝借之もの万一証文ニ相振不当申候もの在之

候節者、町奉行所において御取立被成下置候様

奉願上度奉存候」
（13）
と貸金の回収が難渋した

場合には公権力をもって取立を行うよう申し入

れているが、その「貸付仕法」にはそのような

規定を見出すことができない。
(14)
一方、慶應３

（1867）年7月に始まる「横浜表勘定所貸附」

制度は
(15)
生糸生産地商人を対象とした貸付制度

であり、輸出生糸を担保として江戸で貸付を行

い、横浜で決済することを基本としつつも、江

戸－横浜の送荷過程と横浜における売込過程の

二段階の貸付を一体のものとして構成され、前

者の過程の利足は百両につき１ヵ月銀60匁、

後者の過程については銀75匁と定められた。

またこの制度においては、荷物売込不調、ある

いは相場下落により売込代金が貸付額を下回っ

た場合は、横浜の有力売込商八名で構成される

「荷為替組合」が連帯して弁済責任を負うこと

が規定されていた。三井はこれらの御用を引請

けるにあたって慶應２年10月に大元方直属の

「御用所」を設置し、従来江戸本店及び横浜店

が引請けていた幕府御用筋を「本店一巻」から

引き離して御用所に移管した。横浜店は慶應３

年３月に「横浜御用所」に改組されて御用所に

属することとなったのである。

三井八郎右衛門が幕府から「江戸市中貸附御

用」を命じられたのは慶應２年10月であった

が、
（16）
三井はこれ以前に横浜において同様の

制度を設けることを願い出ていた。文久２

（1862）年８月の「御用御貸附金貸付願」
(17）
が

それである。この構想は実現せずに終わったが、

その内容は、
(18）
①横浜外国方預り金から3000

両の永年貸し下げを受けて横浜商人を対象とし

た荷物担保貸付を行う、②三井は月1分（年

12％）の貸付利息収入額と貸下金に対する年

6％の利息上納額との差額を手数料として収入

する、③貸付金返済が滞った場合は役所（外国

方）が借入人・証人を召喚して元利金を取り立

て、横浜店へ下げ渡す、というものであり、上
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述の江戸および横浜における貸付金制度の先鞭

