
戊辰戦争 西軍の
総督・参謀 任命経過

月日 記事 東征大総督 東海道 奥羽先鋒 （輪王寺宮） 東山道
白河口

平潟口 北陸道
越後口

海軍 山陰道 山陽道・四国 九州

改訂2022.02.24 慶応4年（1868年）
1月4日 鳥羽伏見の戦いに際し征討大将軍を任命 1月4日 征討大将軍 1月4日 阿波沖海戦 1月4日 山陰道鎮撫総督

大将軍 仁和寺宮嘉彰親王（後の小松宮彰仁親王） 幕艦開陽が薩艦春日・翔凰丸・平運丸を追撃 総督 西園寺公望
錦旗奉行 四条隆謌 伊藤祐徳
錦旗奉行 五条為栄 青木千世之介

参謀 伊達宗城
下参謀 矢守平好
下参謀 中沼之舜
下参謀 高崎正風のち辞め

1月5日 東海道鎮撫総督を任命 1月5日 東海道鎮撫使 1月5日 丹波馬路村へ
1月6日 下参謀 総督 橋本実梁
下参謀 高崎正風辞め 副総督 柳原前光
下参謀 大山綱良 1月6日

1月7日 徳川慶喜追討令 参謀 木梨精一郎
1月8日 赤報隊、義兵を挙げる

1月9日 東山道、北陸道に鎮撫総督 1月9日 大坂城を収める 1月9日 東山道鎮撫使 1月9日 北陸道鎮撫使
1月9日 総督 岩倉具定 総督 高倉永祜 1月13日 中国四国征討総督

桑名征討参謀 海江田信義 副総督 岩倉具経 副総督 四条隆平 総督 四条隆謌
監軍 五条為栄

下参謀 大山綱良
1月16日 秋田藩に奥羽諸藩糾合、東征軍応援を内命 参謀 宇田淵（栗園） 1月16日 姫路城を開城させる 1月16日 各藩合議により「長崎会議所」が治安維持
1月17日 仙台藩に会津追討の命下る 1月17日 三職七科とし海陸軍科をおく 1月17日 仙台藩に会津追討の命下る 参謀 前野久米之助（辞任） 1月17日 三職七科とし海陸軍科をおく

海陸軍務総督 仁和寺宮嘉彰親王・岩倉具視・島津忠義 1月23日 桑名城を収める 海陸軍務総督 仁和寺宮嘉彰親王・岩倉具視・島津忠義 1月20日 讃岐高松藩帰順
1月27日 四国鎮定

1月28日 征討大将軍廃官（錦旗節刀返上） 1月28日 九州鎮撫使兼外国事務総督
2月3日 天皇親征の詔、大総督を設置 2月3日 天皇親征の詔、大総督を設置 総督 澤宣嘉

2月3日 三職八局とし軍防事務局をおく 2月3日 三職八局とし軍防事務局をおく
2月6日 ３道を先鋒総督兼鎮撫使とする 2月6日 東海道先鋒総督兼鎮撫使 2月6日 東山道先鋒総督兼鎮撫使 2月6日 北陸道先鋒総督兼鎮撫使

総督兼鎮撫使 橋本実梁 総督兼鎮撫使 岩倉具定 総督兼鎮撫使 高倉永祜
2月9日 東征大総督を任命 2月9日 東征大総督 副総督・副使 柳原前光 2月9日 奥羽鎮撫使 副総督・副使 岩倉具経 副総督・副使 四条隆平 2月9日 海軍（朝廷直属、大総督府に属しない）

大総督 有栖川宮熾仁親王 参謀 木梨精一郎 総督 澤為量 参謀 乾（板垣）退助 参謀 船越洋之助ついで辞め 総督 聖護院宮嘉言親王
参謀 正親町公董 参謀 海江田信義 副総督 醍醐忠敬 参謀 宇田淵（栗園） 参謀 小林柔吉 参謀 庭田重胤
参謀 西四辻公業 参謀 黒田清隆（辞任） 参謀 津田信弘（山三郎）
参謀 広沢真臣のち辞め 参謀 品川弥二郎（辞任）

