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資料編

　岡崎の皆さん、こんにちは。
　この演題だったということを、ちょっと失念しておりました
が、何とかそこに着地できればと思っております。家康公が
どういう人物だったかということについて、正確なところを理
解している外国人というのは、ほぼ絶無なんですね。外国
ですから、皆さん自分にとって都合のいいように解釈する。
一番分かりやすい例は、韓国の人たちですけれども、韓国
では徳川家康が一番好きな日本人と言われています。１位
や２位にいるわけです。でもそれは当然でありまして、朝鮮
史における最大の悲劇というのは、豊臣秀吉の朝鮮出兵
なんですね。その朝鮮出兵を終わらせて、憎っくき豊臣氏を
滅ぼしたのは徳川家であるということで、家康は非常に喜
ばれる。私も韓国にまいりましたときに、パスポートを見て「本

当に徳川さんですか」と、外国で言われたのは初めてでし
た。中国でも、実は非常に人気がある。山岡荘八さんの徳
川家康が翻訳されてベストセラーになったというのは、つい
最近のことであります。それと幕末にプロシア（現ドイツ）か
ら日本に使節としてやってきたオイレンブルク伯爵という外
交官がいるんですけれども、その子孫の方とお目にかかりま
したら、私の手をしっかり握って、「250年もの長い平和をつ
くってくれてありがとう」と、なぜ私に言ってくるのか分からな
いですけれども、目に涙を浮かべておられました。
　これは非常に遠い世界の話ですけども、ドイツの歴史を
考えてみますと、今からちょうど400年前、家康公が「元和
偃武（げんなえんぶ）」という声明をする。これは平和宣言
です。禁中並公家諸法度、武家諸法度、寺社諸法度を発

布した上で宣言しておりますので、戦国を終わらせる平和
憲法の発布であると言ってもいいんですけれども、ちょうど
その頃、ドイツでは三十年戦争というのが始まっております。
1618年に始まって1648年に終わり、その結果として、ドイツ
の人口が３分の１とか４分の１とか減ってしまっています。そ
の後もドイツはずっと分裂状態が続いて、やっと統一したと
思ったらば、半世紀も経たないうちに第一次大戦、やっと第
一次大戦から立ち直ったと思ったら、今度は第二次大戦、
そして領土は分割される。やっと最近になって、長い平和と
いうのを味わっているわけです。ですから、ドイツの人にとっ
ては260年間、270年間の平和を実現した政治家というの
は奇跡のようなものなんです。
　これはおそらくロシアの人たちも同じです。ロシアの人た
ちは、北方領土問題がありますけれども、基本的に日本が
非常に好きで、プーチン大統領の側近で、オリガルヒの末
席に名を連ねるような人とお話をしていたらば、徳川家だっ
たら日露戦争にならなかったのではないか。これは家康と
いう個人よりも、徳川体制に対する評価ですね。最初に日
本にやってきたプチャーチンも、ペリーと違って、きちんと幕
府の制度に従って長崎に回って、そこから正式に国交を開
きたいという交渉をしているわけです。ですから、日本のこと
を非常に尊敬していましたということです。
　ところが、好きは好きなんですけれども、理解しているかと
なると、これは甚だ疑問であります。これは日本政治の研究
者が書いた文章なんですけれども、その中に家康の戦略
が並大抵ではなかった。信用できる大名を近くに配置して、
信用できない大名を奥に配置した。それは誰だってそうしま
す。戦略でも何でもありません。実はよく分かっていないので
す。今日は、分からなさの本質というお話ができればと思っ
ております。そこに持って行くには何の話をするか。まず関ヶ
原の戦いであります。なぜかと申しますと、関ヶ原の戦いの
一般的な理解というのは、どうも実態とかなりかけ離れたも
のであるようです。これは日本史においては目新しいことで
はなく、どうも『日本書紀』も相当うその記述が入って、かなり
根本的なところが実態と違っているのではないかという研
究が最近増えてきています。具体的に言いますと、唐の国
との戦争で日本は負けて、しばらく唐に占領されていたので
はないかという説が出てきております。私は当時の日本と唐
の間の国力の違いからして、こちらのほうがむしろ自然だと
思うんですね。それが長い研究史の果てに、やっとこの最
近になって出てきているということで、関ヶ原の戦い、日本人
が誰でも知っている歴史的事件としては、おそらく１番だと
思います。
　例えば、明治維新に関しましては、行った場所によって、
皆さんおっしゃることが違うんです。坂本竜馬が全部やりま
した。いや、竜馬さんは維新よりだいぶ前に亡くなっていま
す。これ高知県です。鹿児島へ行くと、西郷（隆盛）さんが

１人でやったようになってしまいますし、会津若松へ行くと、
そもそもあれは間違っていたという、全然違う話になってくる
わけでございます。東京の人たちは占領された側ですの
で、ちょっと口をつぐんでしまうというように、地域差があるの
ですが、関ヶ原の戦いに関しましては、だいたい誰もが同じ
理解をしているようです。関ヶ原の前になると、うちの戦国
大名はどういう人だったという話になって、日本全国が視野
から外れていってしまう。さらに古くなっていきますと、日本人
の知識からかき出されつつあります。その関ヶ原の戦い、皆
さんご存じのお話が、実は非常にちぐはぐなお話しなんで
す。ところが、平均して３年に１回、大河ドラマで関ヶ原の戦
いが出てきます。ここ数年に関して言いますと、昨年が黒田
長政、来年が真田幸村で、そのまた次の年が井伊直政の
お母さんの話ですから、４年に３回、関ヶ原の戦いの話を見
ることになるんです。そうすると、こういうものだろうというふう
に考えるわけです。
　ところが、政治の常識、軍事の常識に照らして、どうにも
説明がつかないことが多すぎます。まず一つは、関ヶ原の
戦いといえば、別名は「天下分け目の戦い」ですね。これは
日本史上ただ１回なんです。たった１日で決着がつきまし
た。日本というのは細長くて、気候の変化も豊かですけれど
も無数に盆地があります。ですから小さな権力があちこちに
並んでいるんですね。中国ですと巨大な平原ですので、真
ん中で両雄が激突してはい終わり、ということが十分あり得
るんですけれども、日本の地形でいきますと、あちこちで戦
いが起きて、どっちの側が最終的に有利になるだろう。それ
が分かるまでに10年ぐらいかかります。
　それは織田信長が「天下布武」を宣言してから、豊臣秀
吉が「惣無事令」というものを発令するまで20年かかって
いるんですね。明治維新の時も、第二次長州征伐が初め
ての本格的な軍事衝突。そこで幕府が負けてから、最終
的に新政府の権力が高まるのは、明治10年の西南戦争で
あります。そこでだいたい13年間かかっています。近代にお
いてもそうです。源平合戦も延 と々続きます。それから建武
の新政（けんむのしんせい）から室町幕府が南北朝を統
一するまで60年近くかかっています。日本は地形的に権力
闘争が長引きやすい国である。けれども関ヶ原に関しては
たった１日で、豊臣政権が全国政権から追い落とされてし
まう結果となりました。これはなぜでしょう。これは説明を要
する話であります。
　家康という人は、源頼朝を尊敬していました。その源頼
朝がつくった鎌倉幕府は、なぜ潰れてしまったか。これは元
寇（げんこう）モンゴル軍の襲来のときに、頑張って戦った
武将たちに対して土地を与えることができなかった。つまり、
論功行賞を失敗したから潰れた。これが一般的な理解で
す。それは家康公も考えていたでしょう。ところが、関ヶ原の
戦いを論功行賞で見ていきますと、どうにもちぐはぐなんで

すね。一番分かりやすいのが、関ヶ原で一番よく戦った東
軍の武将というのは、おそらく福島正則であります。けれども
その福島正則は、本人が生きているうちに取り潰されてし
まっているわけです。福島家自体は断絶しませんけれども、
大名家としては取り潰されます。福島家はその後、旗本とし
てずっと続きます。それから、これは本戦ではありませんが、
九州で東軍で戦っていた加藤清正、こちらも息子の代で
改易されています。ほかに賤ヶ岳七本槍ですと、加藤嘉明
（よしあきら）、これは伊予松山から会津へ転封されるんで
す。この家を潰されているんですね。そうかと思いますと、毛
利の120万石が36万石になるとか、会津の上杉景勝の
120万石が30万石になる。毛利は西軍の総大将です。上
杉景勝は関ヶ原の戦いの、そもそも発端をつくった家です
ので、この辺の罰は当然だと思います。けれども四国の土
佐の長宗我部（ちょうそかべ）ですね。こちらは実際に関ヶ
原まで西軍に参加してくるんですけれども、全く戦うことなく
引き上げております。にもかかわらず20万石がゼロになって
しまうわけです。ところが、西軍である意味一番家康に対し
て強い行動をとったのは誰か。これは鹿児島の島津義弘
なんです。島津義弘というのは、関ヶ原の戦いの決着がつ
いた後になって、いきなり家康の本陣に突っ込んでいる。
500人連れて行ったのが、80人にまで減ってしまいました。
それだけ頑張って、わざわざトラブルを起こした上で逃げ
帰って行った。これは「島津の退き口」と言って、戦国の新
撰組みたいな感じで、最近人気を集めているんですけれど
も、こんな馬鹿なことをした人たちに対して、家康は55万石
を77万石まで増やしている。琉球を征服して支配すること
を許しているわけです。これは非常に不思議なことで、
1609年、当時の日本は明と貿易ができなくて非常に苦しん
でいました。今、貿易ができないというと、日本で泉のごとく
湧いてくる優良な工業製品を輸出できない状態のことを言
うんですけれど、当時の日本は非常に貧しかったんです
ね。貧しい国にとっては、生活に必要な物資をきちんと輸入
できるということが大事なんです。そのとき琉球が途絶えて
しまった。何を琉球に頼っていたかというと、絹であり、綿で
あり、朝鮮人参である。その前、陶磁器も輸入に頼っていた
んですけれども、これは朝鮮出兵で大勢陶工を連れてきま
したので、だんだん国産化が進んでいたんですね。それに
しても綿とか絹とか、ある程度の水準の生活を営むため
に、どうしても必要なものが買えなくなっていったわけです。
ところが、琉球王国に関しますと、これは明の正式の属国
ですから、島津家は関ヶ原の戦いで、家康に一番激しく立
ち向かっていったにもかかわらず、領土は増えるし、その
上、日本人が渇望してやまなかった中国との貿易の権利も
手に入れているわけです。そんなに敵対したやつを、どうし
てここまで厚遇するのかということについて、これはプロの
歴史学の先生でも、「それは鹿児島が遠すぎたからです。

あまりにも遠いので、徳川家としての軍隊を派遣することは
できないから、そうやって懐柔するしかなかった」というわけ
です。
　ところが、ちょっと考えてみますと、そのときの鹿児島の隣
りの熊本には加藤清正がいるわけです。海を挟んだ向こう
側には、直前まで長宗我部がいたわけです。私が家康公
だったら、長宗我部と加藤清正と島津を三つ巴で戦わせ
て衰弱させる。そういう策を取っていたと思います。これは
政治の常道です。敵と敵をぶつける。でも、それをしない
で、一番激しく立ち向かって来た島津に対して非常に厚遇
をする。もう一つ、論功行賞で、これが一番不思議なんです
けれども、家康が関ヶ原に赴いたときには、豊臣恩顧の大
名たちに囲まれていたんですね。自分の腹心の部隊は井
伊直政だけで、あとは細川ですとか、福島、蜂須賀、浅野、
そういった豊臣家の大名たちなんです。非常に心もとない
状態なんですね。徳川部隊はどうしていたかというと、息子
の秀忠が率いて中山道を通っていた途中だったんですけ
れども、信州上田のお城で真田昌幸の部隊と小競り合いを
始める。その結果として関ヶ原に来られなかった。これが非
常に重要だと言っているのが、日本文化研究センターの笠
谷和比古先生なんですけれども、もしもこのとき徳川軍が
来ていたら、関ヶ原における徳川家の取り分というのは、
もっと大きくなっていたであろう。秀忠が遅れて家康の野望
は挫折したのである。これは笠谷先生の説であります。け
れども、家康はわが子の秀忠が東軍の徳川軍の総大将に
なると決めたときに、何をするか。「絶対に途中で引っかか
るな。道草を食ってはいけません」と言うわけです。念には
念を押します。それだけでは信用できませんから、自分が信
用しているベテランの武将を付けて、秀忠が予定どおり動
くようにするはずです。けれども秀忠は遅れて来てしまう。そ
のときに家康が付けた宿老は３人いるんですけれども、そ
の内の１人が榊原康政です。遅れて来た秀忠を、家康は
みんなの前で叱り飛ばすわけです。それは当然であります。
そこで怒る家康を止めたのは榊原康政なのです。このあた
りから、いったい関ヶ原の戦いは何だったのかという疑問
が、ふつふつと湧いてくるんです。つまり家康にとって、一大
痛恨事の秀忠の遅れの本当の責任者は榊原康政なんで
す。でも秀忠を叱る家康を止めるのは榊原康政なんです。
これはいったい何が起きているんだろう。しかも、そんな大
失態を侵した秀忠を、最終的に家康は次の将軍に任命し
ているわけでございます。これも平和な世の中になってきた
ので、凡庸な人間が将軍をした方がいいという解説を加え
る人がいるんですけれども、家康が秀忠に将軍職を譲った
のは1605年なんですね。豊臣家を滅ぼす大坂冬の陣・大
坂夏の陣が、その10年後でございますので、実は世の中
は全然平和になっていないわけであります。それどころか
家康としては、人生最後の戦争をちゃんと計画中ですね。

ということは、これはいったい何だったのでしょう。
　もう一つ不思議なのは、関ヶ原の戦いのときの家康は
59、60歳。1598年に豊臣秀吉が亡くなったときの年齢が62
歳で、あまり違いません。当時としては、老衰で亡くなっても
おかしくないんですね。それに対して、石田三成は45歳。今
の感覚で45歳と60歳というと、智力も体力もあまり違わない
んですけれども、当時の感覚でいきますと、今の多分55歳
と80歳ぐらいですね。こういう戦いのときには、若い方が圧
倒的に有利です。なぜか。待つことができるからです。じっ
と待っていれば、家康は亡くなって、三成は豊臣政権に呼
び戻される、というアドバイスをした人がいるはずです。とこ
ろが、三成の方が家康を挑発してしまっている。そして返り
討ちに遭っています。三成の行動を見ていると、さらに不思
議なことが一つありまして、それは秀吉が亡
くなった直後に、家康は朝鮮にいた日本兵
を呼び戻す指令を発しています。そのときに
15万人が朝鮮半島にいたんですけれども、
朝鮮出兵、皆さんご存じのとおり、大変な失
敗でありました。20万で攻めて行った。それ
が15万まで減っているわけです。敗色は濃
厚、しかも海を越えた向こうである、民衆の
末端にいたるまでが日本軍に敵意を抱き、
そのときに豊臣秀吉、日本の国の最高権力
者が亡くなったわけです。その状態で日本
軍を呼び戻しますので、これは非常に慎重
を要するオペレーションのはずです。現に家
康は、秀吉が亡くなったということは秘密に
しておけという指示を出している。ところが、
日本軍が撤退を始めたその矢先に、三成が
家康を暗殺しようとする。これは私が三成
だったなら、全軍撤退が終わるのを待って
から、家康を暗殺します。なぜかと言います
と、撤退中に家康が死んでしまったら、政権のナンバー1と
ナンバー２が立て続けに死んだという事態になります。朝鮮
と明の軍隊は勢いづいて日本軍を追いかけます。日本軍は
指導者がいなくなっているから、もう大混乱です。その結果
として、さらに５万人ぐらいが亡くなって、10万人が日本に
戻ってくると、その場合、三成に対する憎しみで、もう爆発し
そうになっているでしょう。たちまち戦国時代に逆戻りしてし
まうんですね。
　三成についての評価が分かれると思いますが、彼は豊臣
家のことを非常に大切に思っていたことは間違いありませ
ん。なぜか。石田三成という人は、豊臣家がなかったら何でも
ない人だからです。それに対して、家康とか宇喜多秀家と
か、全部自分の権力基盤があるにもかかわらず、三成は豊
臣家のみならず、日本の国をも危うくするようなことをなぜか
やってしまっている。その後もう１回、暗殺を試みます。

　非常に不思議なことが多い関ヶ原の戦いですが、次に、
やたらと厚遇されている島津義弘という人について調べま
すと、家康と非常に仲がいい人だということが分かります。
秀吉が亡くなった後、あまりに頻繁に家康と島津義弘が
会っているので、三成が文句をつけてきたんですね。ただ、
そのときの家康は、もう豊臣政権の最高実力者ですから全
然言うことを聞きません。さらに遡っていきますと、明の国か
ら漂流して鹿児島に流れ着いた人がいるんですけれども、
その人は島津義弘のかかりつけの医者になるわけです。
その人が中国側に送った通信が出てまいりました。それを
読みますと、島津公とおそらく家康が、共同して太閤を襲撃
しようという計画を立てていた。これは朝鮮出兵のときです。
1592年に秀吉は唐入り、中国征服を宣言いたしまして、い

まの佐賀県か長崎県にある肥前名護屋というところにお城
を建てて、そこに全日本を結集させます。そのときに島津、
徳川で組んで、豊臣を襲うのだと。そういう風説が流れてい
ました。これは結局、実現しなかったわけですけが、それくら
い両者の仲は緊密だったそうです。家康と島津義弘、会っ
た瞬間にお互いに好きなる要素が実はありました。まず、家
康という人が、先ほど申し上げましたように、源頼朝をとても
崇拝していました。島津家の開祖の島津忠久という人は、
源頼朝の落とし種という伝説があります。いまでは伝説でし
かないということは証明されているのですが、戦国時代の
感覚としては、本当に頼朝公から数えて何代というふうに
なったわけです。ですから、家康公が初めて義弘公に会っ
たときには、歴史マニアがその当人に会うような、大変な喜
びがあったはずです。それともう一つ、家康公と島津義弘
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1/1～
1/1～
1/12
2/22
2/28

3/1～5/31
3/1

3/18～
3/19～
3/20～
3/22
3/24～

3/27～4/6
4/1～11/30

4/4
4/5
4/5
4/10

4/17～5/16
4/20～12/26

5/2～
5/2～
5/24
6/6
6/20

家康公に学ぶ①「家康公 岡崎での１０年」
第2回家康公検定～生誕の岡崎、出世の浜松、大御所の静岡～
３市合同出展・ツーリズムEXPOジャパン
家康公に学ぶ②「家康公と徳川四天王」
家康公四百年祭おかざきＰＲ隊任命式（岡崎城下家康公秋まつり）
家康公に学ぶ③「家康公と成瀬正成」
３市合同出展・第46回おかざきマラソン
「３市合同イベントガイド」発行
家康公に学ぶ④「人間 徳川家康」
「るるぶ岡崎市」発行
「八丁味噌美味ＢＯＯＫ」発行
ラッピング電車出発式
３市合同出展・浜松シティマラソン２０１５
３市合同出展・静岡マラソンフェスタ２０１５
名鉄春のキャンペーン「いっぺんこりん　岡崎新時代」
「エヌドライブ　おかざき色めぐり」発行
「オリジナルフレーム切手」発売
岡崎部会ホームページ開設
「家康公クーポン・竹千代クーポン」発売
東照公産湯の井戸取水お披露目式
「家康公生誕劇」公演開始
岡崎城下舟遊び
「家康公岡崎絵巻スタンプラリー」
記念座談会「おかえりなさい、ふるさと岡崎へ」
家康行列
家康公霊夢像除幕式
家康公関連セミナー「時代小説から読み取る『家康の岡崎時代』」
家康公関連の古文書翻刻本展示会
「家康公葵旅～家康公ゆかりの地を巡るビンゴラリー～」
天下泰平マルシェ　開始
「"歴史かたり人"と行く家康公ゆかりの地早めぐりツアー」開始
田んぼアート・田植えイベント
講演会「三河時代の家康を考える①」
バスツアー「三河から遠江へ－三河時代の家康の足跡をたどる－①」

シビックセンターコロネット
静岡市、浜松市、岡崎市
東京ビッグサイト
岡崎商工会議所
岡崎公園多目的広場
せきれいホール
岡崎中央総合公園

せきれいホール

名鉄東岡崎駅
浜松市内
静岡市内

岡崎公園
岡崎城二の丸能楽堂
乙川河畔
岡崎市内14ヶ所
八丁魚光
伊賀八幡宮～乙川河川敷
大樹寺
図書館交流プラザ
図書館交流プラザ
愛知県内・静岡県内27カ所
岡崎公園
岡崎市内
藤川町地内
福祉会館
桶狭間古戦場ほか

実　施　日 事　業　名 場　所

７
〜
９
月
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〜
12
月

7/1～11/30
7/11
7/18

7/29～8/2
8/1
8/1
8/8
8/9

8/10～23
8/18～24
9/10～15
9/12
9/12
9/13
9/18

9/19～12/26
9/22・23
9/22・23
9/23
9/26
9/27
10/3

10/8～12
10/10

10/10～12
10/17
10/17

10/19～20
10/30～11/3

11/1
11/7～8
11/14
11/21

12/11～31
12/23～26
12/26
12/26
12/26
12/26
12/26
12/31

家康公顕彰400年記念ドライブプラン「家康割」開始
講演会「三河時代の家康を考える②」
バスツアー「三河から遠江へ－三河時代の家康の足跡をたどる－②」
岡崎城下家康公夏まつり
第６７回花火大会
「エヌドライブ　家康公知の旅・楽の旅」発行
講演会「三河時代の家康を考える③」
記念シンポジウム「岡崎発！美食の道は江戸に通ず」
大阪プロモーション　
岡崎版吉本新喜劇上演
丸栄創業４００周年記念「静岡　浜松　岡崎の物産と観光展」
講演会「三河時代の家康を考える④」
テレビシンポジウム「江戸 美食の都が遺したものは」放送
第３回家康公検定～生誕の岡崎、出世の浜松、大御所の静岡～
バスツアー「三河から遠江へ－三河時代の家康の足跡をたどる－③」
名鉄秋のキャンペーン「いっぺんこりん　岡崎新時代」
グレート家康公「葵」武将隊特別公演
ＰＲキャラバン・全国都市緑化あいちフェア
きょうの料理フェアin岡崎
よしもと新喜劇「すち子のハッピーウェディング？イン岡崎」放送
田んぼアート・稲刈イベント
ＰＲキャラバン・イオンモール名古屋茶屋店
ＰＲキャラバン・アピタ岡崎北店
講演会「三河時代の家康を考える⑤」
ＰＲキャラバン・刈谷ハイウェイオアシス
バスツアー「三河から遠江へ－三河時代の家康の足跡をたどる－④」
家康サミット　三都物語～岡崎編～「家康の城を考える」
「きょうの料理」放送
家康公四百年祭岡崎城まつり
記念シンポジウム「德川創業期の家康公と家臣団」
2015岡崎城下家康公秋まつり　
講演会「三河時代の家康を考える⑥」
バスツアー「三河から遠江へ－三河時代の家康の足跡をたどる－⑤」
イエヤスコウイルミネーション
第３回家康公生誕祭
家康公四百年祭エンディングセレモニー
家康公に学ぶ⑤「世界から見た家康公」
提灯行列・泰平の祈り・岡崎城ライティングショー
３市交流コンサートin岡崎「厭離穢土　欣求浄土」
ＪＲ特別列車「東海道トレイン家康号」運行
家康公四百年祭おかざきＰＲ隊退任式

福祉会館
西尾城ほか
岡崎公園多目的広場ほか
乙川・矢作川河畔

福祉会館
図書館交流プラザ
大阪市内
なんばグランド花月（大阪市内）
丸栄百貨店（名古屋市内）
福祉会館
ＮＨＫ－Ｅテレ
静岡市、浜松市、岡崎市
本宗寺、本證寺ほか

せきれいホール
モリコロパーク
図書館交流プラザ
ＣＢＣテレビ
藤川町地内
イオンモール名古屋茶屋店（名古屋市内）

アピタ岡崎北店
福祉会館
刈谷ハイウェイオアシス
牛久保城跡、吉田城ほか
図書館交流プラザ
ＮＨＫ－Ｅテレ
岡崎公園多目的広場
竜美丘会館
岡崎公園多目的広場ほか
福祉会館
浜松城ほか
岡崎公園内
岡崎公園ほか
岡崎ニューグランドホテル
岡崎信用金庫本店
岡崎公園ほか
図書館交流プラザ
静岡～浜松～岡崎
愛知産業大学

の間には共通点が二つありました。一つは秀吉と戦争をし
ても負けていないということです。家康は皆さんご存じのと
おり、小牧・長久手の戦いで、秀吉と戦って５分、まあ６分ぐ
らいの勝ちを収めております。対する島津義弘なんですが、
これは意外に皆さん忘れてしまっているのですけれども、一
時鹿児島の島津氏というのは、九州全土を征服一歩手前
まで行っていました。５万から６万ぐらいの軍勢でやってい
ましたが、それに対して秀吉は、20万の大軍を派遣してこ
れを叩いているわけです。そうするといくら薩摩武士が強い
と言っても、20万と５万ですから、まったく戦いにならないわ
けです。それでも最終的に、鹿児島と熊本の県境のところ
で、豊臣軍は進撃を止めているんです。つまり鹿児島は豊
臣軍に占領されていませんから、これは負けではないんで
すね。もちろん勝ちではないですが、何とか敵に占領される
ことを食い止めた。しかもはるかに大きな軍隊を食い止めた
ということでは、鹿児島側にも一定の分はあったということで
す。だからお互い会ったときには、あのときはよくやったねとい
うふうに、褒め合ったはずです。
　もう一つ、家康は信長の命令で、自分の先妻の築山殿
（つきやまどの）と、長子の信康公は切腹させられました。こ
のことを生涯非常に恨みに思っていた。恨みに思っていた
というより心に傷を負っていた。対する島津義弘の方も、４
兄弟なんですけれども、末っ子の島津歳久を豊臣秀吉の
命令で切腹させられています。これは先ほど申しました九
州争奪戦の責任を取らされた形であります。当時の日本の
武士というのは、自分の血筋というのを非常に大事にして
いる。他人の血筋も重要視する。ですので、秀吉は最初に
島津家に対して、戦争をやめなさい、九州征服を諦めなさ
いという手紙を送っています。関白・太政大臣からの手紙
なんですが、豊臣とはどこの馬の骨だと。当時からすれば
もっともな理由になんですが、これを無視します。無視したと
ころ20万連れて向こうが攻めてきたということで、大変悔し
い思いをしたわけでございます。そういう心の傷を負ってい
る同士ということもあって、即座に仲がよくなりましたというこ
とです。そんなに仲がいいのに、いったい何で島津は西軍
に付いて、しかも最後に家康の本陣に突っ込んでいったん
だろうということです。これはさらに調べて行きますと、石田
三成という人は、自分は小者ですので、行政能力はあるん
ですけども、武将としての名声はないので、島左近という有
名な武将を大変に高い禄（ろく）を払って召し抱えるわけで
す。この島左近は家康公の側近の柳生宗矩（むねのり）と
縁戚関係にあります。単に遠い親戚というのではなくて、同
じ大和国の出身なんですね。同郷人であり、しかも考え方も
かなり似ていたのではないかということです。それともう一
つ、三成が無二の親友と考えていた大谷吉継という武将、
この人も西軍に加わって、華 し々く討ち死にするんですけれ
ども、実はこの人は、三成が最初に家康を暗殺しようとした

ときに、家康の身の安全を慮って駆けつけた武将の中に、
名前がちゃんと載っているんです。しかもそれはどこに書い
てあるかというと、「徳川実紀」なんですね。徳川幕府の公
式の史書を編さんしている人たちが、大谷吉継は家康公
に心服していますと書いているわけです。ちょっと想像力を
逞しくしますと、石田三成という人は、一番信用している部
下と無二の親友の両方から裏切られた可能性が高いで
す。それについての傍証がありまして、島津義弘が西軍に
変わったときに、三成は家康公と仲がよいのを知っています
ので、全然信用していません。何をするかというと、最前列
に持って来るんですね。これはまた信用できないやつが味
方に付いたら、一番犠牲の多いところに赴かせる。これもま
た兵法の常道だと思います。ところが、そのときに「ここは殿
が前線に出ないとみんなの士気が高まりません」と言って、
島津部隊を後ろに退けさせた武将がいまして、これが島左
近なんですね。こうしますと、島津、徳川、島で何か裏で組
んでいたなと、だんだん濃厚になってくるわけでございま
す。なぜそんな手の込んだことをやるのか。ここで、関ヶ原
の戦いが分からなくなるという話になるんですけれども、
関ヶ原の戦いは朝鮮出兵が大失敗に終わった、たった２
年後に起きているんです。朝鮮出兵との関連で考えなくて
はいけないんですけれども、99％の歴史学者がそれをやっ
ていませんので、それで分からなくなってしまっているんで
す。西軍で実際に戦った武将たち、その中で一番活躍した
のは宇喜多秀家です。活躍も何も、関ヶ原まで行って実際
に戦った中で、最大の武装勢力だった。２万人ぐらいの部
下を連れて行ったわけでございます。この人は第一次朝鮮
出兵のときに元帥（げんすい）です。つまり総司令官であり
ます。そして家康が戦場に率いていった、豊臣恩顧の細川
ですとか、福島、蜂須賀、浅野、こういった武将たちもみん
な、朝鮮に出兵しているわけです。そうすると、それは歴戦
の勇者かと皆さん考えるかもしれませんが、全然違います。
逆なんです。というのは、朝鮮出兵というのは、先ほど申しま
したように大失敗なんです。20万連れて行って、15万しか
帰ってこなくて、しかも負け戦。そして軍事費用、作戦を実
行するためのお金というのは、全部遠征軍の武将たちが自
分で支払っています。支払ってその後どうやって取り戻す
かというと、中国を占領して、領土を全部自分のものにする
ことによって賄うわけです。非常に怪しいベンチャービジネ
スにみんな出資をしてしまって、丸裸になったような状態
だったわけです。これは端にお金がなくなっただけではない
んですね。一緒に付いて行った部下たちが、それ見たこと
かと。こんな馬鹿なことに手を出すからと、言うことを聞かな
くなるわけです。さらに言いますと、自分たちが支配している
領地の若者も、相当招集されて行っている。もっと言うと、農
村の若者たちは乱世が終わってしまった結果、自分が農
民から武士へと出世していく道筋が絶たれていたんです