をなすものであった。

御用引請けを命じられた三井の反応は、表向

きは「三井家としては当時幕府からの御用が重

なることをできるだけ忌避する態度で臨んでい

たのであるが、しかし三井家で領り金の調査が

なされ、莫大な塞り貸しのあることは、すでに

幕府に知られてしまっていた。そのために貸付

御用を断った場合に預り金全額の即時上納を命

じられかねない事態となっていたので、三井家

の破産を防ぐためにも貸付御用を引き受けざる

をえなかったのである」
（19）
とされているが、

実際はこれとは異なっていた。三井文庫所蔵資

料「慶應三年四月認、江戸本店・横浜店預り金

之次第」
(20）
には以下の記述がある。「慶應二寅

冬御勘定所より御貸附金取扱御用被仰付、矢張

本店ニ而取扱可致義ニ付、委細文通可有之所、

（［朱書］少々訳柄も有之、京都江文通者右御用

被仰付当惑心痛杯と申越、内々は願立候様子、

依之江戸本店限即座ニ御請申上置、本店勘定名

代稲垣次郎七、両替店通勤支配格永田甚七・寅

十月十八日京着、右御用被仰付候上者御断も難

申上趣、無是非御講申上候外無之段申参り…何

分大造之塞物有之ニ付、此度御用御断申上、若

外方へ都而御金御用被仰付候節者、忽返上納ニ

大差支ニ付、此度御用御請申上…由之申）……

本文少々訳柄と申儀者、…既二此度御用貸附御

用も内実願建候趣、…寅年冬小栗上野介様御用

済発駕二付恐悦旁罷出候処、御用人衆面会ニ而

此度江戸表ニ而内願之趣も、願之通被仰付候由、

次郎七よりも申越、目出度事と御挨拶被為下候

ニ付難有事と而巳返答申侯、実は内願次第委敷

事も不承申故、如何相答候而宜哉と存候得ども

御礼申上候外無之義故、右様相答申候」

つまり本店、両替店を含む江戸三井
(21）
は幕

府に御用引請けを申し付けられる以前に自ら御

用引請けを内願していたのであった。と言うよ

りも、三野村らが幕府と横浜店塞物処理の善後

策を協議する過程で貸付金制度設置構想が浮上

し、三井は当初からその構想に自らを積極的に

位置付けていたというのが真相であっただろ

う。

そして稲垣らは、表向きは「当惑心痛」と言い

ながらも、もしこの御用を断った場合、幕府が

外方に御用を申し付け、三井から預り金の全額

を引き上げる事態になれば三井家の存続が危ぶ

まれるとして、新たな幕府御用の引請けを渋る

京都主人層に「江戸市中貸付御用」の引請けを

承諾するよう迫ったのである。

「江戸市中貸附御用」と「横浜表勘定所貸付

御用」引請けの過程で留意すべき点は以下の三

点である。①三井は文久２年の時点で江戸・横

浜貸付金制度の原型となる「御用御貸付制度」

を構想していたが、それは実現に至らなかった

こと。②江戸の三井は江戸および横浜の貸付金

制度の設立構想に当初から積極的に加わってい

たことが推察され、少なくとも幕府から御用の

申し付けがなされる以前に御用引請を内願して

いたこと。このことは江戸の三井の一部に、幕

府権力を利用しながら発展しつつある外国貿易

に貿易金融の面から積極的に関わることを通じ

て新興証人層を組織し、外国貿易を前提とした

国内流通を支配することの中に、崩壊しつつあ

る幕藩制的市場構造の支配に代わり得る新たな

蓄積基盤を展望する動きがうまれつつあったこ

とを示すものである。③これに対して京都の主

人層は江戸の三井の一部に生まれた新しい動き

を理解することができず、御用引請けに否定的

な態度を貫いていたこと。そして最終的には江

戸側の「奇策」によって御用引請けが実現した

こと。

Ｄ　幕府紙幣発行御用の引請け

三井御用所は慶應３年後半に二種類の幕府紙

幣発行御用を引き受けている。
(22）
そのうち

「江戸・横浜通用銀札」は横浜貿易における支

払手段として慶應３年８月から発行された兌換
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券であった。幕府が三井御用所に10万両の金

札を下付し、外国方などの支払いに宛てた。引

請け時の条件では兌換準備金は幕府から10万

両全額が正金で渡されることになっていたが、

実際は三井が自力で調達し、幕府の関税収入か

ら順次返済を受けた。この金札は十分な流通性

を持たなかったため発行後すぐに御用所に還流

した。三井は「実以迷惑千万」であるが「是非

なき次第」であるとしてこの御用を引き受けた。

慶應３年10月に計画された「関八州国内限り

通用金札」は幕府が財政収入を目的として江戸

両替商に金2000両を上納させて、引き替えに

金札3000両を交付するというものであったが、

江戸両替商が正金上納に応じなかったため、幕

府は正金上納を待たずに金札を発行することと

して三井がその引替に当ることになった。しか

しこの金札は実際には発行されなかった。

三井がこれらの紙幣発行御用を引請ける際の

幕府との交渉の経緯を記した資料はほとんど残

されていない。したがってここでは、一方にお

いて「兵庫商社御用」辞退のための三井の必死

の工作が行われていたのと同時期に三井があま

り成算のない幕府の新規御用を引請けたという

事実と、それが「兵庫商社御用」辞退をめぐる

交渉の駆け引き材料として使われていないこと

を指摘しうるのみである。

（注）

（1）この項の記述は、前掲『三井事業史・本篇第1巻』p．
621～627、『三井両替店』p.325～328よった。

（2）「兵庫商社御用」の場合には幕府側から再三に渡って「先
此度之處御請申上、彌難相務儀二候ハゝ其節御用向差湊候
趣二而御断申上候而も宜哉」（前掲「高福資料」p1243）な
どの説得が行なわれているが、三井側でいったん引請けた
上で辞退するという方針が議論された形跡は無い。

（3）三井横浜店の御用引請けについては、石川治夫「文久２
年における三井横浜店の経営転換とその貿易金融の動向」
（慶應大学経済学会『三田学会雑誌』第82巻2号1989年）

（4）前掲『三井事業史・本篇第１巻』p608。

（5）「江戸本店・横浜店御預り金之次第」三井文庫所蔵資料
追－１557－１慶應３年。以下三井文庫所蔵資料について
は分類番号と作成年のみを記す。

（6）「外国奉行被仰渡書其外御届書振一巻」続－1557－１安

政６年

（7）「横浜店式目」続－1268安政６年

（8）現存する横浜店の領り金目録は文久２年４月以降のもの
である。「運上所・戸部役所預り上納金月調べ」本－
2126－2

（9）前掲「外国奉行被仰渡書其外御届書振一巻」

（10）「横浜店請御用引受ニ付詫願書」別－1899－16慶應２年

（11）前掲『三井両替店』は、江戸本店の内願には「貿易関係
の公金出納を引受け、もって本店営業の不振や御用金負担
等の金繰りの困難を打破しようという意図」があったとし
ている。（p234）

