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モロさんの“歴史よもやま話”…第 1８弾！ 

篤姫と幕末動乱について！ 

200８年 2月吉日 

諸岡 忠至 

 

今年のＮＨＫ大河ドラマは、第47作となる「篤姫（あつひめ）」は、女流歴史作家・宮尾登美子（みやお

とみこ）原作で「義経」に続く 2作目の大河ドラマである。 

脚本は、ＮＨＫ連続テレビ小説「さくら」の脚本で「橋田賞」を授賞した田渕久美子（たぶちくみこ）で、

女性コンビによる初めての大河ドラマとなった。すでに５回放映されたが、これから幕末の動乱を

二人の女性コンビが、どのように描くのか楽しみである。 

 

「篤姫」は、薩摩・島津家のわずか１万石余の分家（今和泉・島津家）に生まれながら、江戸幕府の第

13 代将軍・徳川家定（いえさだ）の正室となった女性である。しかし、病弱だった家定は嫁いでから

約 1年半後に 25歳で亡くなり、篤姫は 23歳で落飾し「天璋院」（てんしょういん）と号した。 

将軍の跡継ぎをめぐる幕府内の凄まじい抗争、さらには篤姫の故郷・薩摩を中心とした反幕府運

動の激化・・・篤姫は大奥を預かる総帥として、明治維新の動乱の中、嫁ぎ先である徳川宗家の

ために、そして日本のために力を尽くした女性であった。 

 

天璋院と号してからは、幼い第１４代将軍・徳川家茂（いえもち）の名目上の母として、また皇女・和

宮（かずのみや・16 歳）を将軍・家茂の嫁に迎え「公武合体」に尽力したが、倒幕という時代の渦に巻

き込まれていった。そして、わずか 13歳で新将軍となった家茂も 20歳で亡くなり、同じ年生まれの

皇女・和宮も 20 歳で落飾し「静寛院宮」（せいかんいんのみや）と号したが、篤姫同様に誠に気の毒

な人生であった。その後、篤姫は、江戸城に迫りくる西郷隆盛ら薩摩藩を中心とした新政府軍に

働きかけ、江戸城の無血開城の実現にも大きな役割を果たした。 

 

今回の大河ドラマは、「篤姫」を中心に幕末の動乱が描かれているが・・・私自身が一番注目した

いのは名君・島津斉彬（なりあきら）と若き家老・小松帯刀（たてわき）の動向である。 

斉彬（なりあきら）は、「篤姫」の養父で薩摩藩・第 11代藩主（島津氏・第 28代当主）である。 

幕末きっての名君と謳われた斉彬は、宇和島藩主・伊達宗城、福井藩主・松平春嶽、土佐藩主・

山内容堂らと共に幕末の「四賢侯」と称されている人物である。 

外様大名でありながら近代日本のために尽力した藩主で、一介の下級武士に過ぎなかった西郷

隆盛を登用するなど、明治維新で活躍した多くの薩摩藩士に大きな教訓を与えた藩主であった。 

 

また斉彬によって小姓に抜擢され、斉彬亡き後は弟・島津久光の側近として頭角を現した薩摩藩

の若き家老・小松帯刀（こまつ たてわき）にもスポットを当てていることに注目したい。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%96%A9%E6%91%A9%E5%9B%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%96%A9%E6%91%A9%E5%9B%BD
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http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E5%86%85%E5%AE%B9%E5%A0%82
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帯刀（たてわき）は、ドラマのスタート時では篤姫の幼馴染・肝付尚五郎（きもつき なおごろ・・・のちの小

松帯刀）として描かれている。尚五郎は薩摩国鹿児島近在の下原良村で喜入領主・肝付家（きもつ

き）の三男・尚五郎として生まれ、このとき近所に住んでいた今泉島津家の姫・一（かず・・・後の篤姫）

とは幼馴染であった。その後、藩主・島津斉彬の小姓となり、吉利領主である小松清猷（こまつ きよ

みち）の養子となって家督を継ぎ小松帯刀（たてわき）と改名した。 

 

そして島津斉彬の弟・島津久光にその才能を見出されて側近として取り立てられ、大久保利通と

共に薩摩藩の藩政改革に取り組み、27歳の若さで家老に抜擢された。  

帯刀は主に京都で行動し、朝廷や幕府、諸藩との連絡・交渉役を務めた。西郷隆盛や大久保利

通、土佐の浪人であった坂本龍馬たちが、下級武士でありながら幕末あれだけの活動が出来た

のも、薩摩藩・家老という要職にあった小松帯刀の存在が大きかったともいわれている。 

帯刀は明治維新の陰の功労者で“幻の宰相”ともいわれた逸材であったが、35 歳で亡くなったた

め、歴史の中では余り取り上げられることがなかった。 

しかし名君・島津斉彬や名家老・小松帯刀がいなければ・・・西郷も大久保も龍馬も歴史に名を残

すことはできなかったかも知れない。 

 

今回の大河ドラマに登場すると思われる主な歴史上の人物像について探ってみた。 

・徳川将軍家 

  天璋院・篤姫、第 13代将軍・徳川家定、第 14代将軍・徳川家茂、第 15代将軍・徳川慶喜、 

・薩摩藩・藩主 

  第 8代藩主・島津重豪、第 11代藩主・島津斉彬、斉彬の異母弟・島津久光 

・薩摩藩・家老 

 調所広郷、小松帯刀（清廉）、 

・幕末の名君 

  宇和島藩主・伊達宗城、福井藩主・松平春嶽、土佐藩主・山内容堂、水戸藩主・徳川斉昭 
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①島津家と薩摩藩！ 

島津氏は、江戸時代に薩摩・大隅の2ヶ国、日向国諸県郡、南西諸島（大東諸島及び尖閣諸島を除く）

を領有していた。現在の鹿児島県全域と宮崎県の南西部を領有していたほか沖縄県の大部分を

服属させていた。江戸時代の「薩摩藩」は通称で、正式名称は「鹿児島藩」である。 

外様大名で、石高は７７万石（表高で実際は半分程度）と加賀藩（120 万石）に次ぐ大藩を形成していた。

幕末から明治維新にかけて、西郷隆盛や大久保利通などの有力政治家を多く輩出し、 第一次世

界大戦までの日本政治を支配した藩閥政治では、「薩摩閥」と呼ばれ長州藩と共に有力な政治勢

力を形成した。 

 

島津氏は、秦の始皇帝の末裔と称する渡来人の秦氏（はた）の子孫である惟宗氏（これむね）の流

れを汲んでいる。惟宗基言（もとこと）の子・惟宗広言（ひろこと）が主筋である藤原摂関家・筆頭の近

衛家・日向国島津庄（現宮崎県都城市）の荘官として九州に下り、その子・惟宗忠久（ただひさ）が源

頼朝から同地の「地頭」に任じられ「島津」を称し「島津忠久」と改名したのが始まりとされている。

都城市が島津家発祥の地と言われているが、鎌倉時代初期に薩摩・大隅・日向 3 ヶ国の守護に

任ぜられて以来、この地方を本拠地として来た守護大名（戦国大名）である。 

 

戦国時代に入ると領域内各地の国人や他の島津一族による闘争が始まり、宗家は衰退した。 

やがて庶流の島津忠良（ただよし・伊作島津家）が台頭し、他家を圧倒してその嫡男・島津貴久（たか

ひさ）が宗家の養子に入る形で後を継承する。 

貴久の長男である島津義久（よしひさ・16 代当主）の時、1578 年、耳川の戦い（日向の高城川原）にお

いて大友宗麟に大勝、また 1584 年、沖田畷の戦い（長崎・島原半島での戦い）で龍造寺隆信を撃ち

破り、「三州の太守」として君臨した。義久は優秀な 3人の弟（義弘・歳久・家久）とともに、戦国

最強とも言われた薩摩武士を率いて三州統一・九州統一を目指し躍進した。 

しかし 1587 年（天正 16 年）、豊臣秀吉の九州征伐によって豊臣氏に屈服し、薩摩・大隅・日向の一

部に跨がる所領の支配を認められた。 

 

豊臣秀吉の朝鮮出兵の間、留守を預かる若手の武士たちの風紀が乱れた事があり、これを心配

した留守居役の家老たちが考案した青少年教育システムが「郷中教育」といわれている。 

この郷中教育は幕末の下級武士の台頭に大きな役割を果たしたと考えられている。 

1600 年（慶長 5 年）、関ヶ原の戦いでは西軍についたが、この時、義久の弟・島津義弘（よしひろ・17

代当主）は、徳川家康の本陣近くをわずか 1,000 騎の兵力で敵中突破を果たし、全国にその名を轟

かせ武略の象徴となった。関が原の敗戦後は、徳川四天王の一人・井伊直政の取りなしで本領を

安堵され、義弘の三男・島津忠恒（ただつね・後に家久と改名）が当主と認められ初代・鹿児島藩主と

なった。この時点をもって正式な鹿児島藩（通称・薩摩藩）が成立と見なすのが通説である。 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%9F%E6%88%B8%E6%99%82%E4%BB%A3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%96%A9%E6%91%A9%E5%9B%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%9A%85%E5%9B%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E5%90%91%E5%9B%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E5%90%91%E5%9B%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E8%A5%BF%E8%AB%B8%E5%B3%B6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%9D%B1%E8%AB%B8%E5%B3%B6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%96%E9%96%A3%E8%AB%B8%E5%B3%B6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A0%98%E6%9C%89
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B9%BF%E5%85%90%E5%B3%B6%E7%9C%8C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%AE%E5%B4%8E%E7%9C%8C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%96%E7%B8%84%E7%9C%8C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%9A%E7%A7%B0
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%96%E6%A7%98%E5%A4%A7%E5%90%8D
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%A0%E8%B3%80%E8%97%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%95%E6%9C%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%8E%E6%B2%BB%E7%B6%AD%E6%96%B0
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E9%83%B7%E9%9A%86%E7%9B%9B
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E9%83%B7%E9%9A%86%E7%9B%9B
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%BF%E6%B2%BB%E5%AE%B6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC%E4%B8%80%E6%AC%A1%E4%B8%96%E7%95%8C%E5%A4%A7%E6%88%A6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC%E4%B8%80%E6%AC%A1%E4%B8%96%E7%95%8C%E5%A4%A7%E6%88%A6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%97%A9%E9%96%A5
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1609年（慶長 14年）、琉球に出兵して琉球王国を服属させ琉球の石高 12万石を加えられた。奄

美諸島は琉球と分離され、薩摩藩が直接支配した。薩摩藩の琉球支配は、年貢よりもむしろ琉球

王国を窓口にした中国との貿易が利益をもたらした。また、薩摩には奄美産の砂糖による利益が

もたらされた。その他加増を受けて 77万石の大藩となる。 

旧来の支配者から転封を経ずに近世大名に移行した薩摩藩は、旧来の支配体制を残し外城制

や門割などの独特の制度を持った。 

＊外城制（とじょうせい）・・・・武士を鹿児島城下に集住させず、領内に分散した外城と呼ばれる拠点に居住させた 

門割（かどわり）・・・農民を数戸ごとに「門」（かど）というグループに分け、門ごとに土地を所有させた。 

 

しかし、多くの郷士を抱え士分の者が全人口の 1/4 を占める上、藩内の土壌の多くが水持ちの悪

いシラス台地であったため土地が貧しく、表高は 77万石でも実質は 35 万石ほどの収益しかなか

った。かつ台風や火山噴火などの災害を受け易い立地であったため、藩政初期から財政は窮迫

していた。さらに、徳川幕府の有力藩弱体化政策の下で、大規模な御手伝普請を割り当てられ、

特に 1753 年（宝暦 3 年）に命じられた木曽三川改修工事（宝暦治水）の多大な出費により、藩財政

は危殆に瀕した。工事を指揮した薩摩藩家老・平田靱負（ゆきえ）は、多くの犠牲者と藩財政の疲

弊の責任を取って工事完了後に自害している。 

 

第 8 代藩主・島津重豪（しげひら）は、閉鎖的であったそれまでの藩政を改革し、1773 年（安永 2 年）

に、藩校造士館と演武館の設立を手始めに、医学院や明時館と次々に学校を設立し、『成形図

説・百巻』（農業書）など各種図書の編纂事業も行った。 

また江戸幕府との結びつきを強めるため、三女の茂姫（広大院）を第 11 代将軍・徳川家斉（いえな

り）に嫁がせた。ちなみに外様大名から将軍正室を輩出したのは薩摩藩だけである。 

これら重豪の豪奢な事業により薩摩藩の政治的影響力は格段に上がったものの、藩財政は更に

困窮の度を増した。その後 1827年（文政 10年）、家老・調所広郷（ずしょ ひろさと）を中心に藩政改革

が断行され、藩債整理、砂糖専売制の強化、琉球貿易の拡大などを打ち出し財政は好転した。 

 

1851年（嘉永 4年）、第 11代藩主となった名君・島津斉彬（なりあきら）の下で、洋式軍備や藩営工場

の設立を推進し（集成館事業）、幕末の雄として抬頭した。 

斉彬の死後、第 12 代藩主・島津忠義（ただよし）の実父で斉彬の弟・島津久光が実権を握り、「国

父」・「副城公」と呼ばれた。若き家老・小松帯刀（たてわき）を中心に公武合体派として雄藩連合構

想の実現に向かって活動するが、薩英戦争の敗北を経て、西郷隆盛ら倒幕派の下級武士へ藩の

主導権が移る。幕末には公武合体論や尊皇攘夷を主張、その後長州藩と薩長同盟を結んで明治

維新の原動力となり、明治以降長く日本の政治を支配する薩摩閥を形成することとなる。 

琉球諸島を除く薩摩藩領は、1871年（明治 4年）の廃藩置県を経て鹿児島県となる。 

島津家は、1884年（明治 17年）の華族令により公爵となった。 
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＊薩英戦争（さつえいせんそう） 