ね。彼らにしてみると最後のチャンスで、やっぱり一緒に朝
鮮に渡ろう。４人に１人が死んでしまっているということで、
支配している土地の人々からも、ものすごく馬鹿にされるよ
うになってしまっている。お金がない。部下は言うことを聞き
ません。税金を集めることもできません、ということで、西日本
の大名たちは、企業で言えば倒産寸前。政治的には崩壊
寸前という状態だったのです。実際に西軍の中心になって
いた宇喜多秀家の場合は、岡山に55万石の領地を持って
いたんですが、朝鮮から帰って、お寺と神社の領地を強引
に奪っていき、何とか70万石までしました。15万石余計に
加えているということは、15万石分歳入に欠損が出ていた
のではないか。穴埋めのために強引に、領内での税の取り
立てを強化していたのではないかと、私は考えるわけで
す。これは調べていくと、おそらく西日本の朝鮮出兵に動員
された全大名の領地で、同じようなことが起きているはずで
す。そして、関ヶ原の後始末がどうなっているかと言います
と、毛利家は120万石から36万石、上杉家が120万石から
30万石なんですが、本来、この関ヶ原の合戦については無
関係、それを超越しているはずの豊臣家、三成は元豊臣
家の五奉行筆頭ですけれども、このときには近江佐和山の
城主でしかありません。一方、家康は五大老筆頭でありま
す。ということは、豊臣政権の最高実力者なんです。今で
言うと、総理大臣と衆議院議長を合わせたものであります。
ですから豊臣政権の人として東軍の総大将になっている
わけです。けれども蓋を開けてみると、豊臣家の領地は200
万石から70万石まで減らされている。東軍に参加した大名
たちは、だいたい領地が２倍になっています。しかもその
後、どんどん領地が変わっていくんですね。何が起きたかと
言いますと、朝鮮出兵で面目を失墜してしまった西日本の
大名たちのうち、徳川方に付いたところは全員領地が倍増
して、部下たちに対して、勝ちを収めたと胸を張って威張れ
るようになりました。そして最後に、自分たちが傷つけてし
まった農民から切り離されて、別の土地で新規まき直しをす
ることができるようになったわけです。これは結局、朝鮮出
兵の後始末を、どうやって西日本の大名たちのメンツが立
つように行うかというのが、家康にとっての関ヶ原の戦い
だったわけです。
　これだけのお芝居をするために、島津義弘も裏で相当
協力するわけです。なぜ島津義弘が西軍に付くかという
と、西軍側になるべく多くの大名が入りやすくするためで
す。島津さんが加わったら、たぶん勝つでしょうということ
で、みんなのこのこ西軍に付いて行って、食い物にされてし
まうわけなんです。天下分け目の戦いというのは、「豊臣の
天下をみんなで分ける」という意味です。こういう話からだと
しますと、従来考えられている江戸時代のイメージとは全然
違ってくるんですね。従来の考えというのは、戦国時代とい
うのはすごいトーナメント戦で、その中で勝ち残って、チャン

ピオンになったのは家康でしたというものでありますけれど
も、この関ヶ原の戦いでいきますと、ほかの大名たちと協力
して、日本国にとって大いなる災いをもたらした豊臣家を追
い出した。革命の指導者みたいなものになっていくわけで
す。そうすると徳川将軍家の各大名内の関係も違ってくる
わけです。外様だからと言って、敵対関係にあるわけでは
ありません。むしろ各大名家の既得権益を守る仕組みを考
えた人ということになってきます。実を言いますと、これが江
戸時代の日本、徳川ジャパンというのがずっと平和だった。
のみならず、明治になった後に、急激に西洋化ができた最
大の理由は、本当に平和を長続きさせる一番簡単な方法
は何かというと、徹底して民をいじめて、何もする力を与え
ないということです。実はお隣の李氏朝鮮がそういう国でし
た。ちょっと信用できない部下は、すぐに首を切ってしまうと
いうことです。ところが、江戸時代の日本というのは、関ヶ原
の戦いの段階で、後の征夷大将軍と日本中の主だった大
名の間に、非常に強い信頼関係が築き上げられました。で
すから、相当なところまで各大名家が自律的に振る舞うこと
を許した。だからこそ日本にはたくさんの城下町があって、
各地に特産物がある。非常に豊かな国になっていったわけ
です。
　こう見ていきますと、諸外国から徳川家康、もしくは江戸
時代の日本を見たときに、彼はさっぱり分からないんです。
なぜ分からないかというと、幕末に日本にやってきた外国の
人たちというのは、キリスト教でないにもかかわらず、ヨー
ロッパと同じか、それより高いレベルの文明を見つけるわけ
です。19世紀後半の世界というのは、中国は非常に長い
時間をかけて内戦を続けていまして、それが終わって、今
度はアヘン戦争があって、賠償金を取り立てられている。
衰退する途中だったんですね。そして財政が疲弊して政
治的にも衰退していく国というのは、だいたいそうなんです
けれども、役人は賄賂を取るし、貧しい人はその辺に溢れ
かえっている。今のアフリカみたいな感じだったわけです。
中近東でもペルシャ帝国、オスマン帝国、トルコ帝国も衰退
期に入って久しいわけでございます。インドはもう既にイギリ
スの植民地になっています。ということは、キリスト教でない
国でまともな国というのはなかったわけです。タイという国は
何とか独立を保っているんですけれども、タイというのは、中
国からやってきた人たちが運営しているビジネスなんです

ね。ちゃんとした国ではありません。先ほど申し上げました、
オイレンブルグというプロシアの使節も、中国は衰退しつつ
ある、荒 し々い、日本は謎だ。そしてタイは冗談のような楽し
い国だという記録を残しているわけです。ですから、タイは
独立を保っていたけれども、ヨーロッパと並ぶような文明国
ではないので、日本だけは謎なんですね。この日本というの
は何だったんだろう。その後、明治維新が起きると、がらっと
国が変わってしまって、西洋の真似をするようになる。でも
西洋の真似をしつつ、20、30年でその本家の西洋列国を
追い抜いていくようになるわけです。そのとき「この国は何な
んだろう」その疑問があって、初めて江戸時代の日本や徳
川家康の研究が行われるようになっていくんですね。です
から、分からないところから始まっていく。遡りして行く。それ
は特に岡崎の皆さんそうですけれども、家康と直接触れ
合っていた人たちからずっと伝わっている、記憶がある日本
人とは全然違うわけです。冷静ではあるけれども、同時に
浅いんですね。そして日本人の先行研究の上でしかものが
言えないということはあります。さらに話をややこしくしている
要素がありまして、今の学術の世界でも、今の日本の政治、
近代史の研究においても、イギリスの影響力が非常に大き
いわけです。ところが明治維新というのは、イギリスの絶大
なる影響の下に行われているわけです。先日私も長崎に
行って、グラバー園なんかを見てまいりましたけれども、イギ
リスではごく普通の人だったグラバーが、日本に来るとお大
臣になってしまって、しかも国政における重要人物に成り上
がってしまっているんですね。それくらいイギリス人が日本に
やって来ると、チャンスがたくさん転がっている。これは当時
のイギリスが世界最大の強国だったという事情もあるわけ
です。そしてその強国から日本が学ぼうとしたということもあ
るのですが、同時に、非常に豊かで平和な社会である日本
を見て、イギリス人が何とかこれを支配下に置きたいと、い
ろいろ画策した結果でもあります。ですから、イギリスの介
入がなかったら、明治維新は全然違った形になっていった
であろうと。彼らは世界中のあらゆる国について、膨大な情
報を集めていまして、たぶん世界情勢を一番よく理解して
いる。それは当時においてもそうでした。けれども、江戸時
代というのは関ヶ原の戦いの段階で、表向きの話と実態が
全然違う。奥行きが非常に深い国だということを、全然理
解していなかったんですね。彼らは薩摩藩と非常に仲がよ
くなっていくんですけど、その薩摩が徳川家と非常に仲が
いいんだということは、最後まで分からないままでした。
　もう一つ言いますと、それでもイギリスは日本国内の不平
分子と組んで、江戸幕府を倒した革命軍の側であると、自
分たちの行動を考えていましたので、だいたいにおいて江
戸時代は、暗黒時代だったような書き方をします。ユダヤ系
の歴史学者もイギリス人に従っていますので、同じような書
き方をしているようです。イギリス系の人たちが言っているこ

とを追いかけていくと、家康はすごかったけれども、自分の
権力を最大化するために、鎖国をして活力を奪っていきま
したと、こういった書き方になっています。ですから、それは
そのときの国の都合ですとか、日本との関係でもってのみ
語られるわけです。これは外国の歴史上の人物だから当
然のことであります。そう考えてみますと、関ヶ原の戦いが、
実際には今言ったような壮大な陰謀だったわけです。それ
からもう一つ、この陰謀を完成させるために、島津義弘とい
う人は命がけでやっているわけです。家康の本陣に突っ込
んでいって、彼は討ち死にしてもまったくおかしくありません。
それは家康に関しても同じことであります。彼は決して気心
が知れているとは言えない、豊臣恩顧の武将たちに囲まれ
て関ヶ原に向かっているわけです。自分が手塩にかけて育
ててきた徳川家の部隊というのは、ずっと遠くに置いてある
わけです。というのは、秀忠が徳川家の部隊３万人を連れ
て関ヶ原にやってきますと、手柄は全部徳川家が一人占め
することになるんです。そうしますと、そもそも関ヶ原の戦い
をデザインした目的の、豊臣恩顧の西日本の大名たちにメ
ンツを立てて、損失補てんをするというのは、成り立たなく
なってしまうわけです。ですから、その約束を果たすため
に、徳川家康は大変なリスクを負いました。島津義弘も西
軍に加わって、最後に徳川家の本陣に突っ込んでいくとい
う、命がけの働きをしました。他の豊臣恩顧の大名たちも、
最終的に家康が裏切って、秀忠側がやって来たなら、自分
たちは何も手元に残らないわけです。それでも信用して付
いて行っています。大変なリスクを負っていく。全員がリスク
を負って自分の約束を守って、その結果として、すべてが
上手くいったんですね。これはほとんど奇跡的なことです。
しかも全員で口裏を合わせて、豊臣家の財産を奪ってしま
いましたので、ちょっと人には語れないことなんですね。皆さ
んもご経験がおありだと思うんですけど、一緒に良いことを
すると、ちょっとだけ仲がよくなるんですけれども、一緒に悪
いことをすると、とても仲がよくなるわけです。大変強い絆で
結ばれるわけです。強い信頼関係が発生した家康公と生
き残った諸大名は、何の話をするかというと、自分が一番気
にしていることを語るわけです。恥も外聞も捨て去ってし
まって話をする。何かと言うと、自分が死んだ後、俺の家は
どうなる。これなんですね。
　家康の場合で言いますと、武田信玄も今川義元も北条
氏康も、小田原の北条家も、全部消えてしまった。彼が岡
崎で小さな大名だったときには、超大国みたいなものだった
んです。それがあっという間に、自分が生きている間に全部
なくなってしまって、武田家の本流に関しても死に絶えてし
まっているんですね。ですから、何て脆いものだというのが、
まず分かっているわけです。もう一つは、秀吉という人が残
した負の遺産の巨大さです。今の私たちですとちょっと分
かりにくいんですけれども、戦国時代の日本と言えども、実

際には血統と家柄がものすごく重要だったんですね。天下
統一、乱世をどうやってまとめるかというところで、衆目の一
致するところは、源氏の名門の武田信玄公が上洛して、足
利幕府を再建するだろう。そのくらいのイメージしかなかっ
た。それがあっという間に、織田、豊臣の2代30年でもって
覆されてしまったわけです。当時の日本人の感覚からしま
すと、家柄が何だと言っても、実はどうってことはない。能力
次第でどこまでも行けるんだという、非常に危険な事実が
明らかになってしまったわけです。当時は新聞もテレビもあ
りませんが、愛知のどこかから出てきて、まったく素性の知
れない秀吉という男が、位人臣を極めて中国を取りに行っ
た。この話だけは、日本中、津々浦 ま々で行き渡っているの
です。それまでは自分とは関係ないと思っていた日本中の
若者が、ひょっとしたら自分にもできるかもしれない。こう思う
ようになるだけで、政治秩序というのは揺らいでしまうものな
んです。そうなってきた場合に、黒田如水にしても、浅野長
政にしても、家康公にしても、自分は何とか乱世を切り抜け
られたけれども、自分の息子の代になったら、それは相当難
しいだろう。もう１回秀吉みたいなやつが出てきたら、寝首を
掻かれて、自分がこれまで頑張って築き上げてきたものは
全部失ってしまう。そういう恐怖感を、みんなで共有してい
たわけです。
　私は「豊臣問題」と呼んでいるのですが、豊臣秀吉が朝
鮮出兵という、唐入りで非常に無謀な軍事行動を行って、
大失敗をして貿易ができなくなる。これが第一の豊臣問
題。これは何とか修復はできなくはないでしょう。でも、それま
でずっと血統原理で日本の国というのはまとまっていたの
が、そんなものは、１人の天才の前にはまったく無力なん
だ。これを秀吉が自分の一生でもって証明してしまったん
ですね。豊臣秀吉という人は、ものすごく大勢美人のお妾
さんを持っていたり、きんきらきんのお城を建てたり、男の夢
を全部実現してしまった。男の夢を全部実現する人が１人
出てくると、国全体が滅びたがるわけです。そういう人があ
と10人出てきたら、日本という国は消滅してしまうわけです。
その恐怖感というのは非常に強かった。ではどうするかと
いうと、それは、豊臣秀吉みたいな人間が二度と出て来な
いような社会をつくるということです。これが江戸時代の日
本なんですね。ですので、家康という人は１人で天下を
取って、もしくは三河武士団に支えられて、徳川家だけで
天下をつくって、天下を平定して、自分たちが好き勝手に
作ったということではないんです。豊臣秀吉の影に怯えな
がら、第二の秀吉が出てくることに怯えながら、設計して
いったんですね。しかもそれは徳川家だけでなくて、島津家
をはじめとする、大型の大名たち全員が参加をするかたち
でつくっている。だから藩というのは、それぞれ相当な自立
性を持ちつつも、幕府でこういう制度を導入しましょうという
のを、みんながきちんと導入していた。そういうことなんで

す。地方分権なんだか、中央集権なんだかよく分からない。
そういう仕組みになるんですね。そういう仕組みがあったわ
けです。ですので、いまの政治学の常識でいっても、あるい
は歴史学の常識でいっても、さっぱり分からない仕組み
だったので、まして19世紀の末に、自分たちの方がずっと
上等だと思ってやってきたヨーロッパの人たちには、さらに
分からないわけです。二度と豊臣秀吉が出てこないように
するにはどうすればいいかということで、それで江戸時代の
仕組みが作られていきました。
　その核になったのが、まず禁中並公家諸法度です。それ
から武家諸法度、そして寺院諸法度、これで全員の役割
分担を決めていきます。重要なのが禁中並公家諸法度に
関して言いますと、これは二代将軍、秀忠（源秀忠）、関白
の二条昭実、そして肩書がないような状態の家康（源家
康）の３人の署名があります。これは幕府のトップと朝廷の
トップが、両方署名しているんですね。ということは、これは
「憲法」なんです。「憲法」というのは、権力のある者同士の
約束なんですね。権力のある者同士の約束だから、どちら
かがルール違反をすると、あんたそれおかしいじゃないか
と、たちまち突っ込みが入る。それで長持ちするわけです。
このとき朝廷側の人間が、ずっと下の部下でしかない武士
の代表と一緒に署名をするのは、後にも先にもこのときだけ
だと思います。なぜそんなことが可能だったかというと、二
条昭実という人は、豊臣秀吉が関白になることによって、関
白職を追われてしまった人なんです。豊臣家に対する怨念
のある人を、わざわざ関白に据えて、この歴史的文書に署
名をしてもらいました。この禁中並公家諸法度、武家諸法

度、法度類を発布して、さらに家康は「元和偃武」ということ
を宣言いたします。「元和」というのは、それまで慶長だった
元号を変えたもので、これは漢文で言いますと「和を始め
る」と読みます。「偃武」というのは何かというと、非常に難し
い字で、ここでしか私も見たことはありませんけれども、「武
をやめる」なんですね。「和をはじめ、武をやめる」。その後、
260年間平和が続いたので、ここで乱世は終わったんだな
と、私たちは納得するんですけれども、大坂の陣という関ヶ
原の戦いに匹敵する大規模な戦争、動員された人数は20
万人です。終わった直後です。豊臣方の浪人たちがあちこ
ちにいるんですね。しかもそこまで、応仁の乱から数えると
150年間ずっと日本人は殺し合っておりますので、いまで言
うＰＴＳＤ、トラウマ（心的外傷）症候群、ずっと戦場にいた
人間というのは、平和な社会に復帰できなくなってしまう。社
会全体がそうだったんですね。ですから平和になったと
言っても、辻斬りが横行する。盗賊団が出てくる。民心がそ
うやって落ち着かないものである以上、いつまた乱世に逆
戻りするか分からない。乱世に逆戻りすれば、豊臣秀吉の
ようなやつがまた出て来て、徳川幕府の幕藩体制のトップ
は、全部潰れてしまいます。それを慮って、まずは元和偃武
であったんですけれども、法度類が整理されただけでは、
民心が不安定ですので、平和になるということは確約でき
ないんですね。ということは逆に、1615年、今から400年前
の段階で元和偃武です。「戦争のない世の中になります」
というふうに宣言するというのは、大変勇気のいることであ
ると同時に、家康公ですので、相当周到に準備をしていた
わけです。確実に平和が続くような仕組みを作る。それは
法度類だけではないんですね。
　戦後の日本も日本国憲法で戦争放棄と出すとき、これを
作っているのは日本人ですので、それが守られるための仕
組みをいろいろ考えていたのと同じことが、今からちょうど
400年前の日本でもあったわけです。
　家康は静岡の地で、10年間かけてこの元和偃武への
構想を練っていくわけです。よく言われるのは、ウイリアム・ア
ダムス、ヤンヨーステン、天海、金地院崇伝（こんちいんすう
でん）といった人たちが、ブレーンで就きました。さらにイエズ
ス会の人たちも来ていたと思います。彼らは世界中知って
いますので、中国の商人も大勢出入りしています。世界中
のいろいろな情報を集めた上で、こういう仕組みで行こうと
言って作ったものです。10年準備をしてやっと宣言する。そ

の骨子になるのが法度類です。法度類は何を決めようとし
ていたかと言いますと、これは応仁の乱のようなエリート同
士の紛争が再発しないための法度なんです。ですから、禁
中並公家諸法度の一番最初には「帝（みかど）よろしく学
問に専念あそばされよ」と書いてあります。どういうことかと
いうと、後醍醐天皇みたいな人が出て来ては困るということ
なんですね。その他に、「武家の家の相続はどうあるべき
か」とか「お城を勝手に修繕してはいけない」とかあるんで
すけども、これはすべて応仁の乱ですとか南北朝の争乱、
これが再発しないためにはどこを押さえておくかということを
考えて作っているわけです。
　では、応仁の乱が起きた後で、なぜいつまでも乱世が続
いたか。それは日本が貧しかったからです。貧しいというの
はどういうことかと言うと、生活必需品の非常に多くを中国
からの輸入に頼っていた。自力で何も作れません。ところ
が、中国側はいつも日本から持って行く刀剣ですとか、木
材ですとか、そういうものを高く買ってくれるとは限らないん
ですね。価格で折り合わないと、たちまち日本側は暴力に訴
える。これが倭寇(わこう)の始まりです。倭寇は日本人がほ
んの１割程度だったと言われるのは、それだけ日本人の海
賊というのは凶暴で強かったからです。なぜ強いかという
と、それは貧しいから、命が安いからです。その根っこにあ
るのは何かというと、日本が非常に貧しかった。国全体とし
て貧しかった。政治が乱れるから貧しいということもあるの
ですが、貧しいから政治が乱れるということもありました。そ
れを克服するにはどうすればいいかということで、豊臣家の
滅んだ直後から、日本で大々的に埋め立て工事が始まりま
す。それがあって、江戸時代の最初で人口２千万人しかい
なかったのが、100年後にはだいたい3,000万まで増えてい
ます。1,000万人増えても、その間大きな飢饉（ききん）という
のはありません。それだけ埋め立て作業でもって農地を増
やしているのです。もう一つ、埋め立て作業は豊臣家が滅
んで戦国時代は完全に終わった、平和な世の中になったと
言ったときに、失業した下級武士を救済するための公共事
業でもあったわけです。公共事業はそのまま生産性の高い
ところに向かって行ったので、江戸時代の最初は非常に経
済成長のペースが速かったんですね。ですから、エリート同
士の紛争を法律でなくしましょう。民衆の貧困を何とかして
救済しましょう。
　さらに、秀吉という人を間近に見ていて、化け物である。
そして秀吉と直接に関わってきた経験から、能力のある人
間は、どんなに押さえ込んでも必ず頭角を現すものだと分
かっています。ですから、江戸時代の日本は社会全体が安
定する、身分制をきっちり固めていくんですけれども、身分
制を運営していた人たちは、身分制というのは実際に、非
常に脆いものだと分かっているわけです。そこで、彼らは何
をするかというと、能力のある人を抜擢する仕組みを作ろう

と。その前段階として「儒教経典」、特に『論語』をみんなに
読ませるようにします。先ほど申しましたように、戦国時代が
終わるまで日本人は、政治というよりも家柄、血統、誰が上
に立つべきか、源氏のしかるべき名門の人でないとだめで
す。家柄至上主義だったわけです。それは江戸時代もずっ
と、基本的に家柄で動いているわけですが、実はその中
で、『論語』というのが、なぜこの場合重要かと言いますと、
儒教というのは、非常に保守的な社会秩序を描いている
のです。「君に忠、親に孝」といって、上下のけじめを非常
に重視しているわけです。『論語』を読みますと、孔子という
人は、私は卑しい身分の生まれだと自分で公言していま
す。けれども若いときには、いろいろな職業を点 と々してきた
と、およそ家柄至上主義、血統至上主義の社会とは誰も言
わないようなことを言っています。そういう血筋の怪しい孔子
が非常に立派な人物で、そしてその人柄と学問に引かれ
て、弟子たちがそこまでも付いていく。これが『論語』なんで
す。ですから、それを読ませることで、少しずつではあるけ
れども、江戸時代の身分制と能力主義とが併存するように
なっていきます。これが江戸時代の最初にかなり無理をし
て、家康が印刷をして儒教のことをたくさん作っているとい
うことの最大の理由です。儒教、特に『論語』は意外なこと
に、身分制を超えるきっかけを与えてくれる書物だったんで
すね。人材抜擢、身分制、秩序をつくって、秩序を乱さない
程度の能力抜擢、そして民をまとめて法制を整える。これは
今の世界でもできていない国の方が、実は多いわけです。
今の先進国の基準では、たぶんこの４つになります。
　さらに、5代将軍は悪名高い「生類憐れみの令」というも
のがあるのですが、これは生類の中には人間も入っていま
す。畜生を虐待してはいけない。老人と幼児を虐待しては
いけないというのが、生類憐れみの令とされる一連の法令
の中にも出てくるわけです。子どもは動物扱いするし、お年
寄りは働けなくなったらば、裏の山に捨ててしまうというの
が、それまでは普通だったのが、一人一人の人間に慈悲を
もって接するようになっていく。この側面はあまり語られない
のですが、家康公が「厭離穢土　欣求浄土（おんりえど　
ごんぐじょうど）」を旗印にしていたのは、要するに仏教戦士
なんですね。意外なことに江戸幕府の公認のイデオロギー
は朱子学だとよく言われますが、実際には仏教国でした。
中国側の記憶では、日本はタイやスリランカと同じく仏教国
であると書いてあるわけです。それはどういうところに生きて
くるかというと、民百姓はもちろん、動物まで大切にしなさい
と、江戸幕府ができて約60年、暦が一回りするぐらいででき
てきた制度に反映されているわけです。ですから、これは身
分制を片方に持ちつつ、能力主義を持ってくる。身分制と
能力主義は向いている方向は全然逆なんですね。片方は
不平等なものをずっと維持しようとするし、もう片方はそれま
で培われてきたものを全部打ち壊して、平準化させるもの

がある。この二つを同時にオペレートしていくと、大変な緊
張関係にあるわけです。この緊張関係がある国が、近代
化するかしないかの分かれ目になっているのです。日本が
幕末になって西洋列強と出会って、ぱっと西洋化できる最
大の理由は、日本は1615年からずっと、今で言う近代社会
だったと。法律は国の隅々まで守られ、一人一人の人間
は、限界があるけれども大切にされる。そういう社会になっ
ていったということです。これは特に江戸時代になる150年
間、ずっと戦乱が続いていた。そして戦国時代の最後に、
朝鮮出兵という信じられないぐらいの大がかりな軍事行動
があった。これを考えると、信じられないほどに上手くいっ
た。奇跡的だというふうに言いたくなってまいります。
　海外から見た家康云 と々いうときに、的外れなものが非
常に多いんですね。江戸の平和は長くてよかったと、皆さん
おっしゃるんですけれど、なぜ的外れのものが多いかと言
いますと、それは豊臣秀吉という日本史上最大の英雄にし
て怪物、これが出たことの結果として、家康は天下を取れ
たし、新しい政治秩序をつくることができた。この因果関係
を誰も見ていないからですね。ですから江戸時代というの
は、秀吉の影にずっと怯えている社会でした。これは大革
命を経た後のフランスが、非常に似た問題を抱えつつ、そ
の処理に見事に失敗していくわけです。けれども、そういっ
た観点からの比較論では全然ありません。現状の世界的
な徳川家康理解は、長く続く平和をつくった偉い人がいる
というような、極めて漠然としたものであります。実際に、本
人はどれほどのリスクを取って、関ヶ原の戦いもそうなったと
いうことも、あるいはその後、平和を持続させることがどれほ
ど困難だったかということも分からないんですね。江戸時代
後半の徳川体制、幕藩体制というのを、外国人は目いっぱ
い正装しているけれども、どこにも遊びに行く予定がない人
のようだと形容しているわけです。「どこにも行くところがな
い」というのは、要するに舞踏会の招待も受けていないの
に、何でそんなすごいドレスを着ているのかとういような皮
肉なんです。それは確かに江戸時代末期になりますと大名
行列、これは軍隊がちゃんと移動しているんですけれども、
全部儀式になってしまっています。全部が儀式になって、頭
の中が空っぽになっている社会だという印象ですね。これ
は日本の歴史学者の多くが踏襲している見方です。江戸
時代というのは、何となく平和な時代が続いていた。徳川
家というチャンピオンが決まったから、それで何となく治まっ
ていたんだという見方が強いわけです。これが一番よく表
れているのは、日本では「泰平の眠りを覚ます上喜撰（蒸気
船）たった四杯（四隻）で夜も眠れず」という一句なんです
ね。要するに泰平の眠りだったというふうに考えられている
わけです。ですが、実は江戸時代、単に江戸時代初期の
人たちが、豊臣秀吉の再来みたいな人間が現れるのを、
ずっと恐れていた。のみならず、江戸幕府が平和を維持し

ていったのは、実は少数与党でずっと政権運営をいたこと
でありました。なぜかと言いますと、先ほどから秀吉の朝鮮
出兵、20万人だったと申しておりますけれども、そのときの日
本の人員は２千万しかなかったんですね。人口の１％が、
海を渡る軍事作戦に参加をしたわけです。しかもこれは単
に人口の１％ではありません。まず、西日本の大名しか動員
されていないのです。当時は西日本の方が圧倒的に人口
が多いので、1,400万人いたとしましょう。その中の男性だけ
です。700万人。その中で実際に従事できる年齢というと、
またその半分、多くて400万ですね。400万の母集団の中
から20万人が行っているわけですから、５人に１人が外国
へ行って戦ってきているわけです。しかも困ったことに、まず
朝鮮は軍隊を持っていません。そして明のほうは、兵隊が
まったくやる気がありません。平均して日本の武士１人に対
して、明の兵隊10人分ぐらい。これで互角だと言われまし
た。島津部隊に関して言いますと、薩摩兵１人に対して、明
の兵隊100人ぐらい、その比率で上回って日本軍が勝って
しまう。ですからこれは、ぼろぼろになって帰って来るんです
けれども、もう１回やれば必ず勝てるというふうに考えている
武将は結構多かったわけです。
　関ヶ原の戦いで、本人は生き延びているのですが、家自
体が完全に消えてしまった宇喜多秀家なんかはその筆頭
でしょう。その後、東軍側にあったのに消されていった家も、
それなりの実績が大名家としてあったのに完全に消えてし
まった。長宗我部、加藤清正、福島正則、この辺りは、おそ
らくもう１回朝鮮に行きましょうと考えているはずです。それを
裏付ける傍証というのが、家康が国元に帰った会津の上
杉景勝を難詰した際に返ってきた返事、直江兼続が書い
たので直江状というんですけど、その中に出てまいります。
「近々朝鮮に３度目の出兵をすると聞いているが、いったい

いつになったらするのだ。」や
るべきだと言うんですね。結局
それは徳川方が勝つことに
よって、その線は絶たれたんで
すけども、問題は行って帰って
来た西日本の15万人です。こ
の人たちは西日本のあちこち
の村に散らばっているわけで
す。そして彼らはことあること
に、アジアの皆さんに迷惑をか
けて痛恨の思いであるなどと
は言いません。俺たちの方が
強いんだから、もう１回やるべ
きだということを、これを外に出
て言うと罰せられてしまうので、
自分の家の中で誰にも言うな
といって、自分の息子に伝えて

いくわけであります。ですから、西日本には当時そういうもの
はないと思われていますが、世論としてもう１回朝鮮、中国
に攻めて行くのだというのがずっと続くんですね。あのときも
う少し頑張れば勝てたのに、あんな中途半端なところで止
めてしまったのは大変な失敗だった。そういう意味では、徳
川の天下というのも気に入らないし、家康の元和偃武も気
に入りませんという人が、武士ではないけれども、そのすぐ
下ぐらいのレベルでずっと溢れているのです。これが江戸
時代の後半になって、町民から農民からどんどん学問をす
る人が増えてくると、どんどんそういう意見が増えてきます。
その代表格なのが、今年大河ドラマの吉田松陰なんです
ね。吉田松陰の遺骸を引き取って泣きながら埋めた桂小五
郎という人がいます。後の木戸孝允（きどこういん）で、この
人は幕末の志士といわれる人の中で、唯一一貫して幕府
を倒そうとしていて、しかも一番頭がいいんですね。ところ
が、一番頭のいい木戸孝允が、戊辰戦争が始まるか始ま
らないかの段階で、朝鮮に出兵するべきだと言っています。
木戸孝允はその後、維新の大業に倒れた長州の志士た
ちの霊を祀るために、霊山護国神社というものを京都に造
るのですが、これは何と秀吉の正妻の北政所が持ってい
た高台寺の隣にあるんですね。隣というか、たぶんお寺の
敷地をもらって、そこに造ったのではないかと思います。桂
小五郎は武士ではなくて、もともと町医者の息子なんです。
町民レベルで豊臣政権を復活させて、アジアに対して強く
自己主張する日本を創りたい。何か今の日本みたいになっ
てまいりましたけれども、そのように考える人たちが非常に
多かったわけです。ですから、江戸時代の日本というもの
は、少数与党が必死で平和を維持していて、本当に戦争
を望んでいるのは民衆の方だったという、非常に不思議な
状態が続いていたわけです。だからこそ江戸幕府というの