2月12日 参謀 大山格之助（綱良）
参謀 広沢真臣辞め 参謀 世良修蔵
参謀 西郷隆盛 2月10日 赤報隊を官軍と認めない命令
参謀 林玖十郎通顕 2月15日 澤総督、長崎に上陸

2月13日 名古屋に至る
2月13日 西郷隆盛、京を「脱出」

2月16日 白河城管理を仙台藩に交付
2月16日 松平容保、江戸を発し会津へ帰る 2月17日 西郷隆盛、先遣を率いる

2月19日 監察：岩村精一郎
2月20日 赤報隊、諏訪～軽井沢に至る

2月25日 先遣、駿府に至る 2月23日 参謀：伊地知正治
2月26日 奥羽先鋒総督を任命 2月26日 奥羽鎮撫使

2月27日 西郷使者、小田原に至る 総督 九条道孝 2月29日 東山軍、本山宿（塩尻）に至る 2月28日 出雲松江藩帰順
3月1日 箱根関を収める 副総督 澤為量 3月3日 赤報隊を処分 2月30日 海軍先鋒

参謀 醍醐忠敬 3月4日 甲府城を収める（板垣軍） 総督 大原俊実（綾小路俊実）
3月5日 輪王寺宮を駿府に迎える 下参謀 大山格之助（綱良） 3月5日 救解要請のため駿府に至る 3月6日 本隊が碓氷峠を越える 参謀 伊東外記

3月6日 駿府で、江戸総攻撃3月15日を定める 3月6日 駿府で、江戸総攻撃3月15日を定める 3月6日 駿府で、江戸総攻撃3月15日を定める 下参謀 世良修蔵 3月9日 梁田の戦い 参謀 増田左馬助
3月7日 輪王寺宮、駿府で大総督に謁し、慶喜の罪を謝す 3月7日 大総督に謁す
3月9日 西郷隆盛・山岡鉄舟の交渉（駿府） 3月11日 八王子に至る（板垣軍）

3月12日 大総督、輪王寺宮に再見 3月11日 木梨参謀、横浜外国人対応、江戸進入前隊 3月12日 大総督に再謁 3月12日 板橋に至る（伊地知軍）
3月13日 西郷隆盛・勝海舟の交渉 3月13日 西郷隆盛・勝海舟の第一回交渉（田町薩藩邸） 3月13日 箱根関通過、大磯～保土ヶ谷を厳衛 3月13日 板橋に至る（総督）

3月14日 西郷隆盛・勝海舟の第二回交渉（田町薩藩邸） 3月14日 新宿に至る（板垣軍）
3月15日 高田に至る

3月17日 参謀補助：寺島直方
3月18日 奥羽先鋒総督、松島湾に上陸 3月18日 仙台領松島湾東名浜に上陸

3月23日 仙台に入る 3月23日 横浜に至る（豊瑞・雄飛・孟春）
3月25日 大阪に巡幸中の天皇に復命 3月24日 九州鎮撫長崎総督府が九州全部を管轄する

3月26日 大阪湾天保山沖で観艦式（電流・万里・千歳・華陽・万年・三邦）
4月1日 橋本実梁、池上本門寺到着 3月28日 品川に至る（孟春・豊瑞・雄飛）

4月4日 江戸城を収める 4月4日 橋本実梁、江戸城へ 4月1日 板橋から春日部へ掃討 4月3日 千住へ至る 4月3日 春日艦を修理のため上海へ遣る
4月11日 総督府を仙台から岩沼へ前進させる 4月3日 近藤勇を捕らえる 4月5日 江戸東本願寺に入る 4月11日 旧幕艦の引き渡しを要求

4月14日 澤為量副総督、庄内征討のため出羽へ向かう 4月14日 澤副総督と大山下参謀、庄内征討のため出羽へ向かう 4月14日 越後出兵を令す
4月15日 大総督江戸城に入る 4月15日 大総督江戸城に入る