1862年 9月 14日（文久 2年）、生麦事件発生。横浜郊外の生麦村で、薩摩藩・島津久光の行列を乱したとされる

イギリス人 4名のうち 3名を薩摩藩士・奈良原喜左衛門、海江田信義らが殺傷した・・・死亡 1名負傷 2名。  

イギリスは生麦事件犯人の逮捕と処罰、および生麦事件の遺族への賠償金 2万 5000ポンドを要求したが薩摩藩

は拒否した。イギリス軍の指揮官・ジョン・ニールは薩摩藩との直接交渉のため、7 隻の艦隊（旗艦ユーリアラス号、

クーパー提督）と共に横浜を出港し、1863年 8月 11日（文久 3年 6月 27日）、鹿児島湾（錦江湾）沖に到着した。 

8月 15日、生麦事件の解決を迫るイギリスと薩摩藩の間で、後に薩英戦争と呼ばれる砲撃事件が発生した。 

 

この戦いで薩摩藩は、イギリス艦に奇襲を計画し黒田清隆、大山巌らがスイカ売りに変装し一部が乗艦に成功し

た。またイギリス艦隊は薩摩藩の汽船 3隻（白鳳丸、天佑丸、青鷹丸）を拿捕した。 

正午、薩摩藩が陸上砲台 80 門を用いて先制攻撃を開始。イギリス軍は応戦が遅れたが、14 時、100 門の砲（うち

20 門が最新式のアームストロング砲）を使用し、砲台と同時に鹿児島城北の市街地を砲撃、近代工場を備えた藩

の集成館を破壊。薩摩藩側は汽船と全砲台のほか工場生産能力を失った。 

ただし死傷者は 9人と少なく、薩摩藩の砲撃によりイギリス艦隊の損害は大破 1隻・中破 2隻の他、旗艦艦長・副

長の戦死を含む死傷者 63人に及んだ。 

イギリス艦隊は桜島を砲撃後、横浜に戻るため撤退し、ジョン・ニールと薩摩藩がイギリス大使館で講和。 

この戦いで薩摩藩は攘夷が実行不可能であることを理解し、イギリスは幕府支持の方針を変更して薩摩藩に接近

することになった。 

 

＊佐土原藩（さどわらはん） 

薩摩藩の支藩とされる。藩庁は佐土原城（宮崎県宮崎市佐土原町）。 

1603年（慶長 8年）、島津貴久の弟・忠将の子である島津以久が、日向国那珂郡・児湯郡内で 3万石を与えられて

独立し、居館を佐土原）に構えた。この地は元々島津一族の一人であった島津家久・豊久親子の領地であったの

が、改めて江戸幕府より以久に与えられたもので、この経緯から正式には薩摩藩の支藩とはいえない。 

佐土原は元々城地であったため、1699年（元禄 12年）に第 6代・島津惟久の時に城主格が与えられている。 

昭和天皇の内親王・島津貴子が嫁いだ島津久永は、旧佐土原藩の島津伯爵家出身である。 

また今上天皇の母方祖母は、薩摩藩・第 12代藩主・島津忠義の七女・倶子であり、現在の皇室との血縁もある。 

 

＊平田 靫負（ひらた ゆきえ）・・・宝永元年（1704年）～宝暦 5年（1755年）） 

江戸時代中期の薩摩藩家老。宝暦 3年（1753年）の木曽三川分流工事（宝暦治水事件）の責任者。 

1753 年（宝暦 3 年）、徳川幕府は琉球貿易によって財力を得ていた薩摩藩を恐れて、毎年氾濫による被害が多発

していた木曽三川の分流工事を薩摩藩に命じた。 

工事費用は薩摩藩が全額負担、大工などの専門職人を一切雇ってはならないとした。 

露骨な弾圧政策に薩摩藩は徳川幕府への反発を極め、このまま潰されるくらいなら徳川家と一戦交えようという

過激な意見まで噴出したが、平田が「民に尽くすもまた武士の本分」と説破して工事を引き受けることとなり、平田

は総奉行となる。40 万両にも上る工事費用を捻出するため大坂豪商から借金を重ね、幕府へもたびたび専門職
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http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%8E%E4%BB%81
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%82%A6%E5%BD%A6%E7%8E%8B%E5%A6%83%E4%BF%94%E5%AD%90
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9A%87%E5%AE%A4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%9D%E6%B0%B8
http://ja.wikipedia.org/wiki/1704%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%9D%E6%9A%A6
http://ja.wikipedia.org/wiki/1755%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%9F%E6%88%B8%E6%99%82%E4%BB%A3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%96%A9%E6%91%A9%E8%97%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%96%A9%E6%91%A9%E8%97%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%9D%E6%9A%A6
http://ja.wikipedia.org/wiki/1753%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%A8%E6%9B%BD%E4%B8%89%E5%B7%9D
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%9D%E6%9A%A6%E6%B2%BB%E6%B0%B4%E4%BA%8B%E4%BB%B6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%B3%E5%B7%9D%E5%B9%95%E5%BA%9C
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E7%90%89%E7%90%83%E8%B2%BF%E6%98%93&action=edit
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%A8%E6%9B%BD%E4%B8%89%E5%B7%9D
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%B7%A5
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%B3%E5%B7%9D%E5%AE%B6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%9D%82
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人の雇用許可を要請するも許可は下りず、工事のやり直しを命じられることがしばしばあった。 

工事に派遣された薩摩藩士達の過労や伝染病による死亡が相次ぎ、また幕府に抗議して切腹する薩摩藩士達も

続出した。最終的に病死 33名、自殺者 52名という多大な損失を薩摩藩は被ることになった。 

分流工事は着工より 1年 3 ヶ月ほどでようやく完成したが、平田は藩への多大な負担の責任を取って切腹した。 

享年 50歳。 辞世の句・・・「住みなれし 里も今更 名残りにて 立ちぞわづらふ 美濃の大牧」。 

 

岐阜県の海津郡（現・海津市）の平田町は、平田靱負の功績に因んで付けられた町名で、現在の海津市平田町三

郷には平田公園という公園があり平田靱負の銅像がある。また海津市海津町油島には平田靱負を祭神とした治

水神社があり、命日にあたる毎年 5月 25日、薩摩義士頌徳慰霊祭が行われている。   

さらに三重県桑名市の海蔵寺には、桑名市指定史跡である薩摩義士墓所があり、宝暦治水事件で犠牲となった

平田靱負ら薩摩義士が祀られ、21基の墓石が現存し平田靱負像もある。 

地元の人たちは、現在もそのご恩に報いて毎年各地で祭礼を行っている。  

 

 

②篤姫（あつひめ）の生涯！ 

名前・・・島津一（かつ）・島津篤子（あつこ）・近衛敬子（すみこ）・天璋院（てんしょういん） 

篤姫（あつひめ）は、江戸幕府 13代将軍・徳川家定（いえさだ）の御台所（正室、継室）である。 

天保六（1835）年、今和泉家・島津氏の第 10代当主・島津忠剛（ただたけ）の長女として生まれた。 

幼名は一（かつ）と呼ばれていたが、薩摩藩主・島津斉彬（しまづ なりあきら）の養女となって篤子（あ

つこ）と改名、さらに五摂家筆頭・近衛忠熙（このえ ただひろ）の養女となって敬子（すみこ）と名を改め

将軍・徳川家定に嫁いだが、一年半に家定が亡くなり天璋院（てんしょういん）と称した。 

 

島津家には「重富（しげとみ）」「加治木（かじき）」「垂水（たるみず）「今和泉（いまいずみ）」の四つの分家

があったが、今和泉家は家臣団の最上位に位置づけられる高い格式を持つ分家であった。 

島津家はもともと天皇家側近・近衛家の流れを汲む家柄で、しかも当主・近衛忠熙の正室は島津

斉彬（なりあきら）の姉であり、斉彬とは非常に親しい間柄だった。のちに忠熙は、皇女・和宮（かずの

みや）による公武合体を強力に推進することになり、篤姫の人生に強い影響を与え続けた。 

 

また篤姫が、従兄弟でもある薩摩藩主・島津斉彬の養女となったのは、将軍家への輿入れを想定

に入れたものであった。それ以前から将軍家から島津家に、第１３代将軍・徳川家定の御台所に

相応しい娘はいないかと打診があった。 

しかし、申し出を受けた島津斉彬には年頃の娘がなく、分家である今和泉家の篤姫に白羽の矢が

立った。 入輿は、嘉永六年のペリー来航やそれに続く国内の混乱で遅れ、安政三（1856）年、近

衛家の養女となった篤姫は、ようやく将軍家に輿入れすることとなった。 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%8E%E5%8A%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%9D%E6%9F%93%E7%97%85
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%BB%E4%BA%A1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%87%E8%85%B9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%90%E9%98%9C%E7%9C%8C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%B7%E6%B4%A5%E9%83%A1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%B7%E6%B4%A5%E5%B8%82
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E7%94%B0%E7%94%BA_%28%E5%B2%90%E9%98%9C%E7%9C%8C%29
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%BB%E6%B0%B4%E7%A5%9E%E7%A4%BE
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%BB%E6%B0%B4%E7%A5%9E%E7%A4%BE
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E8%96%A9%E6%91%A9%E7%BE%A9%E5%A3%AB%E9%A0%8C%E5%BE%B3%E6%85%B0%E9%9C%8A%E7%A5%AD&action=edit
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E9%87%8D%E7%9C%8C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E9%87%8D%E7%9C%8C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%B3%E5%B7%9D%E5%AE%B6%E5%AE%9A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%A1%E5%8F%B0%E6%89%80
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A3%E5%AE%A4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B6%99%E5%AE%A4
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将軍・家定は、京都から迎えた二人の御台所に先立たれ、病弱で子どもの生まれる見込みがな

かった。将軍家では、長命で子宝に恵まれた第１１代将軍・徳川家斉（いえなり）とその御台所であ

った第 8 代薩摩藩主・島津重豪（しげひら）の娘・広大院（こうだいいん）の前例にあやかろうと考えて

いたといわれている。 

一方、篤子は島津斉彬から政治的使命を帯びて江戸城へ送り込まれたとされている。 

斉彬は将軍後継問題を巡り、次期将軍に一橋慶喜（ひとつばしよしのぶ・後の徳川慶喜）を推す一橋派

と、紀州・徳川慶福（よしとみ・後の徳川家茂）を推す南紀派に分かれて対立する幕閣において、慶喜

の将軍後継を実現させるために篤子を徳川家へ輿入れさせたと思われる。 

但し、藩主の実子であった広大院に対し、篤姫自身は島津家の分家の出身であり、一橋派大名

からも「あまりにも御台所としては身分が低すぎる」と言う懸念の声があった。 

そのため安政 3年（1856年）、篤姫は右大臣・近衛忠煕（ただひろ）の養女となり、その年の 11月に

は家定の正室として大奥へ入ることになった。 

 

この結婚は次期将軍・一橋慶喜擁立へ向けた政略結婚の様相もおびていたが、安政五年、南紀

派の重鎮・井伊直弼（いいなおすけ）が大老に就任、斉彬ら一橋派の敗北となった。 

そして安政 5 年（1858 年）7 月に養父・島津斉彬は 50 歳で急死、また 8 月には病弱だった夫・徳

川家定も 25歳で急死した。第 14代将軍には南紀派の徳川家茂（いえもち）が、わずか 7歳で就任

することとなり、篤子は使命を果たすことが出来なかった。 

家定の死により篤姫は 23歳の若さで仏門に入り、以後「天璋院（てんしょういん）」と名乗る。 

 

この後、幕府は公武合体政策を進め、文久 2 年（1862 年）には朝廷より徳川家茂の正室として第

121代・光明天皇の妹・和宮（かずのみや）が 16歳で大奥へ入る事が決定される。 

薩摩藩は天璋院の薩摩帰国を申し出るが、天璋院は帰国を拒否している。 

また、輿入れした当初の和宮と天璋院は一種の「嫁姑」の関係にあり、更に皇室出身者と武家出

身者の生活習慣の違いもあって不仲であったが、後に和解したとされる。 

 