は、最後にあっさり潰れてしまう。そもそも権力基盤が小さ
かったからです。そして江戸幕府が倒れてしまった途端
に、それまでずっと職業軍人の武士たちが政権を担ってい
た間はずっと平和で、武士がいなくなった途端に、アジア諸
国と戦争を始めて、最後はアメリカとまで大戦争をしてし
まったというのは、そういう世論、豊臣秀吉の朝鮮出兵を、
「ああ、惜しい」と思っている人たちが、多数を占める状態
がずっと続いていたからです。
　実は、家康や彼の周りにいた人たちは、非常によく理解
しておりました。先ほど言った平和を永続させる仕組みとし
て、一番大がかりでしかも、たぶんこれは初めて気がつい
たんだと思うんですけれども、仕掛けがありまして、それは
何かと言うと、日本の人口を西から東へ移すというもので
す。西日本は人口が圧倒的に多い。日本というのはもともと
瀬戸内海沿岸のことでしたので、どんどん人口を東へ移し
ましょう。そうするとなぜ江戸のまちを最初から大きくしようと
していたのか。関東平野の真ん中で、日比谷の交差点まで
入江だったのを、どんどん埋立てをして、土地を広げていっ
たわけです。しかも水はずっと遠くから引いてきているわけ
です。最初から大きなまちを造ろうとしていたんですね。それ
はなぜかというと、少しでも多く西日本の人口を多く東へ移
そうとする。そしてなぜ家康は日光に祀られたのか。徳川家
臣団というのは東海地方の人たちですので、熱田神宮ま
では行かなくても、富士山崇拝は非常に強いはずです。だ
から江戸に幕府を置いた後も、例えばいまの箱根神社に
家康を祀ってもおかしくないのです。私は日光をずっと江戸
の鬼門だと思っていたのですが、地図をよく見ると真北なん
ですね。どういうことかと言いますと、天海僧正はもともと会
津若松の出身だったので、自分の古里の近くに持ってきた
という、昔の自民党の新幹線みたいなものではございませ
ん。それは江戸幕府の人たちに、幕府を構成している徳川
家臣団の人々に、もう西に対する未練を断ち切りなさい。日
本の未来というのは北であり東であり、だからもう西側を振
り向いてはいけないのだということを告げられたんですね。
そして東へ人口の重心をずらしていくという江戸幕府の政
策は、なんと今に至るまでちゃんと続いております。東日本の
人口、この場合、静岡、長野、新潟までなんですけれども、
その３県から東の人口が、そこより西の人口を追い抜いた
のは５年ぐらい前です。今回も北陸新幹線が大ブームに
なっていすが、富山県も石川県も、新幹線の延伸が予定さ
れている福井県も文化的には西日本です。これは、富山に
行って初めて気がついたんです。なぜかと言うとお醤油が
甘いんです。そしてそれまで気にしていなかったのですが、
富山県出身の人や石川県出身の人にとって確かに京都
は近い。一番優秀な学生がみんな京都大学へ行く。でも新
幹線が通じたことによって、初めて京都より東京のほうが近
くなったんですね。そして金沢の場合、まちの全人口より多

い数の東京の観光客が、毎月やってくるという状態になっ
ておりまして、やがてこれらの土地は、東日本になっていくわ
けでございます。そうすると、国が政策の方向として、中国
と朝鮮半島に対するものすごい敵意があるという人々は、
ごく少数派になっていくわけです。ですので、今は東日本の
人口が多くなりましたということで、もう戦争をする動機が
まったくなくなってしまったのです。朝鮮出兵、「ああ惜しかっ
た」と思う人たちが、もうマイノリティになってしまいました。
　ちなみに岡崎というのは、これは取って付けた話でも何
でもなく、東日本の一番西なんです。本当の東西の分かれ
目というのは、三河と尾張の間です。三河へ行きますと、康
生通があるのですが、名古屋駅で降りますと、目の前に太
閤通があるんです。徳川美術館しかないくせに何て失礼な
まちだと、私はよく思うわけでございますけれども。
　今年は、「徳川家康公没後400年」と書いてあるすぐ下
に、「家康が亡くなった1616年には」と書いてある。私にとり
ましては非常に落ち着きが悪いんです。400回忌か400回
例大祭とするべきなんですね。
　今年お祭りをあちこちでしていただいているのはずれて
いるのかと、そんなことは全然なくて、家康が生涯をかけて
築いた「元和偃武」、平和宣言ですね。それの400年をお
祝いする機会なんだというふうに、コメントをさせていただい
ています。もう一つ言いますと、400年前に家康とその同志
たちが立てた永久平和の構想というのは、大戦争を間に
挟んではいるんですけれども、今日において、ようやく完成し
つつあるということです。大政奉還が1867年にあったんで
すけれども、このとき、新政府軍ができてすぐに朝鮮に攻め
て行かなかっただけでも、江戸幕府の人間としては満足す
るべきなんです。権力は手放したけれども、一応平和は維
持したまま、次の日本にバトンタッチをしたということです。そ
して新政府の薩長の人たちが、嫌だ嫌だと江戸っ子は言
うんですけども、薩摩藩の人たちは基本的に、関ヶ原の時
から徳川方なんですね。その後も天璋院（てんしょういん）
篤姫を入れて、立て直しを図ったりして、そして明治維新の
後も、鹿児島の人たちというのは、実は徳川の平和主義を
なんとか続けようとして、ものすごく無理をしています。どれぐ
らい無理をするかというと、人材が完全に涸渇してしまっ
て、戦後鹿児島県から１人も総理大臣が出ていないという
事態になってしまったわけです。その鹿児島の人たちが権
力を握って、最初に何をするかというと、北海道改革なんで
すね。北海道はクラ－ク博士というのが有名なんですけど、
札幌農学校、今の北海道大学の前身には、初代の校長さ
んは調所さんといいまして、これは薩摩藩で有名な家老の
調所笑左衛門という人のお孫さんなんです。北海道の最初
の県令というのは、黒田清隆なんですね。開拓使長官、二代
目の総理大臣であります。こういう人たちが、なぜ北海道を開
拓するかというと、江戸幕府と同じように、日本の人口を東へ

北へとどんどん移そうとする。そういう遠大なプロジェクトの一
環としてやったわけであります。
　徳川家の方はと言いますと、16代が、気がつくと貴族院
議長になっていて、そのまま30年間そこに居座りまして、
1922年にワシントン海軍軍縮会議というのがあります。これ
は世界初の軍縮会議なんですけど、そこに全権大使の１
人として行っております。そして日本にとっては絶対やるべき
でなかった日露戦争ですとか、シベリア出兵ですとか、お金
ばかりかかって得ることが少ない事業にほとんどなってい
た日英同盟を終わらせた人でもあるわけです。ですが、ワシ
ントン海軍軍縮会議で、ワシントン体制というのが大平洋に
関してはできたんですけれども、これはあっという間に崩壊
していきます。ですがその息子で、私の曾祖父の徳川家正
が1947年に最後の貴族院議長になります。今の憲法とい
うのはアメリカが押し付けたものだというふうに考えられてい
るんですけれども、これは実際には、美濃部達吉教授の美
濃部学説、天皇機関説を下地にしております。美濃部さん
は姫路の酒井家の家臣なんですけど、もとはどうも旗本の
ようなんですね。そして帝国議会貴族院の最後の会議で
は、貴族院議員が大勢、この人たちが東京芸大総長の南
原繁さんや東大の教授たちが頑張って、今の日本国憲法
を書いていって、英語に直して、もとからあったものをリメイク
して、非常に複雑なプロセスを経て、自分たちが作ったもの
を本会議に提出させているわけです。最後にそれを貴族
院議長として採択したのが、徳川将軍家の17代の徳川家
正であります。ということで、元和偃武の平和主義の理想と
いうのは、うちとしてはずっと担ってきているわけですね。少
なくとも終戦直後まではということで。ですので、その平和憲
法が何とか永らえている、68年目を迎えたということも、今
年はお祝いするべきだと考えております。
　最後に、もう一度、世界からみた徳川家康なんですけれ
ども、江戸時代の日本に関しても、家康の生涯に関しても、
かなり実態と一般的に知られていることの間にずれがある
ので、その日本語の記述を基にしてしか理解できない段階
なんですね。今のアメリカの日本史学会で、日本の古文書
が読める人は、おそらく２、３人しかいないと思います。大学
院生ぐらいになってくると、だいぶ増えてくると思うんですけ
ど、自分で新しく日本の事実を掘り起こせる人は非常に少
ないです。日本人の研究をベースにせざるを得ない。でも、
今の日本の学会というのが、例えば、江戸時代の平和は長
く続いたんでしょうかといった大きな問いに答える能力がな
いんですね。これを他の国とも比較をしません。前の時代と
の関係の研究をしません。ほかの国との関係というものを
重視しません。そういう三つの致命的な欠陥があるからな
のであります。ただ、これはどこの国の歴史学の世界におい
ても言えることだと思います。
　そしてもう一つ、徳川の平和が長続きした最大の理由

は、日本が島国だからです。けれどもそれまでの日本で長
続きする、しかも住民を幸せにするような平和を実現した政
権というのはなかったわけです。有利な地理的条件はある
けれども、それを初めて活かすことができた。江戸時代の日
本というのは、世界で初めて貨幣の中の金の含有量をどん
どん下げていきながら、インフレにならなかった国だったんで
す。なぜかというと、誰も外に逃げ出すことができないから
です。金というのはなぜ重要かというと、他の国へ持って逃
げることができるからです。自分の国の政府を信用できなく
なったので、金銀宝石を持って隣の国へ引っ越しましょう。
これが金本位制の起源なんですね。けれども日本の場合
は、せいぜい殿様ぐらいですけど、日本中同じ小判でやっ
ていますので、日本の国が信用できなくなっても、なかなか
逃げ出せないわけです。せいぜい隣の藩に行くぐらいで
す。でもそこでも同じ小判を使っています。だからインフレに
はならなかったわけです。
　また、今の世界に話を転じますと、発展途上国が先進国
に追いつくことは、限りなく不可能に近いものですね。先進
国というのは、日本、米、欧です。米欧というのはキリスト教
社会のものであります。ですから、近代化に成功したのは、
依然として日本とキリスト教諸国だけなのです。そのキリスト
教諸国のアメリカにしても、西ヨーロッパにしても、今は非常
に不安定な状態にあります。この先、先進国としての生活
を維持できるかどうか分からない。最大の差はどこにあるか
というと、やはり日本が島国だからです。かつて日本は島国
で、ものが足りないからといって、世界征服を試みたわけで
すね。その結果、非常に貧しくなってしまいました。その教訓
をちゃんと汲んで、江戸時代の平和をよく理解している人た
ちが作った日本国憲法のおかげで、今日の平和は続いて
いるわけです。今、世界中から、家康と徳川ジャパンというも
のに対する注目が集まっているのは、それは先進国も含め
て、世界中が不安定になっているからなんです。それが今
の日本の歴史学の在り方からすると、あまり建設的な提案
はできないであろうというふうに、考えているところです。で
すので、私なんかが顧みずに、こうやって新しい歴史の見
方を捻出しようとしているというところです。

（この講演録は、平成27年12月26日に德川家広氏が講演
された言葉を元に一部加筆・修正したものです。文責：岡
崎部会実行委員会事務局）
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資料編

　岡崎の皆さん、こんにちは。
　この演題だったということを、ちょっと失念しておりました
が、何とかそこに着地できればと思っております。家康公が
どういう人物だったかということについて、正確なところを理
解している外国人というのは、ほぼ絶無なんですね。外国
ですから、皆さん自分にとって都合のいいように解釈する。
一番分かりやすい例は、韓国の人たちですけれども、韓国
では徳川家康が一番好きな日本人と言われています。１位
や２位にいるわけです。でもそれは当然でありまして、朝鮮
史における最大の悲劇というのは、豊臣秀吉の朝鮮出兵
なんですね。その朝鮮出兵を終わらせて、憎っくき豊臣氏を
滅ぼしたのは徳川家であるということで、家康は非常に喜
ばれる。私も韓国にまいりましたときに、パスポートを見て「本

当に徳川さんですか」と、外国で言われたのは初めてでし
た。中国でも、実は非常に人気がある。山岡荘八さんの徳
川家康が翻訳されてベストセラーになったというのは、つい
最近のことであります。それと幕末にプロシア（現ドイツ）か
ら日本に使節としてやってきたオイレンブルク伯爵という外
交官がいるんですけれども、その子孫の方とお目にかかりま
したら、私の手をしっかり握って、「250年もの長い平和をつ
くってくれてありがとう」と、なぜ私に言ってくるのか分からな
いですけれども、目に涙を浮かべておられました。
　これは非常に遠い世界の話ですけども、ドイツの歴史を
考えてみますと、今からちょうど400年前、家康公が「元和
偃武（げんなえんぶ）」という声明をする。これは平和宣言
です。禁中並公家諸法度、武家諸法度、寺社諸法度を発

布した上で宣言しておりますので、戦国を終わらせる平和
憲法の発布であると言ってもいいんですけれども、ちょうど
その頃、ドイツでは三十年戦争というのが始まっております。
1618年に始まって1648年に終わり、その結果として、ドイツ
の人口が３分の１とか４分の１とか減ってしまっています。そ
の後もドイツはずっと分裂状態が続いて、やっと統一したと
思ったらば、半世紀も経たないうちに第一次大戦、やっと第
一次大戦から立ち直ったと思ったら、今度は第二次大戦、
そして領土は分割される。やっと最近になって、長い平和と
いうのを味わっているわけです。ですから、ドイツの人にとっ
ては260年間、270年間の平和を実現した政治家というの
は奇跡のようなものなんです。
　これはおそらくロシアの人たちも同じです。ロシアの人た
ちは、北方領土問題がありますけれども、基本的に日本が
非常に好きで、プーチン大統領の側近で、オリガルヒの末
席に名を連ねるような人とお話をしていたらば、徳川家だっ
たら日露戦争にならなかったのではないか。これは家康と
いう個人よりも、徳川体制に対する評価ですね。最初に日
本にやってきたプチャーチンも、ペリーと違って、きちんと幕
府の制度に従って長崎に回って、そこから正式に国交を開
きたいという交渉をしているわけです。ですから、日本のこと
を非常に尊敬していましたということです。
　ところが、好きは好きなんですけれども、理解しているかと
なると、これは甚だ疑問であります。これは日本政治の研究
者が書いた文章なんですけれども、その中に家康の戦略
が並大抵ではなかった。信用できる大名を近くに配置して、
信用できない大名を奥に配置した。それは誰だってそうしま
す。戦略でも何でもありません。実はよく分かっていないので
す。今日は、分からなさの本質というお話ができればと思っ
ております。そこに持って行くには何の話をするか。まず関ヶ
原の戦いであります。なぜかと申しますと、関ヶ原の戦いの
一般的な理解というのは、どうも実態とかなりかけ離れたも
のであるようです。これは日本史においては目新しいことで
はなく、どうも『日本書紀』も相当うその記述が入って、かなり
根本的なところが実態と違っているのではないかという研
究が最近増えてきています。具体的に言いますと、唐の国
との戦争で日本は負けて、しばらく唐に占領されていたので
はないかという説が出てきております。私は当時の日本と唐
の間の国力の違いからして、こちらのほうがむしろ自然だと
思うんですね。それが長い研究史の果てに、やっとこの最
近になって出てきているということで、関ヶ原の戦い、日本人
が誰でも知っている歴史的事件としては、おそらく１番だと
思います。
　例えば、明治維新に関しましては、行った場所によって、
皆さんおっしゃることが違うんです。坂本竜馬が全部やりま
した。いや、竜馬さんは維新よりだいぶ前に亡くなっていま
す。これ高知県です。鹿児島へ行くと、西郷（隆盛）さんが

１人でやったようになってしまいますし、会津若松へ行くと、
そもそもあれは間違っていたという、全然違う話になってくる
わけでございます。東京の人たちは占領された側ですの
で、ちょっと口をつぐんでしまうというように、地域差があるの
ですが、関ヶ原の戦いに関しましては、だいたい誰もが同じ
理解をしているようです。関ヶ原の前になると、うちの戦国
大名はどういう人だったという話になって、日本全国が視野
から外れていってしまう。さらに古くなっていきますと、日本人
の知識からかき出されつつあります。その関ヶ原の戦い、皆
さんご存じのお話が、実は非常にちぐはぐなお話しなんで
す。ところが、平均して３年に１回、大河ドラマで関ヶ原の戦
いが出てきます。ここ数年に関して言いますと、昨年が黒田
長政、来年が真田幸村で、そのまた次の年が井伊直政の
お母さんの話ですから、４年に３回、関ヶ原の戦いの話を見
ることになるんです。そうすると、こういうものだろうというふう
に考えるわけです。
　ところが、政治の常識、軍事の常識に照らして、どうにも
説明がつかないことが多すぎます。まず一つは、関ヶ原の
戦いといえば、別名は「天下分け目の戦い」ですね。これは
日本史上ただ１回なんです。たった１日で決着がつきまし
た。日本というのは細長くて、気候の変化も豊かですけれど
も無数に盆地があります。ですから小さな権力があちこちに
並んでいるんですね。中国ですと巨大な平原ですので、真
ん中で両雄が激突してはい終わり、ということが十分あり得
るんですけれども、日本の地形でいきますと、あちこちで戦
いが起きて、どっちの側が最終的に有利になるだろう。それ
が分かるまでに10年ぐらいかかります。
　それは織田信長が「天下布武」を宣言してから、豊臣秀
吉が「惣無事令」というものを発令するまで20年かかって
いるんですね。明治維新の時も、第二次長州征伐が初め
ての本格的な軍事衝突。そこで幕府が負けてから、最終
的に新政府の権力が高まるのは、明治10年の西南戦争で
あります。そこでだいたい13年間かかっています。近代にお
いてもそうです。源平合戦も延 と々続きます。それから建武
の新政（けんむのしんせい）から室町幕府が南北朝を統
一するまで60年近くかかっています。日本は地形的に権力
闘争が長引きやすい国である。けれども関ヶ原に関しては
たった１日で、豊臣政権が全国政権から追い落とされてし
まう結果となりました。これはなぜでしょう。これは説明を要
する話であります。
　家康という人は、源頼朝を尊敬していました。その源頼
朝がつくった鎌倉幕府は、なぜ潰れてしまったか。これは元
寇（げんこう）モンゴル軍の襲来のときに、頑張って戦った
武将たちに対して土地を与えることができなかった。つまり、
論功行賞を失敗したから潰れた。これが一般的な理解で
す。それは家康公も考えていたでしょう。ところが、関ヶ原の
戦いを論功行賞で見ていきますと、どうにもちぐはぐなんで

すね。一番分かりやすいのが、関ヶ原で一番よく戦った東
軍の武将というのは、おそらく福島正則であります。けれども
その福島正則は、本人が生きているうちに取り潰されてし
まっているわけです。福島家自体は断絶しませんけれども、
大名家としては取り潰されます。福島家はその後、旗本とし
てずっと続きます。それから、これは本戦ではありませんが、
九州で東軍で戦っていた加藤清正、こちらも息子の代で
改易されています。ほかに賤ヶ岳七本槍ですと、加藤嘉明
（よしあきら）、これは伊予松山から会津へ転封されるんで
す。この家を潰されているんですね。そうかと思いますと、毛
利の120万石が36万石になるとか、会津の上杉景勝の
120万石が30万石になる。毛利は西軍の総大将です。上
杉景勝は関ヶ原の戦いの、そもそも発端をつくった家です
ので、この辺の罰は当然だと思います。けれども四国の土
佐の長宗我部（ちょうそかべ）ですね。こちらは実際に関ヶ
原まで西軍に参加してくるんですけれども、全く戦うことなく
引き上げております。にもかかわらず20万石がゼロになって
しまうわけです。ところが、西軍である意味一番家康に対し
て強い行動をとったのは誰か。これは鹿児島の島津義弘
なんです。島津義弘というのは、関ヶ原の戦いの決着がつ
いた後になって、いきなり家康の本陣に突っ込んでいる。
500人連れて行ったのが、80人にまで減ってしまいました。
それだけ頑張って、わざわざトラブルを起こした上で逃げ
帰って行った。これは「島津の退き口」と言って、戦国の新
撰組みたいな感じで、最近人気を集めているんですけれど
も、こんな馬鹿なことをした人たちに対して、家康は55万石
を77万石まで増やしている。琉球を征服して支配すること
を許しているわけです。これは非常に不思議なことで、
1609年、当時の日本は明と貿易ができなくて非常に苦しん
でいました。今、貿易ができないというと、日本で泉のごとく
湧いてくる優良な工業製品を輸出できない状態のことを言
うんですけれど、当時の日本は非常に貧しかったんです
ね。貧しい国にとっては、生活に必要な物資をきちんと輸入
できるということが大事なんです。そのとき琉球が途絶えて
しまった。何を琉球に頼っていたかというと、絹であり、綿で
あり、朝鮮人参である。その前、陶磁器も輸入に頼っていた
んですけれども、これは朝鮮出兵で大勢陶工を連れてきま
したので、だんだん国産化が進んでいたんですね。それに
しても綿とか絹とか、ある程度の水準の生活を営むため
に、どうしても必要なものが買えなくなっていったわけです。
ところが、琉球王国に関しますと、これは明の正式の属国
ですから、島津家は関ヶ原の戦いで、家康に一番激しく立
ち向かっていったにもかかわらず、領土は増えるし、その
上、日本人が渇望してやまなかった中国との貿易の権利も
手に入れているわけです。そんなに敵対したやつを、どうし
てここまで厚遇するのかということについて、これはプロの
歴史学の先生でも、「それは鹿児島が遠すぎたからです。

あまりにも遠いので、徳川家としての軍隊を派遣することは
できないから、そうやって懐柔するしかなかった」というわけ
です。
　ところが、ちょっと考えてみますと、そのときの鹿児島の隣
りの熊本には加藤清正がいるわけです。海を挟んだ向こう
側には、直前まで長宗我部がいたわけです。私が家康公
だったら、長宗我部と加藤清正と島津を三つ巴で戦わせ
て衰弱させる。そういう策を取っていたと思います。これは
政治の常道です。敵と敵をぶつける。でも、それをしない
で、一番激しく立ち向かって来た島津に対して非常に厚遇
をする。もう一つ、論功行賞で、これが一番不思議なんです
けれども、家康が関ヶ原に赴いたときには、豊臣恩顧の大
名たちに囲まれていたんですね。自分の腹心の部隊は井
伊直政だけで、あとは細川ですとか、福島、蜂須賀、浅野、
そういった豊臣家の大名たちなんです。非常に心もとない
状態なんですね。徳川部隊はどうしていたかというと、息子
の秀忠が率いて中山道を通っていた途中だったんですけ
れども、信州上田のお城で真田昌幸の部隊と小競り合いを
始める。その結果として関ヶ原に来られなかった。これが非
常に重要だと言っているのが、日本文化研究センターの笠
谷和比古先生なんですけれども、もしもこのとき徳川軍が
来ていたら、関ヶ原における徳川家の取り分というのは、
もっと大きくなっていたであろう。秀忠が遅れて家康の野望
は挫折したのである。これは笠谷先生の説であります。け
れども、家康はわが子の秀忠が東軍の徳川軍の総大将に
なると決めたときに、何をするか。「絶対に途中で引っかか
るな。道草を食ってはいけません」と言うわけです。念には
念を押します。それだけでは信用できませんから、自分が信
用しているベテランの武将を付けて、秀忠が予定どおり動
くようにするはずです。けれども秀忠は遅れて来てしまう。そ
のときに家康が付けた宿老は３人いるんですけれども、そ
の内の１人が榊原康政です。遅れて来た秀忠を、家康は
みんなの前で叱り飛ばすわけです。それは当然であります。
そこで怒る家康を止めたのは榊原康政なのです。このあた
りから、いったい関ヶ原の戦いは何だったのかという疑問
が、ふつふつと湧いてくるんです。つまり家康にとって、一大
痛恨事の秀忠の遅れの本当の責任者は榊原康政なんで
す。でも秀忠を叱る家康を止めるのは榊原康政なんです。
これはいったい何が起きているんだろう。しかも、そんな大
失態を侵した秀忠を、最終的に家康は次の将軍に任命し
ているわけでございます。これも平和な世の中になってきた
ので、凡庸な人間が将軍をした方がいいという解説を加え
る人がいるんですけれども、家康が秀忠に将軍職を譲った
のは1605年なんですね。豊臣家を滅ぼす大坂冬の陣・大
坂夏の陣が、その10年後でございますので、実は世の中
は全然平和になっていないわけであります。それどころか
家康としては、人生最後の戦争をちゃんと計画中ですね。

ということは、これはいったい何だったのでしょう。
　もう一つ不思議なのは、関ヶ原の戦いのときの家康は
59、60歳。1598年に豊臣秀吉が亡くなったときの年齢が62
歳で、あまり違いません。当時としては、老衰で亡くなっても
おかしくないんですね。それに対して、石田三成は45歳。今
の感覚で45歳と60歳というと、智力も体力もあまり違わない
んですけれども、当時の感覚でいきますと、今の多分55歳
と80歳ぐらいですね。こういう戦いのときには、若い方が圧
倒的に有利です。なぜか。待つことができるからです。じっ
と待っていれば、家康は亡くなって、三成は豊臣政権に呼
び戻される、というアドバイスをした人がいるはずです。とこ
ろが、三成の方が家康を挑発してしまっている。そして返り
討ちに遭っています。三成の行動を見ていると、さらに不思
議なことが一つありまして、それは秀吉が亡
くなった直後に、家康は朝鮮にいた日本兵
を呼び戻す指令を発しています。そのときに
15万人が朝鮮半島にいたんですけれども、
朝鮮出兵、皆さんご存じのとおり、大変な失
敗でありました。20万で攻めて行った。それ
が15万まで減っているわけです。敗色は濃
厚、しかも海を越えた向こうである、民衆の
末端にいたるまでが日本軍に敵意を抱き、
そのときに豊臣秀吉、日本の国の最高権力
者が亡くなったわけです。その状態で日本
軍を呼び戻しますので、これは非常に慎重
を要するオペレーションのはずです。現に家
康は、秀吉が亡くなったということは秘密に
しておけという指示を出している。ところが、
日本軍が撤退を始めたその矢先に、三成が
家康を暗殺しようとする。これは私が三成
だったなら、全軍撤退が終わるのを待って
から、家康を暗殺します。なぜかと言います
と、撤退中に家康が死んでしまったら、政権のナンバー1と
ナンバー２が立て続けに死んだという事態になります。朝鮮
と明の軍隊は勢いづいて日本軍を追いかけます。日本軍は
指導者がいなくなっているから、もう大混乱です。その結果
として、さらに５万人ぐらいが亡くなって、10万人が日本に
戻ってくると、その場合、三成に対する憎しみで、もう爆発し
そうになっているでしょう。たちまち戦国時代に逆戻りしてし
まうんですね。
　三成についての評価が分かれると思いますが、彼は豊臣
家のことを非常に大切に思っていたことは間違いありませ
ん。なぜか。石田三成という人は、豊臣家がなかったら何でも
ない人だからです。それに対して、家康とか宇喜多秀家と
か、全部自分の権力基盤があるにもかかわらず、三成は豊
臣家のみならず、日本の国をも危うくするようなことをなぜか
やってしまっている。その後もう１回、暗殺を試みます。

　非常に不思議なことが多い関ヶ原の戦いですが、次に、
やたらと厚遇されている島津義弘という人について調べま
すと、家康と非常に仲がいい人だということが分かります。
秀吉が亡くなった後、あまりに頻繁に家康と島津義弘が
会っているので、三成が文句をつけてきたんですね。ただ、
そのときの家康は、もう豊臣政権の最高実力者ですから全
然言うことを聞きません。さらに遡っていきますと、明の国か
ら漂流して鹿児島に流れ着いた人がいるんですけれども、
その人は島津義弘のかかりつけの医者になるわけです。
その人が中国側に送った通信が出てまいりました。それを
読みますと、島津公とおそらく家康が、共同して太閤を襲撃
しようという計画を立てていた。これは朝鮮出兵のときです。
1592年に秀吉は唐入り、中国征服を宣言いたしまして、い

まの佐賀県か長崎県にある肥前名護屋というところにお城
を建てて、そこに全日本を結集させます。そのときに島津、
徳川で組んで、豊臣を襲うのだと。そういう風説が流れてい
ました。これは結局、実現しなかったわけですけが、それくら
い両者の仲は緊密だったそうです。家康と島津義弘、会っ
た瞬間にお互いに好きなる要素が実はありました。まず、家
康という人が、先ほど申し上げましたように、源頼朝をとても
崇拝していました。島津家の開祖の島津忠久という人は、
源頼朝の落とし種という伝説があります。いまでは伝説でし
かないということは証明されているのですが、戦国時代の
感覚としては、本当に頼朝公から数えて何代というふうに
なったわけです。ですから、家康公が初めて義弘公に会っ
たときには、歴史マニアがその当人に会うような、大変な喜
びがあったはずです。それともう一つ、家康公と島津義弘

の間には共通点が二つありました。一つは秀吉と戦争をし
ても負けていないということです。家康は皆さんご存じのと
おり、小牧・長久手の戦いで、秀吉と戦って５分、まあ６分ぐ
らいの勝ちを収めております。対する島津義弘なんですが、
これは意外に皆さん忘れてしまっているのですけれども、一
時鹿児島の島津氏というのは、九州全土を征服一歩手前
まで行っていました。５万から６万ぐらいの軍勢でやってい
ましたが、それに対して秀吉は、20万の大軍を派遣してこ
れを叩いているわけです。そうするといくら薩摩武士が強い
と言っても、20万と５万ですから、まったく戦いにならないわ
けです。それでも最終的に、鹿児島と熊本の県境のところ
で、豊臣軍は進撃を止めているんです。つまり鹿児島は豊
臣軍に占領されていませんから、これは負けではないんで
すね。もちろん勝ちではないですが、何とか敵に占領される
ことを食い止めた。しかもはるかに大きな軍隊を食い止めた
ということでは、鹿児島側にも一定の分はあったということで
す。だからお互い会ったときには、あのときはよくやったねとい
うふうに、褒め合ったはずです。
　もう一つ、家康は信長の命令で、自分の先妻の築山殿
（つきやまどの）と、長子の信康公は切腹させられました。こ
のことを生涯非常に恨みに思っていた。恨みに思っていた
というより心に傷を負っていた。対する島津義弘の方も、４
兄弟なんですけれども、末っ子の島津歳久を豊臣秀吉の
命令で切腹させられています。これは先ほど申しました九
州争奪戦の責任を取らされた形であります。当時の日本の
武士というのは、自分の血筋というのを非常に大事にして
いる。他人の血筋も重要視する。ですので、秀吉は最初に
島津家に対して、戦争をやめなさい、九州征服を諦めなさ
いという手紙を送っています。関白・太政大臣からの手紙
なんですが、豊臣とはどこの馬の骨だと。当時からすれば
もっともな理由になんですが、これを無視します。無視したと
ころ20万連れて向こうが攻めてきたということで、大変悔し
い思いをしたわけでございます。そういう心の傷を負ってい
る同士ということもあって、即座に仲がよくなりましたというこ
とです。そんなに仲がいいのに、いったい何で島津は西軍
に付いて、しかも最後に家康の本陣に突っ込んでいったん
だろうということです。これはさらに調べて行きますと、石田
三成という人は、自分は小者ですので、行政能力はあるん
ですけども、武将としての名声はないので、島左近という有
名な武将を大変に高い禄（ろく）を払って召し抱えるわけで
す。この島左近は家康公の側近の柳生宗矩（むねのり）と
縁戚関係にあります。単に遠い親戚というのではなくて、同
じ大和国の出身なんですね。同郷人であり、しかも考え方も
かなり似ていたのではないかということです。それともう一
つ、三成が無二の親友と考えていた大谷吉継という武将、
この人も西軍に加わって、華 し々く討ち死にするんですけれ
ども、実はこの人は、三成が最初に家康を暗殺しようとした