4月17日 参謀　寺島直方 4月20日 伊地知軍、岩井の戦い 4月19日 北陸道鎮撫総督兼会津征討総督 4月17日 旧幕榎本艦隊、館山から品川沖に戻る
4月23日 伊地知軍、宇都宮城を奪還 総督 高倉永祜 一部艦船（朝陽・翔鶴・観光・富士山）の引き渡し

4月22日 九条総督、白石に至る 4月25日 岩村精一郎を軍監となす 副総督 四条隆平
4月23日 九条総督、岩沼に戻る 4月25日 岩村軍、飯山の戦いで衝鋒隊を駆逐 参謀 黒田清隆

4月27日 大村益次郎、軍防事務局判事として江戸に入る 4月27日 大村益次郎、軍防事務局判事として江戸に入る 参謀 山県有朋
（津田・小林は佐渡鎮撫使参謀とする）

閏4月4日 仙台藩・米沢藩、会津救解のため奥羽列藩へ回状 閏4月4日 白石重臣会議 高田に兵を集中せしむべく移動

閏4月6日 世良参謀、白河城に入る 閏4月6日 世良参謀、白河城に入る 閏4月6日 摂海の警備を厳にす
閏4月11日 白石列藩会議 閏4月7日 衝鋒隊を追撃の岩村軍、新井町に駐留

閏4月18日 世良参謀、東山道軍に援を請う 閏4月18日 板垣軍、藤原口第1次戦闘
閏4月19日 仙台藩、世良参謀を夜襲 閏4月19日 岩村軍、越後口に参加
閏4月20日 会津藩、白河城を奪取 閏4月20日 会津藩、白河城を奪取
閏4月20日 仙台藩、世良参謀を斬殺 閏4月20日 仙台藩、世良参謀を斬殺

閏4月2１日 九条総督、岩沼から仙台へ（軟禁） 閏4月21日 伊地知軍、大田原から出撃 閏4月21日 太政官七官とし軍務官をおく。二局四司のうち海軍局
閏4月23日 白石盟約書（25藩） 海軍局知事 仁和寺宮嘉彰親王

閏4月24日 芦野に宿陣
閏4月25日 西軍の白河攻撃失敗 閏4月25日 伊地知軍の白河攻撃失敗

閏4月29日 参謀林通顕辞め 閏4月27日 宇都宮の薩長大垣兵を芦野へ、今市日光の土彦根兵を宇都宮へ。
5月1日 西軍、白河を攻略 5月1日 澤為量副総督、新庄を脱出し秋田へ向かう 5月1日 伊地知軍、白河を攻略

5月1日 佐賀・小倉藩兵が松島に上陸
5月3日 奥羽列藩同盟が成立 5月3日 上野・下野に鎮撫府を置く
5月6日 奥羽越列藩同盟となる（31藩） 鎮撫使 鍋島直大 5月6日 別に東山道第二軍総督を任命

（よって藤原口の土藩兵は宇都宮へ転出。白河口応援に備えることに） 総督 西園寺公望
5月11日 板垣軍、藤原口第6次戦闘（土藩兵の藤原口参加終わる） 5月8日 高倉総督・四条副総督、高田本営に入る

5月15日 上野の戦い（彰義隊掃討） 5月15日 上野の戦い（彰義隊掃討） 5月15日 上野の戦い（彰義隊掃討） 5月15日 上野の戦い（彰義隊掃討）
5月18日 九条総督、仙台を脱し盛岡に向かう

5月19日 江戸に鎮台を設ける 5月19日 参謀穂波経度・柳原前光 5月19日 江戸に鎮台を設け、東海道先鋒総督は廃す 5月19日 奥羽征討白河口総督（大総督麾下とする） 5月19日 奥羽征討越後口総督（大総督麾下とする） 5月19日 海軍先鋒を廃す
5月19日 奥羽征討白河口総督を任命 鎮台 熾仁親王 総督 岩倉具定 総督 高倉永祜 大原俊実→江戸鎮台補

鎮台補 橋本実梁 副総督 岩倉具経
鎮台補 大原俊実 5月21日 丁卯艦・乾行艦、今町港に至る
鎮台補 西四辻公業 5月22日 黒羽藩、出兵 5月23日 西園寺総督、高田に入る 5月23日 孟春艦を浦賀に遣わして仙台・盛岡２藩の汽船（飛龍丸ほか）を収める