勝海舟の談話などから、自らが擁立する予定だった 15 代将軍・徳川慶喜（よしのぶ）とは険悪な仲

であったとされ、慶応 2 年（1866 年）には徳川慶喜の大奥改革に、将軍・家茂が死去して「静寛院

宮」と名乗っていた和宮と共に抵抗する。 

一方、慶応 3 年（1867 年）に慶喜が大政奉還を行って江戸幕府が消滅してから江戸城の無血開

城に至る中、自らの実家に当たる島津家に嘆願し、朝廷に嘆願した和宮と共に徳川家救済や最

後の将軍・慶喜の助命にも尽力したとされる。 

晩年は田安亀之助こと徳川宗家 16代・徳川家達（いえたつ）の養育に心を砕いた。 

明治期は徳川家からの援助で過ごし、明治 16年（1883年）に東京の一橋邸で死去、享年 48歳。 

東京都台東区上野の寛永寺に、夫・家定の墓と並べて埋葬された。 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%9F%E6%88%B8%E5%9F%8E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%B3%E5%B7%9D%E6%85%B6%E5%96%9C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%B3%E5%B7%9D%E5%AE%B6%E8%8C%82
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E6%94%BF
http://ja.wikipedia.org/wiki/1856%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%B3%E5%A4%A7%E8%87%A3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%B3%E5%A4%A7%E8%87%A3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%B3%E5%B7%9D%E5%AE%B6%E5%AE%9A
http://ja.wikipedia.org/wiki/1858%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E6%AD%A6%E5%90%88%E4%BD%93
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E4%B9%85
http://ja.wikipedia.org/wiki/1862%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%92%8C%E5%AE%AE%E8%A6%AA%E5%AD%90%E5%86%85%E8%A6%AA%E7%8E%8B
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8B%9D%E6%B5%B7%E8%88%9F
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%85%B6%E5%BF%9C
http://ja.wikipedia.org/wiki/1866%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1867%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%94%BF%E5%A5%89%E9%82%84
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%B3%E5%B7%9D%E5%AE%B6%E9%81%94
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E9%87%8E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%9B%E6%B0%B8%E5%AF%BA
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＜エピソード＞ 

自分の所持金を切り詰めてでも元大奥の下々の者の就職や縁組に奔走し、金を恵んでいたため、

死に際してその所持金はたった 3円（現代の 6万円）しかなかったという。 

嘉永 7年（1854年）11月に、既に大石寺に帰依していた南部八戸藩主・南部信順（のぶゆき・島津氏

出身）の強い勧めにより、養父・島津斉彬と共に現在の日蓮正宗総本山大石寺に帰依し、同塔中

遠信坊再々興に貢献した。また将軍・家定の死後には、万延元年 3月 15日～4月 5日（1860年 4

月 5日～5月 25日）までの 51日間、大石寺法主・日英 (富士門流)をして 1日 12時間（4時間×3回）

の唱題祈念を行っている。  

愛犬家であり、結婚前には狆（チン・・・室内犬）を多数飼っていたが、夫・家定が大の犬嫌いだった

ために大奥入り後は猫を飼っていたそうだ。 

 

＊近衛 忠煕（このえ ただひろ） 

幕末の公卿で公武合体派として活動した。翠山と号す。父は近衛基前、母は徳川宗睦の娘・琴姫。 

薩摩藩と関係が深く、忠熙の正室・島津興子は薩摩藩主・島津斉興の娘で斉彬の姉である。 

安政 4 年(1857 年)、左大臣となるが、徳川将軍後継者争いで一橋派に属したため、安政の大獄により失脚し、落

飾謹慎する。文久 2年（1862年）に復帰して関白内覧を務めるが、翌年尊王攘夷派の台頭により関白を辞した。 

 

＊皇女・和宮（かずのみや）・・・江戸幕府第 14代将軍・徳川家茂（いえもち）の正室。 

第 120代・仁孝天皇の第 8皇女で、第 121代・孝明天皇の異母妹。 

「和宮（かずのみや）」は誕生の際に賜った幼名で、「親子（ちかこ）」は文久元年（1861 年）の内親王宣下の際に賜っ

た諱である。号は静寛院宮（せいかんいんのみや）。 

江戸時代はもとより、それ以前に於いて、皇女が武家に降嫁し関東下向した唯一の例である。 

家茂は表向きには側室は作らず、和宮だけを生涯の伴侶とし夫婦仲は概ね良好であったとされているが、実際に

は数は少ないものの数人の妾がいたようである。しかしついに誰との間にも子は産まれなかった。 

 

江戸城内では武家の習いで将軍の正室を「御台様」と呼んでいたが、親子（ちかこ）はこれを拒否し、「和宮様（かず

のみやさま）」と呼ばせていた。嘉永4年（1851年）、有栖川宮幟仁親王の長男・熾仁親王と婚約したが、岩倉具視ら

が推進する公武合体のため婚約破棄され、その後、江戸幕府第 14代将軍・徳川家茂（いえもち）の正室となった。  

和宮が家茂に降嫁することで公武合体が完成し、和宮は大奥にて御年寄の瀧山、本寿院（徳川家定生母）と天璋

院（家定正室）とともに過ごすことなった。和宮及びそのお付き女中は宮中風の生活習慣を守り、大奥になじまな

い和宮一行を大奥側も不遇な待遇をしていじめるなどし、当初は険悪な空気であった。 

しかし人格に秀で、他者への気遣いが巧かった家茂の機転で和宮-大奥側は後に和解した。 

慶応 2年（1866年）、夫家茂が大坂城にて死去。落飾して以後「静寛院宮（せいかんいんのみや）」となる。 

戊辰戦争の際、明治天皇に手紙を書き、将軍・徳川慶喜の助命をするなど活動する。  

慶応 4 年（1868 年）4 月、江戸幕府は官軍に江戸城と大奥を明渡すことになり実成院とともに田安屋敷へと移った。

のち京都に戻るが、明治天皇の東京行幸のために居を東京へ移す。勝海舟の家で、天璋院（篤姫）と食事し仲良

http://ja.wikipedia.org/wiki/1854%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AB%E6%88%B8%E8%97%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E9%83%A8%E4%BF%A1%E9%A0%86
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B3%B6%E6%B4%A5%E6%B0%8F
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B3%B6%E6%B4%A5%E6%B0%8F
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E8%93%AE%E6%AD%A3%E5%AE%97
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E8%93%AE%E6%AD%A3%E5%AE%97
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E7%9F%B3%E5%AF%BA
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%81%A0%E4%BF%A1%E5%9D%8A&action=edit
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%87%E5%BB%B6
http://ja.wikipedia.org/wiki/3%E6%9C%8815%E6%97%A5_%28%E6%97%A7%E6%9A%A6%29
http://ja.wikipedia.org/wiki/4%E6%9C%885%E6%97%A5_%28%E6%97%A7%E6%9A%A6%29
http://ja.wikipedia.org/wiki/1860%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1860%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/5%E6%9C%8825%E6%97%A5
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E8%8B%B1_%28%E5%AF%8C%E5%A3%AB%E9%96%80%E6%B5%81%29
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8B%86
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%95%E6%9C%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E5%8D%BF
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E6%AD%A6%E5%90%88%E4%BD%93
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E8%BF%91%E8%A1%9B%E5%9F%BA%E5%89%8D&action=edit
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%B3%E5%B7%9D%E5%AE%97%E7%9D%A6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%96%A9%E6%91%A9%E8%97%A9
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%B3%B6%E6%B4%A5%E8%88%88%E5%AD%90&action=edit
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B3%B6%E6%B4%A5%E6%96%89%E8%88%88
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E6%94%BF
http://ja.wikipedia.org/wiki/1857%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B7%A6%E5%A4%A7%E8%87%A3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%80%E6%A9%8B%E6%B4%BE
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E6%94%BF%E3%81%AE%E5%A4%A7%E7%8D%84
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E4%B9%85
http://ja.wikipedia.org/wiki/1862%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%A2%E7%99%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%A2%E7%99%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8A%E7%8E%8B%E6%94%98%E5%A4%B7
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%9F%E6%88%B8%E5%B9%95%E5%BA%9C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%B3%E5%B7%9D%E5%AE%B6%E8%8C%82
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%81%E5%AD%9D%E5%A4%A9%E7%9A%87
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%81%E5%AD%9D%E5%A4%A9%E7%9A%87
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E4%B9%85
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AB%B1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%B7
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%9F%E6%88%B8%E6%99%82%E4%BB%A3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%98%89%E6%B0%B8
http://ja.wikipedia.org/wiki/1851%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E6%A0%96%E5%B7%9D%E5%AE%AE%E5%B9%9F%E4%BB%81%E8%A6%AA%E7%8E%8B
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E6%A0%96%E5%B7%9D%E5%AE%AE%E7%86%BE%E4%BB%81%E8%A6%AA%E7%8E%8B
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%A9%E5%80%89%E5%85%B7%E8%A6%96
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E6%AD%A6%E5%90%88%E4%BD%93
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%9F%E6%88%B8%E5%B9%95%E5%BA%9C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%B3%E5%B7%9D%E5%AE%B6%E8%8C%82
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%A5%A5
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%A1%E5%B9%B4%E5%AF%84
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%80%A7%E5%B1%B1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%B3%E5%B7%9D%E5%AE%B6%E5%AE%9A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E7%92%8B%E9%99%A2
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E7%92%8B%E9%99%A2
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%85%B6%E5%BF%9C
http://ja.wikipedia.org/wiki/1866%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%9D%82%E5%9F%8E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%8A%E8%BE%B0%E6%88%A6%E4%BA%89
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%8E%E6%B2%BB%E5%A4%A9%E7%9A%87
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%B3%E5%B7%9D%E6%85%B6%E5%96%9C
http://ja.wikipedia.org/wiki/1868%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%9F%E6%88%B8%E5%B9%95%E5%BA%9C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%98%E8%BB%8D
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%9F%E6%88%B8%E5%9F%8E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%9F%E6%88%90%E9%99%A2
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B0%E5%AE%89%E5%AE%B6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E8%A1%8C%E5%B9%B8
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E4%BA%AC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8B%9D%E6%B5%B7%E8%88%9F
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くなったといわれている。 明治 10年（1877年）、療養先の箱根塔ノ沢にて死去、享年 32。 

脚気衝心（脚気による心不全）が死因とされる。 墓所は東京都港区の増上寺。 

 

朝廷と幕府による政略結婚で将軍・徳川家茂と皇女・和宮は結婚したが、和子はその以前に宮家の有栖川宮熾

仁親王と婚約していた。のちの戊辰戦争では、徳川幕府討伐の官軍・総督に就任したのが、この有栖川宮熾仁親

王で、徳川家に嫁いだ皇女・和宮との因縁は、まさしく歴史の皮肉とも言える巡り合わせであった。 

 

＊広大院（こうだいいん）・・・第 11代将軍・徳川家斉の正室（御台所）。 

実父は薩摩藩第 8代藩主・島津重豪（しげひら）で、実名は篤姫、茂姫、寧姫。 

後に天璋院が「篤姫」を名乗ったのは広大院の名にあやかったともいわれている。 

一橋治済の息子・豊千代（後の徳川家斉）と早くに婚約していたが、徳川家基の急逝で豊千代が次期将軍と定め

られた際、この婚約が問題となった。将軍家の正室は五摂家か宮家の姫というのが慣例で、大名の娘、しかも外

様大名の姫というのは全く前例がなかったからである。 

このとき、この婚約は島津重豪の義理の祖母（第 5代藩主・島津継豊の正室）に当たる浄岸院（じょうがんいん）の遺

言であると重豪は主張した。浄岸院は徳川綱吉・吉宗の養女であったため幕府側もこの主張を無視できず、この

ためこの婚儀は予定通り執り行われることとなった。しかし将軍家の名目をたてるため、島津家と縁続きであった

近衛家の養女となり「近衛寔子（このえただこ）」として結婚することとなった。この結婚により、島津重豪は前代未聞

の「将軍の舅である外様大名」となり、後に「高輪下馬将軍」といわれる権勢の基となった。 

茂姫（広大院）は寛政 8 年（1796 年）、家斉の五男・徳川敦之助を産む。御台所が男子を出生するのは 2 代将軍・

徳川秀忠正室お江与の方以来であった。但し、その 3 年前に側室が産んだ敏次郎（後の家慶）が将軍家世子と定

められていたため、敦之助は御三卿の一つ・清水徳川家の養子となった。 

この慶事により茂姫、及び島津重豪の威勢はますます盛大な物となったが、敦之助はわずか 3 年後の寛政 11 年

（1799年）に亡くなってしまう。また、寛政 10年（1798年）にも懐妊するが流産してしまっている。 

このころには驕慢な振る舞いの多い茂姫を家斉は厭うようになり、大勢いる側室たちに寵愛を奪われ、その後 2度

と家斉の子供を産むことはなかった。天保 8年（1837年）、夫・家斉が隠退して大御所となって西の丸に移ると茂姫

も西の丸に移り、「大御台様」と称せられるようになる。 

天保 12年（1841年）、夫・家斉の死去に伴い落飾して「広大院」を名乗る。 

翌年従一位の官位を授かり、以後「一位様」と呼ばれるようになる。 

 

 

 

 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AE%B1%E6%A0%B9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%AB%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%9A%E6%B0%97
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%83%E4%B8%8D%E5%85%A8
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A2%97%E4%B8%8A%E5%AF%BA
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%B3%E5%B7%9D%E5%AE%B6%E6%96%89
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%A1%E5%8F%B0%E6%89%80
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%96%A9%E6%91%A9%E8%97%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B3%B6%E6%B4%A5%E9%87%8D%E8%B1%AA
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E7%92%8B%E9%99%A2
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%B3%E5%B7%9D%E6%B2%BB%E6%B8%88
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%B3%E5%B7%9D%E5%AE%B6%E5%9F%BA
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%94%E6%91%82%E5%AE%B6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%AE%E5%AE%B6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%96%E6%A7%98%E5%A4%A7%E5%90%8D
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%96%E6%A7%98%E5%A4%A7%E5%90%8D
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%84%E5%B2%B8%E9%99%A2
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%B3%E5%B7%9D%E7%B6%B1%E5%90%89
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%B3%E5%B7%9D%E5%90%89%E5%AE%97
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BF%91%E8%A1%9B%E5%AE%B6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%9B%E6%94%BF
http://ja.wikipedia.org/wiki/1796%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%B3%E5%B7%9D%E6%95%A6%E4%B9%8B%E5%8A%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%B3%E5%B7%9D%E7%A7%80%E5%BF%A0
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B4%87%E6%BA%90%E9%99%A2
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%B3%E5%B7%9D%E5%AE%B6%E6%85%B6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%A1%E4%B8%89%E5%8D%BF
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%85%E6%B0%B4%E5%BE%B3%E5%B7%9D%E5%AE%B6
http://ja.wikipedia.org/wiki/1799%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1798%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E4%BF%9D
http://ja.wikipedia.org/wiki/1837%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%BE%A1%E6%89%80
http://ja.wikipedia.org/wiki/1841%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%93%E4%B8%80%E4%BD%8D
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②幕末の名君・・・島津斉彬（しまず なりあきら） 