ときに、家康の身の安全を慮って駆けつけた武将の中に、
名前がちゃんと載っているんです。しかもそれはどこに書い
てあるかというと、「徳川実紀」なんですね。徳川幕府の公
式の史書を編さんしている人たちが、大谷吉継は家康公
に心服していますと書いているわけです。ちょっと想像力を
逞しくしますと、石田三成という人は、一番信用している部
下と無二の親友の両方から裏切られた可能性が高いで
す。それについての傍証がありまして、島津義弘が西軍に
変わったときに、三成は家康公と仲がよいのを知っています
ので、全然信用していません。何をするかというと、最前列
に持って来るんですね。これはまた信用できないやつが味
方に付いたら、一番犠牲の多いところに赴かせる。これもま
た兵法の常道だと思います。ところが、そのときに「ここは殿
が前線に出ないとみんなの士気が高まりません」と言って、
島津部隊を後ろに退けさせた武将がいまして、これが島左
近なんですね。こうしますと、島津、徳川、島で何か裏で組
んでいたなと、だんだん濃厚になってくるわけでございま
す。なぜそんな手の込んだことをやるのか。ここで、関ヶ原
の戦いが分からなくなるという話になるんですけれども、
関ヶ原の戦いは朝鮮出兵が大失敗に終わった、たった２
年後に起きているんです。朝鮮出兵との関連で考えなくて
はいけないんですけれども、99％の歴史学者がそれをやっ
ていませんので、それで分からなくなってしまっているんで
す。西軍で実際に戦った武将たち、その中で一番活躍した
のは宇喜多秀家です。活躍も何も、関ヶ原まで行って実際
に戦った中で、最大の武装勢力だった。２万人ぐらいの部
下を連れて行ったわけでございます。この人は第一次朝鮮
出兵のときに元帥（げんすい）です。つまり総司令官であり
ます。そして家康が戦場に率いていった、豊臣恩顧の細川
ですとか、福島、蜂須賀、浅野、こういった武将たちもみん
な、朝鮮に出兵しているわけです。そうすると、それは歴戦
の勇者かと皆さん考えるかもしれませんが、全然違います。
逆なんです。というのは、朝鮮出兵というのは、先ほど申しま
したように大失敗なんです。20万連れて行って、15万しか
帰ってこなくて、しかも負け戦。そして軍事費用、作戦を実
行するためのお金というのは、全部遠征軍の武将たちが自
分で支払っています。支払ってその後どうやって取り戻す
かというと、中国を占領して、領土を全部自分のものにする
ことによって賄うわけです。非常に怪しいベンチャービジネ
スにみんな出資をしてしまって、丸裸になったような状態
だったわけです。これは端にお金がなくなっただけではない
んですね。一緒に付いて行った部下たちが、それ見たこと
かと。こんな馬鹿なことに手を出すからと、言うことを聞かな
くなるわけです。さらに言いますと、自分たちが支配している
領地の若者も、相当招集されて行っている。もっと言うと、農
村の若者たちは乱世が終わってしまった結果、自分が農
民から武士へと出世していく道筋が絶たれていたんです

ね。彼らにしてみると最後のチャンスで、やっぱり一緒に朝
鮮に渡ろう。４人に１人が死んでしまっているということで、
支配している土地の人々からも、ものすごく馬鹿にされるよ
うになってしまっている。お金がない。部下は言うことを聞き
ません。税金を集めることもできません、ということで、西日本
の大名たちは、企業で言えば倒産寸前。政治的には崩壊
寸前という状態だったのです。実際に西軍の中心になって
いた宇喜多秀家の場合は、岡山に55万石の領地を持って
いたんですが、朝鮮から帰って、お寺と神社の領地を強引
に奪っていき、何とか70万石までしました。15万石余計に
加えているということは、15万石分歳入に欠損が出ていた
のではないか。穴埋めのために強引に、領内での税の取り
立てを強化していたのではないかと、私は考えるわけで
す。これは調べていくと、おそらく西日本の朝鮮出兵に動員
された全大名の領地で、同じようなことが起きているはずで
す。そして、関ヶ原の後始末がどうなっているかと言います
と、毛利家は120万石から36万石、上杉家が120万石から
30万石なんですが、本来、この関ヶ原の合戦については無
関係、それを超越しているはずの豊臣家、三成は元豊臣
家の五奉行筆頭ですけれども、このときには近江佐和山の
城主でしかありません。一方、家康は五大老筆頭でありま
す。ということは、豊臣政権の最高実力者なんです。今で
言うと、総理大臣と衆議院議長を合わせたものであります。
ですから豊臣政権の人として東軍の総大将になっている
わけです。けれども蓋を開けてみると、豊臣家の領地は200
万石から70万石まで減らされている。東軍に参加した大名
たちは、だいたい領地が２倍になっています。しかもその
後、どんどん領地が変わっていくんですね。何が起きたかと
言いますと、朝鮮出兵で面目を失墜してしまった西日本の
大名たちのうち、徳川方に付いたところは全員領地が倍増
して、部下たちに対して、勝ちを収めたと胸を張って威張れ
るようになりました。そして最後に、自分たちが傷つけてし
まった農民から切り離されて、別の土地で新規まき直しをす
ることができるようになったわけです。これは結局、朝鮮出
兵の後始末を、どうやって西日本の大名たちのメンツが立
つように行うかというのが、家康にとっての関ヶ原の戦い
だったわけです。
　これだけのお芝居をするために、島津義弘も裏で相当
協力するわけです。なぜ島津義弘が西軍に付くかという
と、西軍側になるべく多くの大名が入りやすくするためで
す。島津さんが加わったら、たぶん勝つでしょうということ
で、みんなのこのこ西軍に付いて行って、食い物にされてし
まうわけなんです。天下分け目の戦いというのは、「豊臣の
天下をみんなで分ける」という意味です。こういう話からだと
しますと、従来考えられている江戸時代のイメージとは全然
違ってくるんですね。従来の考えというのは、戦国時代とい
うのはすごいトーナメント戦で、その中で勝ち残って、チャン

ピオンになったのは家康でしたというものでありますけれど
も、この関ヶ原の戦いでいきますと、ほかの大名たちと協力
して、日本国にとって大いなる災いをもたらした豊臣家を追
い出した。革命の指導者みたいなものになっていくわけで
す。そうすると徳川将軍家の各大名内の関係も違ってくる
わけです。外様だからと言って、敵対関係にあるわけでは
ありません。むしろ各大名家の既得権益を守る仕組みを考
えた人ということになってきます。実を言いますと、これが江
戸時代の日本、徳川ジャパンというのがずっと平和だった。
のみならず、明治になった後に、急激に西洋化ができた最
大の理由は、本当に平和を長続きさせる一番簡単な方法
は何かというと、徹底して民をいじめて、何もする力を与え
ないということです。実はお隣の李氏朝鮮がそういう国でし
た。ちょっと信用できない部下は、すぐに首を切ってしまうと
いうことです。ところが、江戸時代の日本というのは、関ヶ原
の戦いの段階で、後の征夷大将軍と日本中の主だった大
名の間に、非常に強い信頼関係が築き上げられました。で
すから、相当なところまで各大名家が自律的に振る舞うこと
を許した。だからこそ日本にはたくさんの城下町があって、
各地に特産物がある。非常に豊かな国になっていったわけ
です。
　こう見ていきますと、諸外国から徳川家康、もしくは江戸
時代の日本を見たときに、彼はさっぱり分からないんです。
なぜ分からないかというと、幕末に日本にやってきた外国の
人たちというのは、キリスト教でないにもかかわらず、ヨー
ロッパと同じか、それより高いレベルの文明を見つけるわけ
です。19世紀後半の世界というのは、中国は非常に長い
時間をかけて内戦を続けていまして、それが終わって、今
度はアヘン戦争があって、賠償金を取り立てられている。
衰退する途中だったんですね。そして財政が疲弊して政
治的にも衰退していく国というのは、だいたいそうなんです
けれども、役人は賄賂を取るし、貧しい人はその辺に溢れ
かえっている。今のアフリカみたいな感じだったわけです。
中近東でもペルシャ帝国、オスマン帝国、トルコ帝国も衰退
期に入って久しいわけでございます。インドはもう既にイギリ
スの植民地になっています。ということは、キリスト教でない
国でまともな国というのはなかったわけです。タイという国は
何とか独立を保っているんですけれども、タイというのは、中
国からやってきた人たちが運営しているビジネスなんです

ね。ちゃんとした国ではありません。先ほど申し上げました、
オイレンブルグというプロシアの使節も、中国は衰退しつつ
ある、荒 し々い、日本は謎だ。そしてタイは冗談のような楽し
い国だという記録を残しているわけです。ですから、タイは
独立を保っていたけれども、ヨーロッパと並ぶような文明国
ではないので、日本だけは謎なんですね。この日本というの
は何だったんだろう。その後、明治維新が起きると、がらっと
国が変わってしまって、西洋の真似をするようになる。でも
西洋の真似をしつつ、20、30年でその本家の西洋列国を
追い抜いていくようになるわけです。そのとき「この国は何な
んだろう」その疑問があって、初めて江戸時代の日本や徳
川家康の研究が行われるようになっていくんですね。です
から、分からないところから始まっていく。遡りして行く。それ
は特に岡崎の皆さんそうですけれども、家康と直接触れ
合っていた人たちからずっと伝わっている、記憶がある日本
人とは全然違うわけです。冷静ではあるけれども、同時に
浅いんですね。そして日本人の先行研究の上でしかものが
言えないということはあります。さらに話をややこしくしている
要素がありまして、今の学術の世界でも、今の日本の政治、
近代史の研究においても、イギリスの影響力が非常に大き
いわけです。ところが明治維新というのは、イギリスの絶大
なる影響の下に行われているわけです。先日私も長崎に
行って、グラバー園なんかを見てまいりましたけれども、イギ
リスではごく普通の人だったグラバーが、日本に来るとお大
臣になってしまって、しかも国政における重要人物に成り上
がってしまっているんですね。それくらいイギリス人が日本に
やって来ると、チャンスがたくさん転がっている。これは当時
のイギリスが世界最大の強国だったという事情もあるわけ
です。そしてその強国から日本が学ぼうとしたということもあ
るのですが、同時に、非常に豊かで平和な社会である日本
を見て、イギリス人が何とかこれを支配下に置きたいと、い
ろいろ画策した結果でもあります。ですから、イギリスの介
入がなかったら、明治維新は全然違った形になっていった
であろうと。彼らは世界中のあらゆる国について、膨大な情
報を集めていまして、たぶん世界情勢を一番よく理解して
いる。それは当時においてもそうでした。けれども、江戸時
代というのは関ヶ原の戦いの段階で、表向きの話と実態が
全然違う。奥行きが非常に深い国だということを、全然理
解していなかったんですね。彼らは薩摩藩と非常に仲がよ
くなっていくんですけど、その薩摩が徳川家と非常に仲が
いいんだということは、最後まで分からないままでした。
　もう一つ言いますと、それでもイギリスは日本国内の不平
分子と組んで、江戸幕府を倒した革命軍の側であると、自
分たちの行動を考えていましたので、だいたいにおいて江
戸時代は、暗黒時代だったような書き方をします。ユダヤ系
の歴史学者もイギリス人に従っていますので、同じような書
き方をしているようです。イギリス系の人たちが言っているこ

とを追いかけていくと、家康はすごかったけれども、自分の
権力を最大化するために、鎖国をして活力を奪っていきま
したと、こういった書き方になっています。ですから、それは
そのときの国の都合ですとか、日本との関係でもってのみ
語られるわけです。これは外国の歴史上の人物だから当
然のことであります。そう考えてみますと、関ヶ原の戦いが、
実際には今言ったような壮大な陰謀だったわけです。それ
からもう一つ、この陰謀を完成させるために、島津義弘とい
う人は命がけでやっているわけです。家康の本陣に突っ込
んでいって、彼は討ち死にしてもまったくおかしくありません。
それは家康に関しても同じことであります。彼は決して気心
が知れているとは言えない、豊臣恩顧の武将たちに囲まれ
て関ヶ原に向かっているわけです。自分が手塩にかけて育
ててきた徳川家の部隊というのは、ずっと遠くに置いてある
わけです。というのは、秀忠が徳川家の部隊３万人を連れ
て関ヶ原にやってきますと、手柄は全部徳川家が一人占め
することになるんです。そうしますと、そもそも関ヶ原の戦い
をデザインした目的の、豊臣恩顧の西日本の大名たちにメ
ンツを立てて、損失補てんをするというのは、成り立たなく
なってしまうわけです。ですから、その約束を果たすため
に、徳川家康は大変なリスクを負いました。島津義弘も西
軍に加わって、最後に徳川家の本陣に突っ込んでいくとい
う、命がけの働きをしました。他の豊臣恩顧の大名たちも、
最終的に家康が裏切って、秀忠側がやって来たなら、自分
たちは何も手元に残らないわけです。それでも信用して付
いて行っています。大変なリスクを負っていく。全員がリスク
を負って自分の約束を守って、その結果として、すべてが
上手くいったんですね。これはほとんど奇跡的なことです。
しかも全員で口裏を合わせて、豊臣家の財産を奪ってしま
いましたので、ちょっと人には語れないことなんですね。皆さ
んもご経験がおありだと思うんですけど、一緒に良いことを
すると、ちょっとだけ仲がよくなるんですけれども、一緒に悪
いことをすると、とても仲がよくなるわけです。大変強い絆で
結ばれるわけです。強い信頼関係が発生した家康公と生
き残った諸大名は、何の話をするかというと、自分が一番気
にしていることを語るわけです。恥も外聞も捨て去ってし
まって話をする。何かと言うと、自分が死んだ後、俺の家は
どうなる。これなんですね。
　家康の場合で言いますと、武田信玄も今川義元も北条
氏康も、小田原の北条家も、全部消えてしまった。彼が岡
崎で小さな大名だったときには、超大国みたいなものだった
んです。それがあっという間に、自分が生きている間に全部
なくなってしまって、武田家の本流に関しても死に絶えてし
まっているんですね。ですから、何て脆いものだというのが、
まず分かっているわけです。もう一つは、秀吉という人が残
した負の遺産の巨大さです。今の私たちですとちょっと分
かりにくいんですけれども、戦国時代の日本と言えども、実

際には血統と家柄がものすごく重要だったんですね。天下
統一、乱世をどうやってまとめるかというところで、衆目の一
致するところは、源氏の名門の武田信玄公が上洛して、足
利幕府を再建するだろう。そのくらいのイメージしかなかっ
た。それがあっという間に、織田、豊臣の2代30年でもって
覆されてしまったわけです。当時の日本人の感覚からしま
すと、家柄が何だと言っても、実はどうってことはない。能力
次第でどこまでも行けるんだという、非常に危険な事実が
明らかになってしまったわけです。当時は新聞もテレビもあ
りませんが、愛知のどこかから出てきて、まったく素性の知
れない秀吉という男が、位人臣を極めて中国を取りに行っ
た。この話だけは、日本中、津々浦 ま々で行き渡っているの
です。それまでは自分とは関係ないと思っていた日本中の
若者が、ひょっとしたら自分にもできるかもしれない。こう思う
ようになるだけで、政治秩序というのは揺らいでしまうものな
んです。そうなってきた場合に、黒田如水にしても、浅野長
政にしても、家康公にしても、自分は何とか乱世を切り抜け
られたけれども、自分の息子の代になったら、それは相当難
しいだろう。もう１回秀吉みたいなやつが出てきたら、寝首を
掻かれて、自分がこれまで頑張って築き上げてきたものは
全部失ってしまう。そういう恐怖感を、みんなで共有してい
たわけです。
　私は「豊臣問題」と呼んでいるのですが、豊臣秀吉が朝
鮮出兵という、唐入りで非常に無謀な軍事行動を行って、
大失敗をして貿易ができなくなる。これが第一の豊臣問
題。これは何とか修復はできなくはないでしょう。でも、それま
でずっと血統原理で日本の国というのはまとまっていたの
が、そんなものは、１人の天才の前にはまったく無力なん
だ。これを秀吉が自分の一生でもって証明してしまったん
ですね。豊臣秀吉という人は、ものすごく大勢美人のお妾
さんを持っていたり、きんきらきんのお城を建てたり、男の夢
を全部実現してしまった。男の夢を全部実現する人が１人
出てくると、国全体が滅びたがるわけです。そういう人があ
と10人出てきたら、日本という国は消滅してしまうわけです。
その恐怖感というのは非常に強かった。ではどうするかと
いうと、それは、豊臣秀吉みたいな人間が二度と出て来な
いような社会をつくるということです。これが江戸時代の日
本なんですね。ですので、家康という人は１人で天下を
取って、もしくは三河武士団に支えられて、徳川家だけで
天下をつくって、天下を平定して、自分たちが好き勝手に
作ったということではないんです。豊臣秀吉の影に怯えな
がら、第二の秀吉が出てくることに怯えながら、設計して
いったんですね。しかもそれは徳川家だけでなくて、島津家
をはじめとする、大型の大名たち全員が参加をするかたち
でつくっている。だから藩というのは、それぞれ相当な自立
性を持ちつつも、幕府でこういう制度を導入しましょうという
のを、みんながきちんと導入していた。そういうことなんで

す。地方分権なんだか、中央集権なんだかよく分からない。
そういう仕組みになるんですね。そういう仕組みがあったわ
けです。ですので、いまの政治学の常識でいっても、あるい
は歴史学の常識でいっても、さっぱり分からない仕組み
だったので、まして19世紀の末に、自分たちの方がずっと
上等だと思ってやってきたヨーロッパの人たちには、さらに
分からないわけです。二度と豊臣秀吉が出てこないように
するにはどうすればいいかということで、それで江戸時代の
仕組みが作られていきました。
　その核になったのが、まず禁中並公家諸法度です。それ
から武家諸法度、そして寺院諸法度、これで全員の役割
分担を決めていきます。重要なのが禁中並公家諸法度に
関して言いますと、これは二代将軍、秀忠（源秀忠）、関白
の二条昭実、そして肩書がないような状態の家康（源家
康）の３人の署名があります。これは幕府のトップと朝廷の
トップが、両方署名しているんですね。ということは、これは
「憲法」なんです。「憲法」というのは、権力のある者同士の
約束なんですね。権力のある者同士の約束だから、どちら
かがルール違反をすると、あんたそれおかしいじゃないか
と、たちまち突っ込みが入る。それで長持ちするわけです。
このとき朝廷側の人間が、ずっと下の部下でしかない武士
の代表と一緒に署名をするのは、後にも先にもこのときだけ
だと思います。なぜそんなことが可能だったかというと、二
条昭実という人は、豊臣秀吉が関白になることによって、関
白職を追われてしまった人なんです。豊臣家に対する怨念
のある人を、わざわざ関白に据えて、この歴史的文書に署
名をしてもらいました。この禁中並公家諸法度、武家諸法

度、法度類を発布して、さらに家康は「元和偃武」ということ
を宣言いたします。「元和」というのは、それまで慶長だった
元号を変えたもので、これは漢文で言いますと「和を始め
る」と読みます。「偃武」というのは何かというと、非常に難し
い字で、ここでしか私も見たことはありませんけれども、「武
をやめる」なんですね。「和をはじめ、武をやめる」。その後、
260年間平和が続いたので、ここで乱世は終わったんだな
と、私たちは納得するんですけれども、大坂の陣という関ヶ
原の戦いに匹敵する大規模な戦争、動員された人数は20
万人です。終わった直後です。豊臣方の浪人たちがあちこ
ちにいるんですね。しかもそこまで、応仁の乱から数えると
150年間ずっと日本人は殺し合っておりますので、いまで言
うＰＴＳＤ、トラウマ（心的外傷）症候群、ずっと戦場にいた
人間というのは、平和な社会に復帰できなくなってしまう。社
会全体がそうだったんですね。ですから平和になったと
言っても、辻斬りが横行する。盗賊団が出てくる。民心がそ
うやって落ち着かないものである以上、いつまた乱世に逆
戻りするか分からない。乱世に逆戻りすれば、豊臣秀吉の
ようなやつがまた出て来て、徳川幕府の幕藩体制のトップ
は、全部潰れてしまいます。それを慮って、まずは元和偃武
であったんですけれども、法度類が整理されただけでは、
民心が不安定ですので、平和になるということは確約でき
ないんですね。ということは逆に、1615年、今から400年前
の段階で元和偃武です。「戦争のない世の中になります」
というふうに宣言するというのは、大変勇気のいることであ
ると同時に、家康公ですので、相当周到に準備をしていた
わけです。確実に平和が続くような仕組みを作る。それは
法度類だけではないんですね。
　戦後の日本も日本国憲法で戦争放棄と出すとき、これを
作っているのは日本人ですので、それが守られるための仕
組みをいろいろ考えていたのと同じことが、今からちょうど
400年前の日本でもあったわけです。
　家康は静岡の地で、10年間かけてこの元和偃武への
構想を練っていくわけです。よく言われるのは、ウイリアム・ア
ダムス、ヤンヨーステン、天海、金地院崇伝（こんちいんすう
でん）といった人たちが、ブレーンで就きました。さらにイエズ
ス会の人たちも来ていたと思います。彼らは世界中知って
いますので、中国の商人も大勢出入りしています。世界中
のいろいろな情報を集めた上で、こういう仕組みで行こうと
言って作ったものです。10年準備をしてやっと宣言する。そ

の骨子になるのが法度類です。法度類は何を決めようとし
ていたかと言いますと、これは応仁の乱のようなエリート同
士の紛争が再発しないための法度なんです。ですから、禁
中並公家諸法度の一番最初には「帝（みかど）よろしく学
問に専念あそばされよ」と書いてあります。どういうことかと
いうと、後醍醐天皇みたいな人が出て来ては困るということ
なんですね。その他に、「武家の家の相続はどうあるべき
か」とか「お城を勝手に修繕してはいけない」とかあるんで
すけども、これはすべて応仁の乱ですとか南北朝の争乱、
これが再発しないためにはどこを押さえておくかということを
考えて作っているわけです。
　では、応仁の乱が起きた後で、なぜいつまでも乱世が続
いたか。それは日本が貧しかったからです。貧しいというの
はどういうことかと言うと、生活必需品の非常に多くを中国
からの輸入に頼っていた。自力で何も作れません。ところ
が、中国側はいつも日本から持って行く刀剣ですとか、木
材ですとか、そういうものを高く買ってくれるとは限らないん
ですね。価格で折り合わないと、たちまち日本側は暴力に訴
える。これが倭寇(わこう)の始まりです。倭寇は日本人がほ
んの１割程度だったと言われるのは、それだけ日本人の海
賊というのは凶暴で強かったからです。なぜ強いかという
と、それは貧しいから、命が安いからです。その根っこにあ
るのは何かというと、日本が非常に貧しかった。国全体とし
て貧しかった。政治が乱れるから貧しいということもあるの
ですが、貧しいから政治が乱れるということもありました。そ
れを克服するにはどうすればいいかということで、豊臣家の
滅んだ直後から、日本で大々的に埋め立て工事が始まりま
す。それがあって、江戸時代の最初で人口２千万人しかい
なかったのが、100年後にはだいたい3,000万まで増えてい
ます。1,000万人増えても、その間大きな飢饉（ききん）という
のはありません。それだけ埋め立て作業でもって農地を増
やしているのです。もう一つ、埋め立て作業は豊臣家が滅
んで戦国時代は完全に終わった、平和な世の中になったと
言ったときに、失業した下級武士を救済するための公共事
業でもあったわけです。公共事業はそのまま生産性の高い
ところに向かって行ったので、江戸時代の最初は非常に経
済成長のペースが速かったんですね。ですから、エリート同
士の紛争を法律でなくしましょう。民衆の貧困を何とかして
救済しましょう。
　さらに、秀吉という人を間近に見ていて、化け物である。
そして秀吉と直接に関わってきた経験から、能力のある人
間は、どんなに押さえ込んでも必ず頭角を現すものだと分
かっています。ですから、江戸時代の日本は社会全体が安
定する、身分制をきっちり固めていくんですけれども、身分
制を運営していた人たちは、身分制というのは実際に、非
常に脆いものだと分かっているわけです。そこで、彼らは何
をするかというと、能力のある人を抜擢する仕組みを作ろう

と。その前段階として「儒教経典」、特に『論語』をみんなに
読ませるようにします。先ほど申しましたように、戦国時代が
終わるまで日本人は、政治というよりも家柄、血統、誰が上
に立つべきか、源氏のしかるべき名門の人でないとだめで
す。家柄至上主義だったわけです。それは江戸時代もずっ
と、基本的に家柄で動いているわけですが、実はその中
で、『論語』というのが、なぜこの場合重要かと言いますと、
儒教というのは、非常に保守的な社会秩序を描いている
のです。「君に忠、親に孝」といって、上下のけじめを非常
に重視しているわけです。『論語』を読みますと、孔子という
人は、私は卑しい身分の生まれだと自分で公言していま
す。けれども若いときには、いろいろな職業を点 と々してきた
と、およそ家柄至上主義、血統至上主義の社会とは誰も言
わないようなことを言っています。そういう血筋の怪しい孔子
が非常に立派な人物で、そしてその人柄と学問に引かれ
て、弟子たちがそこまでも付いていく。これが『論語』なんで
す。ですから、それを読ませることで、少しずつではあるけ
れども、江戸時代の身分制と能力主義とが併存するように
なっていきます。これが江戸時代の最初にかなり無理をし
て、家康が印刷をして儒教のことをたくさん作っているとい
うことの最大の理由です。儒教、特に『論語』は意外なこと
に、身分制を超えるきっかけを与えてくれる書物だったんで
すね。人材抜擢、身分制、秩序をつくって、秩序を乱さない
程度の能力抜擢、そして民をまとめて法制を整える。これは
今の世界でもできていない国の方が、実は多いわけです。
今の先進国の基準では、たぶんこの４つになります。
　さらに、5代将軍は悪名高い「生類憐れみの令」というも
のがあるのですが、これは生類の中には人間も入っていま
す。畜生を虐待してはいけない。老人と幼児を虐待しては
いけないというのが、生類憐れみの令とされる一連の法令
の中にも出てくるわけです。子どもは動物扱いするし、お年
寄りは働けなくなったらば、裏の山に捨ててしまうというの
が、それまでは普通だったのが、一人一人の人間に慈悲を
もって接するようになっていく。この側面はあまり語られない
のですが、家康公が「厭離穢土　欣求浄土（おんりえど　
ごんぐじょうど）」を旗印にしていたのは、要するに仏教戦士
なんですね。意外なことに江戸幕府の公認のイデオロギー
は朱子学だとよく言われますが、実際には仏教国でした。
中国側の記憶では、日本はタイやスリランカと同じく仏教国
であると書いてあるわけです。それはどういうところに生きて
くるかというと、民百姓はもちろん、動物まで大切にしなさい
と、江戸幕府ができて約60年、暦が一回りするぐらいででき
てきた制度に反映されているわけです。ですから、これは身
分制を片方に持ちつつ、能力主義を持ってくる。身分制と
能力主義は向いている方向は全然逆なんですね。片方は
不平等なものをずっと維持しようとするし、もう片方はそれま
で培われてきたものを全部打ち壊して、平準化させるもの

がある。この二つを同時にオペレートしていくと、大変な緊
張関係にあるわけです。この緊張関係がある国が、近代
化するかしないかの分かれ目になっているのです。日本が
幕末になって西洋列強と出会って、ぱっと西洋化できる最
大の理由は、日本は1615年からずっと、今で言う近代社会
だったと。法律は国の隅々まで守られ、一人一人の人間
は、限界があるけれども大切にされる。そういう社会になっ
ていったということです。これは特に江戸時代になる150年
間、ずっと戦乱が続いていた。そして戦国時代の最後に、
朝鮮出兵という信じられないぐらいの大がかりな軍事行動
があった。これを考えると、信じられないほどに上手くいっ
た。奇跡的だというふうに言いたくなってまいります。
　海外から見た家康云 と々いうときに、的外れなものが非
常に多いんですね。江戸の平和は長くてよかったと、皆さん
おっしゃるんですけれど、なぜ的外れのものが多いかと言
いますと、それは豊臣秀吉という日本史上最大の英雄にし
て怪物、これが出たことの結果として、家康は天下を取れ
たし、新しい政治秩序をつくることができた。この因果関係
を誰も見ていないからですね。ですから江戸時代というの
は、秀吉の影にずっと怯えている社会でした。これは大革
命を経た後のフランスが、非常に似た問題を抱えつつ、そ
の処理に見事に失敗していくわけです。けれども、そういっ
た観点からの比較論では全然ありません。現状の世界的
な徳川家康理解は、長く続く平和をつくった偉い人がいる
というような、極めて漠然としたものであります。実際に、本
人はどれほどのリスクを取って、関ヶ原の戦いもそうなったと
いうことも、あるいはその後、平和を持続させることがどれほ
ど困難だったかということも分からないんですね。江戸時代
後半の徳川体制、幕藩体制というのを、外国人は目いっぱ
い正装しているけれども、どこにも遊びに行く予定がない人
のようだと形容しているわけです。「どこにも行くところがな
い」というのは、要するに舞踏会の招待も受けていないの
に、何でそんなすごいドレスを着ているのかとういような皮
肉なんです。それは確かに江戸時代末期になりますと大名
行列、これは軍隊がちゃんと移動しているんですけれども、
全部儀式になってしまっています。全部が儀式になって、頭
の中が空っぽになっている社会だという印象ですね。これ
は日本の歴史学者の多くが踏襲している見方です。江戸
時代というのは、何となく平和な時代が続いていた。徳川
家というチャンピオンが決まったから、それで何となく治まっ
ていたんだという見方が強いわけです。これが一番よく表
れているのは、日本では「泰平の眠りを覚ます上喜撰（蒸気
船）たった四杯（四隻）で夜も眠れず」という一句なんです
ね。要するに泰平の眠りだったというふうに考えられている
わけです。ですが、実は江戸時代、単に江戸時代初期の
人たちが、豊臣秀吉の再来みたいな人間が現れるのを、
ずっと恐れていた。のみならず、江戸幕府が平和を維持し

ていったのは、実は少数与党でずっと政権運営をいたこと
でありました。なぜかと言いますと、先ほどから秀吉の朝鮮
出兵、20万人だったと申しておりますけれども、そのときの日
本の人員は２千万しかなかったんですね。人口の１％が、
海を渡る軍事作戦に参加をしたわけです。しかもこれは単
に人口の１％ではありません。まず、西日本の大名しか動員
されていないのです。当時は西日本の方が圧倒的に人口
が多いので、1,400万人いたとしましょう。その中の男性だけ
です。700万人。その中で実際に従事できる年齢というと、
またその半分、多くて400万ですね。400万の母集団の中
から20万人が行っているわけですから、５人に１人が外国
へ行って戦ってきているわけです。しかも困ったことに、まず
朝鮮は軍隊を持っていません。そして明のほうは、兵隊が
まったくやる気がありません。平均して日本の武士１人に対
して、明の兵隊10人分ぐらい。これで互角だと言われまし
た。島津部隊に関して言いますと、薩摩兵１人に対して、明
の兵隊100人ぐらい、その比率で上回って日本軍が勝って
しまう。ですからこれは、ぼろぼろになって帰って来るんです
けれども、もう１回やれば必ず勝てるというふうに考えている
武将は結構多かったわけです。
　関ヶ原の戦いで、本人は生き延びているのですが、家自
体が完全に消えてしまった宇喜多秀家なんかはその筆頭
でしょう。その後、東軍側にあったのに消されていった家も、
それなりの実績が大名家としてあったのに完全に消えてし
まった。長宗我部、加藤清正、福島正則、この辺りは、おそ
らくもう１回朝鮮に行きましょうと考えているはずです。それを
裏付ける傍証というのが、家康が国元に帰った会津の上
杉景勝を難詰した際に返ってきた返事、直江兼続が書い
たので直江状というんですけど、その中に出てまいります。
「近々朝鮮に３度目の出兵をすると聞いているが、いったい