判事 新田三郎 5月26日 東軍の白河攻撃（第1次） 5月24日 越後寺泊沖海戦（乾行艦・丁卯艦が旧幕艦順動を自沈せしむ）
判事 小笠原唯八 5月27日 東軍の白河攻撃（第2次）

5月28日 輪王寺宮、平潟上陸 判事 江藤新平 5月28日 輪王寺宮、平潟上陸 5月28日 東軍の白河攻撃（第3次）
5月29日 板垣退助（土藩兵）、白河に入る。 判事 土方大一郎 5月29日 板垣退助（土藩兵）、白河に入る。 5月29日 佐渡相川で桑名藩の船を捕獲

6月2日 会津若松に入る
6月7日 白河口総督交代（1） 6月7日 奥羽追討総督

総督 岩倉具定（辞め）
総督 鷲尾隆聚（新任）

6月10日 白河口総督交代（2） 6月10日 奥羽追討総督 6月10日 奥羽追討総督
総督 正親町公董（江戸を発せず） 総督 正親町公董（江戸を発せず）
参謀 鷲尾隆聚 （正親町総督が兼務？）

6月11日 参謀補助 6月11日 参謀
参謀補助 板垣退助 参謀 木梨精一郎
参謀補助 伊地知正治 参謀 渡邊清

6月12日 東軍の白河攻撃（第4次） 6月12日 東軍の白河攻撃（第4次）
6月14日 会津征討越後口総督（朝廷直属）

6月16日 渡邊参謀、平潟に上陸 6月16日 西軍（渡邊参謀）、平潟に上陸 総督 仁和寺宮嘉彰親王
大参謀 西園寺公望

参謀 黒田清隆 6月19日 丁卯艦、越後山田へ砲撃
6月23日 鷲尾参謀、白河に入る 6月23日 鷲尾参謀、白河に入る 参謀 山県有朋
6月24日 板垣軍、棚倉を攻略 6月24日 参謀　四条隆謌 6月24日 九条総督、盛岡から秋田へ 6月24日 板垣軍、棚倉を攻略 参謀 壬生基修 6月24日 丁卯艦、越後久田山味方を砲撃で支援

7月1日 九条、澤が秋田で合流 高倉総督、解任（病発）
7月2日 輪王寺宮、仙台に入る 7月2日 輪王寺宮、仙台に入る 四条隆平、柏崎県知事へ転出
7月3日 仙台追討総督 7月3日 仙台追討総督

7月8日 参謀西四辻公業辞め、穂波経度辞め 7月4日 正親町総督を罷免 総督 四条隆謌 7月6日 山県参謀を免じ、前原一誠を参謀に加える
7月9日 白河口総督交代（3） 7月9日 奥羽追討白河口総督 参謀 木梨精一郎 7月9日 嘉彰親王総督、直江津に上陸、高田へ

7月10日 輪王寺宮令旨を発令 総督 正親町公董（辞め） 参謀 渡邊清 海上機動部隊を編成
7月12日 輪王寺宮、白石に陣す 総督 鷲尾隆聚（再任） 参謀 河田景与 海上指揮官 山田市之允顕義

海上指揮官 本田弥右衛門親雄
7月11日 板垣退助が督促のため平潟来訪 7月11日 板垣退助が督促のため平潟来訪 上陸軍指揮官 黒田清隆

7月13日 磐城平城が落城 7月13日 磐城平城が落城 軍監 岩村精一郎高俊
7月17日 江戸を東京と改称 7月14日 参謀　高橋勝政

7月21日 海軍参謀
7月23日 東北遊撃軍 7月22日 四条総督、小名浜に着く 参謀 山田市之允顕義

軍務官副知事心得 久我通久 7月24日 軍を分け、相馬と三春に向かう 参謀 本田弥右衛門親雄
7月26日 三春藩帰順 参謀 船越衛 7月26日 三春藩帰順 7月26日 三春藩帰順 7月25日 西軍が新潟（太夫浜）に上陸 7月25日 西軍が新潟（太夫浜）に上陸（摂津・丁卯ほか4隻）