薩摩・鹿児島藩の第 11代藩主で、島津氏の第 28代当主。島津斉彬（なりあきら）は外様大名であり

ながら、近代日本のために尽力した人物で、 幕末きっての名君と称されたが、真の名伯楽（めいは

くらく）でもあった。西郷隆盛、大久保利通らは、一介の下級武士に過ぎなかったが、名君・斉彬に

見出され薫陶を受けたことによって、明治維新が成されたことを知る人は少ない。 

斉彬の存在なくして、西郷＆大久保は世にでることはなかったと思われる。 

その斉彬が養女に選び、徳川将軍の御台所として、いわば大奥に送り込んだ女性、それが天璋

院・篤姫その人であった。 

＊名伯楽（めいはくらく）・・・中国の故事！ 

伯楽（はくらく）とは・・・中国で馬の目利きをしていた人の名前で、千里を駆けるほどの馬を瞬時に見つける眼力が

あった。つまり、名馬を見つける名人の名前が伯楽という名前の人であったことから・・・人の潜在的な能力を見抜

いて、その人を上手に育てることができる人のことを「名伯楽」と言うようになった！ 

プロ野球選手で、当時無名だったイチロー選手の素質を見抜いて育てた仰木監督・新井打撃コーチは、その後、

プロ野球界の名伯楽として賞賛された！ 

 

＜中国の故事・・・＞ 

・世に伯楽あり、然る後、千里の馬あり！ 

（世の中に馬を見る名人の伯楽があればこそ、それに発見されて千里の名馬が出てくる！） 

・千里の馬は常に有れども 伯楽は常には有らず！ 

（千里を走る名馬はいくらでもいるが、馬を見る名人はなかなかいない！） 

・伯楽一たび顧みれば、価増すこと三倍！ 

（馬を見る名人の伯楽がひとたびあの馬はと目をつけて振り返れば、もうその馬は三倍の価に値上がりする！） 

 

また斉彬は、「日の丸」の旗を日本国の「国旗」として提唱した人でも知られている。 

西洋の文明に強い関心を示し、多くの西洋文化を最初に取り入れ精錬所を設け、磯の工業地帯

に反射炉や溶鉱炉も作り、日本で初めて「銀板写真」の撮影に成功したことも広く知られているが、

1858年（安政 5）年、50歳で急死した。 

このとき訃報を聞いた西郷隆盛は、殉死を願い出たほどであった。 

＊日の丸の国旗… 

国旗の歴史はイギリス艦隊がユニオンジヤックの旗を掲げて、この船はイギリスの領土であると宣言したことが国

旗の始まりだと言われている。 

当時西欧では殆どの国が国旗を掲げて国名を明らかにして航海していた。 

日本では幕末の頃、薩摩藩主・島津斉彬が薩摩藩の商船や軍艦に「日の丸」を掲げており、幕府に対して日本も

国旗を制定するよう提案した。いろいろの案が検討されたが最終的に薩摩が領していた「日の丸」が採用された。 

「日の丸」の旗は「日章旗」とも呼ばれるように、中央の赤は日章(太陽)を象徴し「日出ずる国・日本」を現したもの

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%96%A9%E6%91%A9%E5%9B%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%96%A9%E6%91%A9%E5%9B%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B3%B6%E6%B4%A5%E6%B0%8F
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で日本のシンボルとなった。「日の丸」が初めて歴史に登場するのは天武天皇時代の「続日本記」に記されている。

また「平家物語」の中では、屋島の合戦で那須与一が弓矢で射た扇の的が「紅の扇の日」であった。 

戦国時代には、日の丸は豊臣秀吉など多くの武将達が旗印として用いていたこともあった。  

明治政府が制定した国旗の寸法基準は、縦７対横 10 の割合で、日の丸の直径は縦の５分の３で中心から百分の

一旗竿側に寄せたものが正式な国旗とされている。 

 

＜斉彬の生い立ち＞ 

文化 6年（1809年）3月 14日、第 10代藩主・島津斉興（なりおき）の長男として江戸薩摩藩邸で生

まれた。母の周子は因幡鳥取藩主・池田治道の娘で「賢夫人」として知られた聡明な女性で、この

時代には珍しく斉彬はじめ周子出生の3人の子供は乳母をつけず、周子自身の手で養育された。

また曽祖父である第 8代藩主で島津氏・第 25代当主の島津重豪（しげひら）の影響を受けた。 

曽祖父・重豪は、当時の藩主としては大変開明的な大名で、聡明だった尊孫・斉彬を自分の息子

（9 代藩主・島津斉宣）や孫（10 代藩主・島津斉興）よりも可愛がり、将来の跡継ぎとして考えていたほど

であった。こうして斉彬は洋学に興味を持ったが、これが周囲の目に「蘭癖（らんぺき）」と映ったこと

が、皮肉にも薩摩藩を二分する抗争（お由羅騒動）の原因の 1つになったとされる。 

＊蘭癖（らんぺき）・・・ 

江戸時代、蘭学（オランダなど西洋文化）に傾注し、西洋の習俗を憧憬・模倣するような人を指した呼び名である。 

 

斉彬は、幼いころから秀才との評判であったが、18 歳のとき曽祖父・重豪（しげひら）に連れられて

オランダ商館の医師・シーボルトに会った事が、大きな刺激となって洋学へ傾倒した。 

25歳で曾祖父・重豪と死別したが、その頃から高野長英、緒方洪庵、箕作阮甫など一流の蘭学者

と交流して、洋書の翻訳を依頼し、西洋知識の吸収や情報収集に務め自らも蘭学を学んだ。 

特に高野長英はシーボルトの門下生で、蛮社の獄で入牢する以前から斉彬と親交があった。 

脱獄して各地に潜伏中、嘉永 2年（1849）には宇和島を経て鹿児島へ来たこともあり、斉彬の依頼

で軍事書「三兵答古知機」や「兵制全書」を翻訳し、鹿児島の砲台や江戸藩邸の砲台模型を設計

している。 

 

また斉彬は、水戸藩主・徳川斉昭や老中・阿部正弘とも深く交わり、琉球の外交問題を一任され

るほど幕府からも信頼されたが、福井藩主の松平春嶽（慶永）や宇和島藩主の伊達宗城、佐賀藩

主の鍋島直正、土佐の山内容堂ら有力諸侯とも親交して、中央政界でも重きを成す存在であった。

斉彬が藩主になったのは嘉永 4年、43歳のときであった。 

このとき、「お由羅騒動（おゆら そうどう）」により藩主就任を阻まれそうになったが、老中・阿部正弘

らの協力でその抗争も終結しようやく藩主に就任した。 

＊お由羅騒動（おゆら そうどう） 

斉彬（なりあきら）が藩主に就任となれば、曽祖父・重豪のように公金を湯水の如く費やし藩財政の困窮に一層の

拍車をかけかねないと、特に国元の薩摩で心配され、父・斉興（なりおき）は斉彬が 40 歳を過ぎてもまだ家督を譲

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%9F%E6%88%B8
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%A0%E5%B9%A1%E5%9B%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%A0%E5%B9%A1%E5%9B%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B3%B6%E6%B4%A5%E6%B0%8F
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B3%B6%E6%B4%A5%E9%87%8D%E8%B1%AA
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B3%B6%E6%B4%A5%E6%96%89%E5%AE%A3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B4%8B%E5%AD%A6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B1%E7%BE%85
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%9F%E6%88%B8%E6%99%82%E4%BB%A3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%98%AD%E5%AD%A6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B1%E7%BE%85
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%96%A9%E6%91%A9%E5%9B%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%B6%E7%9D%A3
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らなかった。そして、家老・調所広郷（ずしょ ひろさと）や父・斉興の側室・お由羅（ゆら）らは、お由羅の子で斉彬の異

母弟にあたる島津久光（ひさみつ）の擁立を画策した。 

斉彬派側近は、久光やお由羅を暗殺しようと計画したが、情報が事前に漏洩して首謀者 13名は切腹、また連座し

た約 50名が遠島・謹慎に処せられた。 

斉彬派の 4人が必死で脱藩し、重豪の子で筑前福岡藩主・黒田長溥（ながひろ）に援助を求めた。 

長溥の仲介で、斉彬と近しい幕府老中・阿部正弘、伊予宇和島藩主・伊達宗城、越前福井藩主・松平春嶽（慶永）

らが事態収拾に努めた。こうして嘉永 4年（1851年）2月に斉興が隠居し、斉彬が第 11代藩主に就任した。 

この一連のお家騒動は「お由羅騒動（高崎崩れ）」と呼ばれている。 

 

これにより、本格的に藩政改革が推進される。 

まず斉彬が力を注いだのは、海防と海軍力の充実だった。土佐の漂流民・ジョン万次郎を鹿児島

に留めて藩士や船大工に様式造船術を学ばせ、帆船の模型を作らせたが、これを機に磯の海岸

に造船所を設け、二年後に三本マストの大船建造に成功した。 

これが「伊呂波丸」で日本最初の洋式帆船となった。 

＊ジョン万次郎（ジョン まんじろう） 

波乱万丈の人生を送り幕末の日本で活躍した通訳・教師。本名、中濱万次郎（なかはままんじろう）。 

土佐国中浜村（現在の高知県土佐清水市中浜）の貧しい漁師の次男に生まれた。 

1841 年、14 歳の時に漁師の手伝いで漁に出たあと遭難し、奇跡的に太平洋に浮かぶ無人島の鳥島に漂着した。

そこでアメリカの捕鯨船ジョン・ハウランド号に仲間と共に救われる。日本はその頃鎖国であったため、救われた大

人達は寄港先のハワイで降ろされるが、アメリカのホイットフィールド（Whitfield）船長に気に入られた万次郎は本

人の希望からそのまま一緒に航海に出る。 

船名にちなみジョン・マン (John Mug) の愛称をアメリカ人からつけられた。 

アメリカで英語、数学、測量、航海術、造船技術などを学び、やがて船員達の投票により副船長に選ばれる。 

万次郎はアメリカの民主主義を目の当たりにすることになり、世界の各地を航海した万次郎は、その後船を購入し

ハワイに寄港、元の仲間と再会し、1851年共に日本へ帰国を果たす。 

 

海外から鎖国の日本へ帰国した万次郎達は長期間尋問を受ける事になるが、なんとか土佐に帰ることができた。

その際薩摩藩の島津斉彬がその知識に注目し、幕府ではペリーの来航によってアメリカの知識の重要性が増して

いたことから、1853年、幕府に召聘され直参の旗本となり、生れ故郷の地名を取って「中浜」の姓が授けられた。 

江戸で通訳も務め、またアメリカで身につけた学問を基に各地で講師としても活躍する。高知では坂本龍馬も万次

郎から聞いた世界観に影響を受けたと言われ、激動の幕末における影の重要人物である。 

万次郎は少年期に日本で基本的な学識を身に付けることなく米国に渡ったため、通訳としては有能であったが、

文章化された英語を日本語に訳することが不得手であったとされる。 

そのため西洋の体系的知識を日本に移入することが求められた明治以降は能力を発揮する機会に恵まれず、目

立った活躍はしていない。 

鎖国中の日本において、アメリカ本土に初めて足を踏み入れた人物であるため、彼は初めて鉄道･蒸気船に乗っ

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%B6%E8%80%81
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AA%BF%E6%89%80%E5%BA%83%E9%83%B7
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B1%E7%BE%85
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AD%91%E5%89%8D%E5%9B%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AD%91%E5%89%8D%E5%9B%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BB%92%E7%94%B0%E9%95%B7%E6%BA%A5
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%80%81%E4%B8%AD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%98%BF%E9%83%A8%E6%AD%A3%E5%BC%98
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8A%E4%BA%88%E5%9B%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8A%E4%BA%88%E5%9B%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8A%E9%81%94%E5%AE%97%E5%9F%8E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B6%8A%E5%89%8D%E5%9B%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B6%8A%E5%89%8D%E5%9B%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E5%B9%B3%E6%98%A5%E5%B6%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/1851%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%8A%E5%AE%B6%E9%A8%92%E5%8B%95
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%8A%E7%94%B1%E7%BE%85%E9%A8%92%E5%8B%95
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%95%E6%9C%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%9A%E8%A8%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%99%E5%B8%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%9F%E4%BD%90%E5%9B%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E7%9F%A5%E7%9C%8C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E7%9F%A5%E7%9C%8C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BC%81%E5%B8%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/1841%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B3%A5%E5%B3%B6_%28%E5%85%AB%E4%B8%88%E6%94%AF%E5%BA%81%29
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8D%95%E9%AF%A8
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%8E%96%E5%9B%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%AF%E3%82%A4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8B%B1%E8%AA%9E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%B0%E5%AD%A6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%AC%E9%87%8F
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%88%AA%E6%B5%B7%E8%A1%93
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%A0%E8%88%B9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%91%E4%B8%BB%E4%B8%BB%E7%BE%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/1851%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%8E%96%E5%9B%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%96%A9%E6%91%A9%E8%97%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B3%B6%E6%B4%A5%E6%96%89%E5%BD%AC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%9A%E3%83%AA%E3%83%BC
http://ja.wikipedia.org/wiki/1853%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%97%E6%9C%AC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9D%82%E6%9C%AC%E9%BE%8D%E9%A6%AC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%89%84%E9%81%93
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%92%B8%E6%B0%97%E8%88%B9
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た日本人でもある。伝記を子孫が 3代に渡って同じ出版社から出した事でも知られ、ホイットフィールド船長の子孫