いつになったらするのだ。」や
るべきだと言うんですね。結局
それは徳川方が勝つことに
よって、その線は絶たれたんで
すけども、問題は行って帰って
来た西日本の15万人です。こ
の人たちは西日本のあちこち
の村に散らばっているわけで
す。そして彼らはことあること
に、アジアの皆さんに迷惑をか
けて痛恨の思いであるなどと
は言いません。俺たちの方が
強いんだから、もう１回やるべ
きだということを、これを外に出
て言うと罰せられてしまうので、
自分の家の中で誰にも言うな
といって、自分の息子に伝えて

いくわけであります。ですから、西日本には当時そういうもの
はないと思われていますが、世論としてもう１回朝鮮、中国
に攻めて行くのだというのがずっと続くんですね。あのときも
う少し頑張れば勝てたのに、あんな中途半端なところで止
めてしまったのは大変な失敗だった。そういう意味では、徳
川の天下というのも気に入らないし、家康の元和偃武も気
に入りませんという人が、武士ではないけれども、そのすぐ
下ぐらいのレベルでずっと溢れているのです。これが江戸
時代の後半になって、町民から農民からどんどん学問をす
る人が増えてくると、どんどんそういう意見が増えてきます。
その代表格なのが、今年大河ドラマの吉田松陰なんです
ね。吉田松陰の遺骸を引き取って泣きながら埋めた桂小五
郎という人がいます。後の木戸孝允（きどこういん）で、この
人は幕末の志士といわれる人の中で、唯一一貫して幕府
を倒そうとしていて、しかも一番頭がいいんですね。ところ
が、一番頭のいい木戸孝允が、戊辰戦争が始まるか始ま
らないかの段階で、朝鮮に出兵するべきだと言っています。
木戸孝允はその後、維新の大業に倒れた長州の志士た
ちの霊を祀るために、霊山護国神社というものを京都に造
るのですが、これは何と秀吉の正妻の北政所が持ってい
た高台寺の隣にあるんですね。隣というか、たぶんお寺の
敷地をもらって、そこに造ったのではないかと思います。桂
小五郎は武士ではなくて、もともと町医者の息子なんです。
町民レベルで豊臣政権を復活させて、アジアに対して強く
自己主張する日本を創りたい。何か今の日本みたいになっ
てまいりましたけれども、そのように考える人たちが非常に
多かったわけです。ですから、江戸時代の日本というもの
は、少数与党が必死で平和を維持していて、本当に戦争
を望んでいるのは民衆の方だったという、非常に不思議な
状態が続いていたわけです。だからこそ江戸幕府というの

は、最後にあっさり潰れてしまう。そもそも権力基盤が小さ
かったからです。そして江戸幕府が倒れてしまった途端
に、それまでずっと職業軍人の武士たちが政権を担ってい
た間はずっと平和で、武士がいなくなった途端に、アジア諸
国と戦争を始めて、最後はアメリカとまで大戦争をしてし
まったというのは、そういう世論、豊臣秀吉の朝鮮出兵を、
「ああ、惜しい」と思っている人たちが、多数を占める状態
がずっと続いていたからです。
　実は、家康や彼の周りにいた人たちは、非常によく理解
しておりました。先ほど言った平和を永続させる仕組みとし
て、一番大がかりでしかも、たぶんこれは初めて気がつい
たんだと思うんですけれども、仕掛けがありまして、それは
何かと言うと、日本の人口を西から東へ移すというもので
す。西日本は人口が圧倒的に多い。日本というのはもともと
瀬戸内海沿岸のことでしたので、どんどん人口を東へ移し
ましょう。そうするとなぜ江戸のまちを最初から大きくしようと
していたのか。関東平野の真ん中で、日比谷の交差点まで
入江だったのを、どんどん埋立てをして、土地を広げていっ
たわけです。しかも水はずっと遠くから引いてきているわけ
です。最初から大きなまちを造ろうとしていたんですね。それ
はなぜかというと、少しでも多く西日本の人口を多く東へ移
そうとする。そしてなぜ家康は日光に祀られたのか。徳川家
臣団というのは東海地方の人たちですので、熱田神宮ま
では行かなくても、富士山崇拝は非常に強いはずです。だ
から江戸に幕府を置いた後も、例えばいまの箱根神社に
家康を祀ってもおかしくないのです。私は日光をずっと江戸
の鬼門だと思っていたのですが、地図をよく見ると真北なん
ですね。どういうことかと言いますと、天海僧正はもともと会
津若松の出身だったので、自分の古里の近くに持ってきた
という、昔の自民党の新幹線みたいなものではございませ
ん。それは江戸幕府の人たちに、幕府を構成している徳川
家臣団の人々に、もう西に対する未練を断ち切りなさい。日
本の未来というのは北であり東であり、だからもう西側を振
り向いてはいけないのだということを告げられたんですね。
そして東へ人口の重心をずらしていくという江戸幕府の政
策は、なんと今に至るまでちゃんと続いております。東日本の
人口、この場合、静岡、長野、新潟までなんですけれども、
その３県から東の人口が、そこより西の人口を追い抜いた
のは５年ぐらい前です。今回も北陸新幹線が大ブームに
なっていすが、富山県も石川県も、新幹線の延伸が予定さ
れている福井県も文化的には西日本です。これは、富山に
行って初めて気がついたんです。なぜかと言うとお醤油が
甘いんです。そしてそれまで気にしていなかったのですが、
富山県出身の人や石川県出身の人にとって確かに京都
は近い。一番優秀な学生がみんな京都大学へ行く。でも新
幹線が通じたことによって、初めて京都より東京のほうが近
くなったんですね。そして金沢の場合、まちの全人口より多

い数の東京の観光客が、毎月やってくるという状態になっ
ておりまして、やがてこれらの土地は、東日本になっていくわ
けでございます。そうすると、国が政策の方向として、中国
と朝鮮半島に対するものすごい敵意があるという人々は、
ごく少数派になっていくわけです。ですので、今は東日本の
人口が多くなりましたということで、もう戦争をする動機が
まったくなくなってしまったのです。朝鮮出兵、「ああ惜しかっ
た」と思う人たちが、もうマイノリティになってしまいました。
　ちなみに岡崎というのは、これは取って付けた話でも何
でもなく、東日本の一番西なんです。本当の東西の分かれ
目というのは、三河と尾張の間です。三河へ行きますと、康
生通があるのですが、名古屋駅で降りますと、目の前に太
閤通があるんです。徳川美術館しかないくせに何て失礼な
まちだと、私はよく思うわけでございますけれども。
　今年は、「徳川家康公没後400年」と書いてあるすぐ下
に、「家康が亡くなった1616年には」と書いてある。私にとり
ましては非常に落ち着きが悪いんです。400回忌か400回
例大祭とするべきなんですね。
　今年お祭りをあちこちでしていただいているのはずれて
いるのかと、そんなことは全然なくて、家康が生涯をかけて
築いた「元和偃武」、平和宣言ですね。それの400年をお
祝いする機会なんだというふうに、コメントをさせていただい
ています。もう一つ言いますと、400年前に家康とその同志
たちが立てた永久平和の構想というのは、大戦争を間に
挟んではいるんですけれども、今日において、ようやく完成し
つつあるということです。大政奉還が1867年にあったんで
すけれども、このとき、新政府軍ができてすぐに朝鮮に攻め
て行かなかっただけでも、江戸幕府の人間としては満足す
るべきなんです。権力は手放したけれども、一応平和は維
持したまま、次の日本にバトンタッチをしたということです。そ
して新政府の薩長の人たちが、嫌だ嫌だと江戸っ子は言
うんですけども、薩摩藩の人たちは基本的に、関ヶ原の時
から徳川方なんですね。その後も天璋院（てんしょういん）
篤姫を入れて、立て直しを図ったりして、そして明治維新の
後も、鹿児島の人たちというのは、実は徳川の平和主義を
なんとか続けようとして、ものすごく無理をしています。どれぐ
らい無理をするかというと、人材が完全に涸渇してしまっ
て、戦後鹿児島県から１人も総理大臣が出ていないという
事態になってしまったわけです。その鹿児島の人たちが権
力を握って、最初に何をするかというと、北海道改革なんで
すね。北海道はクラ－ク博士というのが有名なんですけど、
札幌農学校、今の北海道大学の前身には、初代の校長さ
んは調所さんといいまして、これは薩摩藩で有名な家老の
調所笑左衛門という人のお孫さんなんです。北海道の最初
の県令というのは、黒田清隆なんですね。開拓使長官、二代
目の総理大臣であります。こういう人たちが、なぜ北海道を開
拓するかというと、江戸幕府と同じように、日本の人口を東へ

北へとどんどん移そうとする。そういう遠大なプロジェクトの一
環としてやったわけであります。
　徳川家の方はと言いますと、16代が、気がつくと貴族院
議長になっていて、そのまま30年間そこに居座りまして、
1922年にワシントン海軍軍縮会議というのがあります。これ
は世界初の軍縮会議なんですけど、そこに全権大使の１
人として行っております。そして日本にとっては絶対やるべき
でなかった日露戦争ですとか、シベリア出兵ですとか、お金
ばかりかかって得ることが少ない事業にほとんどなってい
た日英同盟を終わらせた人でもあるわけです。ですが、ワシ
ントン海軍軍縮会議で、ワシントン体制というのが大平洋に
関してはできたんですけれども、これはあっという間に崩壊
していきます。ですがその息子で、私の曾祖父の徳川家正
が1947年に最後の貴族院議長になります。今の憲法とい
うのはアメリカが押し付けたものだというふうに考えられてい
るんですけれども、これは実際には、美濃部達吉教授の美
濃部学説、天皇機関説を下地にしております。美濃部さん
は姫路の酒井家の家臣なんですけど、もとはどうも旗本の
ようなんですね。そして帝国議会貴族院の最後の会議で
は、貴族院議員が大勢、この人たちが東京芸大総長の南
原繁さんや東大の教授たちが頑張って、今の日本国憲法
を書いていって、英語に直して、もとからあったものをリメイク
して、非常に複雑なプロセスを経て、自分たちが作ったもの
を本会議に提出させているわけです。最後にそれを貴族
院議長として採択したのが、徳川将軍家の17代の徳川家
正であります。ということで、元和偃武の平和主義の理想と
いうのは、うちとしてはずっと担ってきているわけですね。少
なくとも終戦直後まではということで。ですので、その平和憲
法が何とか永らえている、68年目を迎えたということも、今
年はお祝いするべきだと考えております。
　最後に、もう一度、世界からみた徳川家康なんですけれ
ども、江戸時代の日本に関しても、家康の生涯に関しても、
かなり実態と一般的に知られていることの間にずれがある
ので、その日本語の記述を基にしてしか理解できない段階
なんですね。今のアメリカの日本史学会で、日本の古文書
が読める人は、おそらく２、３人しかいないと思います。大学
院生ぐらいになってくると、だいぶ増えてくると思うんですけ
ど、自分で新しく日本の事実を掘り起こせる人は非常に少
ないです。日本人の研究をベースにせざるを得ない。でも、
今の日本の学会というのが、例えば、江戸時代の平和は長
く続いたんでしょうかといった大きな問いに答える能力がな
いんですね。これを他の国とも比較をしません。前の時代と
の関係の研究をしません。ほかの国との関係というものを
重視しません。そういう三つの致命的な欠陥があるからな
のであります。ただ、これはどこの国の歴史学の世界におい
ても言えることだと思います。
　そしてもう一つ、徳川の平和が長続きした最大の理由

は、日本が島国だからです。けれどもそれまでの日本で長
続きする、しかも住民を幸せにするような平和を実現した政
権というのはなかったわけです。有利な地理的条件はある
けれども、それを初めて活かすことができた。江戸時代の日
本というのは、世界で初めて貨幣の中の金の含有量をどん
どん下げていきながら、インフレにならなかった国だったんで
す。なぜかというと、誰も外に逃げ出すことができないから
です。金というのはなぜ重要かというと、他の国へ持って逃
げることができるからです。自分の国の政府を信用できなく
なったので、金銀宝石を持って隣の国へ引っ越しましょう。
これが金本位制の起源なんですね。けれども日本の場合
は、せいぜい殿様ぐらいですけど、日本中同じ小判でやっ
ていますので、日本の国が信用できなくなっても、なかなか
逃げ出せないわけです。せいぜい隣の藩に行くぐらいで
す。でもそこでも同じ小判を使っています。だからインフレに
はならなかったわけです。
　また、今の世界に話を転じますと、発展途上国が先進国
に追いつくことは、限りなく不可能に近いものですね。先進
国というのは、日本、米、欧です。米欧というのはキリスト教
社会のものであります。ですから、近代化に成功したのは、
依然として日本とキリスト教諸国だけなのです。そのキリスト
教諸国のアメリカにしても、西ヨーロッパにしても、今は非常
に不安定な状態にあります。この先、先進国としての生活
を維持できるかどうか分からない。最大の差はどこにあるか
というと、やはり日本が島国だからです。かつて日本は島国
で、ものが足りないからといって、世界征服を試みたわけで
すね。その結果、非常に貧しくなってしまいました。その教訓
をちゃんと汲んで、江戸時代の平和をよく理解している人た
ちが作った日本国憲法のおかげで、今日の平和は続いて
いるわけです。今、世界中から、家康と徳川ジャパンというも
のに対する注目が集まっているのは、それは先進国も含め
て、世界中が不安定になっているからなんです。それが今
の日本の歴史学の在り方からすると、あまり建設的な提案
はできないであろうというふうに、考えているところです。で
すので、私なんかが顧みずに、こうやって新しい歴史の見
方を捻出しようとしているというところです。

（この講演録は、平成27年12月26日に德川家広氏が講演
された言葉を元に一部加筆・修正したものです。文責：岡
崎部会実行委員会事務局）

後援事業一覧
（実施日順）

申請者開催場所後援事業名称実施期間No 申請者開催場所後援事業名称実施期間No

岡崎消防団連合観閲式

第46回おかざきマラソン

第2回家康公生誕祭

2015冬　名鉄のハイキング

平成27年度岡崎市消防出初式

岡崎市小中学生書写作品コンクール

伊賀八幡宮武者的神事

おかざき匠の会　「東京展示会2015」

道の駅藤川宿　冬のあったか祭り

21世紀交流サロン・葵丘　「江戸“やさしさ”のまちづくり」

岡崎信用金庫顧問就任記念　德川恒孝公講演会

解説付き見学　「三河武士のやかた家康館」、講演会　「祈りが産んだ伝説　家康公生誕の逸話を学ぶ」

長篠合戦のぼりまつり50回記念大会

葵丘倶楽部公開講座「家康公が目指した江戸の社会」

第８回松應寺横丁にぎわい市

岡崎城下舟遊び

第17回日本フットボールリーグ

しんしろ戦国絵巻三部作

光墨会楽々小品書展

柄澤照文「三河一向一揆屏風を描く！」一部始終展

Libra演劇ワークショップ

見学会「浜松/家康公に関連する史跡を巡る」

よいとこさ岡崎「一天涛快」グランプリ

時代小説から読み取る「家康の岡崎時代」

第６回桜まつり「岡崎五万石のつどい」

三浦太鼓店創業150周年記念事業50キロウォーク

徳川家康公関連翻刻本展示会

平成26年11月16日

平成26年11月23日

平成26年12月23日～12月26日

平成27年1月4日

平成27年1月11日

平成27年1月16日～18日

平成27年1月20日

平成27年1月23日～24日

平成27年1月24日～25日

平成27年1月30日

平成27年2月3日

平成27年2月13日

平成27年2月15日～5月5日

平成27年2月22日

平成27年3月22日

平成27年3月27日～4月6日

平成27年3月29日～12月31日

平成27年3月30日～7月5日

平成27年4月1日～5日

平成27年4月3日～9月30日

平成27年4月3日～10月12日

平成27年4月3日

平成27年4月5日

平成27年4月10日

平成27年4月12日

平成27年4月12日

平成27年4月17日～6月9日
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45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52

53

54    

岡崎市

公益財団法人岡崎市体育協会

名古屋鉄道株式会社

岡崎市

株式会社東海愛知新聞社

岡崎伊賀八幡宮氏子総代会

おかざき匠の会

一般社団法人岡崎パブリックサービス

岡崎信用金庫本店

岡崎商工会議所交通部会

新城市観光協会

葵丘倶楽部

松應寺横丁まちづくり協議会

乙川観光船実行委員会

マルヤス工業株式会社フットボールクラブ

新城市観光協会

光墨会

岩津天満宮

図書館交流プラザ自主事業実行委員会

岡崎商工会議所交通部会

岡崎竜城ライオンズクラブ

岡崎市

岡崎五万石保存会

株式会社三浦太鼓店

岡崎市

乙川河川敷

岡崎中央総合公園及び周辺道路

岡崎公園周辺

岡崎市内

乙川河川敷

岡崎市美術館

伊賀八幡宮

ラパン・エ・アロ（東京・渋谷）

道の駅藤川宿

葵丘

岡崎信用金庫

龍城神社

新城市長篠城址周辺

葵丘会館

松應寺境内

乙川河畔

名古屋市港サッカー場ほか

新城市内

岡崎市美術館

岩津天満宮 余香殿なおらい

図書館交流プラザ

岡崎公園多目的広場

図書館交流プラザ

岡崎城二の丸能楽堂

龍城神社～豊田市寺部往復

浜松城、スズキ歴史館、
龍潭寺（浜松市）

家康公生誕祭実行委員会、
岡崎活性化本部

ものづくり文化再発見！
ウォーキング実行委員会

元和偃武のまち「駿府」視察交流会

第１回家康公検定ＰＲイベントＧＯ！おかざきジャンボリー～徳川ンダフル♪♪♪2013～

岡崎城下家康公夏まつり

景観まちづくりシンポジウム

第22回岡崎ストーンフェア

2013秋の市民まつり

消防団120年・自治体消防65周年記念 岡崎消防団連合観閲式

第45回おかざきマラソン

第1回家康公生誕祭

伊賀八幡宮神橋渡初め

松應寺横丁で徳川家康公の誕生会をする

平成26年度岡崎市消防出初式

「久能山東照宮正式参拝」「三保造船所」視察会

出世の地「浜松」視察交流会

古文書みりょく発見！

第２回家康公検定ＰＲイベントいざ受験！第２回家康公検定

第41回岡崎市民大学

家康公研修会「家康公と偉業を支えた人々～家臣団を中心に～」

歴男・歴女の会（家康公を知ろう、学ぼう）

卓話会「家康公の食から学ぶ ～名言からたどる家康公の食生活～」

第23回岡崎ストーンフェア

2014岡崎城下家康公秋まつり

岡崎信用金庫ウィンドディスプレイプロジェクト

ＪＲさわやかウォーキング

岡崎城下町屏風画展

講演会「家康公と街道・流通システムの整備」「徳川家康公顕彰四百年記念事業概要について」

ものづくり文化再発見！ウォーキング「歴史と地場伝統産業の旧東海道を歩くコース」

平成25年4月22日

平成25年7月14日

平成25年７月28日～8月２日

平成25年10月4日

平成25年10月19日、20日

平成25年11月2日、3日

平成25年11月17日

平成25年11月24日

平成25年12月21日～26日

平成25年12月26日

平成25年12月26日

平成26年1月27日

平成26年3月6日

平成26年4月26日

平成26年6月14日～7月27日

平成26年6月29日

平成26年7月12月～8月23日

平成26年7月19日

平成26年8月30日～10月25日

平成26年9月17日

平成26年10月18日～10月19日

平成26年11月1日～11月2日

平成26年11月3日

平成26年11月4日～11月23日

平成26年11月14日

平成26年11月16日
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15 

16 
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18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26

27        

岡崎商工会議所

ＧＯ！おかざきジャンボリー実行委員会

岡崎活性化本部

岡崎市

岡崎石製品協同組合連合会

岡崎市

岡崎市

岡崎市

岡崎市

岡崎伊賀八幡宮氏子総代会

松應寺横丁まちづくり協議会

岡崎市

岡崎商工会議所

岡崎市

岡崎青年会議所まちブランド創造委員会

岡崎市

岡崎信用金庫

岡崎信用金庫

岡崎商工会議所食品・サービス部会

岡崎石製品協同組合連合会

岡崎市

岡崎信用金庫

東海旅客鉄道株式会社岡崎駅

岡崎信用金庫

岡崎商工会議所交通部会

岡崎公園

岡崎公園多目的広場ほか

図書館交流プラザ

乙川河川敷

岡崎公園多目的広場ほか

乙川河川敷

岡崎中央総合公園及び周辺道路

岡崎公園ほか

伊賀八幡宮

松應寺境内

乙川河川敷

静岡市内

五社神社、浜松城公園ほか（浜松市）

岡崎市美術博物館

イオンモール岡崎

岡崎市民会館

岡崎信用金庫本店

岡崎信用金庫資料館

岡崎商工会議所

乙川河川敷

岡崎公園多目的広場ほか

岡崎信用金庫岡崎市内店舗

岡崎市内

岡崎信用金庫資料館

岡崎商工会議所

岡崎市内 岡崎市立中央図書館、静岡市立中央図書館、
浜松市立中央図書館

久能山東照宮、はごろもフーズ、
エスパルスドリームプラザ（静岡市）

岡崎商工会議所食品・サービス部会、
情報文化部会、交通部会

平成26年11月1日
～平成27年12月31日

特定非営利活動法人
21世紀を創る会・みかわ
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資料編

　岡崎の皆さん、こんにちは。
　この演題だったということを、ちょっと失念しておりました
が、何とかそこに着地できればと思っております。家康公が
どういう人物だったかということについて、正確なところを理
解している外国人というのは、ほぼ絶無なんですね。外国
ですから、皆さん自分にとって都合のいいように解釈する。
一番分かりやすい例は、韓国の人たちですけれども、韓国
では徳川家康が一番好きな日本人と言われています。１位
や２位にいるわけです。でもそれは当然でありまして、朝鮮
史における最大の悲劇というのは、豊臣秀吉の朝鮮出兵
なんですね。その朝鮮出兵を終わらせて、憎っくき豊臣氏を
滅ぼしたのは徳川家であるということで、家康は非常に喜
ばれる。私も韓国にまいりましたときに、パスポートを見て「本

当に徳川さんですか」と、外国で言われたのは初めてでし
た。中国でも、実は非常に人気がある。山岡荘八さんの徳
川家康が翻訳されてベストセラーになったというのは、つい
最近のことであります。それと幕末にプロシア（現ドイツ）か
ら日本に使節としてやってきたオイレンブルク伯爵という外
交官がいるんですけれども、その子孫の方とお目にかかりま
したら、私の手をしっかり握って、「250年もの長い平和をつ
くってくれてありがとう」と、なぜ私に言ってくるのか分からな
いですけれども、目に涙を浮かべておられました。
　これは非常に遠い世界の話ですけども、ドイツの歴史を
考えてみますと、今からちょうど400年前、家康公が「元和
偃武（げんなえんぶ）」という声明をする。これは平和宣言
です。禁中並公家諸法度、武家諸法度、寺社諸法度を発

布した上で宣言しておりますので、戦国を終わらせる平和
憲法の発布であると言ってもいいんですけれども、ちょうど
その頃、ドイツでは三十年戦争というのが始まっております。
1618年に始まって1648年に終わり、その結果として、ドイツ
の人口が３分の１とか４分の１とか減ってしまっています。そ
の後もドイツはずっと分裂状態が続いて、やっと統一したと
思ったらば、半世紀も経たないうちに第一次大戦、やっと第
一次大戦から立ち直ったと思ったら、今度は第二次大戦、
そして領土は分割される。やっと最近になって、長い平和と
いうのを味わっているわけです。ですから、ドイツの人にとっ
ては260年間、270年間の平和を実現した政治家というの
は奇跡のようなものなんです。
　これはおそらくロシアの人たちも同じです。ロシアの人た
ちは、北方領土問題がありますけれども、基本的に日本が
非常に好きで、プーチン大統領の側近で、オリガルヒの末
席に名を連ねるような人とお話をしていたらば、徳川家だっ
たら日露戦争にならなかったのではないか。これは家康と
いう個人よりも、徳川体制に対する評価ですね。最初に日
本にやってきたプチャーチンも、ペリーと違って、きちんと幕
府の制度に従って長崎に回って、そこから正式に国交を開
きたいという交渉をしているわけです。ですから、日本のこと
を非常に尊敬していましたということです。
　ところが、好きは好きなんですけれども、理解しているかと
なると、これは甚だ疑問であります。これは日本政治の研究
者が書いた文章なんですけれども、その中に家康の戦略
が並大抵ではなかった。信用できる大名を近くに配置して、
信用できない大名を奥に配置した。それは誰だってそうしま
す。戦略でも何でもありません。実はよく分かっていないので
す。今日は、分からなさの本質というお話ができればと思っ
ております。そこに持って行くには何の話をするか。まず関ヶ
原の戦いであります。なぜかと申しますと、関ヶ原の戦いの
一般的な理解というのは、どうも実態とかなりかけ離れたも
のであるようです。これは日本史においては目新しいことで
はなく、どうも『日本書紀』も相当うその記述が入って、かなり
根本的なところが実態と違っているのではないかという研
究が最近増えてきています。具体的に言いますと、唐の国
との戦争で日本は負けて、しばらく唐に占領されていたので
はないかという説が出てきております。私は当時の日本と唐
の間の国力の違いからして、こちらのほうがむしろ自然だと
思うんですね。それが長い研究史の果てに、やっとこの最
近になって出てきているということで、関ヶ原の戦い、日本人
が誰でも知っている歴史的事件としては、おそらく１番だと
思います。
　例えば、明治維新に関しましては、行った場所によって、
皆さんおっしゃることが違うんです。坂本竜馬が全部やりま
した。いや、竜馬さんは維新よりだいぶ前に亡くなっていま
す。これ高知県です。鹿児島へ行くと、西郷（隆盛）さんが

１人でやったようになってしまいますし、会津若松へ行くと、
そもそもあれは間違っていたという、全然違う話になってくる
わけでございます。東京の人たちは占領された側ですの
で、ちょっと口をつぐんでしまうというように、地域差があるの
ですが、関ヶ原の戦いに関しましては、だいたい誰もが同じ
理解をしているようです。関ヶ原の前になると、うちの戦国
大名はどういう人だったという話になって、日本全国が視野
から外れていってしまう。さらに古くなっていきますと、日本人
の知識からかき出されつつあります。その関ヶ原の戦い、皆
さんご存じのお話が、実は非常にちぐはぐなお話しなんで
す。ところが、平均して３年に１回、大河ドラマで関ヶ原の戦
いが出てきます。ここ数年に関して言いますと、昨年が黒田
長政、来年が真田幸村で、そのまた次の年が井伊直政の
お母さんの話ですから、４年に３回、関ヶ原の戦いの話を見
ることになるんです。そうすると、こういうものだろうというふう
に考えるわけです。
　ところが、政治の常識、軍事の常識に照らして、どうにも
説明がつかないことが多すぎます。まず一つは、関ヶ原の
戦いといえば、別名は「天下分け目の戦い」ですね。これは
日本史上ただ１回なんです。たった１日で決着がつきまし
た。日本というのは細長くて、気候の変化も豊かですけれど
も無数に盆地があります。ですから小さな権力があちこちに
並んでいるんですね。中国ですと巨大な平原ですので、真
ん中で両雄が激突してはい終わり、ということが十分あり得
るんですけれども、日本の地形でいきますと、あちこちで戦
いが起きて、どっちの側が最終的に有利になるだろう。それ
が分かるまでに10年ぐらいかかります。
　それは織田信長が「天下布武」を宣言してから、豊臣秀
吉が「惣無事令」というものを発令するまで20年かかって
いるんですね。明治維新の時も、第二次長州征伐が初め
ての本格的な軍事衝突。そこで幕府が負けてから、最終
的に新政府の権力が高まるのは、明治10年の西南戦争で
あります。そこでだいたい13年間かかっています。近代にお
いてもそうです。源平合戦も延 と々続きます。それから建武
の新政（けんむのしんせい）から室町幕府が南北朝を統
一するまで60年近くかかっています。日本は地形的に権力
闘争が長引きやすい国である。けれども関ヶ原に関しては
たった１日で、豊臣政権が全国政権から追い落とされてし
まう結果となりました。これはなぜでしょう。これは説明を要
する話であります。
　家康という人は、源頼朝を尊敬していました。その源頼
朝がつくった鎌倉幕府は、なぜ潰れてしまったか。これは元
寇（げんこう）モンゴル軍の襲来のときに、頑張って戦った
武将たちに対して土地を与えることができなかった。つまり、
論功行賞を失敗したから潰れた。これが一般的な理解で
す。それは家康公も考えていたでしょう。ところが、関ヶ原の
戦いを論功行賞で見ていきますと、どうにもちぐはぐなんで

すね。一番分かりやすいのが、関ヶ原で一番よく戦った東
軍の武将というのは、おそらく福島正則であります。けれども
その福島正則は、本人が生きているうちに取り潰されてし
まっているわけです。福島家自体は断絶しませんけれども、
大名家としては取り潰されます。福島家はその後、旗本とし
てずっと続きます。それから、これは本戦ではありませんが、
九州で東軍で戦っていた加藤清正、こちらも息子の代で
改易されています。ほかに賤ヶ岳七本槍ですと、加藤嘉明
（よしあきら）、これは伊予松山から会津へ転封されるんで
す。この家を潰されているんですね。そうかと思いますと、毛
利の120万石が36万石になるとか、会津の上杉景勝の
120万石が30万石になる。毛利は西軍の総大将です。上
杉景勝は関ヶ原の戦いの、そもそも発端をつくった家です
ので、この辺の罰は当然だと思います。けれども四国の土
佐の長宗我部（ちょうそかべ）ですね。こちらは実際に関ヶ
原まで西軍に参加してくるんですけれども、全く戦うことなく
引き上げております。にもかかわらず20万石がゼロになって
しまうわけです。ところが、西軍である意味一番家康に対し
て強い行動をとったのは誰か。これは鹿児島の島津義弘
なんです。島津義弘というのは、関ヶ原の戦いの決着がつ
いた後になって、いきなり家康の本陣に突っ込んでいる。
500人連れて行ったのが、80人にまで減ってしまいました。
それだけ頑張って、わざわざトラブルを起こした上で逃げ
帰って行った。これは「島津の退き口」と言って、戦国の新
撰組みたいな感じで、最近人気を集めているんですけれど
も、こんな馬鹿なことをした人たちに対して、家康は55万石
を77万石まで増やしている。琉球を征服して支配すること
を許しているわけです。これは非常に不思議なことで、
1609年、当時の日本は明と貿易ができなくて非常に苦しん
でいました。今、貿易ができないというと、日本で泉のごとく
湧いてくる優良な工業製品を輸出できない状態のことを言
うんですけれど、当時の日本は非常に貧しかったんです
ね。貧しい国にとっては、生活に必要な物資をきちんと輸入
できるということが大事なんです。そのとき琉球が途絶えて
しまった。何を琉球に頼っていたかというと、絹であり、綿で
あり、朝鮮人参である。その前、陶磁器も輸入に頼っていた
んですけれども、これは朝鮮出兵で大勢陶工を連れてきま
したので、だんだん国産化が進んでいたんですね。それに
しても綿とか絹とか、ある程度の水準の生活を営むため
に、どうしても必要なものが買えなくなっていったわけです。
ところが、琉球王国に関しますと、これは明の正式の属国
ですから、島津家は関ヶ原の戦いで、家康に一番激しく立
ち向かっていったにもかかわらず、領土は増えるし、その
上、日本人が渇望してやまなかった中国との貿易の権利も
手に入れているわけです。そんなに敵対したやつを、どうし
てここまで厚遇するのかということについて、これはプロの
歴史学の先生でも、「それは鹿児島が遠すぎたからです。