（12）前掲『三井事業史・本篇第1巻」p665．

（13）「十一月二十七日、御殿へ伺申上候」続－1557－３の1
慶應２年

（14）「慶應三年横浜御用所御貸付取扱方願書写」本－1260－
１慶應三年。この資料は横浜表での貸付御用の願書の写し
であるが、その内容は「江戸市中融通御貸附金」仕法をそ
のまま写したものであるとされている。

（15）「横浜表勘定所御貸附」制度については、石川治夫「慶
應三年三井横浜店改組と『横浜御用所』（帝京大学経済学会
『帝京経済学研究』第27巻第1号、1993年）参照。

（16）前掲『三井事業史・本篇第１巻』p665。

（17）「御用御貸附金下貸附願一条下書」本－1183－6 文久
２年、「御用御貸附金下貸附候手続幵証文面等申上書」
本－1183－7 文久２年

（18）「御用御貸附金」構想については、前掲石川「文久２年
における三井横浜店の経営転換とその貿易金融の動向」第
２節③「呉服物売込の中止と貿易金融中心主義への『転換』
構想」参照。

（19）前掲『三井事業史・本篇第１巻』p665。

（20）「慶應三年四月認、江戸本店・横浜店預り金之次第」
追－１557－１慶應３年

（21）資料には表れていないが、この「内願」には当然、三野
村利左衛門も加わっていたであろう。三野村は当時、江戸
において重要な案件が評議される席には必ず招かれており、
江戸における三井の幕府との交渉は三野村抜きには考えら
れないからである。

(22）この項については前掲『三井事業史・本篇第1巻』p．
668～669、『三井両替店p.385～387によった。

４　小括

前節では幕末開港期における三井の「兵庫商

社御用」以外の幕府御用引請けの経緯を叙述し

た。その結果、三井の「兵庫商社御用」辞退の

特異性を浮き彫りにすることができたと考える

が、ここではまず、「兵庫商社御用」問題の特

異性を論じる前提として、この時期における三

井の幕府御用引請けに対する基本的な姿勢を明

らかにしておきたい。

幕末開港期における幕府新規御用の引請けに

対する三井の姿勢として指摘しうる点の第一

は、御用引請けに伴う出資金・立替金等の出金

を極度に警戒したことである。このことは「箱
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館役所付御為替御用」「幕府紙幣発行御用」に