とも代々交流がある。また、出身地の土佐清水市はアメリカでの滞在先となったニューベッドフォード市、フェアヘ

ーブン市の両市と姉妹都市盟約を締結し、現在も街ぐるみの交流が続けられている。 

蘭学者・河田小龍により「漂流記」が、まとめられた。 

 

斉彬（なりあきら）は、富国強兵・殖産興業を柱とした「洋式産業」を積極的に奨励した。 

まず城内の花園を廃して精錬所を設置し、硫酸・硝酸・塩酸などの研究・開発・製造を行い、磯の

竹林を伐り払って反射炉や溶鉱炉を建設し、大砲鋳造や製鉄を可能にした。 

このほか、硝子製造やガス燈、電信機、地雷、水雷、写真機、和欧活字、綿花薬、金銀メッキ、医

薬製造などさまざまな近代産業を興し、それらの作業所や工場群を総称して「集成館（しゅうせいか

ん）」と名づけた。 

この当時、佐賀藩など日本各地で近代工業化が進められていたが、島津斉彬の集成館事業は軍

事力の増大だけではなく、社会インフラの整備など幅広い分野まで広がっている点が他藩と一線

を画すほどであった。斉彬の死後、集成館事業は一時縮小するが薩英戦争でイギリス艦隊に打

撃を与えたことで、斉彬の集成館事業は見直され、集成館機械工場（現・尚古集成館）、日本初の

紡績工場である鹿児島紡績所を建造するなど日本の近代化に貢献した。 

＊集成館（しゅうせいかん）＆尚古集成館（しょうこ しゅうせいかん） 

1851 年、薩摩藩主となった島津斉彬は、仙巌園（磯庭園）の隣に工場を造ったが、この工場群のことを集成館とい

い、これらの事業は、紡績、製鉄、造船をはじめ写真やガス灯の実験、アルコールやガラス製造も行われていた。 

幕末、時の薩摩藩主であった島津斉彬は、アジアに進出して植民地化を進める西欧諸国の動きにいち早く対応す

るために、製鉄、造船、紡績等の産業をおこし、写真、電信、ガス灯の実験、ガラス、陶器の製造など、日本の近

代化をリードする工業生産拠点をつくり上げた。 

中でも慶応元年（1865 年）竣工の機械工場は、操業当時の姿をとどめる重要文化財で、その内部は大正 12 年

（1923年）、集成館事業とこれを進めた島津家の歴史を語り継ぐ博物館となり、現在は「尚古集成館」の名で親しま

れている。 

 

国政では開国が本意の斉彬は、福井藩主・松平春嶽（慶永）と公武一和を説いて将軍継嗣に水戸

斉昭の子・一橋慶喜の擁立を図った。 

しかし時の大老・井伊直弼によって阻まれたため、斉彬はその巻き返しのため三千の精鋭を引き

連れて上洛の準備を進める矢先に病に罹り、50歳の若さで急逝した。 

幕末にはあらゆる開明藩主が輩出されたが、その中でも島津斉彬は傑出していた。 

斉彬を評して、越前藩主の松平春嶽（慶永）は「天下第一の英主で、維新功業の起こり」と賞賛し、

勝海舟も「薩摩から人材が多く出たのは、斉彬の教育感化による」と絶賛している。 

また斉彬が側近として用いた西郷隆盛は、斉彬が逝去した後、その死を嘆き、殉死を決意したが

僧の月照に戒められて思いとどまっている。 

 

http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%99%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%89_%28%E3%83%9E%E3%82%B5%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%84%E5%B7%9E%29&action=edit
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%A2%E3%83%98%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%B3_%28%E3%83%9E%E3%82%B5%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%84%E5%B7%9E%29&action=edit
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%A2%E3%83%98%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%B3_%28%E3%83%9E%E3%82%B5%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%84%E5%B7%9E%29&action=edit
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%B2%B3%E7%94%B0%E5%B0%8F%E9%BE%8D&action=edit
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%90%E8%B3%80%E8%97%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%96%A9%E8%8B%B1%E6%88%A6%E4%BA%89
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%9A%E5%8F%A4%E9%9B%86%E6%88%90%E9%A4%A8
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幼い頃、破天荒な開明派の曽祖父・重豪に育てられ、その影響が強かった斉彬の脳裏には、既

に日本の将来のあるべき姿と、洋学を通じての世界的な視野が広がっていたのかもしれない。 

そういう意味において、斉彬こそは日本の幕末期において最初の開明的政治家だったといえる。 

西洋的な知識に加え、国学的な知識も豊富だった斉彬は、単なる学問的な秀才に留まらない。 

政界にあっても常に重きを成し、幕府首脳陣や有力諸侯らとも友好を深め、内政、外交において

その手腕を遺憾なく発揮している。 

斉彬は薩摩藩ではなく、むしろ日本自身を変えたかったのではないかと思われる。 

世界の中の日本がいかに小さく、非力であるかを理解していたからこそ、斉彬は開明的な思考で

国を開き、国を潤し、豊かにした上で、日本の確固たる地位の国として独立させることを夢見てい

たと考えられる。 

 

斉彬が死去する二ヶ月ほど前、幕府に提出した建白書には、大砲や砲台、軍艦など軍備の近代

化・整備を主張しつつも、人の和が大事であり、そのためにも様々な産業を興すべきだと述べてい

る。農本主義であった幕府首脳には耳の痛い話ではあるが、注目したいのは「人の和が大事」と

いうことを述べている点である。 

技術や頭脳だけでは無く、むしろ最も大事なのは人々が協力し合い、手を取り合って生きていくこ

とを理解していた斉彬だからこそ、薩摩藩において数々の改革を成し遂げられたのだと思う。 

「人間ひとりひとりの結集、これがなければ改革なぞおぼつかぬ」この事を心底から理解し、実践

しようとしていた。 

斉彬の目指すところは、日本を強く豊かな国にすること。藩という枠を越え、広く日本全体のことを

考えていた・・・ところが、斉彬は、篤姫・婚姻からわずか二年後の安政五（1858）年に急死し、篤

姫のその後も近代日本の行く末も見ることはできなかった。 

斉彬関係の史跡や史料は、島津家別邸仙巌園や旧集成館跡に建つ尚古集成館でみることがで

きるが、平成１８年６月、斉彬の目指した鉄製１５０ポンド砲が復元設置され、威風堂々とした趣を

放っている。 

もし、斉彬が長命していたとしたら、明治維新はもっとスムーズに行われ、斉彬自らが大統領のよ

うな存在になり、積極果敢に外国と交わり、アジアの平和をもたらし、日本は大いに繁栄できたの

ではないだろうか・・・！ 

 

＜斉彬の藩主時代・・・＞ 

斉彬は下士階級出身の西郷隆盛や大久保利通を登用して朝廷での政局に当たらせた。 

また福井藩主・松平春嶽、宇和島藩主・伊達宗城、土佐藩主・山内容堂、水戸藩主・徳川斉昭、

尾張藩主・徳川慶勝らと藩主就任以前から交流をもっていた。 

斉彬は彼らと共に幕政にも積極的に口を挟み、老中・阿部正弘に幕政改革（安政の幕政改革）を

訴えた。特に斉彬はアメリカのマシュー・ペリー艦隊以来の難局を打開するには公武合体・武備開

国をおいてほかにないと主張した。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E9%83%B7%E9%9A%86%E7%9B%9B
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E4%B9%85%E4%BF%9D%E5%88%A9%E9%80%9A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%9F%E4%BD%90%E8%97%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E5%86%85%E5%AE%B9%E5%A0%82
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4%E6%88%B8%E8%97%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%B3%E5%B7%9D%E6%96%89%E6%98%AD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%BE%E5%BC%B5%E8%97%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%B3%E5%B7%9D%E6%85%B6%E5%8B%9D
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%9A%E3%83%AA%E3%83%BC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E6%AD%A6%E5%90%88%E4%BD%93
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また、嘉永6年（1853年）11月に既に大石寺に帰依していた、島津の血を引く南部八戸藩主・南部

信順（なんぶ のぶゆき）の強い勧めにより、養女である天璋院とともに、現在の日蓮正宗・総本山大

石寺に帰依した。 

＊南部信順（なんぶ のぶゆき） 

陸奥国・八戸藩 9 代藩主。薩摩藩主・島津重豪の十男として生まれ、八戸藩の第 8 代藩主・南部信真の婿養子と

なる。天保 9年（1838年）に南部八戸藩の養嗣子として迎えられ、天保 13年（1842年）に家督相続する。 

重豪の息子の養子先は中津藩、福岡藩、外様ながら幕閣に列していた丸岡藩（有馬氏）など有力藩が多く、2万石

しかない小藩・八戸藩への養子は異例であった。  

お由羅騒動の時には実兄である黒田長溥と共に、島津斉彬擁立に活躍する。  

慶応 4 年（1868 年）、戊辰戦争が勃発すると東北地方の北辺にある小藩であった八戸藩は奥羽越列藩同盟の圧

力を真に受けることとなる。信順の実家が列藩同盟の敵方・薩摩藩であったために最初から仮想敵としてみられて

いたからであった。信順は列藩同盟には家老を立ち会わせ、一方で官軍側にたった秋田藩と密かに連携するなど、

この困難期を上手く乗り切り、結局一度も戦闘に参加することなく八戸藩の存続に成功する。  

また日蓮正宗の信徒としても知られている。当初は八戸法難と呼ばれる日蓮正宗信徒への迫害を行なったが、後

に日蓮正宗に帰依して 1861年に元中寺を創建している。  

また、故郷・鹿児島を懐かしんで薩摩式の庭園を八戸藩領に造ったが、この庭園は 2005年に「南部家庭園」（八戸

市）として初公開された。  

 

＜斉彬の人物・逸話・・・＞ 

将軍継嗣問題で敗れた斉彬は、藩兵 5000人を率いて抗議のため上洛することを計画した。 

しかしその年の 7月 8日、鹿児島城下で出兵のための練兵を観覧の最中に発病して、7月 16日

に死去した。 享年 50歳であった。 

斉彬の死後、その遺言により異母弟・島津久光の長男・島津忠義（ただよし）が後を継いで島津家

第 12 代・藩主となったが、そのあまりに急な死は、嫡子がいずれも夭逝していることとあわせ、父

の斉興や弟の久光、またはその支持者の陰謀であるとの噂もあった。 

墓所：鹿児島県鹿児島市池之上町の玉龍山福昌寺跡（鹿児島市に鎮座する照国神社の祭神でもある） 

 

斉彬により着手された殖産興業の一部は現在・尚古集成館（鹿児島県鹿児島市）に展示されてい

る。特に、ガラス製品製造のうち、ガラス工芸品は薩摩の紅ビードロとして珍重され、大名間の贈

り物としても持ちいられた品である。維新後、その技術は断絶したが、当時のものは希少な骨董と

して高い価値を持ち、近来になり復元・復興に成功し、現在「薩摩切子（さつまきりこ）」の名で生産さ

れている。 

 

大名身分をもつ者の中では、最も早く「写真」に撮影された人物であると言われている。 

また撮影技術自体にも興味をもち、城の写真を自ら撮影するなど、好奇心に富んだ人物であった

と言われている。斉彬が撮影した写真は、当時の技術では上出来であったと伝えられている。  

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AB%E6%88%B8%E8%97%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E9%83%A8%E4%BF%A1%E9%A0%86
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E9%83%A8%E4%BF%A1%E9%A0%86
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%B8%E5%A5%A5%E5%9B%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%B8%E5%A5%A5%E5%9B%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%96%A9%E6%91%A9%E8%97%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E4%BF%9D
http://ja.wikipedia.org/wiki/1838%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1842%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E6%B4%A5%E8%97%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E8%97%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%96%E6%A7%98%E5%A4%A7%E5%90%8D
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%B8%E5%B2%A1%E8%97%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E9%A6%AC%E6%B0%8F
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%8A%E7%94%B1%E7%BE%85%E9%A8%92%E5%8B%95
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BB%92%E7%94%B0%E9%95%B7%E6%BA%A5
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B3%B6%E6%B4%A5%E6%96%89%E5%BD%AC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%85%B6%E5%BF%9C
http://ja.wikipedia.org/wiki/1868%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%8A%E8%BE%B0%E6%88%A6%E4%BA%89
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E5%8C%97%E5%9C%B0%E6%96%B9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%A5%E7%BE%BD%E8%B6%8A%E5%88%97%E8%97%A9%E5%90%8C%E7%9B%9F
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%98%E8%BB%8D
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%8B%E7%94%B0%E8%97%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E8%93%AE%E6%AD%A3%E5%AE%97
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%85%AB%E6%88%B8%E6%B3%95%E9%9B%A3&action=edit
http://ja.wikipedia.org/wiki/1861%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%85%83%E4%B8%AD%E5%AF%BA&action=edit
http://ja.wikipedia.org/wiki/2005%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AB%E6%88%B8%E5%B8%82
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AB%E6%88%B8%E5%B8%82
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B9%BF%E5%85%90%E5%B3%B6%E5%9F%8E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B3%B6%E6%B4%A5%E5%BF%A0%E7%BE%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%8F%E6%98%8C%E5%AF%BA_%28%E9%B9%BF%E5%85%90%E5%B3%B6%E5%B8%82%29
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%85%A7%E5%9B%BD%E7%A5%9E%E7%A4%BE
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AE%96%E7%94%A3%E8%88%88%E6%A5%AD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%9A%E5%8F%A4%E9%9B%86%E6%88%90%E9%A4%A8
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B9%BF%E5%85%90%E5%B3%B6%E5%B8%82
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%96%A9%E6%91%A9%E5%88%87%E5%AD%90
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斉彬の功績は、西郷隆盛ら後の維新志士らから慕われ、明治時代を築くことになる人材を育て上