参謀 池田種徳 7月28日 参謀：多久茂族（白河口肥前藩兵を督す） 上陸軍は新発田を経て米沢へ向かう
7月28日 白河地方最後の戦闘 7月28日 白河地方最後の戦闘
7月29日 二本松城を攻略 7月29日 二本松城を攻略 7月29日現在 会津征討越後口総督（朝廷直属）

総督 仁和寺宮嘉彰親王
大参謀 西園寺公望

軍務官判事 吉井督春
参謀 山県有朋
参謀 壬生基修

副参謀 楠田英世
前原一誠、越後府知事に転出
高倉永祜、陣没。

8月2日 参謀正親町公董辞め、穂波経度再任 黒田清隆、海上機動部隊の上陸軍指揮
8月5日 西園寺、関ヶ原から三条へ

8月6日 相馬中村藩降伏 8月6日 西郷隆盛、新徴の薩藩兵を率いて鹿児島を出帆（新潟へ） 8月6日 相馬中村藩の降伏を受諾
8月11日 西郷軍、新潟に到着上陸
8月11日 総督府、柏崎から新発田へ

8月9日 白川口総督交代（4） 8月9日 参謀　万里小路通房（御旗監のまま兼務） 8月9日 奥羽追討白河口総督
総督 鷲尾隆聚（辞め） 8月13日 三春に向かった隊は白河口軍に編入される
総督 正親町公董（再任） 8月13日 奥羽追討平潟口総督

参謀補助 小代清八 総督 四条隆謌
参謀 木梨精一郎 8月19日 旧幕榎本艦隊が品川沖から脱走、仙台をめざす

8月21日 西軍、母成峠を突破 8月21日 西軍、母成峠を突破 参謀 河田景与 （開陽丸、回天丸、蟠竜丸、千代田形、神速丸、美賀保丸、咸臨丸、長鯨丸）
8月25日の条 旧幕府築地海軍所を収む

8月26日 正親町白川口総督、三春に着き鷲尾と交代 8月26日 東北遊撃軍、海路にて柏崎着 8月26日 正親町奥羽追討白河口総督、三春に着き鷲尾と交代 8月25日 西軍、津川を占領
8月28日 米沢藩降伏

9月1日 東北遊撃軍、新潟上陸
9月4日 米沢藩主、謝罪書を提出 9月7日 船越軍、海路秋田へ 9月4日 米沢藩降伏
9月8日 明治改元の詔書

9月10日 正親町総督、二本松に着く 9月10日 正親町総督、二本松に着く
9月15日 仙台藩降伏 9月15日 仙台藩降伏
9月18日 輪王寺宮降伏 9月18日 輪王寺宮降伏 9月18日 輪王寺宮降伏 9月18日 旧幕艦咸臨丸を清水港で捕獲
9月20日 明治天皇東幸、京を発し東京へ 9月20日 明治天皇東幸、京を発し東京へ
9月22日 会津藩降伏 9月22日 会津藩降伏
9月23日 庄内藩降伏、長岡藩降伏 9月23日 庄内藩降伏 9月23日 長岡藩降伏
9月24日 平藩降伏 9月24日 久我軍務官、新潟から新発田へ 9月24日 平藩降伏

10月9日 旧幕榎本艦隊、仙台から石巻へ移動
10月18日 正親町総督、東京に凱旋 10月18日 正親町総督、東京に凱旋

10月28日 東征大総督の辞意を認める 10月19日 伊地知正治、東京にて辞め
総督 熾仁親王（辞意を認める） 10月20日 旧幕榎本艦隊、箱館の北方鷲ノ木に上陸
参謀 穂波経度・万里小路通房・西郷隆盛　賞慰 10月24日 海軍局を東京築地に置く

軍務官判事 大村益次郎　賞慰
参謀 柳原前光辞め

11月2日 熾仁親王東征大総督の解任 11月2日 東征大総督解任（熾仁親王、参内奏功）
W
W
W