あまりにも遠いので、徳川家としての軍隊を派遣することは
できないから、そうやって懐柔するしかなかった」というわけ
です。
　ところが、ちょっと考えてみますと、そのときの鹿児島の隣
りの熊本には加藤清正がいるわけです。海を挟んだ向こう
側には、直前まで長宗我部がいたわけです。私が家康公
だったら、長宗我部と加藤清正と島津を三つ巴で戦わせ
て衰弱させる。そういう策を取っていたと思います。これは
政治の常道です。敵と敵をぶつける。でも、それをしない
で、一番激しく立ち向かって来た島津に対して非常に厚遇
をする。もう一つ、論功行賞で、これが一番不思議なんです
けれども、家康が関ヶ原に赴いたときには、豊臣恩顧の大
名たちに囲まれていたんですね。自分の腹心の部隊は井
伊直政だけで、あとは細川ですとか、福島、蜂須賀、浅野、
そういった豊臣家の大名たちなんです。非常に心もとない
状態なんですね。徳川部隊はどうしていたかというと、息子
の秀忠が率いて中山道を通っていた途中だったんですけ
れども、信州上田のお城で真田昌幸の部隊と小競り合いを
始める。その結果として関ヶ原に来られなかった。これが非
常に重要だと言っているのが、日本文化研究センターの笠
谷和比古先生なんですけれども、もしもこのとき徳川軍が
来ていたら、関ヶ原における徳川家の取り分というのは、
もっと大きくなっていたであろう。秀忠が遅れて家康の野望
は挫折したのである。これは笠谷先生の説であります。け
れども、家康はわが子の秀忠が東軍の徳川軍の総大将に
なると決めたときに、何をするか。「絶対に途中で引っかか
るな。道草を食ってはいけません」と言うわけです。念には
念を押します。それだけでは信用できませんから、自分が信
用しているベテランの武将を付けて、秀忠が予定どおり動
くようにするはずです。けれども秀忠は遅れて来てしまう。そ
のときに家康が付けた宿老は３人いるんですけれども、そ
の内の１人が榊原康政です。遅れて来た秀忠を、家康は
みんなの前で叱り飛ばすわけです。それは当然であります。
そこで怒る家康を止めたのは榊原康政なのです。このあた
りから、いったい関ヶ原の戦いは何だったのかという疑問
が、ふつふつと湧いてくるんです。つまり家康にとって、一大
痛恨事の秀忠の遅れの本当の責任者は榊原康政なんで
す。でも秀忠を叱る家康を止めるのは榊原康政なんです。
これはいったい何が起きているんだろう。しかも、そんな大
失態を侵した秀忠を、最終的に家康は次の将軍に任命し
ているわけでございます。これも平和な世の中になってきた
ので、凡庸な人間が将軍をした方がいいという解説を加え
る人がいるんですけれども、家康が秀忠に将軍職を譲った
のは1605年なんですね。豊臣家を滅ぼす大坂冬の陣・大
坂夏の陣が、その10年後でございますので、実は世の中
は全然平和になっていないわけであります。それどころか
家康としては、人生最後の戦争をちゃんと計画中ですね。

ということは、これはいったい何だったのでしょう。
　もう一つ不思議なのは、関ヶ原の戦いのときの家康は
59、60歳。1598年に豊臣秀吉が亡くなったときの年齢が62
歳で、あまり違いません。当時としては、老衰で亡くなっても
おかしくないんですね。それに対して、石田三成は45歳。今
の感覚で45歳と60歳というと、智力も体力もあまり違わない
んですけれども、当時の感覚でいきますと、今の多分55歳
と80歳ぐらいですね。こういう戦いのときには、若い方が圧
倒的に有利です。なぜか。待つことができるからです。じっ
と待っていれば、家康は亡くなって、三成は豊臣政権に呼
び戻される、というアドバイスをした人がいるはずです。とこ
ろが、三成の方が家康を挑発してしまっている。そして返り
討ちに遭っています。三成の行動を見ていると、さらに不思
議なことが一つありまして、それは秀吉が亡
くなった直後に、家康は朝鮮にいた日本兵
を呼び戻す指令を発しています。そのときに
15万人が朝鮮半島にいたんですけれども、
朝鮮出兵、皆さんご存じのとおり、大変な失
敗でありました。20万で攻めて行った。それ
が15万まで減っているわけです。敗色は濃
厚、しかも海を越えた向こうである、民衆の
末端にいたるまでが日本軍に敵意を抱き、
そのときに豊臣秀吉、日本の国の最高権力
者が亡くなったわけです。その状態で日本
軍を呼び戻しますので、これは非常に慎重
を要するオペレーションのはずです。現に家
康は、秀吉が亡くなったということは秘密に
しておけという指示を出している。ところが、
日本軍が撤退を始めたその矢先に、三成が
家康を暗殺しようとする。これは私が三成
だったなら、全軍撤退が終わるのを待って
から、家康を暗殺します。なぜかと言います
と、撤退中に家康が死んでしまったら、政権のナンバー1と
ナンバー２が立て続けに死んだという事態になります。朝鮮
と明の軍隊は勢いづいて日本軍を追いかけます。日本軍は
指導者がいなくなっているから、もう大混乱です。その結果
として、さらに５万人ぐらいが亡くなって、10万人が日本に
戻ってくると、その場合、三成に対する憎しみで、もう爆発し
そうになっているでしょう。たちまち戦国時代に逆戻りしてし
まうんですね。
　三成についての評価が分かれると思いますが、彼は豊臣
家のことを非常に大切に思っていたことは間違いありませ
ん。なぜか。石田三成という人は、豊臣家がなかったら何でも
ない人だからです。それに対して、家康とか宇喜多秀家と
か、全部自分の権力基盤があるにもかかわらず、三成は豊
臣家のみならず、日本の国をも危うくするようなことをなぜか
やってしまっている。その後もう１回、暗殺を試みます。

　非常に不思議なことが多い関ヶ原の戦いですが、次に、
やたらと厚遇されている島津義弘という人について調べま
すと、家康と非常に仲がいい人だということが分かります。
秀吉が亡くなった後、あまりに頻繁に家康と島津義弘が
会っているので、三成が文句をつけてきたんですね。ただ、
そのときの家康は、もう豊臣政権の最高実力者ですから全
然言うことを聞きません。さらに遡っていきますと、明の国か
ら漂流して鹿児島に流れ着いた人がいるんですけれども、
その人は島津義弘のかかりつけの医者になるわけです。
その人が中国側に送った通信が出てまいりました。それを
読みますと、島津公とおそらく家康が、共同して太閤を襲撃
しようという計画を立てていた。これは朝鮮出兵のときです。
1592年に秀吉は唐入り、中国征服を宣言いたしまして、い

まの佐賀県か長崎県にある肥前名護屋というところにお城
を建てて、そこに全日本を結集させます。そのときに島津、
徳川で組んで、豊臣を襲うのだと。そういう風説が流れてい
ました。これは結局、実現しなかったわけですけが、それくら
い両者の仲は緊密だったそうです。家康と島津義弘、会っ
た瞬間にお互いに好きなる要素が実はありました。まず、家
康という人が、先ほど申し上げましたように、源頼朝をとても
崇拝していました。島津家の開祖の島津忠久という人は、
源頼朝の落とし種という伝説があります。いまでは伝説でし
かないということは証明されているのですが、戦国時代の
感覚としては、本当に頼朝公から数えて何代というふうに
なったわけです。ですから、家康公が初めて義弘公に会っ
たときには、歴史マニアがその当人に会うような、大変な喜
びがあったはずです。それともう一つ、家康公と島津義弘

の間には共通点が二つありました。一つは秀吉と戦争をし
ても負けていないということです。家康は皆さんご存じのと
おり、小牧・長久手の戦いで、秀吉と戦って５分、まあ６分ぐ
らいの勝ちを収めております。対する島津義弘なんですが、
これは意外に皆さん忘れてしまっているのですけれども、一
時鹿児島の島津氏というのは、九州全土を征服一歩手前
まで行っていました。５万から６万ぐらいの軍勢でやってい
ましたが、それに対して秀吉は、20万の大軍を派遣してこ
れを叩いているわけです。そうするといくら薩摩武士が強い
と言っても、20万と５万ですから、まったく戦いにならないわ
けです。それでも最終的に、鹿児島と熊本の県境のところ
で、豊臣軍は進撃を止めているんです。つまり鹿児島は豊
臣軍に占領されていませんから、これは負けではないんで
すね。もちろん勝ちではないですが、何とか敵に占領される
ことを食い止めた。しかもはるかに大きな軍隊を食い止めた
ということでは、鹿児島側にも一定の分はあったということで
す。だからお互い会ったときには、あのときはよくやったねとい
うふうに、褒め合ったはずです。
　もう一つ、家康は信長の命令で、自分の先妻の築山殿
（つきやまどの）と、長子の信康公は切腹させられました。こ
のことを生涯非常に恨みに思っていた。恨みに思っていた
というより心に傷を負っていた。対する島津義弘の方も、４
兄弟なんですけれども、末っ子の島津歳久を豊臣秀吉の
命令で切腹させられています。これは先ほど申しました九
州争奪戦の責任を取らされた形であります。当時の日本の
武士というのは、自分の血筋というのを非常に大事にして
いる。他人の血筋も重要視する。ですので、秀吉は最初に
島津家に対して、戦争をやめなさい、九州征服を諦めなさ
いという手紙を送っています。関白・太政大臣からの手紙
なんですが、豊臣とはどこの馬の骨だと。当時からすれば
もっともな理由になんですが、これを無視します。無視したと
ころ20万連れて向こうが攻めてきたということで、大変悔し
い思いをしたわけでございます。そういう心の傷を負ってい
る同士ということもあって、即座に仲がよくなりましたというこ
とです。そんなに仲がいいのに、いったい何で島津は西軍
に付いて、しかも最後に家康の本陣に突っ込んでいったん
だろうということです。これはさらに調べて行きますと、石田
三成という人は、自分は小者ですので、行政能力はあるん
ですけども、武将としての名声はないので、島左近という有
名な武将を大変に高い禄（ろく）を払って召し抱えるわけで
す。この島左近は家康公の側近の柳生宗矩（むねのり）と
縁戚関係にあります。単に遠い親戚というのではなくて、同
じ大和国の出身なんですね。同郷人であり、しかも考え方も
かなり似ていたのではないかということです。それともう一
つ、三成が無二の親友と考えていた大谷吉継という武将、
この人も西軍に加わって、華 し々く討ち死にするんですけれ
ども、実はこの人は、三成が最初に家康を暗殺しようとした

ときに、家康の身の安全を慮って駆けつけた武将の中に、
名前がちゃんと載っているんです。しかもそれはどこに書い
てあるかというと、「徳川実紀」なんですね。徳川幕府の公
式の史書を編さんしている人たちが、大谷吉継は家康公
に心服していますと書いているわけです。ちょっと想像力を
逞しくしますと、石田三成という人は、一番信用している部
下と無二の親友の両方から裏切られた可能性が高いで
す。それについての傍証がありまして、島津義弘が西軍に
変わったときに、三成は家康公と仲がよいのを知っています
ので、全然信用していません。何をするかというと、最前列
に持って来るんですね。これはまた信用できないやつが味
方に付いたら、一番犠牲の多いところに赴かせる。これもま
た兵法の常道だと思います。ところが、そのときに「ここは殿
が前線に出ないとみんなの士気が高まりません」と言って、
島津部隊を後ろに退けさせた武将がいまして、これが島左
近なんですね。こうしますと、島津、徳川、島で何か裏で組
んでいたなと、だんだん濃厚になってくるわけでございま
す。なぜそんな手の込んだことをやるのか。ここで、関ヶ原
の戦いが分からなくなるという話になるんですけれども、
関ヶ原の戦いは朝鮮出兵が大失敗に終わった、たった２
年後に起きているんです。朝鮮出兵との関連で考えなくて
はいけないんですけれども、99％の歴史学者がそれをやっ
ていませんので、それで分からなくなってしまっているんで
す。西軍で実際に戦った武将たち、その中で一番活躍した
のは宇喜多秀家です。活躍も何も、関ヶ原まで行って実際
に戦った中で、最大の武装勢力だった。２万人ぐらいの部
下を連れて行ったわけでございます。この人は第一次朝鮮
出兵のときに元帥（げんすい）です。つまり総司令官であり
ます。そして家康が戦場に率いていった、豊臣恩顧の細川
ですとか、福島、蜂須賀、浅野、こういった武将たちもみん
な、朝鮮に出兵しているわけです。そうすると、それは歴戦
の勇者かと皆さん考えるかもしれませんが、全然違います。
逆なんです。というのは、朝鮮出兵というのは、先ほど申しま
したように大失敗なんです。20万連れて行って、15万しか
帰ってこなくて、しかも負け戦。そして軍事費用、作戦を実
行するためのお金というのは、全部遠征軍の武将たちが自
分で支払っています。支払ってその後どうやって取り戻す
かというと、中国を占領して、領土を全部自分のものにする
ことによって賄うわけです。非常に怪しいベンチャービジネ
スにみんな出資をしてしまって、丸裸になったような状態
だったわけです。これは端にお金がなくなっただけではない
んですね。一緒に付いて行った部下たちが、それ見たこと
かと。こんな馬鹿なことに手を出すからと、言うことを聞かな
くなるわけです。さらに言いますと、自分たちが支配している
領地の若者も、相当招集されて行っている。もっと言うと、農
村の若者たちは乱世が終わってしまった結果、自分が農
民から武士へと出世していく道筋が絶たれていたんです

ね。彼らにしてみると最後のチャンスで、やっぱり一緒に朝
鮮に渡ろう。４人に１人が死んでしまっているということで、
支配している土地の人々からも、ものすごく馬鹿にされるよ
うになってしまっている。お金がない。部下は言うことを聞き
ません。税金を集めることもできません、ということで、西日本
の大名たちは、企業で言えば倒産寸前。政治的には崩壊
寸前という状態だったのです。実際に西軍の中心になって
いた宇喜多秀家の場合は、岡山に55万石の領地を持って
いたんですが、朝鮮から帰って、お寺と神社の領地を強引
に奪っていき、何とか70万石までしました。15万石余計に
加えているということは、15万石分歳入に欠損が出ていた
のではないか。穴埋めのために強引に、領内での税の取り
立てを強化していたのではないかと、私は考えるわけで
す。これは調べていくと、おそらく西日本の朝鮮出兵に動員
された全大名の領地で、同じようなことが起きているはずで
す。そして、関ヶ原の後始末がどうなっているかと言います
と、毛利家は120万石から36万石、上杉家が120万石から
30万石なんですが、本来、この関ヶ原の合戦については無
関係、それを超越しているはずの豊臣家、三成は元豊臣
家の五奉行筆頭ですけれども、このときには近江佐和山の
城主でしかありません。一方、家康は五大老筆頭でありま
す。ということは、豊臣政権の最高実力者なんです。今で
言うと、総理大臣と衆議院議長を合わせたものであります。
ですから豊臣政権の人として東軍の総大将になっている
わけです。けれども蓋を開けてみると、豊臣家の領地は200
万石から70万石まで減らされている。東軍に参加した大名
たちは、だいたい領地が２倍になっています。しかもその
後、どんどん領地が変わっていくんですね。何が起きたかと
言いますと、朝鮮出兵で面目を失墜してしまった西日本の
大名たちのうち、徳川方に付いたところは全員領地が倍増
して、部下たちに対して、勝ちを収めたと胸を張って威張れ
るようになりました。そして最後に、自分たちが傷つけてし
まった農民から切り離されて、別の土地で新規まき直しをす
ることができるようになったわけです。これは結局、朝鮮出
兵の後始末を、どうやって西日本の大名たちのメンツが立
つように行うかというのが、家康にとっての関ヶ原の戦い
だったわけです。
　これだけのお芝居をするために、島津義弘も裏で相当
協力するわけです。なぜ島津義弘が西軍に付くかという
と、西軍側になるべく多くの大名が入りやすくするためで
す。島津さんが加わったら、たぶん勝つでしょうということ
で、みんなのこのこ西軍に付いて行って、食い物にされてし
まうわけなんです。天下分け目の戦いというのは、「豊臣の
天下をみんなで分ける」という意味です。こういう話からだと
しますと、従来考えられている江戸時代のイメージとは全然
違ってくるんですね。従来の考えというのは、戦国時代とい
うのはすごいトーナメント戦で、その中で勝ち残って、チャン

ピオンになったのは家康でしたというものでありますけれど
も、この関ヶ原の戦いでいきますと、ほかの大名たちと協力
して、日本国にとって大いなる災いをもたらした豊臣家を追
い出した。革命の指導者みたいなものになっていくわけで
す。そうすると徳川将軍家の各大名内の関係も違ってくる
わけです。外様だからと言って、敵対関係にあるわけでは
ありません。むしろ各大名家の既得権益を守る仕組みを考
えた人ということになってきます。実を言いますと、これが江
戸時代の日本、徳川ジャパンというのがずっと平和だった。
のみならず、明治になった後に、急激に西洋化ができた最
大の理由は、本当に平和を長続きさせる一番簡単な方法
は何かというと、徹底して民をいじめて、何もする力を与え
ないということです。実はお隣の李氏朝鮮がそういう国でし
た。ちょっと信用できない部下は、すぐに首を切ってしまうと
いうことです。ところが、江戸時代の日本というのは、関ヶ原
の戦いの段階で、後の征夷大将軍と日本中の主だった大
名の間に、非常に強い信頼関係が築き上げられました。で
すから、相当なところまで各大名家が自律的に振る舞うこと
を許した。だからこそ日本にはたくさんの城下町があって、
各地に特産物がある。非常に豊かな国になっていったわけ
です。
　こう見ていきますと、諸外国から徳川家康、もしくは江戸
時代の日本を見たときに、彼はさっぱり分からないんです。
なぜ分からないかというと、幕末に日本にやってきた外国の
人たちというのは、キリスト教でないにもかかわらず、ヨー
ロッパと同じか、それより高いレベルの文明を見つけるわけ
です。19世紀後半の世界というのは、中国は非常に長い
時間をかけて内戦を続けていまして、それが終わって、今
度はアヘン戦争があって、賠償金を取り立てられている。
衰退する途中だったんですね。そして財政が疲弊して政
治的にも衰退していく国というのは、だいたいそうなんです
けれども、役人は賄賂を取るし、貧しい人はその辺に溢れ
かえっている。今のアフリカみたいな感じだったわけです。
中近東でもペルシャ帝国、オスマン帝国、トルコ帝国も衰退
期に入って久しいわけでございます。インドはもう既にイギリ
スの植民地になっています。ということは、キリスト教でない
国でまともな国というのはなかったわけです。タイという国は
何とか独立を保っているんですけれども、タイというのは、中
国からやってきた人たちが運営しているビジネスなんです

ね。ちゃんとした国ではありません。先ほど申し上げました、
オイレンブルグというプロシアの使節も、中国は衰退しつつ
ある、荒 し々い、日本は謎だ。そしてタイは冗談のような楽し
い国だという記録を残しているわけです。ですから、タイは
独立を保っていたけれども、ヨーロッパと並ぶような文明国
ではないので、日本だけは謎なんですね。この日本というの
は何だったんだろう。その後、明治維新が起きると、がらっと
国が変わってしまって、西洋の真似をするようになる。でも
西洋の真似をしつつ、20、30年でその本家の西洋列国を
追い抜いていくようになるわけです。そのとき「この国は何な
んだろう」その疑問があって、初めて江戸時代の日本や徳
川家康の研究が行われるようになっていくんですね。です
から、分からないところから始まっていく。遡りして行く。それ
は特に岡崎の皆さんそうですけれども、家康と直接触れ
合っていた人たちからずっと伝わっている、記憶がある日本
人とは全然違うわけです。冷静ではあるけれども、同時に
浅いんですね。そして日本人の先行研究の上でしかものが
言えないということはあります。さらに話をややこしくしている
要素がありまして、今の学術の世界でも、今の日本の政治、
近代史の研究においても、イギリスの影響力が非常に大き
いわけです。ところが明治維新というのは、イギリスの絶大
なる影響の下に行われているわけです。先日私も長崎に
行って、グラバー園なんかを見てまいりましたけれども、イギ
リスではごく普通の人だったグラバーが、日本に来るとお大
臣になってしまって、しかも国政における重要人物に成り上
がってしまっているんですね。それくらいイギリス人が日本に
やって来ると、チャンスがたくさん転がっている。これは当時
のイギリスが世界最大の強国だったという事情もあるわけ
です。そしてその強国から日本が学ぼうとしたということもあ
るのですが、同時に、非常に豊かで平和な社会である日本
を見て、イギリス人が何とかこれを支配下に置きたいと、い
ろいろ画策した結果でもあります。ですから、イギリスの介
入がなかったら、明治維新は全然違った形になっていった
であろうと。彼らは世界中のあらゆる国について、膨大な情
報を集めていまして、たぶん世界情勢を一番よく理解して
いる。それは当時においてもそうでした。けれども、江戸時
代というのは関ヶ原の戦いの段階で、表向きの話と実態が
全然違う。奥行きが非常に深い国だということを、全然理
解していなかったんですね。彼らは薩摩藩と非常に仲がよ
くなっていくんですけど、その薩摩が徳川家と非常に仲が
いいんだということは、最後まで分からないままでした。
　もう一つ言いますと、それでもイギリスは日本国内の不平
分子と組んで、江戸幕府を倒した革命軍の側であると、自
分たちの行動を考えていましたので、だいたいにおいて江
戸時代は、暗黒時代だったような書き方をします。ユダヤ系
の歴史学者もイギリス人に従っていますので、同じような書
き方をしているようです。イギリス系の人たちが言っているこ

とを追いかけていくと、家康はすごかったけれども、自分の
権力を最大化するために、鎖国をして活力を奪っていきま
したと、こういった書き方になっています。ですから、それは
そのときの国の都合ですとか、日本との関係でもってのみ
語られるわけです。これは外国の歴史上の人物だから当
然のことであります。そう考えてみますと、関ヶ原の戦いが、
実際には今言ったような壮大な陰謀だったわけです。それ
からもう一つ、この陰謀を完成させるために、島津義弘とい
う人は命がけでやっているわけです。家康の本陣に突っ込
んでいって、彼は討ち死にしてもまったくおかしくありません。
それは家康に関しても同じことであります。彼は決して気心
が知れているとは言えない、豊臣恩顧の武将たちに囲まれ
て関ヶ原に向かっているわけです。自分が手塩にかけて育
ててきた徳川家の部隊というのは、ずっと遠くに置いてある
わけです。というのは、秀忠が徳川家の部隊３万人を連れ
て関ヶ原にやってきますと、手柄は全部徳川家が一人占め
することになるんです。そうしますと、そもそも関ヶ原の戦い
をデザインした目的の、豊臣恩顧の西日本の大名たちにメ
ンツを立てて、損失補てんをするというのは、成り立たなく
なってしまうわけです。ですから、その約束を果たすため
に、徳川家康は大変なリスクを負いました。島津義弘も西
軍に加わって、最後に徳川家の本陣に突っ込んでいくとい
う、命がけの働きをしました。他の豊臣恩顧の大名たちも、
最終的に家康が裏切って、秀忠側がやって来たなら、自分
たちは何も手元に残らないわけです。それでも信用して付
いて行っています。大変なリスクを負っていく。全員がリスク
を負って自分の約束を守って、その結果として、すべてが
上手くいったんですね。これはほとんど奇跡的なことです。
しかも全員で口裏を合わせて、豊臣家の財産を奪ってしま
いましたので、ちょっと人には語れないことなんですね。皆さ
んもご経験がおありだと思うんですけど、一緒に良いことを
すると、ちょっとだけ仲がよくなるんですけれども、一緒に悪
いことをすると、とても仲がよくなるわけです。大変強い絆で
結ばれるわけです。強い信頼関係が発生した家康公と生
き残った諸大名は、何の話をするかというと、自分が一番気
にしていることを語るわけです。恥も外聞も捨て去ってし
まって話をする。何かと言うと、自分が死んだ後、俺の家は
どうなる。これなんですね。
　家康の場合で言いますと、武田信玄も今川義元も北条
氏康も、小田原の北条家も、全部消えてしまった。彼が岡
崎で小さな大名だったときには、超大国みたいなものだった
んです。それがあっという間に、自分が生きている間に全部
なくなってしまって、武田家の本流に関しても死に絶えてし
まっているんですね。ですから、何て脆いものだというのが、
まず分かっているわけです。もう一つは、秀吉という人が残
した負の遺産の巨大さです。今の私たちですとちょっと分
かりにくいんですけれども、戦国時代の日本と言えども、実

際には血統と家柄がものすごく重要だったんですね。天下
統一、乱世をどうやってまとめるかというところで、衆目の一
致するところは、源氏の名門の武田信玄公が上洛して、足
利幕府を再建するだろう。そのくらいのイメージしかなかっ
た。それがあっという間に、織田、豊臣の2代30年でもって
覆されてしまったわけです。当時の日本人の感覚からしま
すと、家柄が何だと言っても、実はどうってことはない。能力
次第でどこまでも行けるんだという、非常に危険な事実が
明らかになってしまったわけです。当時は新聞もテレビもあ
りませんが、愛知のどこかから出てきて、まったく素性の知
れない秀吉という男が、位人臣を極めて中国を取りに行っ
た。この話だけは、日本中、津々浦 ま々で行き渡っているの
です。それまでは自分とは関係ないと思っていた日本中の
若者が、ひょっとしたら自分にもできるかもしれない。こう思う
ようになるだけで、政治秩序というのは揺らいでしまうものな
んです。そうなってきた場合に、黒田如水にしても、浅野長
政にしても、家康公にしても、自分は何とか乱世を切り抜け
られたけれども、自分の息子の代になったら、それは相当難
しいだろう。もう１回秀吉みたいなやつが出てきたら、寝首を
掻かれて、自分がこれまで頑張って築き上げてきたものは
全部失ってしまう。そういう恐怖感を、みんなで共有してい
たわけです。
　私は「豊臣問題」と呼んでいるのですが、豊臣秀吉が朝
鮮出兵という、唐入りで非常に無謀な軍事行動を行って、
大失敗をして貿易ができなくなる。これが第一の豊臣問
題。これは何とか修復はできなくはないでしょう。でも、それま
でずっと血統原理で日本の国というのはまとまっていたの
が、そんなものは、１人の天才の前にはまったく無力なん
だ。これを秀吉が自分の一生でもって証明してしまったん
ですね。豊臣秀吉という人は、ものすごく大勢美人のお妾
さんを持っていたり、きんきらきんのお城を建てたり、男の夢
を全部実現してしまった。男の夢を全部実現する人が１人
出てくると、国全体が滅びたがるわけです。そういう人があ
と10人出てきたら、日本という国は消滅してしまうわけです。
その恐怖感というのは非常に強かった。ではどうするかと
いうと、それは、豊臣秀吉みたいな人間が二度と出て来な
いような社会をつくるということです。これが江戸時代の日
本なんですね。ですので、家康という人は１人で天下を
取って、もしくは三河武士団に支えられて、徳川家だけで
天下をつくって、天下を平定して、自分たちが好き勝手に
作ったということではないんです。豊臣秀吉の影に怯えな
がら、第二の秀吉が出てくることに怯えながら、設計して
いったんですね。しかもそれは徳川家だけでなくて、島津家
をはじめとする、大型の大名たち全員が参加をするかたち
でつくっている。だから藩というのは、それぞれ相当な自立
性を持ちつつも、幕府でこういう制度を導入しましょうという
のを、みんながきちんと導入していた。そういうことなんで

す。地方分権なんだか、中央集権なんだかよく分からない。
そういう仕組みになるんですね。そういう仕組みがあったわ
けです。ですので、いまの政治学の常識でいっても、あるい
は歴史学の常識でいっても、さっぱり分からない仕組み
だったので、まして19世紀の末に、自分たちの方がずっと
上等だと思ってやってきたヨーロッパの人たちには、さらに
分からないわけです。二度と豊臣秀吉が出てこないように
するにはどうすればいいかということで、それで江戸時代の
仕組みが作られていきました。
　その核になったのが、まず禁中並公家諸法度です。それ
から武家諸法度、そして寺院諸法度、これで全員の役割
分担を決めていきます。重要なのが禁中並公家諸法度に
関して言いますと、これは二代将軍、秀忠（源秀忠）、関白
の二条昭実、そして肩書がないような状態の家康（源家
康）の３人の署名があります。これは幕府のトップと朝廷の
トップが、両方署名しているんですね。ということは、これは
「憲法」なんです。「憲法」というのは、権力のある者同士の
約束なんですね。権力のある者同士の約束だから、どちら
かがルール違反をすると、あんたそれおかしいじゃないか
と、たちまち突っ込みが入る。それで長持ちするわけです。
このとき朝廷側の人間が、ずっと下の部下でしかない武士
の代表と一緒に署名をするのは、後にも先にもこのときだけ
だと思います。なぜそんなことが可能だったかというと、二
条昭実という人は、豊臣秀吉が関白になることによって、関
白職を追われてしまった人なんです。豊臣家に対する怨念
のある人を、わざわざ関白に据えて、この歴史的文書に署
名をしてもらいました。この禁中並公家諸法度、武家諸法