げたこともそのひとつといえる。  

 

＜斉彬と西郷隆盛・・・！＞ 

西郷隆盛は、薩摩藩の下級武士であったが、藩主の島津斉彬の目にとまり抜擢され、当代一の

開明派大名であった斉彬の身近にあって、若いころから強い影響を受けた。 

その後、斉彬の急死で失脚し奄美大島に流され復帰するが、新藩主の実父で事実上の藩主・島

津久光とは折り合わず、再び、沖永良部島に流罪にあう。 

しかし、家老・小松帯刀（たてわけ）や大久保利通の後押しで復帰し、元治元年（1864 年）の禁門の

変以降に活躍、薩長同盟の成立や王政復古に成功、戊辰戦争を巧みに主導し勝海舟と交渉して

江戸城無血開城を実現、明治維新の立役者となった。 

 

西郷隆盛は嘉永 4 年（1851 年）、第 10 代・薩摩藩主・島津斉興が隠居、島津斉彬が第 11 代・薩

摩藩主に就任した後、嘉永 5 年（1852 年）、父母の勧めで伊集院兼寛の姉・すが（敏であったとも云

われる）と結婚した。しかし 7月に祖父・遊山、9月に父・吉兵衛、11月に母・マサが相次いで死去、

一人で一家を支えなければならなくなった。 

嘉永 6年（1853年）2月、家督相続を許可されたが、役目は郡方書役助と変わらず、禄は減少して

41石余であった。この頃に通称を吉之介から善兵衛に改めた。 

12月、ペリーが浦賀に来航し、攘夷問題が起き始めた。 

安政元年（1854 年）、西郷の上親書が藩主・斉彬に認められて初めて謁見が許され、聡明な主

君・斉彬の眼力によって非凡な才能が認められることになった。以後は斉彬の近習として仕えるこ

とになり、斉彬の江戸参勤に際し中御小姓・定御供・江戸詰に任ぜられ江戸に赴いた。 

そして庭方役となり、当代一の開明派大名であった斉彬から直接教えを受けるようになった。 

またこの頃、念願だった水戸藩の学者・藤田東湖にも出会い、国事についていろいろと教えを受

け大きく成長していった。 

 

しかし鹿児島では、貧窮の苦労を見かねた妻の実家、伊集院家が西郷家から妻・すがを引き取っ

てしまい、以後、弟の吉二郎が一家の面倒を見ることになった。 

安政 2年（1855年）、通称を善兵衛から吉兵衛へ改める。その頃、越前藩士・橋本左内が来訪し、

国事を話し合い、その博識に驚く。この頃から政治活動資金を時々、斉彬の命で賜るようになる。

安政 3年（1856年）、武田耕雲斎と会う。その後、斉彬の密書を水戸の徳川斉昭に届ける。 

この後、第 13代将軍徳川家定と斉彬の養女・篤姫（敬子、将軍正室）が結婚。 

この頃の斉彬の考え方は、将軍正室を通じて一橋家の徳川慶喜を第 14代将軍にし、賢侯の協力

と公武親和によって幕府を中心とした中央集権体制を作り、開国して富国強兵をはかって露英仏

など諸外国に対処しようとするもので、日中韓同盟をも視野にいれた壮大な計画であった。 

そして西郷はその手足となって活動した。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E9%83%B7%E9%9A%86%E7%9B%9B
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%96%A9%E6%91%A9%E8%97%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A6%E5%A3%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B3%B6%E6%B4%A5%E6%96%89%E5%BD%AC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%84%E7%BE%8E%E5%A4%A7%E5%B3%B6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B3%B6%E6%B4%A5%E4%B9%85%E5%85%89
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B3%B6%E6%B4%A5%E4%B9%85%E5%85%89
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%96%E6%B0%B8%E8%89%AF%E9%83%A8%E5%B3%B6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%B6%E8%80%81
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%B6%E8%80%81
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%83%E6%B2%BB
http://ja.wikipedia.org/wiki/1864%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%81%E9%96%80%E3%81%AE%E5%A4%89
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%81%E9%96%80%E3%81%AE%E5%A4%89
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%96%A9%E9%95%B7%E5%90%8C%E7%9B%9F
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8E%8B%E6%94%BF%E5%BE%A9%E5%8F%A4_%28%E6%97%A5%E6%9C%AC%29
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%8A%E8%BE%B0%E6%88%A6%E4%BA%89
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8B%9D%E6%B5%B7%E8%88%9F
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%9F%E6%88%B8%E5%9F%8E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B3%B6%E6%B4%A5%E6%96%89%E5%BD%AC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%96%A9%E6%91%A9%E8%97%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%96%A9%E6%91%A9%E8%97%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8A%E9%9B%86%E9%99%A2%E5%85%BC%E5%AF%9B
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%9A%E3%83%AA%E3%83%BC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E6%94%BF
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%97%A4%E7%94%B0%E6%9D%B1%E6%B9%96
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B6%8A%E5%89%8D%E8%97%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A9%8B%E6%9C%AC%E5%B7%A6%E5%86%85
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A6%E7%94%B0%E8%80%95%E9%9B%B2%E6%96%8E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%B3%E5%B7%9D%E6%96%89%E6%98%AD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%B3%E5%B7%9D%E5%AE%B6%E5%AE%9A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E7%92%8B%E9%99%A2
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%80%E6%A9%8B%E5%AE%B6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%B3%E5%B7%9D%E6%85%B6%E5%96%9C
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安政 4年（1857年）4月、参勤交代の帰途に肥後熊本藩の長岡監物、津山田三郎と会い、国事を

話し合った。5月、帰藩。次弟・吉二郎が御勘定所役、三弟・信吾が表茶坊主に任ぜられた。 

10月、徒目付・鳥預の兼務を命ぜられたが、親友・大久保利通も徒目付になった。 

11 月、藍玉の高値に困っていた下関の白石正一郎に薩摩の藍玉購入の斡旋をし、以後、白石宅

は薩摩人の活動拠点の一つになった。12 月、江戸に着き、将軍継嗣に関する斉彬の密書を越前

藩主・松平慶永に持って行き、この月内、橋本左内らと一橋慶喜擁立について協議を重ねた。 

安政 5年（1858年）1、2月、橋本左内・梅田雲浜らと書簡を交わし、中根雪江が来訪するなど情報

交換し、3 月には将軍正室から近衛忠煕への書簡を携えて京都に赴き、僧月照らの協力で慶喜

継嗣のための内勅降下をはかったが失敗した。 

 

安政 5年（1858年）5月、彦根藩主・井伊直弼が大老となった。井伊は、6月に日米修好通商条約

に調印し、次いで紀伊藩主・徳川慶福を将軍継嗣に決定した。7 月には徳川斉昭に謹慎、松平慶

永に謹慎・隠居、徳川慶喜に登城禁止を命じ、まず一橋派への弾圧から強権を振るい始めた。 

この間、西郷は 6 月に鹿児島へ帰り、松平慶永からの江戸・京都情勢を記した書簡を斉彬にもた

らし、すぐに上京し、梁川星巌・春日潜庵らと情報交換した。 

 

安政 5年（1858年）7月 8日、斉彬は鹿児島城下天保山で薩軍の大軍事調練を実施した・・・兵を

率いて東上するつもりであったともいわれる。しかし 7月 16日、斉彬は急逝した。 

7月 19日、斉彬の遺言により弟・久光の子・島津忠義が第 12代薩摩藩主として家督相続し、久光

が後見人となったが藩の実権は斉彬の父・島津斉興が握った。 

7 月 27 日、西郷は京都で斉彬の訃報を聞き、殉死しようとしたが月照らに説得され、斉彬の遺志

を継ぐことを決意した。 

 

斉彬の急死には諸説があるが・・・一説では、コレラに罹ったと云われている。 

鹿児島出身の歴史小説家・海音寺潮五郎は、毒殺説を唱えている。 

いずれにしても、西郷は斉彬の眼力によって一介の下級武士から見出され、その薫陶を受けて大

きく成長していったものと思われる。 

斉彬が存在していなかったら西郷隆盛もまた、下級武士のまま一生を送ったと思われる。 

 

＜斉彬を育てた・・・曽祖父・島津 重豪（しまづ しげひで）＞ 

延享 2年（1745年）、第 7代藩主・島津重年の子として生まれた。幼名は善次郎。 

宝暦 5年（1755年）6月、父の重年が死去したために家督を継いだ。 

宝暦 8年（1758年）6月元服し、重豪（しげひで）と名乗り、従四位下左近衛権少将兼薩摩守に叙任。

幼少のために宝暦 10年（1760年）までは祖父・島津継豊が藩政を担った。 

祖父が死ぬと藩政の実権を掌握し、藩政改革に取り組んだ。 

重豪は英邁で蘭学に大変な興味を示し、自ら長崎のオランダ商館に出向いたり、オランダ船に搭

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%82%A5%E5%BE%8C%E5%9B%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%82%A5%E5%BE%8C%E5%9B%BD
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%95%B7%E5%B2%A1%E7%9B%A3%E7%89%A9&action=edit
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%B4%A5%E5%B1%B1%E7%94%B0%E4%B8%89%E9%83%8E&action=edit
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BD%E7%9F%B3%E6%AD%A3%E4%B8%80%E9%83%8E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%97%8D%E7%8E%89_%28%E6%9F%93%E6%96%99%29
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B6%8A%E5%89%8D%E8%97%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B6%8A%E5%89%8D%E8%97%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E5%B9%B3%E6%85%B6%E6%B0%B8
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A2%85%E7%94%B0%E9%9B%B2%E6%B5%9C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E6%A0%B9%E9%9B%AA%E6%B1%9F
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BF%91%E8%A1%9B%E5%BF%A0%E7%85%95
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%88%E7%85%A7
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BD%A6%E6%A0%B9%E8%97%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%95%E4%BC%8A%E7%9B%B4%E5%BC%BC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E7%B1%B3%E4%BF%AE%E5%A5%BD%E9%80%9A%E5%95%86%E6%9D%A1%E7%B4%84
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E7%B1%B3%E4%BF%AE%E5%A5%BD%E9%80%9A%E5%95%86%E6%9D%A1%E7%B4%84
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%80%E4%BC%8A%E8%97%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%B3%E5%B7%9D%E6%85%B6%E7%A6%8F
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%B3%E5%B7%9D%E6%96%89%E6%98%AD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E5%B9%B3%E6%85%B6%E6%B0%B8
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E5%B9%B3%E6%85%B6%E6%B0%B8
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%B3%E5%B7%9D%E6%85%B6%E5%96%9C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A2%81%E5%B7%9D%E6%98%9F%E5%B7%8C
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%98%A5%E6%97%A5%E6%BD%9C%E5%BA%B5&action=edit
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B3%B6%E6%B4%A5%E5%BF%A0%E7%BE%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B3%B6%E6%B4%A5%E6%96%89%E8%88%88
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AE%89%E6%AD%BB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%88%E7%85%A7
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%AC%E3%83%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%B7%E9%9F%B3%E5%AF%BA%E6%BD%AE%E4%BA%94%E9%83%8E
http://ja.wikipedia.org/wiki/1745%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B3%B6%E6%B4%A5%E9%87%8D%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1755%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1758%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1760%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B3%B6%E6%B4%A5%E7%B6%99%E8%B1%8A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E5%B4%8E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%80
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乗したりしている。明和元年（1764年）11月従四位上左近衛権中将に叙任。 

安永 2年（1773年）には藩校・造士館や演武館を設立し、教育の普及に努めた。 

安永 8年（1779年）には、明時館（天文館）を設立し、暦学や天文学の研究を行なっている。 

医療技術の養成にも尽力し、安永 3 年（1774 年）に医学院を設立する。そして、これらの設立した

学問所に通えるのは武士階級だけにとどめず、百姓町人などにも教育の機会を与えている。 

 