おいては「立替金なし」が御用引請けの条件と

なっており、「外国方御金御用達御用」の引請

けに際しても幕府の「役所金立替用務」の打診

に対して即座に口頭で拒否の回答を行っている

ことから明白であろう。これに江戸市中及び横

浜表での「貸附御用」のように幕府からの預り

金を運用する御用の場合は三井側から積極的に

御用引請けのための運動がなされていることを

考え合わせれば、この時期の三井にとって幕府

御用引請けのねらいが呉服店に顕著であった資

金不足問題を打開する一方策としての多額の幕

府公金の運用にあったことは明らかである。

第二は御用の「一手引請」であるが、この点

に関しては「箱館役所付御為替御用」引請けの

例外があり、三井は場合によっては他家と共同

で幕府御用を引請ける場合があった。三井が御

用の「一手引請」を願う場合の表向きの理由は

「外国方御金御用達御用」引請けの際の「願書」

にある「不容易御太切之御用二付、外々之者組

合ニ而相勤、自然手違等も出来候而ハ難相済奉

恐入候間、八郎右衛門、三郎助、治郎右衛門、

元之助一手ニ被仰付被下置候ハゝ、御請可奉申

上候」のように、他家との共同引請けでは万一

手違いが起こった時に責任が取れないという点

にあったが、その理由のみからは「箱館役所付

御為替御用」の引請けは説明できない。おそら

く三井の真意は、打診された御用の用務内容に

よって、御用引請けから多くの利益が見込まれ

る場合には「一手引請」によってその利益の独

占を図り、さほどの利益が見込まれない場合に

は「一手引請」にはこだわらないというところ

にあったのであろう。

第三は幕府の新規御用引請けそのものに対す

るこの時期の三井の姿勢に江戸－上方間で差異

が見られることである。京都在住の主人層は一

貫して幕府の新規御用引請けに否定的な態度を

示し、その態度は横浜店塞物の発覚後にはます

ます強固になっていったのに対して、江戸店の

重役・手代層の一部には前節で指摘したような

開港後の新蓄積基盤への進出の手段として幕府

資金に基礎をおいた貿易金融関係の新規御用に

積極的な姿勢を示す動きが生まれていたのであ

る。

筆者は三井の「兵庫商社御用」辞退問題の特

異性は、まさにこのような三井内部で、主とし

て貿易金融関係の幕府御用引請けに対する姿勢

の不統一が顕れて来た時に、三井がその全組織

を挙げて御用辞退の姿勢を貫いたところに存す

る、と考えるものである。幕府から引請けを打

診された「兵庫商社御用」の当初案は、出資金

の出金と鴻池らとの共同引請けという点におい

て、たしかにこの時期の三井の幕府御用引請け

にあたっての「原則」に反するものであった。

しかし慶應３年10月初めに幕府から提示され

た「兵庫税銀取立惣頭取」案においては「出銀

筋寄合会出席等之儀」が免除され、三井のみが

「鴻池等一統の組とは別の一人立別御用」とさ

れたことによって上記の原則問題はクリアされ

ていたはずであった。それにもかかわらず三井

が御用辞退の姿勢を崩さなかったのは、この問

題が三井にとっては単に経営レベルの問題では

なく、「政治レベル」での決断をも要する問題

であったからであった。

すでに述べたように、兵庫開港問題は明治維

新前夜の一大政治問題であり、そこにおいては

開港そのものに対する勤王・討幕派と幕府権力

の対立のみならず「商社」による幕府の貿易管

理と利益独占の構想に関しては日本市場におけ

る主導権をめぐるフランスとイギリスとの対抗

も顕在化しつつあった。このような政治情勢の

中で京都大元方は薩摩藩との接触を深め、笠間　

藩の儒者加藤有隣や紀州藩出身の陸奥陽之助

（宗光）らを保護して勤王派の情報を集めるな

ど時代の動きを注視していたのであった。当時

三井総領家当主八郎右衛門の長男次郎右衛門高

朗の側近であった能勢現十郎の談話（「高福資
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料」所収）にもあるように、勤王派の中心であ

る京都と佐幕派の中心である江戸に店を持つ三

井としては幕府と勤王派の一方に偏することは

得策ではないとの考えから、朝廷＝勤王派との

関係を保ち、三井家の安全を図るためには少な

くとも「兵庫商社御用」に対しては拒絶の姿勢

を貫かねばならないとの判断が大元方の最高意

志として示され、全三井がそれに従ったのであ

ろう。本稿においてはたびたび経営レベルにお

ける京都主人層の「守旧的な姿勢」を論じてき

たが、維新前夜の政治情勢に関しては、かえっ

て京都主人層が広い視野に立った決断を行って

いたとも言いうるのである。

しかし、本稿の最初に提示した問題点に答え

るためにはいま一度視点を変えて、この問題を

明治維新以後の三井の機構改革とその経営的発

展の側から見なければならない。その視点から

見れば、幕末開港期における幕府御用に対する

京都主人層と江戸諸店の間の姿勢のズレは、結

果的に明治維新以後の「政商資本」としての三

井の発展に大きく寄与するものとなった、とす

ることができる。三井は京都主人層の「組織防

衛的」な判断によって次第に幕府との距離をと

ってのちの新政府側に接近する一方で、江戸に

おいては貿易金融関係の新規幕府御用引請けを

通じて幕府権力を利用しながら新蓄積基盤への

足場を固めつつあったのである。しかも三井は

その新規御用引請けにおいて、大枠においては

幕府権力の支配に服しながらも、その引請け条

件をめぐる交渉の過程では自らの経営的利害に

沿って幕府権力からの相対的独自性を主張し始

めていた。われわれはこうして幕末開港期にお

ける三井の幕府御用引請けの過程に、後に政商

資本に転化する前期的商人資本三井のしたたか

さを見出すことができるのである。幕末開港期

に顕れた新蓄積基盤への進出への江戸店と京都

主人層の間の認識のズレは、明治維新以降、三

野村等を主軸とする三井の経営改革を経て、明

治９年（1876年）の三井銀行・三井物産の設

立をもってひとまず「解決」されるが、この過

程における改革の経緯と三井・新政府間の関係

の推移に関しては稿を改めて論じなければなら

ない。
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