度、法度類を発布して、さらに家康は「元和偃武」ということ
を宣言いたします。「元和」というのは、それまで慶長だった
元号を変えたもので、これは漢文で言いますと「和を始め
る」と読みます。「偃武」というのは何かというと、非常に難し
い字で、ここでしか私も見たことはありませんけれども、「武
をやめる」なんですね。「和をはじめ、武をやめる」。その後、
260年間平和が続いたので、ここで乱世は終わったんだな
と、私たちは納得するんですけれども、大坂の陣という関ヶ
原の戦いに匹敵する大規模な戦争、動員された人数は20
万人です。終わった直後です。豊臣方の浪人たちがあちこ
ちにいるんですね。しかもそこまで、応仁の乱から数えると
150年間ずっと日本人は殺し合っておりますので、いまで言
うＰＴＳＤ、トラウマ（心的外傷）症候群、ずっと戦場にいた
人間というのは、平和な社会に復帰できなくなってしまう。社
会全体がそうだったんですね。ですから平和になったと
言っても、辻斬りが横行する。盗賊団が出てくる。民心がそ
うやって落ち着かないものである以上、いつまた乱世に逆
戻りするか分からない。乱世に逆戻りすれば、豊臣秀吉の
ようなやつがまた出て来て、徳川幕府の幕藩体制のトップ
は、全部潰れてしまいます。それを慮って、まずは元和偃武
であったんですけれども、法度類が整理されただけでは、
民心が不安定ですので、平和になるということは確約でき
ないんですね。ということは逆に、1615年、今から400年前
の段階で元和偃武です。「戦争のない世の中になります」
というふうに宣言するというのは、大変勇気のいることであ
ると同時に、家康公ですので、相当周到に準備をしていた
わけです。確実に平和が続くような仕組みを作る。それは
法度類だけではないんですね。
　戦後の日本も日本国憲法で戦争放棄と出すとき、これを
作っているのは日本人ですので、それが守られるための仕
組みをいろいろ考えていたのと同じことが、今からちょうど
400年前の日本でもあったわけです。
　家康は静岡の地で、10年間かけてこの元和偃武への
構想を練っていくわけです。よく言われるのは、ウイリアム・ア
ダムス、ヤンヨーステン、天海、金地院崇伝（こんちいんすう
でん）といった人たちが、ブレーンで就きました。さらにイエズ
ス会の人たちも来ていたと思います。彼らは世界中知って
いますので、中国の商人も大勢出入りしています。世界中
のいろいろな情報を集めた上で、こういう仕組みで行こうと
言って作ったものです。10年準備をしてやっと宣言する。そ

の骨子になるのが法度類です。法度類は何を決めようとし
ていたかと言いますと、これは応仁の乱のようなエリート同
士の紛争が再発しないための法度なんです。ですから、禁
中並公家諸法度の一番最初には「帝（みかど）よろしく学
問に専念あそばされよ」と書いてあります。どういうことかと
いうと、後醍醐天皇みたいな人が出て来ては困るということ
なんですね。その他に、「武家の家の相続はどうあるべき
か」とか「お城を勝手に修繕してはいけない」とかあるんで
すけども、これはすべて応仁の乱ですとか南北朝の争乱、
これが再発しないためにはどこを押さえておくかということを
考えて作っているわけです。
　では、応仁の乱が起きた後で、なぜいつまでも乱世が続
いたか。それは日本が貧しかったからです。貧しいというの
はどういうことかと言うと、生活必需品の非常に多くを中国
からの輸入に頼っていた。自力で何も作れません。ところ
が、中国側はいつも日本から持って行く刀剣ですとか、木
材ですとか、そういうものを高く買ってくれるとは限らないん
ですね。価格で折り合わないと、たちまち日本側は暴力に訴
える。これが倭寇(わこう)の始まりです。倭寇は日本人がほ
んの１割程度だったと言われるのは、それだけ日本人の海
賊というのは凶暴で強かったからです。なぜ強いかという
と、それは貧しいから、命が安いからです。その根っこにあ
るのは何かというと、日本が非常に貧しかった。国全体とし
て貧しかった。政治が乱れるから貧しいということもあるの
ですが、貧しいから政治が乱れるということもありました。そ
れを克服するにはどうすればいいかということで、豊臣家の
滅んだ直後から、日本で大々的に埋め立て工事が始まりま
す。それがあって、江戸時代の最初で人口２千万人しかい
なかったのが、100年後にはだいたい3,000万まで増えてい
ます。1,000万人増えても、その間大きな飢饉（ききん）という
のはありません。それだけ埋め立て作業でもって農地を増
やしているのです。もう一つ、埋め立て作業は豊臣家が滅
んで戦国時代は完全に終わった、平和な世の中になったと
言ったときに、失業した下級武士を救済するための公共事
業でもあったわけです。公共事業はそのまま生産性の高い
ところに向かって行ったので、江戸時代の最初は非常に経
済成長のペースが速かったんですね。ですから、エリート同
士の紛争を法律でなくしましょう。民衆の貧困を何とかして
救済しましょう。
　さらに、秀吉という人を間近に見ていて、化け物である。
そして秀吉と直接に関わってきた経験から、能力のある人
間は、どんなに押さえ込んでも必ず頭角を現すものだと分
かっています。ですから、江戸時代の日本は社会全体が安
定する、身分制をきっちり固めていくんですけれども、身分
制を運営していた人たちは、身分制というのは実際に、非
常に脆いものだと分かっているわけです。そこで、彼らは何
をするかというと、能力のある人を抜擢する仕組みを作ろう

と。その前段階として「儒教経典」、特に『論語』をみんなに
読ませるようにします。先ほど申しましたように、戦国時代が
終わるまで日本人は、政治というよりも家柄、血統、誰が上
に立つべきか、源氏のしかるべき名門の人でないとだめで
す。家柄至上主義だったわけです。それは江戸時代もずっ
と、基本的に家柄で動いているわけですが、実はその中
で、『論語』というのが、なぜこの場合重要かと言いますと、
儒教というのは、非常に保守的な社会秩序を描いている
のです。「君に忠、親に孝」といって、上下のけじめを非常
に重視しているわけです。『論語』を読みますと、孔子という
人は、私は卑しい身分の生まれだと自分で公言していま
す。けれども若いときには、いろいろな職業を点 と々してきた
と、およそ家柄至上主義、血統至上主義の社会とは誰も言
わないようなことを言っています。そういう血筋の怪しい孔子
が非常に立派な人物で、そしてその人柄と学問に引かれ
て、弟子たちがそこまでも付いていく。これが『論語』なんで
す。ですから、それを読ませることで、少しずつではあるけ
れども、江戸時代の身分制と能力主義とが併存するように
なっていきます。これが江戸時代の最初にかなり無理をし
て、家康が印刷をして儒教のことをたくさん作っているとい
うことの最大の理由です。儒教、特に『論語』は意外なこと
に、身分制を超えるきっかけを与えてくれる書物だったんで
すね。人材抜擢、身分制、秩序をつくって、秩序を乱さない
程度の能力抜擢、そして民をまとめて法制を整える。これは
今の世界でもできていない国の方が、実は多いわけです。
今の先進国の基準では、たぶんこの４つになります。
　さらに、5代将軍は悪名高い「生類憐れみの令」というも
のがあるのですが、これは生類の中には人間も入っていま
す。畜生を虐待してはいけない。老人と幼児を虐待しては
いけないというのが、生類憐れみの令とされる一連の法令
の中にも出てくるわけです。子どもは動物扱いするし、お年
寄りは働けなくなったらば、裏の山に捨ててしまうというの
が、それまでは普通だったのが、一人一人の人間に慈悲を
もって接するようになっていく。この側面はあまり語られない
のですが、家康公が「厭離穢土　欣求浄土（おんりえど　
ごんぐじょうど）」を旗印にしていたのは、要するに仏教戦士
なんですね。意外なことに江戸幕府の公認のイデオロギー
は朱子学だとよく言われますが、実際には仏教国でした。
中国側の記憶では、日本はタイやスリランカと同じく仏教国
であると書いてあるわけです。それはどういうところに生きて
くるかというと、民百姓はもちろん、動物まで大切にしなさい
と、江戸幕府ができて約60年、暦が一回りするぐらいででき
てきた制度に反映されているわけです。ですから、これは身
分制を片方に持ちつつ、能力主義を持ってくる。身分制と
能力主義は向いている方向は全然逆なんですね。片方は
不平等なものをずっと維持しようとするし、もう片方はそれま
で培われてきたものを全部打ち壊して、平準化させるもの

がある。この二つを同時にオペレートしていくと、大変な緊
張関係にあるわけです。この緊張関係がある国が、近代
化するかしないかの分かれ目になっているのです。日本が
幕末になって西洋列強と出会って、ぱっと西洋化できる最
大の理由は、日本は1615年からずっと、今で言う近代社会
だったと。法律は国の隅々まで守られ、一人一人の人間
は、限界があるけれども大切にされる。そういう社会になっ
ていったということです。これは特に江戸時代になる150年
間、ずっと戦乱が続いていた。そして戦国時代の最後に、
朝鮮出兵という信じられないぐらいの大がかりな軍事行動
があった。これを考えると、信じられないほどに上手くいっ
た。奇跡的だというふうに言いたくなってまいります。
　海外から見た家康云 と々いうときに、的外れなものが非
常に多いんですね。江戸の平和は長くてよかったと、皆さん
おっしゃるんですけれど、なぜ的外れのものが多いかと言
いますと、それは豊臣秀吉という日本史上最大の英雄にし
て怪物、これが出たことの結果として、家康は天下を取れ
たし、新しい政治秩序をつくることができた。この因果関係
を誰も見ていないからですね。ですから江戸時代というの
は、秀吉の影にずっと怯えている社会でした。これは大革
命を経た後のフランスが、非常に似た問題を抱えつつ、そ
の処理に見事に失敗していくわけです。けれども、そういっ
た観点からの比較論では全然ありません。現状の世界的
な徳川家康理解は、長く続く平和をつくった偉い人がいる
というような、極めて漠然としたものであります。実際に、本
人はどれほどのリスクを取って、関ヶ原の戦いもそうなったと
いうことも、あるいはその後、平和を持続させることがどれほ
ど困難だったかということも分からないんですね。江戸時代
後半の徳川体制、幕藩体制というのを、外国人は目いっぱ
い正装しているけれども、どこにも遊びに行く予定がない人
のようだと形容しているわけです。「どこにも行くところがな
い」というのは、要するに舞踏会の招待も受けていないの
に、何でそんなすごいドレスを着ているのかとういような皮
肉なんです。それは確かに江戸時代末期になりますと大名
行列、これは軍隊がちゃんと移動しているんですけれども、
全部儀式になってしまっています。全部が儀式になって、頭
の中が空っぽになっている社会だという印象ですね。これ
は日本の歴史学者の多くが踏襲している見方です。江戸
時代というのは、何となく平和な時代が続いていた。徳川
家というチャンピオンが決まったから、それで何となく治まっ
ていたんだという見方が強いわけです。これが一番よく表
れているのは、日本では「泰平の眠りを覚ます上喜撰（蒸気
船）たった四杯（四隻）で夜も眠れず」という一句なんです
ね。要するに泰平の眠りだったというふうに考えられている
わけです。ですが、実は江戸時代、単に江戸時代初期の
人たちが、豊臣秀吉の再来みたいな人間が現れるのを、
ずっと恐れていた。のみならず、江戸幕府が平和を維持し

ていったのは、実は少数与党でずっと政権運営をいたこと
でありました。なぜかと言いますと、先ほどから秀吉の朝鮮
出兵、20万人だったと申しておりますけれども、そのときの日
本の人員は２千万しかなかったんですね。人口の１％が、
海を渡る軍事作戦に参加をしたわけです。しかもこれは単
に人口の１％ではありません。まず、西日本の大名しか動員
されていないのです。当時は西日本の方が圧倒的に人口
が多いので、1,400万人いたとしましょう。その中の男性だけ
です。700万人。その中で実際に従事できる年齢というと、
またその半分、多くて400万ですね。400万の母集団の中
から20万人が行っているわけですから、５人に１人が外国
へ行って戦ってきているわけです。しかも困ったことに、まず
朝鮮は軍隊を持っていません。そして明のほうは、兵隊が
まったくやる気がありません。平均して日本の武士１人に対
して、明の兵隊10人分ぐらい。これで互角だと言われまし
た。島津部隊に関して言いますと、薩摩兵１人に対して、明
の兵隊100人ぐらい、その比率で上回って日本軍が勝って
しまう。ですからこれは、ぼろぼろになって帰って来るんです
けれども、もう１回やれば必ず勝てるというふうに考えている
武将は結構多かったわけです。
　関ヶ原の戦いで、本人は生き延びているのですが、家自
体が完全に消えてしまった宇喜多秀家なんかはその筆頭
でしょう。その後、東軍側にあったのに消されていった家も、
それなりの実績が大名家としてあったのに完全に消えてし
まった。長宗我部、加藤清正、福島正則、この辺りは、おそ
らくもう１回朝鮮に行きましょうと考えているはずです。それを
裏付ける傍証というのが、家康が国元に帰った会津の上
杉景勝を難詰した際に返ってきた返事、直江兼続が書い
たので直江状というんですけど、その中に出てまいります。
「近々朝鮮に３度目の出兵をすると聞いているが、いったい

いつになったらするのだ。」や
るべきだと言うんですね。結局
それは徳川方が勝つことに
よって、その線は絶たれたんで
すけども、問題は行って帰って
来た西日本の15万人です。こ
の人たちは西日本のあちこち
の村に散らばっているわけで
す。そして彼らはことあること
に、アジアの皆さんに迷惑をか
けて痛恨の思いであるなどと
は言いません。俺たちの方が
強いんだから、もう１回やるべ
きだということを、これを外に出
て言うと罰せられてしまうので、
自分の家の中で誰にも言うな
といって、自分の息子に伝えて

いくわけであります。ですから、西日本には当時そういうもの
はないと思われていますが、世論としてもう１回朝鮮、中国
に攻めて行くのだというのがずっと続くんですね。あのときも
う少し頑張れば勝てたのに、あんな中途半端なところで止
めてしまったのは大変な失敗だった。そういう意味では、徳
川の天下というのも気に入らないし、家康の元和偃武も気
に入りませんという人が、武士ではないけれども、そのすぐ
下ぐらいのレベルでずっと溢れているのです。これが江戸
時代の後半になって、町民から農民からどんどん学問をす
る人が増えてくると、どんどんそういう意見が増えてきます。
その代表格なのが、今年大河ドラマの吉田松陰なんです
ね。吉田松陰の遺骸を引き取って泣きながら埋めた桂小五
郎という人がいます。後の木戸孝允（きどこういん）で、この
人は幕末の志士といわれる人の中で、唯一一貫して幕府
を倒そうとしていて、しかも一番頭がいいんですね。ところ
が、一番頭のいい木戸孝允が、戊辰戦争が始まるか始ま
らないかの段階で、朝鮮に出兵するべきだと言っています。
木戸孝允はその後、維新の大業に倒れた長州の志士た
ちの霊を祀るために、霊山護国神社というものを京都に造
るのですが、これは何と秀吉の正妻の北政所が持ってい
た高台寺の隣にあるんですね。隣というか、たぶんお寺の
敷地をもらって、そこに造ったのではないかと思います。桂
小五郎は武士ではなくて、もともと町医者の息子なんです。
町民レベルで豊臣政権を復活させて、アジアに対して強く
自己主張する日本を創りたい。何か今の日本みたいになっ
てまいりましたけれども、そのように考える人たちが非常に
多かったわけです。ですから、江戸時代の日本というもの
は、少数与党が必死で平和を維持していて、本当に戦争
を望んでいるのは民衆の方だったという、非常に不思議な
状態が続いていたわけです。だからこそ江戸幕府というの

は、最後にあっさり潰れてしまう。そもそも権力基盤が小さ
かったからです。そして江戸幕府が倒れてしまった途端
に、それまでずっと職業軍人の武士たちが政権を担ってい
た間はずっと平和で、武士がいなくなった途端に、アジア諸
国と戦争を始めて、最後はアメリカとまで大戦争をしてし
まったというのは、そういう世論、豊臣秀吉の朝鮮出兵を、
「ああ、惜しい」と思っている人たちが、多数を占める状態
がずっと続いていたからです。
　実は、家康や彼の周りにいた人たちは、非常によく理解
しておりました。先ほど言った平和を永続させる仕組みとし
て、一番大がかりでしかも、たぶんこれは初めて気がつい
たんだと思うんですけれども、仕掛けがありまして、それは
何かと言うと、日本の人口を西から東へ移すというもので
す。西日本は人口が圧倒的に多い。日本というのはもともと
瀬戸内海沿岸のことでしたので、どんどん人口を東へ移し
ましょう。そうするとなぜ江戸のまちを最初から大きくしようと
していたのか。関東平野の真ん中で、日比谷の交差点まで
入江だったのを、どんどん埋立てをして、土地を広げていっ
たわけです。しかも水はずっと遠くから引いてきているわけ
です。最初から大きなまちを造ろうとしていたんですね。それ
はなぜかというと、少しでも多く西日本の人口を多く東へ移
そうとする。そしてなぜ家康は日光に祀られたのか。徳川家
臣団というのは東海地方の人たちですので、熱田神宮ま
では行かなくても、富士山崇拝は非常に強いはずです。だ
から江戸に幕府を置いた後も、例えばいまの箱根神社に
家康を祀ってもおかしくないのです。私は日光をずっと江戸
の鬼門だと思っていたのですが、地図をよく見ると真北なん
ですね。どういうことかと言いますと、天海僧正はもともと会
津若松の出身だったので、自分の古里の近くに持ってきた
という、昔の自民党の新幹線みたいなものではございませ
ん。それは江戸幕府の人たちに、幕府を構成している徳川
家臣団の人々に、もう西に対する未練を断ち切りなさい。日
本の未来というのは北であり東であり、だからもう西側を振
り向いてはいけないのだということを告げられたんですね。
そして東へ人口の重心をずらしていくという江戸幕府の政
策は、なんと今に至るまでちゃんと続いております。東日本の
人口、この場合、静岡、長野、新潟までなんですけれども、
その３県から東の人口が、そこより西の人口を追い抜いた
のは５年ぐらい前です。今回も北陸新幹線が大ブームに
なっていすが、富山県も石川県も、新幹線の延伸が予定さ
れている福井県も文化的には西日本です。これは、富山に
行って初めて気がついたんです。なぜかと言うとお醤油が
甘いんです。そしてそれまで気にしていなかったのですが、
富山県出身の人や石川県出身の人にとって確かに京都
は近い。一番優秀な学生がみんな京都大学へ行く。でも新
幹線が通じたことによって、初めて京都より東京のほうが近
くなったんですね。そして金沢の場合、まちの全人口より多

い数の東京の観光客が、毎月やってくるという状態になっ
ておりまして、やがてこれらの土地は、東日本になっていくわ
けでございます。そうすると、国が政策の方向として、中国
と朝鮮半島に対するものすごい敵意があるという人々は、
ごく少数派になっていくわけです。ですので、今は東日本の
人口が多くなりましたということで、もう戦争をする動機が
まったくなくなってしまったのです。朝鮮出兵、「ああ惜しかっ
た」と思う人たちが、もうマイノリティになってしまいました。
　ちなみに岡崎というのは、これは取って付けた話でも何
でもなく、東日本の一番西なんです。本当の東西の分かれ
目というのは、三河と尾張の間です。三河へ行きますと、康
生通があるのですが、名古屋駅で降りますと、目の前に太
閤通があるんです。徳川美術館しかないくせに何て失礼な
まちだと、私はよく思うわけでございますけれども。
　今年は、「徳川家康公没後400年」と書いてあるすぐ下
に、「家康が亡くなった1616年には」と書いてある。私にとり
ましては非常に落ち着きが悪いんです。400回忌か400回
例大祭とするべきなんですね。
　今年お祭りをあちこちでしていただいているのはずれて
いるのかと、そんなことは全然なくて、家康が生涯をかけて
築いた「元和偃武」、平和宣言ですね。それの400年をお
祝いする機会なんだというふうに、コメントをさせていただい
ています。もう一つ言いますと、400年前に家康とその同志
たちが立てた永久平和の構想というのは、大戦争を間に
挟んではいるんですけれども、今日において、ようやく完成し
つつあるということです。大政奉還が1867年にあったんで
すけれども、このとき、新政府軍ができてすぐに朝鮮に攻め
て行かなかっただけでも、江戸幕府の人間としては満足す
るべきなんです。権力は手放したけれども、一応平和は維
持したまま、次の日本にバトンタッチをしたということです。そ
して新政府の薩長の人たちが、嫌だ嫌だと江戸っ子は言
うんですけども、薩摩藩の人たちは基本的に、関ヶ原の時
から徳川方なんですね。その後も天璋院（てんしょういん）
篤姫を入れて、立て直しを図ったりして、そして明治維新の
後も、鹿児島の人たちというのは、実は徳川の平和主義を
なんとか続けようとして、ものすごく無理をしています。どれぐ
らい無理をするかというと、人材が完全に涸渇してしまっ
て、戦後鹿児島県から１人も総理大臣が出ていないという
事態になってしまったわけです。その鹿児島の人たちが権
力を握って、最初に何をするかというと、北海道改革なんで
すね。北海道はクラ－ク博士というのが有名なんですけど、
札幌農学校、今の北海道大学の前身には、初代の校長さ
んは調所さんといいまして、これは薩摩藩で有名な家老の
調所笑左衛門という人のお孫さんなんです。北海道の最初
の県令というのは、黒田清隆なんですね。開拓使長官、二代
目の総理大臣であります。こういう人たちが、なぜ北海道を開
拓するかというと、江戸幕府と同じように、日本の人口を東へ

北へとどんどん移そうとする。そういう遠大なプロジェクトの一
環としてやったわけであります。
　徳川家の方はと言いますと、16代が、気がつくと貴族院
議長になっていて、そのまま30年間そこに居座りまして、
1922年にワシントン海軍軍縮会議というのがあります。これ
は世界初の軍縮会議なんですけど、そこに全権大使の１
人として行っております。そして日本にとっては絶対やるべき
でなかった日露戦争ですとか、シベリア出兵ですとか、お金
ばかりかかって得ることが少ない事業にほとんどなってい
た日英同盟を終わらせた人でもあるわけです。ですが、ワシ
ントン海軍軍縮会議で、ワシントン体制というのが大平洋に
関してはできたんですけれども、これはあっという間に崩壊
していきます。ですがその息子で、私の曾祖父の徳川家正
が1947年に最後の貴族院議長になります。今の憲法とい
うのはアメリカが押し付けたものだというふうに考えられてい
るんですけれども、これは実際には、美濃部達吉教授の美
濃部学説、天皇機関説を下地にしております。美濃部さん
は姫路の酒井家の家臣なんですけど、もとはどうも旗本の
ようなんですね。そして帝国議会貴族院の最後の会議で
は、貴族院議員が大勢、この人たちが東京芸大総長の南
原繁さんや東大の教授たちが頑張って、今の日本国憲法
を書いていって、英語に直して、もとからあったものをリメイク
して、非常に複雑なプロセスを経て、自分たちが作ったもの
を本会議に提出させているわけです。最後にそれを貴族
院議長として採択したのが、徳川将軍家の17代の徳川家
正であります。ということで、元和偃武の平和主義の理想と
いうのは、うちとしてはずっと担ってきているわけですね。少
なくとも終戦直後まではということで。ですので、その平和憲
法が何とか永らえている、68年目を迎えたということも、今
年はお祝いするべきだと考えております。
　最後に、もう一度、世界からみた徳川家康なんですけれ
ども、江戸時代の日本に関しても、家康の生涯に関しても、
かなり実態と一般的に知られていることの間にずれがある
ので、その日本語の記述を基にしてしか理解できない段階
なんですね。今のアメリカの日本史学会で、日本の古文書
が読める人は、おそらく２、３人しかいないと思います。大学
院生ぐらいになってくると、だいぶ増えてくると思うんですけ
ど、自分で新しく日本の事実を掘り起こせる人は非常に少
ないです。日本人の研究をベースにせざるを得ない。でも、
今の日本の学会というのが、例えば、江戸時代の平和は長
く続いたんでしょうかといった大きな問いに答える能力がな
いんですね。これを他の国とも比較をしません。前の時代と
の関係の研究をしません。ほかの国との関係というものを
重視しません。そういう三つの致命的な欠陥があるからな
のであります。ただ、これはどこの国の歴史学の世界におい
ても言えることだと思います。
　そしてもう一つ、徳川の平和が長続きした最大の理由

は、日本が島国だからです。けれどもそれまでの日本で長
続きする、しかも住民を幸せにするような平和を実現した政
権というのはなかったわけです。有利な地理的条件はある
けれども、それを初めて活かすことができた。江戸時代の日
本というのは、世界で初めて貨幣の中の金の含有量をどん
どん下げていきながら、インフレにならなかった国だったんで
す。なぜかというと、誰も外に逃げ出すことができないから
です。金というのはなぜ重要かというと、他の国へ持って逃
げることができるからです。自分の国の政府を信用できなく
なったので、金銀宝石を持って隣の国へ引っ越しましょう。
これが金本位制の起源なんですね。けれども日本の場合
は、せいぜい殿様ぐらいですけど、日本中同じ小判でやっ
ていますので、日本の国が信用できなくなっても、なかなか
逃げ出せないわけです。せいぜい隣の藩に行くぐらいで
す。でもそこでも同じ小判を使っています。だからインフレに
はならなかったわけです。
　また、今の世界に話を転じますと、発展途上国が先進国
に追いつくことは、限りなく不可能に近いものですね。先進
国というのは、日本、米、欧です。米欧というのはキリスト教
社会のものであります。ですから、近代化に成功したのは、
依然として日本とキリスト教諸国だけなのです。そのキリスト
教諸国のアメリカにしても、西ヨーロッパにしても、今は非常
に不安定な状態にあります。この先、先進国としての生活
を維持できるかどうか分からない。最大の差はどこにあるか
というと、やはり日本が島国だからです。かつて日本は島国
で、ものが足りないからといって、世界征服を試みたわけで
すね。その結果、非常に貧しくなってしまいました。その教訓
をちゃんと汲んで、江戸時代の平和をよく理解している人た
ちが作った日本国憲法のおかげで、今日の平和は続いて
いるわけです。今、世界中から、家康と徳川ジャパンというも
のに対する注目が集まっているのは、それは先進国も含め
て、世界中が不安定になっているからなんです。それが今
の日本の歴史学の在り方からすると、あまり建設的な提案
はできないであろうというふうに、考えているところです。で
すので、私なんかが顧みずに、こうやって新しい歴史の見
方を捻出しようとしているというところです。

（この講演録は、平成27年12月26日に德川家広氏が講演
された言葉を元に一部加筆・修正したものです。文責：岡
崎部会実行委員会事務局）

申請者開催場所後援事業名称実施期間No

第31回六ッ美商工まつり

「おかざき特産品・土産品コーナー」設置

道の駅藤川宿イベント“旅の道具展”

知って味わう三河伝統、伝承料理

ＪＲさわやかウォーキング

2015春　名鉄のハイキング

ナヴィゲーションゲームズ2015　家康公400年記念ロゲイン大御所シリーズ岡崎大会

庄野真代＆SUPER3全国ライブツアー2015

あいけい春まつり

おかざき塾歴史教室主宰 市橋先生と巡る「伊賀八幡宮」「大樹寺」卓話見学会

やさしい詩吟講座

ふるさと岡崎・平和の祈り

岡崎支店限定家康公四百年祭預金キャンペーン

歴男・歴女の会（家康公を知ろう、学ぼう）

見学会「家康公ゆかりの地を巡る」

いざ受験！家康公検定○×クイズ大会

静岡・浜松商工会議所女性会との情報交換会

家康公顕彰400年限定特典付きぶどう狩りプラン

第21回文協芸能祭

プレミアム付き商品券「おかざき振興券」「おかざき建設券」

３市交流コンサート　徳川家康公ジャズ組曲「厭離穢土　欣求浄土」

零～ＺＥＲＯ～ＬＩＶＥ2015　鼓音魂　-ＫＯＴＯＤＡＭＡ-

卓話・見学会「伊賀八幡宮」「大樹寺」

第38回岡崎総合書展

2015世界少年野球大会

第６回矢南学区夏祭り

平成27年4月25日～26日

平成27年4月29日～12月31日

平成27年5月～12月

平成27年5月～12月

平成27年5月2日

平成27年5月2日、6月14日

平成27年5月3日

平成27年5月15日～9月12日

平成27年5月16日

平成27年5月18日

平成27年5月21日

平成27年5月31日

平成27年6月～8月

平成27年6月～8月

平成27年6月11日

平成27年6月21日

平成27年6月26日

平成27年7月～10月

平成27年7月5日

平成27年7月10日～12月31日

平成27年7月25日

平成27年7月29日

平成27年８月６日～16日

平成27年8月8日～11日

平成27年8月14日

55 

56 

57 

58 

59 

60

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72

73 

74 

75 

76 

77 

78

79

80 

岡崎市六ッ美商工会

岡崎商工会議所

一般社団法人岡崎パブリックサービス

一般社団法人岡崎パブリックサービス

東海旅客鉄道株式会社岡崎駅

名古屋鉄道株式会社

岡崎オリエンテーリング協会

図書館交流プラザ自主事業実行委員会

社会福祉法人愛恵協会

岡崎商工会議所理財部会

三河岳精会

ふみの会・岡崎なでしこ

東海労働金庫岡崎支店

岡崎信用金庫

岡崎商工会議所交通部会

岡崎青年会議所まちづくり実践委員会

岡崎商工会議所女性部

岡崎駒立ぶどう狩り組合

岡崎文化協会

岡崎市

和太鼓零～ＺＥＲＯ～　

岡崎商工会議所食品・サービス部会

岡崎総合書道会

公益財団法人日本少年野球連盟

矢作南学区総代会

岡崎市六ッ美市民センターほか

「道の駅 藤川宿」はじめ13ヶ所

道の駅藤川宿

道の駅藤川宿

岡崎市内

岡崎市内

岡崎市内

図書館交流プラザ

愛恵協会

伊賀八幡宮、大樹寺

大樹寺

東海労働金庫岡崎支店

岡崎信用金庫資料館

山中八幡宮、法蔵寺、天恩寺

イオンモール岡崎

岡崎ニューグランドホテル

岡崎市駒立町

岡崎市せいれいホール

岡崎市内

図書館交流プラザほか

瀧山寺本堂前

伊賀八幡宮、大樹寺

道の駅藤川宿

岡崎市民球場他５球場

矢作南小学校グラウンド

申請者開催場所後援事業名称実施期間No

剣詩舞

2015全国選抜リトルリーグ野球大会

第52回岡崎市吹奏楽祭

見学会「徳川美術館 企画展/没後400年 徳川家康 ‒天下人の遺産-」

おかざき塾歴史教室主宰 市橋先生と行く「岡崎城」「三河武士のやかた家康館」卓話見学会

見学会「市橋先生と訪ねる松平家ゆかりの地」

第43回全三河書道百選展・岡崎展

城下町わざ工房たくみ庵

みかわdeオンパク

シンポジウム「戦国武将の文化　～元禄に消えた二つの心、茶の湯と立て花～」

第9回松應寺横丁にぎわい市

第17回三曲演奏会

家康公四百年祭記念ゴルフ大会

第２４回岡崎ストーンフェア

郷土の英雄　徳川家康を讃る

第31回　六ツ美杯チャリティゴルフ大会

第７回愛知県観光交流サミットinおかざき

2015秋　名鉄のハイキング

ＪＲさわやかウォーキング

2015岡崎城下家康公秋まつり

見学会「徳川の足跡を辿り、京都へ」

岡崎消防団連合観閲式

第30回　文協文化祭

ＣＢＣラジオ秋まつり

柄澤照文氏作「三河一向一揆屏風画展」

家康公四百年祭“景のテーマ”藤川宿・今昔写真展

平成27年8月16日

平成27年8月21日～23日

平成27年8月23日

平成27年9月1日

平成27年9月3日

平成27年9月18日

平成27年9月29日～10月4日

平成27年10月～2月

平成27年10月3日～

平成27年10月4日

平成27年10月4日

平成27年10月10日

平成27年10月10日

平成27年10月17日～18日

平成27年10月18日

平成27年10月19日

平成27年10月30日、12月26日

平成27年10月31日

平成27年11月3日

平成27年11月7日～8日

平成27年11月13日

平成27年11月15日

平成27年11月14日～15日

平成27年11月21日～22日

平成27年12月1日～20日

平成27年12月5日～25日
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89 
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91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104