天明 7年（1787年）1月、家督を長男の斉宣に譲って隠居し、上総介に遷任したが、なおも実権は

握り続けたが、文化 6年（1809年）、近思録崩れ事件が起こった。 

これは子の斉宣が樺山主税、秩父太郎ら近思録派を登用して緊縮財政政策を行なおうとしたもの

だが、華美な生活を好む重豪は斉宣の政策に反対して彼を隠居させ、樺山らには死を命じた事

件である。そして重豪は孫の島津斉興を擁立し、自らはその後見人となってなおも政権を握った

のである。しかし、晩年に重豪は藩の財政改革にようやく取り組み、下級武士の調所広郷（ずしょ

ひろさと）を重用した。調所の財政再建は島津斉興の親政時に成果を見ている。 

さらに、新田開発も行なっている。 

 

老いてますます盛んな重豪は、曾孫の島津斉彬の才能を高く評価し、斉彬と共にシーボルトと会

見し、当時の西洋の情況を聞いたりしている。ちなみに重豪は、ローマ字を書き、オランダ語を話

すこともできたといわれている。会見したシーボルトは、「重豪公は 80余歳と聞いていたが、どう見

ても 60 歳前後にしか見えない。開明的で聡明な君主だ」と述べている。その蘭学へののめり込み

様から、いわゆる「蘭癖」大名の代表とされる。 

天保 3年（1832年）夏から病に倒れ、天保 4年（1833年）1月、江戸高輪邸大奥寝所にて 89歳と

いう長寿をもって大往生を遂げた。法名：大信院殿栄翁如証大居士。  

墓所：鹿児島県鹿児島市池之上町の玉龍山福昌寺跡。  

 

重豪の学問好き・・・重豪は学問に興味を深く示し、藩校「造士館」など学術施設の開設を進めると同時に、『南山

俗語考』、『成形図説』、『島津国史』、『質問本草』、『鳥名便覧』などの多くの書を刊行している。 

後に藩主となる斉彬が聡明で開明的だったのも、この重豪による影響が大きかったと言われている。 

 

政略結婚・・・それまで島津氏は将軍家や有力大名との婚姻を避ける傾向があった。しかし重豪は積極的に政略

結婚を進める政略に転じ、将軍・家斉に娘（広大院）を娶わせ、中津藩や福岡藩などの有力譜代大名や外様の大

藩に息子たちを養嗣子として送り込んだことから、江戸時代後期の政界に莫大な影響力を持ち、高輪下馬将軍と

称された。 

 

浪費家・超人的な活力・・・一方で、これらの政策による莫大な出費は、最後には大名貸しからも資金調達を拒絶

され、ついに市井の高利貸しからも借金する羽目となり、後世の史料では「鹿児島藩が天文学的借金を抱える原

因を作った殿様」として家臣に糾弾されている。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%8E%E5%92%8C
http://ja.wikipedia.org/wiki/1764%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E6%B0%B8
http://ja.wikipedia.org/wiki/1773%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%A0%E5%A3%AB%E9%A4%A8
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%BC%94%E6%AD%A6%E9%A4%A8&action=edit
http://ja.wikipedia.org/wiki/1779%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%98%8E%E6%99%82%E9%A4%A8&action=edit
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E6%96%87%E9%A4%A8
http://ja.wikipedia.org/wiki/1774%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E6%98%8E
http://ja.wikipedia.org/wiki/1787%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E5%8C%96_%28%E5%85%83%E5%8F%B7%29
http://ja.wikipedia.org/wiki/1809%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BF%91%E6%80%9D%E9%8C%B2%E5%B4%A9%E3%82%8C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%BA%E5%B1%B1%E4%B9%85%E8%A8%80
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E7%A7%A9%E7%88%B6%E5%AD%A3%E4%BF%9D&action=edit
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B3%B6%E6%B4%A5%E6%96%89%E8%88%88
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AA%BF%E6%89%80%E5%BA%83%E9%83%B7
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B3%B6%E6%B4%A5%E6%96%89%E5%BD%AC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%BB%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%84%E3%83%BB%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%9C%E3%83%AB%E3%83%88
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%9E%E5%AD%97
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%80%E8%AA%9E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%98%AD%E7%99%96
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B9%BF%E5%85%90%E5%B3%B6%E7%9C%8C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B9%BF%E5%85%90%E5%B3%B6%E7%9C%8C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%8F%E6%98%8C%E5%AF%BA_%28%E9%B9%BF%E5%85%90%E5%B3%B6%E5%B8%82%29
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%A0%E5%A3%AB%E9%A4%A8
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AD%9C%E4%BB%A3%E5%A4%A7%E5%90%8D
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%96%E6%A7%98%E5%A4%A7%E5%90%8D
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田沼意次とも親しかったという。かつて田沼を風刺したものとして日本史教科書に載っていた『まいない鳥』は実は

田沼ではなく重豪を風刺したものであるらしい。 

 

重豪は非常に頑健な人物であった。80 歳を越えても薩摩から江戸、長崎と各地を東奔西走し、当時の侍医は「80

歳だがなおも壮健。書を書くとき、読むときも眼鏡を必要とせず」とまで記している。 

また大変という表現すら不足なほどの恐るべき酒豪であり、酒の相手をするのも一苦労であるため、諸家では重

豪がやってくるのを（酒の相手をしなくてはならないのを）嫌ったとされる。 

この重豪を唯一飲み負かすことができたのが牧野千佐であり、彼女は後に重豪の側室となって黒田長溥を生んで

いる。重豪 69歳の時の話である。戦国の毛利元就とも並ぶ絶倫ぶりと言えよう。 

 

＜斉彬の異母弟・・・島津久光（しまづ ひさみつ）＞ 

幕末の薩摩藩における事実上の最高権力者で、島津氏 27 代当主・島津斉興の五男。生母は斉

興の側室・由羅。28代当主・島津斉彬は異母兄。29代当主・島津忠義は久光の長男である。 

次男・久治は宮之城家、三男・珍彦は重富家、四男・忠欽は今和泉家をそれぞれ相続した。 

曾孫に香淳皇后。玄孫に今上天皇。玉里島津家当主。爵位は公爵。位階勲等は従一位大勲位。 

 

文政元年（1818 年）、種子島家・種子島久道の養子となり、公子（藩主の子）の待遇を受けるが、

文政 8年（1825年）3月本家に復帰し、4月に又次郎と改名。11月 1日、改めて島津一門家筆頭

の重富島津家次期当主・島津忠公の娘千百子と婚姻し婿養子となる。直後に鹿児島城から城下

の重富邸へ移り住む。文政 11年 2月に斉興が烏帽子親となり元服、忠教（ただゆき）と名乗る。 

斉興の後継の地位をめぐって異母兄・斉彬との間で、御家騒動（お由羅騒動）が発生、幕府の介

入を招来し、嘉永 4年（1851年）に斉興が隠居、異母兄・斉彬が薩摩藩主となる。 

島津氏家督の座を争うかたちにはなったが、忠教（後の久光）自身は反斉彬派に担がれたという要

素が強く、斉彬と忠教の個人的関係は一貫して悪くなかったとみられる。また兄・斉彬と同様、非

常に学問好きであったが、蘭学を好んだ兄と異なり、忠教は国学に通じていた。 

 

安政 5年（1858年）に斉彬が死去すると、遺言により忠教の実子・茂久（後の忠義）が藩主に就任す

る。茂久の後見を務めた父・斉興が安政 6年（1859年）に没すると、藩主の実父として忠教の藩内

における政治的影響力が増大。文久元年（1861年）4月 23日に宗家へ復帰し諱を島津久光（ひさ

みつ）と改名、藩政の実権を掌握する。 

権力拡大の過程で若き小松帯刀（清廉）を家老に抜擢、合わせて大久保利通や岩下方平、海江

田信義、吉井友実ら中下級藩士から成る有志グループ精忠組の中核メンバーを登用した。 

 

文久 2年（1862年）、公武合体運動推進のため兵を率いて上京する。 

朝廷・幕府・雄藩の政治的提携を企図する久光の運動は、亡兄・斉彬の遺志を継ぐものとされた。

京都滞在中に、伏見（現京都市伏見区）の寺田屋に集結した有馬新七ら自藩の尊攘派過激分子を

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B0%E6%B2%BC%E6%84%8F%E6%AC%A1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%9F%E6%88%B8
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E5%B4%8E
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E7%89%A7%E9%87%8E%E5%8D%83%E4%BD%90&action=edit
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BB%92%E7%94%B0%E9%95%B7%E6%BA%A5
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AF%9B%E5%88%A9%E5%85%83%E5%B0%B1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%95%E6%9C%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%96%A9%E6%91%A9%E8%97%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B3%B6%E6%B4%A5%E6%B0%8F
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B3%B6%E6%B4%A5%E6%96%89%E8%88%88
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B1%E7%BE%85
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B3%B6%E6%B4%A5%E6%96%89%E5%BD%AC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B3%B6%E6%B4%A5%E5%BF%A0%E7%BE%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B3%B6%E6%B4%A5%E4%B9%85%E6%B2%BB
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%AE%AE%E4%B9%8B%E5%9F%8E%E5%AE%B6&action=edit
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%B3%B6%E6%B4%A5%E7%8F%8D%E5%BD%A6&action=edit
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8D%E5%AF%8C%E5%AE%B6
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%B3%B6%E6%B4%A5%E5%BF%A0%E6%AC%BD&action=edit
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E4%BB%8A%E5%92%8C%E6%B3%89%E5%AE%B6&action=edit
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B8%E7%B6%9A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A6%99%E6%B7%B3%E7%9A%87%E5%90%8E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%8E%E4%BB%81
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8E%89%E9%87%8C%E5%AE%B6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%88%B5%E4%BD%8D
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E7%88%B5
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8D%E9%9A%8E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8D%E9%9A%8E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%93%E4%B8%80%E4%BD%8D
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%93%E4%B8%80%E4%BD%8D
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E6%94%BF
http://ja.wikipedia.org/wiki/1818%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/3%E6%9C%881%E6%97%A5
http://ja.wikipedia.org/wiki/3%E6%9C%881%E6%97%A5
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E7%A8%AE%E5%AD%90%E5%B3%B6%E4%B9%85%E9%81%93&action=edit
http://ja.wikipedia.org/wiki/1825%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/11%E6%9C%881%E6%97%A5
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8D%E5%AF%8C%E5%AE%B6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%A1%E5%AE%B6%E9%A8%92%E5%8B%95
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%8A%E7%94%B1%E7%BE%85%E9%A8%92%E5%8B%95
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%9F%E6%88%B8%E5%B9%95%E5%BA%9C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%98%89%E6%B0%B8
http://ja.wikipedia.org/wiki/1851%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%98%AD%E5%AD%A6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E5%AD%A6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E6%94%BF
http://ja.wikipedia.org/wiki/1858%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B3%B6%E6%B4%A5%E5%BF%A0%E7%BE%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/1859%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E4%B9%85
http://ja.wikipedia.org/wiki/1861%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/4%E6%9C%8823%E6%97%A5
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E6%9D%BE%E6%B8%85%E5%BB%89
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E4%B9%85%E4%BF%9D%E5%88%A9%E9%80%9A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%A9%E4%B8%8B%E6%96%B9%E5%B9%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%B7%E6%B1%9F%E7%94%B0%E4%BF%A1%E7%BE%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%B7%E6%B1%9F%E7%94%B0%E4%BF%A1%E7%BE%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%89%E4%BA%95%E5%8F%8B%E5%AE%9F
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B2%BE%E5%BF%A0%E7%B5%84
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E6%AD%A6%E5%90%88%E4%BD%93
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%9D%E5%BB%B7
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%AC%E9%83%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%B8%82
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%B8%82
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E9%A6%AC%E6%96%B0%E4%B8%83
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8A%E6%94%98
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討伐する寺田屋事件を起こす。 

＊寺田屋事件（てらだやじけん） 

江戸時代末期の京都郊外の伏見（現在の京都府京都市伏見区）の旅館・寺田屋で、文久 2 年（1862 年）に発生し

た薩摩藩尊皇派等の粛清事件である。 

薩摩藩尊皇派が藩兵千名を率いて上洛した久光は、日本中の尊王派の希望をその身に背負った。 

しかし久光にはこの当時は倒幕の意志はなく、公武合体がその路線であった。このことに不満を持った薩摩藩の

有馬新七等は同じく薩摩藩の尊王派の志士、真木和泉・田中河内介らと共謀して関白・九条尚忠・京都所司代・

酒井忠義邸を襲撃することを決定し、伏見の船宿・寺田屋に集まった。 

当時寺田屋は薩摩藩の定宿であり、このような謀議に関しての集結場所としては格好の場所だったようである。 

 

久光は大久保利通等を遣わしこの騒ぎを抑えようと試みたが失敗したので、彼らの同志である尊王派藩士を派遣

して藩邸に呼び戻し、自ら説得しようとした。ただし万が一を考え、鎮撫使には特に剣術に優れた藩士９名を選ん

だ。彼らは有馬新七に「藩邸に同行するように」と求めたが新七はこれを拒否し、激しい斬りあいが始まった。 

この戦闘によって討手 1人と有馬新七ら 6名が死亡、2名が重傷を負った。 

また 2階には多数の尊王派（大山巌、西郷従道、篠原国幹、永山弥一郎、三島通庸など）がいたが、説得した末に

残りの尊王派志士たちは投降した。負傷者 2名は切腹させられ、尊王派の諸藩浪士は諸藩に引き渡された。 

引き取り手のない田中河内介らは「薩摩藩に引き取る」と称して船に連れ込み、斬殺された。 

鎮撫使側の人間は不幸な末路をたどったものが多いが、一方では、尊皇派の生き残りは多くが明治政府で要職

に立った。この事件によって朝廷の久光に対する信望は大いに高まり、久光は公武合体政策の実現（文久の改

革）のため江戸へと向かっていった。 

 