105

106 

知清会

公益財団法人日本リトルリーグ野球協会

岡崎市スクールバンド協議会

岡崎商工会議所交通部会

岡崎商工会議所理財部会

全三河書道百選展運営委員会

おかざき匠の会

岡崎活性化本部

岡崎商工会議所女性部

松應寺横丁まちづくり協議会

岡崎三曲連盟

岡崎商工会議所

岡崎石製品協同組合連合会

伯粋流伯粋会

岡崎市六ツ美商工会青年部

岡崎活性化本部

名古屋鉄道株式会社

東海旅客鉄道株式会社岡崎駅

岡崎市

岡崎商工会議所女性部

岡崎市

岡崎文化協会

株式会社CBCラジオ

岡崎信用金庫

一般社団法人岡崎パブリックサービス

せきれいホール

岡崎市民球場ほか

岡崎市民会館

徳川美術館（名古屋市）

岡崎城、三河武士のやかた家康館

松平郷（豊田市）

岡崎市美術館

浜松城公園、駿府匠宿

三河地域

随念寺

松應寺境内

竜美丘会館

葵カントリークラブ（幸田町）

乙川河川敷

岡崎ニューグランドホテル

葵カントリークラブ

岡崎公園

岡崎市内

岡崎市内

岡崎公園多目的広場ほか

くろ谷金戒光明寺、二条城（京都）

乙川河川敷

竜美丘会館

岡崎公園多目的広場

岡崎信用金庫資料館

道の駅藤川宿

岡崎市東部地域交流センター 
むらさきかん

岡崎商工会議所、岡崎市六ツ美商工会、
岡崎市ぬかた商工会

平成27年7月23日、8月29日、
10月25日、12月26日

岡崎談話倶楽部、
岡崎商工会議所情報文化部会
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資料編

シンボルマーク使用一覧

使用内容No 申請者
岡崎市介護サービス事業者ガイドブック2014
東海合戦ワールド、德川家康と服部半蔵忍者隊　イベントチラシ
あったかさわやかクラブ
講演会（市橋章男氏）
駒立産ぶどうワイン（元康、千姫）、岡崎茶、白米（さくら、たべりん）
五月人形チラシ
オリジナルＴシャツ
垂れ幕、チラシ、ポスター「イオンは家康公四百年祭を応援します」
「おでかけ」近場ドライブ雑誌掲載広告
家康プロジェクト、家康らぁめん
愛知の深蒸し新茶　三英傑
家康公四百年祭和ろうそく
田楽味噌（600ｇ箱入り）
名刺、ボックスティッシュ「徳川四天王」
オカザえもん玩具花火、うちわ、模型
土産用地米セット「厭離穢土 欣求浄土」、「天下泰平」
みかんの木香　徳川浪漫香
むらさき麦そば、むらさき麦うどん、抹茶そば
戦国武将家紋ストラップ
観光みやげ品
ホームページバナー
ランニングエッグ、岡崎おうはんカリー、だし醤油
なたね油「赤水」
家康弁当、むらさき麦御膳
会報誌
第68回岡崎芸能祭参加岡崎市ボランティア芸能の祭典
名刺
コロネット室内楽シリーズアンサンブル天下統一2015
ポロシャツ（ボランティア活動用）
会報、封筒、のぼり、看板、ホームページ、名刺
東海ブロック会議資料、名札
メガネシート、ゴルフボール
岡崎信用金庫2015年カレンダー、年賀状
メッセナゴヤ2014
ＰＲ誌「おかしん」
インターネット預金
イベントプログラム等協賛広告
定期預金キャンペーンチラシ
平成27年度岡崎信用金庫年金友の会旅行
第20回シニア全日本ソフトテニス葵大会他、岡崎ソフトテニス協会主催大会
書籍「味な噺」第６巻
ビアガーデンチラシ
岡崎公園特別展　戦国無双の刀剣展in岡崎 広告
観光みやげ品
家康御幣（五平餅）
道の駅藤川宿記念きっぷ
ＰＴＡおかざき1月号・8月号
岡崎まぜめん食べ歩き参加店ＭＡＰ
タクシー貼付用マグネットシート
三谷温泉宿泊バスツアー

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50  

税理士法人アイビス
愛知県
一般社団法人愛知県ＬＰガス協会
あいちシルバーカレッジ岡崎文化同窓会
あいち三河農業協同組合
粟生人形工房
味波岩津店
イオンリテール株式会社イオン岡崎南店
イオンモール株式会社 イオンモール岡崎
家康プロジェクト
磯田園製茶株式会社岡崎支社
磯部ろうそく店
いちかわ
有限会社イヅミ印刷所
株式会社稲垣屋
いな米店
癒しの筆あそび 成瀬ゆうみ
岩瀬食品有限会社
絵師　西村香保里
有限会社Ｍ＆Ｇ
株式会社太田煙火製造所
株式会社太田商店
太田油脂株式会社
岡崎給食株式会社
岡崎きらり隊
岡崎芸能文化協会
岡崎市子ども会育成者連絡協議会
岡崎市シビックセンター
岡崎市役所従業員労働組合
岡崎商工会議所
岡崎商工会議所青年部
岡崎殖産株式会社
岡崎信用金庫
岡崎信用金庫
岡崎信用金庫
岡崎信用金庫
岡崎信用金庫
岡崎信用金庫
岡崎信用金庫
岡崎ソフトテニス協会
岡崎談話倶楽部
株式会社岡崎ニューグランドホテル
一般社団法人岡崎パブリックサービス
一般社団法人岡崎パブリックサービス
一般社団法人岡崎パブリックサービス
一般社団法人岡崎パブリックサービス
岡崎市ＰＴＡ連絡協議会
岡崎まぜめん会
岡陸タクシー株式会社
株式会社小田急トラベル

使用内容No 申請者
鮎パイ
四百年饅頭
建設現場 仮囲い、養生シート
出し巻き玉子焼き
料亭寿司専用酢、岡崎のソース（ウスターソース）
グレート家康公「葵」武将隊コラボＰＲポスター
徳川“城”海苔、徳川“葵”海苔　パッケージ、チラシ
三つ葵（もなか）、五万石（米菓）　容器
三河岡崎名物「どて」、たまご入り「どてたま」
「三河帯芯」ラベル
無呼吸シンドローム覚醒マウスピース
チラシ、メニュー　「家康　玄米八丁味噌焼おにぎり」
自家製パン巻紙、ＰＯＰ、プライスカード
えびせんべい、いかせんべい
ホームページ 「徳川家康公顕彰四百年記念キャンペーン」
日本酒「家康の里」
箸袋
家康公検定過去問題集
守屋純子オーケストラCD「プレイ・フォー・ピース」
岡崎まぜめん、オカザえもんぶどうキャラメル
家康公四百年祭記念ダブルウォールグラス
ペットボトル緑茶
第32回書門展
平成27年度鳳来寺山もみじまつり
岡崎まぜめん
西武岡崎店チラシ
テレビ愛知「我が町岡崎市・徳川家康公顕彰四百年」PRCM
大杉弘子書界「アートとしての書」
徳川家康公四百回忌法要記念品「遺訓衝立」
ＣＤ「家康」
家康将軍座布団
第十二回德川記念財団コンクールin岡崎 徳川家康公作文コンクール
名刺
熟出し玉露「葵の玉」
桜まつりぬりえ大会台紙
なごやか散歩ｉｎ岡崎
平成26年度岡崎支店社内文書
ゴルフマーカー
オカザえもん＆グレート家康公葵武将隊コラボクリアファイル、コラボタオル
家康公四百年祭缶バッジ
新聞紙面
封筒、名刺、クリアファイル、各種書類
徳王神社藤まつり
ポン菓子ラベル
郷土の米コシヒカリ、愛知米こしひかり
岡崎公園コスプレイベント
黒豆しぼり豆、抹茶黒豆しぼり豆
ネギ味噌「ＺＡＫＩＯＫＡＭＩＳＯ」
情報誌chaoo10月号
名鉄東岡崎駅ホーム掲出自社看板

51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100  

男川やな
小野玉川堂
小原建設株式会社
御料理 魚繁
株式会社川上酢店
グレート家康公「葵」武将隊実行委員会
有限会社寿屋岡崎昆布
有限会社五万石藤見屋
近藤商店
有限会社榊原
サイエンスメタ  ウエノ
酒肴菜や粋楽
株式会社サンクレール
株式会社三光食品
Jネットレンタカー岡崎駅前店
合資会社柴田酒造場
株式会社シマダ商会
株式会社正文館書店
株式会社スパイスオブライフ
株式会社スマイルリンク
CIC株式会社
株式会社ジャテックス
書門社
新城市観光協会
寿がきや食品株式会社
株式会社そごう・西武　西武岡崎店
株式会社創和広告中部支社
大雅堂
宗教法人大樹寺
滝沢のぼる
辰子綿工合資会社
タニザワフーズ株式会社
タニザワフーズ株式会社
有限会社茶の大黒園
中央ビル株式会社
株式会社中日新聞社
中部電力株式会社岡崎支店
ＤＩＧ　ＩＴ
ＤＩＧ　ＩＴ
ＤＩＧ　ＩＴ
株式会社東海愛知新聞社
東邦ガス株式会社東部支社
徳王神社
中根商店
西三河食糧株式会社
日本コスプレ委員会
日本レトルトフーズ株式会社
株式会社ＮＥＣＳ
株式会社ネット・フレンズ
野村證券株式会社岡崎支店

（申請者五十音順）
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使用内容No 申請者
本社掲出用「吹流し」
味噌カツのたれ、家康らぁめん、八丁味噌、赤出し味噌、大豆茶、八丁味噌のお味噌汁、味わいみそたれ

製品チラシ、カタログ
菓子
家康公四百年祭関連商品
各種チラシ、パンフレット、ホームページ、名刺
おかざきマラソン用ゼッケン留め、Ｔシャツ
藤まつり薪能公演ポスター
分子科学研究所一般公開ポスター、チラシ
焼肉屋さんの黒カレー
「フラワードリーム」伝統園芸ブース
ポスター、チラシ等
ホンダカーズ三河チラシ
名刺
贈答用とんかつ詰合セット
四百年記念洋菓子商品
八丁味噌、赤だし味噌、有機八丁味噌、みそだれ、生即席みそ
家康公ラムネ
オカザえもん顔入り土産米（300ｇ）３個セット
菓子
大吟醸 徳川家康、三河武士、家康公四百年祭限定純米大吟醸原酒、家康公四百年祭限定純米酒

名刺
岡崎市花火大会プログラム・うちわ
徳川家康公顕彰四百年記念商品（家康みそ）
名刺、社用車貼付用ステッカー
支店With You冊子
三菱自動車岡崎五万石みこし
塗替え道場　岡崎店舗エリア新聞折込広告
観光みやげ品
広告チラシ、ポスター、看板、ホームページ
ポストカード
タクシー貼付用ステッカー
宿泊企画商品パンフレット
自動販売機のインナーパネル
店舗広告
友輪会　神輿用垂幕
広告チラシ
書籍「岡崎　史跡と文化財めぐり」
平成26年度岡崎市立連尺小学校授業研究協議会
製品パンフレット
第35回渡辺民謡会・第25回江差追分会愛知三河支部 発表会
各種弁当の熨斗紙、箸袋

101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134
135
136
137
138
139
140
141
142  

合資会社八丁味噌
合資会社八丁味噌
株式会社ハマダ工商
合名会社備前屋
株式会社風流社
株式会社フジケン
株式会社フットジョグ
藤まつり薪能実行委員会
分子科学研究所
プラザ観光株式会社
宝生園
株式会社ホテル末広
株式会社ホンダカーズ三河
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行岡崎支店
株式会社まごころ
株式会社マジカル
株式会社まるや八丁味噌
株式会社ミカワヤコンフェクト
株式会社六名米穀店
ますだ家製菓有限会社
丸石醸造株式会社
丸石醸造株式会社
マルサンアイ株式会社
マルサンアイ株式会社
ミクスネットワーク株式会社
三井住友信託銀行株式会社岡崎支店
三菱自動車岡崎会
株式会社南建設
妙華園
有限会社睦美
むらさき倶楽部
名鉄岡崎タクシー株式会社
名鉄観光サービス株式会社
株式会社ヤクルト東海岡崎営業所
八千代本店
友輪会
ユニー株式会社アピタ岡崎北店
株式会社ヨシノ印刷
連尺小学校
渡辺石材店
渡辺民謡会
株式会社和田屋

第３回わたり復興マラソン大会
（平成２６年１１月９日　宮城県亘理町）
派遣中の本市職員の呼びかけ
で、５名の職員が四百年祭オリ
ジナルＴシャツを着て出場し、
「家康公生誕の地　岡崎」と
「家康公四百年祭」をＰＲ。

組織体制
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徳川家康公顕彰四百年記念事業

岡崎部会実行委員会 会則
推進委員会委員

会　長　德川記念財団理事長  德川恒孝

副会長　静岡市長  田辺信宏

副会長　浜松市長  鈴木康友

副会長　岡崎市長  内田康宏

副会長　静岡商工会議所会頭  後藤康雄

副会長　浜松商工会議所会頭  大須賀正孝

副会長　岡崎商工会議所会頭  古澤武雄

顧　問　静岡県知事  川勝平太

相談役　久能山東照宮宮司  落合偉洲

理　事　鈴木与平（鈴与）

理　事　松井純（静岡新聞社・静岡放送）

理　事　神谷聰一郎（静岡銀行）

理　事　中山正邦（浜松倉庫）

理　事　櫻井透（静岡銀行）

理　事　酒井公夫（静岡鉄道）

理　事　岩崎清悟（静岡ガス）

理　事　山田訓史（清水銀行）

理　事　村上光廣（鈴与）

理　事　岡部比呂男（ヤマハ）

理　事　石井義勝（ブティック・ビギ）

理　事　山本敏博（聖隷福祉事業団）

理　事　石川晃三（ソミック石川）

理　事　藤田正治（スズキ）

理　事　大林市郎（岡﨑信用金庫）

理　事　田口竜也（三龍社）

理　事　服部良男（服部工業）

理　事　小原睦（小原建設）

監　事　河野誠（弁護士）

※順不同・敬省略

（名称）
第１条　この会は、徳川家康公顕彰四百年記念事業岡崎
部会実行委員会（以下「本会」という。）と称する。
（目的）
第２条　本会は、徳川家康公顕彰四百年記念事業におい
て、岡崎市等で開催される事業（以下「事業」という。）を円滑
に開催することにより、広く住民の事業への参加意欲を喚起
し、家康公に関する魅力と御威徳を広く発信することで、地
域の魅力向上、市民の誇り醸成、地域活性化及び文化振興
に寄与することを目的とする。
（事業）
第３条　本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事
業を行う。
　(１)　事業の開催に必要な計画の策定に関すること。
　(２)　事業の企画、準備及び実施に関すること。
　(３)　事業の調整に関すること。
　(４)　関係機関及び後援事業との連絡調整に関すること。
　(５)　前４号に掲げるもののほか目的を達成するために必
要な事業に関すること。
（組織）
第４条　本会は、次に掲げる団体の代表者により構成する。
　(１)　岡崎市
　(２)　岡崎商工会議所
　(３)　岡崎市観光協会
　(４)　岡崎活性化本部
　(５)　岡崎市青年経営者団体連絡協議会
（役員）
第５条　本会に、次の役員を置く。
　(１)　委員長
　(２)　副委員長
　(３)　監事
２　委員長は、委員の互選により定める。
３　副委員長及び監事は、委員のうちから委員長が指名する。
（役員の職務）
第６条　委員長は、本会を代表し、会務を総理する。
２　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき
又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
３　監事は、本会の会計事務を監査する。
（会議）
第７条　会議は、委員長及び委員で構成し、本会の運営に
関する重要な事項を議決する。
２　本会の会議は、委員長が召集する。
３　会議の議長は、委員長が務める。
４　会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同

数のときは、議長の決するところによる。
５　委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に
会議への出席を求めることができる。
（委員長の専決処分）
第８条　委員長は、本会を招集するいとまがないと認めるとき
は、本会で議決すべき事項を専決処分することができる。
２　委員長は、前項の規定により専決処分をしたときは、次の
会議で報告し、承認を受けなければならない。
（部会）
第８条の２　本会に、次の部会を置く。
　(１)　シンポジウム部会
　(２)　田んぼアート部会
　(３)　広報部会
２　シンポジウム部会は、記念シンポジウムの開催、田んぼ
アート部会は、田んぼアートの実施、広報部会は、各種メディ
アを活用した広報活動を実施する。
３　部会長は、委員のうちから委員長が指名する。
４　部会員は、部会長が指名する。
（事務局）
第９条　本会の事務を処理するため、事務局を岡崎商工会
議所及び岡崎市観光課内に置く。
（会計）
第10条　本会の経費は、負担金、補助金、その他の収入を
もって充てる。
２　本会の事業年度及び会計年度は、毎年４月１日に始ま
り、翌年３月３１日に終わる。
（予算及び決算）
第11条　本会の収支予算は、会議の議決により定め、収支
決算は、監事の監査を経て、会議の承認を得なければならな
い。
（雑則）
第12条　この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し
必要な事項は、委員長が別に定める。

附則
（経過措置）
平成26年度の事業年度及び会計年度は、第10条第２項の
規定にかかわらず、この会則の施行の日から平成27年３月
31日までとする。
（施行期日）
この会則は、平成26年５月20日から施行する。
（施行期日）
この会則は、平成27年４月30日から施行する。
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徳川家康公顕彰四百年記念事業

岡崎部会実行委員会
平成27年度委員名簿

事務局

委 員 長

副 委 員 長

副 委 員 長

副 委 員 長
（田んぼアート部会長）

委 　 員

委 　 員
（ 広 報 部 会 長 ）

委 　 員

委 　 員

委 　 員
（シンポジウム部会長）

監 　 事

齋藤眞澄

志賀為宏

宮本貞夫

浅岡林平

杉浦昌幸

白井宏幸

神尾典彦

荒井孝子

上野正彦

山田大樹

岡崎商工会議所 専務理事

岡崎市観光協会 会長

岡崎市 経済振興部長

岡崎商工会議所 四百年記念事業特別委員会 委員長

岡崎商工会議所 事務局長

岡崎活性化本部 事務局長

岡崎市 経済振興部 商工労政課長

岡崎市 企画財政部 100周年記念事業推進課長

岡崎市観光協会 副会長

岡崎市青年経営者団体連絡協議会 相談役

委員長

副委員長

副委員長

副委員長

副委員長

副委員長

委 員

委　員

委　員

委　員

委　員

委　員

委　員

委　員

委　員

委　員

委　員

委　員

委　員

委　員

委　員

委　員

委　員

委 員

浅岡林平（岡陸タクシー株式会社）

柴田芳孝（株式会社太陽社）

谷澤憲良（タニザワフーズ株式会社）

白井宏幸（株式会社ツツイエンターテイメント）

早川久右衛門（合資会社八丁味噌）

浅井信太郎（株式会社まるや八丁味噌）

川本　睦（アイシン・エィ・ダブリュ株式会社）

草野信隆（アオイ事務器株式会社）

前川謙吾（イオンリテール株式会社イオン岡崎南店）

平野稔幸

太田直樹（株式会社太田商店）

太田健介（太田油脂株式会社）

中根義一（岡崎高原開発株式会社）

鈴木康夫（岡崎中央魚市場株式会社）

小野政子（株式会社小野ふとん店）

平岩幸一（有限会社オプト・ヨシカワヤ）

加藤資章（株式会社加藤組）

岡田道昌（株式会社享成自動車学校）

倉田　長（株式会社クラタ産業）

酒部圭司（酒部建設株式会社）

渡邊征勝（三立プレコン株式会社）

春井宏之（株式会社正文館書店）

杉本知治（杉林建設株式会社）

平山樹也（綜合警備保障株式会社岡崎支社）

委 員

委 員

委 員

委 員

委 員

委 員

委 員

委 員

委 員

委 員

委 員

委 員

委 員

委 員

委 員

委 員

委 員

委 員

委 員

委 員

特別委員

特別委員

特別委員

多々内丈雄（合資会社多々内モータース商会）

久保田知久雄（株式会社ダッド）

大津一夫（株式会社東海愛知新聞社）

加藤孝治（東邦ガス株式会社東部支社）

福田康男（東レ株式会社岡崎工場）

梶川志郎（株式会社ドミー）

南部　淳（株式会社ナンブ）

吉川大海（野村證券株式会社岡崎支店）

岩月幹雄（フタバ産業株式会社）

岡田𠮷生（ブラザー印刷株式会社）

小林和夫（株式会社まごころ）

深田達彦（丸石醸造株式会社）

西澤史巳（株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行岡崎支社）

峰澤彰宏（峰澤鋼機株式会社）

河口恒徳（名鉄岡崎タクシー株式会社）

加藤信貴（名鉄観光バス株式会社岡崎支店）

竹内桂子（株式会社六本木）

渡邊要市（ワタナベ鯉のぼり株式会社）

早川勝博（株式会社和田屋）

山本幸助（株式会社ワンワン）

深田正義（おかざき塾）

宮本貞夫（岡崎市経済振興部長）

石川啓二（岡崎市文化芸術部長）

事 務 局 長

事 務 局 長 代 理

廣山嘉也

大竹正芳

岡崎市 経済振興部 観光課長

岡崎商工会議所 地域振興部 観光課長

事 務 局 員 内田博行　黒川憲子　谷分信隆　鈴木美奈子岡崎市経済振興部 観光課

高木政弘　中根素子岡崎商工会議所 地域振興部

オ ブ ザ ー バ ー 水上俊貴
安達智志愛知県  振興部 観光局 観光振興課

徳川家康公四百年記念事業

岡崎商工会議所特別委員会
委員名簿

（ＮＴＴビジネスソリューションズ株式会社
東海支店西三河営業支店）
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松平家・徳川将軍家の
菩 提 寺で、文 明７年
（1475）、４代親忠によ
り勢誉愚底上人が開
山。松平８代の墓、歴代
将軍の位牌、家康公７３
歳の時の木像などが祀
られている。国の重要文
化財である多宝塔は、
天文４年（1535）に家康公の祖父・松平清康が建立した。

大樹寺
死ぬまで家康公を愛し
続けた母於大が家康公
の生まれた翌年である
天文12年（1543）、安
産の祈願をした薬師如
来を本尊として創建し
た寺。墓地の一番高い
所に於大の遺髪を埋め
たという墓碑が建てら
れている。

大泉寺

源頼朝の一族が住職を
勤めた寺。運慶・湛慶作
の頼朝を弔う等身大聖
観音像があり、胎内には
頼朝の髭と歯が納めら
れている。室町時代に
は足利氏により本堂の
造営が行われた。

滝山寺
正保３年（1646）、３代
将軍・家光の創建で、日
光東照宮・久能山東照
宮とともに「日本三東照
宮」に数えられている。
拝殿・中門・本殿などの
ほか、家光寄進の太刀
銘長光と家綱寄進の太
刀銘正恒は国の重要文
化財に指定。極彩色の
社殿は往時の徳川家の
権勢を今に語る。

滝山東照宮

貞治元年（1362）足利
義満が尊氏の遺命で建
立したと言われる。臨済
宗妙心寺派の三河地方
の中心寺院。室町中期の
代表的建築物である仏
殿と日本最古の薬医門
である山門はともに国の
重要文化財に指定され
ている。また、徳川家康
公朱印状を始め宝物も
多く所有されている。

天恩寺
三国聞書集によると「永
禄９年（1566）家康公
が在城の折、厄除け、開
運、祈とうのため、上州
新田から勧請した」もの
であると伝えられる。も
とは岡崎城内にあり、城
主の産土神として崇敬
されていた。毎年、６月
30日には家康公の故事にならって、厄除けの鳥居くぐりの神事が行
なわれ、自然石の鳥居は家康公が疱瘡にかかったときくぐって直した
と伝えられる。

新田白山神社

家康公が幼少のころ、
手習いや漢籍などの学
問に励んだと伝えられ
る。硯箱・硯石・手本・
机・墨付小袖・破魔弓な
ど家康公幼少期の品の
ほか、境内には六角堂
開運勝利観音・東照権
現宮・家康公ゆかりの
草紙かけ松・おてならい井戸・お手植えの桜などの文化財も多く現
存している。

法蔵寺
東照宮と映世神社を合
併した社で、祭神は徳
川家康公と本多忠勝公
の２柱。当初岡崎城本
丸にあり東照宮が祀ら
れ、その後、明和７年
（1770）忠勝公の直系
忠粛が城主のとき、三
の丸に移転し家祖であ
る忠勝公を合祀した。明治９年（1876）に現社名に改称し、現在地
に鎮座。

龍城神社

家康公天下統一への拠
点であり、岡崎市の歴
史文化の象徴。三河守
護代大草城主、西郷稠
頼により築かれ、家康公
の祖父・松平清康が入
城した。家康公の父・広
忠が殺された後は今川
氏の勢力下におかれて
いたが、桶狭間の合戦
後、家康公が再入城した。現在は歴史資料館として親しまれている。

岡崎城

松平家（徳川家の祖）
の４代親忠は、文明２年
（1470）に氏神として
三重県伊賀より勧請。
江戸時代を通じて将軍
家の崇敬は厚く、家康
公も大きな合戦の時に
は必ず参詣したといわ
れる、武運長久・子孫
繁栄の守護神。本殿をはじめ、目に触れる物のほとんどが国の重要
文化財。

伊賀八幡宮
永禄５年（1562）、家康
公が非業の死を遂げた
父・広忠の菩提を弔うた
めに創建した寺。家康
公と同じ年の同じ日に
生まれた異母弟の恵最
穎新が住職になり、母の
お久とともに広忠の供
養に勤めた。境内にお
久、広忠、忠政（広忠と
お久の子）の墓がある。

広忠寺

永禄５年（1562）に家
康公が祖父松平清康と
清康の妹久姫（家康公
を３～６歳頃まで養育）
の菩提を弔うため創建。
２代秀忠が本堂、山門を
寄進した浄土宗の寺
院。災害、戦火を免れ保
存状態もよく、街中にあ
りながら落ち着いた静
かな風格がある。

随念寺
家康公は今川方の人質
として熱田から駿府へ
おもむく途中、父・広忠
の墓を拝し、その墓上に
小松を植え、松平一族
の繁栄を祈願。桶狭間
の合戦後、岡崎城主と
なった家康公は、非業の
死を遂げた父の菩提の
ために寺を建立し、手植えの松が茂ったことと人質の身であった自分
が城主として再び三河の地に帰れたことを喜び、「松平氏の栄えるこ
と松の繁る如くあれ」と寺号を松應寺と名付けた。

松應寺

永禄９年（1566）家康
公が自らの官位勅許の
なかだちをした泰翁の
ために建立した寺。境内
にある虎石と呼ばれる
石は、家康公（幼いころ
虎童子といわれてい
た）がここで弓の稽古を
した際、この石に腰をお
ろして休んだといわれ
ている。

誓願寺・諏訪神社
元々は安城市にあり、
応仁元年（1467）の創
建といわれる。安祥城
主であった松平親忠が
深く信仰を寄せてい
た。その後、松平清康が
安祥城から岡崎城に移
ると同時に寺も移り、松
平広忠より寺領を寄進
された。境内には家康公の手植えといわれる古名木「臥竜梅」（が
りゅうばい）がある。

善立寺

家康公
ゆかりの地



92    OKAZAKI OKAZAKI     93

資料編

三河の浄土真宗で最も
古いといわれる寺院で、
太子堂（柳堂）は正嘉２
年（1258）に建立され
た国の重要文化財。松
平氏より尊敬されてい
たことにより、一向一揆
の際、家康公が難を本
寺に避けた。

妙源寺

三河一向一揆に手を焼
いた家康公は、浄珠院
に本陣を置き、一揆制
圧のため、自ら指揮を
とった。激しい戦の後、
永禄７年（1564）２月に
なって一揆方の家康公
家臣から提案された和
議がここ浄珠院で成
立、家康公は三河統一
の基礎を固めた。

浄珠院

松平初代親氏が六所明神を当地に移し、国家安全、子孫繁栄を祈願
したといわれる。松平氏の産土神として代々崇敬が厚く、華麗な彫刻
や彩色はいずれも江戸時代のもの。本殿・幣殿・拝殿・楼門・神供所
は国の重要文化財に指定されている。

六所神社

本宗寺

勝鬘寺

上宮寺

三河一向一揆ゆかりの寺社（勝鬘寺、本宗寺、妙源寺、上宮寺、浄珠院）

若宮八幡宮
八柱神社には家康公の妻、
築山御前の首塚があるのに
対して、若宮八幡宮には長
男信康の首塚が安置されて
い る 。信 康 は 天 正７年
（1579）に、二俣城内で「我
れ天道に逆らって父に謀反し勝頼に一味するという汚名こそ死出の
防げぞ。このことだけは父上によく聞こえ上げてくれよ」と言い残して
21歳の若さで自刃した。

八柱神社
家康公の長男信康は、織田
信長の娘徳姫と結婚し、家
康公が浜松に移った元亀元
年（1570）、岡崎城主と
なった。信長は、信康の母築
山御前が今川方の出身であ
り、武田方と内通の嫌疑を受け、築山御前と信康の処断を家康公に
迫り、家康公も助命のために努力したが果たせず信康は自刃、築山
御前は殺害されてしまう。八柱神社には築山御前の首塚がある。

連如上人が西三河教化の中
心とするため、応仁 2 年
（1468）に創建。永禄６・７
年（1563～64）の一向一揆
で、家康公は本願寺門派の
寺院道場を破壊したため、一
時やむなく他所に移ったが、家康公のおば芳春院妙西尼の尽力によ
り、慶長６年（1601）、現在地に再建され今にいたる。

和田山あるいは寂光山とい
い、三河における最初の真宗
道場として正嘉2年（1258）
信願房了海により創建。13
世了意の時に一向一揆が起
こり、大伽藍も兵火のため焼
失した。

三河一帯にわたる永禄の一
向一揆は、家康公の三河統
一の試練ともなった。一揆の
きっかけは、家康公の家来菅
沼定顕が、上宮寺から糧米を
強制的に徴収しようとしたた
めだった。上宮寺は、当時一向宗の三河三力寺と呼ばれ家康公に対
抗した。

岡崎宣言

あとがき
　本記録誌は、プレ事業を含め３年間にわたる岡崎での記念事業の軌跡を中心に
とりまとめ、ここに刊行するものです。刊行にあたり、資料や写真提供、編集など、ご協
力いただきました皆様にこの場をお借りし厚くお礼申し上げます。
　家康公四百年祭は幕を閉じましたが、１県３市３商工会議所は12月26日に採択さ
れた「岡崎宣言」に則り、この取り組みを未来に向けて継承してまいります。
　今後、家康公生誕の地・岡崎は、家康公生誕500年という最大のメモリアルイヤー
をはじめ、いくつかの記念の年を迎えます。この記録誌が、岡崎の輝かしい歴史の一
端を振り返る“よすが”となり、これからの新たな取り組みの参考ともなれば幸いです。

平成28年３月　

2017年　東照大権現　神号勅諡400年
2024年　岡崎開府（開市）500年　
2042年　家康公生誕500年

2052年　岡崎城築城600年
2066年　徳川復姓（改姓）500年
2115年　家康公薨去五百年祭