朝廷に対する久光の働きかけにより、（1）将軍徳川家茂の上洛、（2）沿海 5 大藩（薩摩藩・長州藩・

土佐藩・仙台藩・加賀藩）で構成される五大老の設置、（3）一橋慶喜の将軍後見職・前越前藩主松平

春嶽の大老職就任の「三事策」（（1）は長州藩、（2）は岩倉具視、（3）は薩摩藩の各意見を採用したもの）を

幕府に要求するため勅使の江戸派遣が決定される。 

久光は勅使・大原重徳に随行して江戸に下向、勅使とともに幕府との交渉に当たり慶喜の将軍後

見職・松平春嶽の政事総裁職就任を実現させる。 

 

目的を達成し東海道を江戸から京都に上る途上、武蔵国橘樹郡生麦村（現神奈川県横浜市鶴見区）

でイギリス民間人 4 名と遭遇、久光一行の行列を乱したという理由で随従の薩摩藩士がイギリス

人を殺傷する「生麦事件（なまむぎじけん）」が起こる。 

そして京都到着後、参内し幕政改革の成功を復命、帰藩する。 

＊「生麦事件」・・・ 

生麦事件の直前、アメリカ大使館員某も行列とすれ違っているが、この者は大名行列と出会った時の礼儀作法を

わきまえておりすぐさま道をあけ下馬・脱帽したので大事には至らなかった。 

事件は、翌文久 3年（1863年）の鹿児島湾におけるイギリス艦隊との武力衝突（薩英戦争）に発展した。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%BA%E7%94%B0%E5%B1%8B%E4%BA%8B%E4%BB%B6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%9F%E6%88%B8%E6%99%82%E4%BB%A3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%AC%E9%83%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8F%E8%A6%8B
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%BA%9C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%BA%9C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8F%E8%A6%8B%E5%8C%BA
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E4%B9%85
http://ja.wikipedia.org/wiki/1862%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%96%A9%E6%91%A9%E8%97%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%96%A9%E6%91%A9%E8%97%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%96%A9%E6%91%A9%E8%97%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%96%A9%E6%91%A9%E8%97%A9
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E8%97%A9%E5%85%B5&action=edit
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E6%AD%A6%E5%90%88%E4%BD%93
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E9%A6%AC%E6%96%B0%E4%B8%83
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9C%9F%E6%9C%A8%E5%92%8C%E6%B3%89
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E7%94%B0%E4%B8%AD%E6%B2%B3%E5%86%85%E4%BB%8B&action=edit
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%A2%E7%99%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%A2%E7%99%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%AC%E9%83%BD%E6%89%80%E5%8F%B8%E4%BB%A3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%AC%E9%83%BD%E6%89%80%E5%8F%B8%E4%BB%A3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E4%B9%85%E4%BF%9D%E5%88%A9%E9%80%9A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%B1%B1%E5%B7%8C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E9%83%B7%E5%BE%93%E9%81%93
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AF%A0%E5%8E%9F%E5%9B%BD%E5%B9%B9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AF%A0%E5%8E%9F%E5%9B%BD%E5%B9%B9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E5%B3%B6%E9%80%9A%E5%BA%B8
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E4%B9%85%E3%81%AE%E6%94%B9%E9%9D%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E4%B9%85%E3%81%AE%E6%94%B9%E9%9D%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%81%E5%A4%B7%E5%A4%A7%E5%B0%86%E8%BB%8D
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%81%E5%A4%B7%E5%A4%A7%E5%B0%86%E8%BB%8D
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E5%B7%9E%E8%97%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%9F%E4%BD%90%E8%97%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%99%E5%8F%B0%E8%97%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%A0%E8%B3%80%E8%97%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%80%E6%A9%8B%E6%85%B6%E5%96%9C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B6%8A%E5%89%8D%E8%97%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E5%B9%B3%E6%98%A5%E5%B6%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E5%B9%B3%E6%98%A5%E5%B6%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E8%80%81
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%A9%E5%80%89%E5%85%B7%E8%A6%96
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%9F%E6%88%B8
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%8E%9F%E9%87%8D%E5%BE%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%BF%E4%BA%8B%E7%B7%8F%E8%A3%81%E8%81%B7
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E6%B5%B7%E9%81%93
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A6%E8%94%B5%E5%9B%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A6%E8%94%B5%E5%9B%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%E7%9C%8C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%E7%9C%8C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B6%B4%E8%A6%8B%E5%8C%BA_%28%E6%A8%AA%E6%B5%9C%E5%B8%82%29
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%AE%E3%83%AA%E3%82%B9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%9F%E9%BA%A6%E4%BA%8B%E4%BB%B6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%9F%E9%BA%A6%E4%BA%8B%E4%BB%B6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%9F%E9%BA%A6%E4%BA%8B%E4%BB%B6
http://ja.wikipedia.org/wiki/1863%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B9%BF%E5%85%90%E5%B3%B6%E6%B9%BE
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%96%A9%E8%8B%B1%E6%88%A6%E4%BA%89
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幕府に賠償金を借用することで、イギリスとの間で講和が成立する。  

 

文久 3 年（1863 年）、2 回目の上京をするが、長州藩を後ろ盾にした尊攘急進派の専横を抑えら

れず、足かけ 5 日間の滞京で帰藩する。孝明天皇の支持を得て薩摩藩と会津藩が中心となり長

州藩の勢力を京都から追放した 8八月 18日の政変の成功もあり、3回目の上京を果たす。 

一橋慶喜、松平春嶽、山内容堂、伊達宗城、主松平容保（京都守護職）とともに朝廷から、久光の

建議によって新設された朝議参預（朝廷会議のメンバー）に任じられた。 

元治元年（1864 年）、参預会議が成立するが、しかし天皇が希望する横浜鎖港をめぐって、限定

攘夷論（鎖港支持）の慶喜と武備充実論（鎖港反対）の久光、春嶽、宗城との間で生じた政治的対立

などの影響から、参預会議は機能不全に陥り解体、薩摩藩の推進した公武合体運動は頓挫する。

この結果を受けて久光は、小松帯刀や西郷隆盛らに後事を託して帰藩する。 

 

＜倒幕の決断・・・＞ 

久光が在藩を続けた約 3 年間、中央政局は、禁門の変、第一次長州征伐、将軍進発、条約勅許

（通商条約の勅許）と兵庫開港（現兵庫県神戸市）を日本側に要求するため、英・仏・米・蘭各国の駐日

外交代表に率いられた 4か国連合艦隊が大坂湾に侵入した。 

一橋慶喜らの説得を受けた孝明天皇が、通商条約は勅許、ただし兵庫開港は承認せずとする勅

諚を下す。その後、薩長盟約の締結、第二次長州征伐、将軍・家茂の薨去、徳川慶喜（徳川宗家を

相続）の将軍就職、孝明天皇の崩御、祐宮睦仁親王（明治天皇）の践祚と目まぐるしく推移した。 

満を持した慶応 3 年（1867 年）、4 回目の上京では松平春嶽、山内容堂、伊達宗城と四侯会議を

開き、条約勅許の際に故・孝明天皇によって差し止められたものの布告期限が迫る兵庫開港問

題や、再征の休戦後（事実上の幕府の敗北）保留されたままの長州処分問題をめぐり、四侯連携の

もとで将軍慶喜との協議を進める。 

しかし、長州処分の先議を唱える四侯に対して、慶喜は対外関係を理由に兵庫開港の先議を主

張、朝議では慶喜の意向を受けて問題が同時に勅許される。朝廷を影響下に置く慶喜との政治

的妥協の可能性を最終的に断念した久光の決断により、薩摩藩指導部は武力倒幕路線を確定

することになった。 

 

＜明治維新後の久光・・・＞ 

久光は、維新後も薩摩藩（鹿児島藩）における権力を握り続けたが、政府に出仕していた西郷隆

盛や大久保利通らの主導で、明治 4年（1871年）に太政官より廃藩置県が布告される。 

鹿児島の久光はこれに激怒、抗議の意を込めて一日中花火を打ち上げさせた。 

旧大名層の中で、あからさまに廃藩置県に対して反感を示したのは、久光が唯一だった。 

また、同年 9 月に分家し、玉里島津家を創設。明治 6 年（1873 年）に政府に出仕して内閣顧問、

翌 7 年には左大臣となり、旧習復帰の建白を行うが、政府内の意思決定過程からは実質的に排

除された。同 8年に左大臣を辞職、以後鹿児島で隠居生活を送り、島津家に伝わっていた史書編

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AD%9D%E6%98%8E%E5%A4%A9%E7%9A%87
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%9A%E6%B4%A5%E8%97%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AB%E6%9C%88%E5%8D%81%E5%85%AB%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%94%BF%E5%A4%89
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E5%86%85%E5%AE%B9%E5%A0%82
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8A%E9%81%94%E5%AE%97%E5%9F%8E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E5%B9%B3%E5%AE%B9%E4%BF%9D
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%AE%88%E8%AD%B7%E8%81%B7
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%83%E6%B2%BB
http://ja.wikipedia.org/wiki/1864%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%8F%82%E9%A0%90%E4%BC%9A%E8%AD%B0&action=edit
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%AA%E6%B5%9C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%98%E5%A4%B7%E8%AB%96
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E9%83%B7%E9%9A%86%E7%9B%9B
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%81%E9%96%80%E3%81%AE%E5%A4%89
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E5%B7%9E%E5%BE%81%E4%BC%90
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%B5%E5%BA%AB%E5%8C%BA
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%B5%E5%BA%AB%E7%9C%8C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%B5%E5%BA%AB%E7%9C%8C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%AE%E3%83%AA%E3%82%B9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%80
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%9D%82%E6%B9%BE
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%96%A9%E9%95%B7%E7%9B%9F%E7%B4%84
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%B3%E5%B7%9D%E5%AE%97%E5%AE%B6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%8E%E6%B2%BB%E5%A4%A9%E7%9A%87
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B7%B5%E7%A5%9A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%85%B6%E5%BF%9C
http://ja.wikipedia.org/wiki/1867%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%9B%9B%E4%BE%AF%E4%BC%9A%E8%AD%B0&action=edit
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%80%92%E5%B9%95
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%8E%E6%B2%BB%E7%B6%AD%E6%96%B0
http://ja.wikipedia.org/wiki/1871%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%AA%E6%94%BF%E5%AE%98
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BB%83%E8%97%A9%E7%BD%AE%E7%9C%8C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8E%89%E9%87%8C%E5%B3%B6%E6%B4%A5%E5%AE%B6
http://ja.wikipedia.org/wiki/1873%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B7%A6%E5%A4%A7%E8%87%A3
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纂・蒐集に専念した。 

また、政府による廃刀令等の洋化政策に反抗し、生涯髷を切らず、帯刀・和装をやめなかった。 

西郷とは確執があったとされ、西郷らが蜂起した西南戦争では中立の立場をとり、戦火から逃れ

るため桜島に一時避難している。 

薩摩藩・島津宗家とは別家として玉里家創設を許可され、同家（公爵）は七男・忠済が継いだ。 

明治 20年（1887年）に死去、享年 70。国葬をもって送られたが、首都ではない鹿児島での国葬と

なったため、葬儀のためだけに道路が整備され、熊本鎮台から陸軍が派遣された。 

墓所は鹿児島県鹿児島市の島津家墓地。鹿児島市照国町鎮座の照国神社に銅像がある。 

 

島津久光は、薩摩藩の最高実力者であるものの、あくまで藩主の実父という存在であり、形式上

は幕府（将軍）や朝廷（天皇）から見れば陪臣に過ぎず、無位無官だった久光は参預任命に先立

ち、歴代の薩摩藩主と同等の格式の従四位下左近衛権少将に叙任されていた。  

維新後、配下に「俺はいつ将軍になるのだ」と聞いたという話は俗説である。  

 

＜久光とお由羅騒動(おゆらそうどう）＞ 

幕末に薩摩藩（鹿児島藩）で起こった御家騒動で、別名「高崎崩れ」「嘉永朋党事件」ともいわれる。

島津斉彬の藩主襲封を願う家臣によって起こされた事件であった。 

事件の名前になった「お由羅の方（おゆらのかた）」とは、江戸の町娘から島津斉興の側室となった

人物で、その出自は三田の八百屋、舟宿、大工等多数の説がある。 同女が息子・久光の藩主襲

着を謀り、正室出生の斉彬廃嫡を目指した事が事件の原因とされている。 

 

しかし、曽祖父・島津重豪の影響が強い斉彬を嫌っていた父・斉興や家老・調所広郷（ずしょひろさ

と）等の重臣達の方が、久光を後継者にと望んでいたのが実情とされる。  

彼ら久光擁立派は、重豪同様の「蘭癖大名」と見られていた斉彬が、この頃ようやく黒字化した薩

摩藩の財政を再び悪化させるのではと恐れていた。 

それに対し、斉彬の早期の家督相続を希望していた勢力もある。壮年の斉彬にいつまで経っても

家督相続せず倹約ばかりを強いる斉興へ反発を感じる若手下級武士や、斉彬を高く評価する江

戸幕府である。 琉球を実効支配し、外洋にも面していた薩摩藩は、この当時多発していた外国船

の漂着･襲来事件に巻き込まれる事が多々あった。 

この為、西洋の事情に疎い父・斉興より、海外事情に明るい斉彬の藩主襲封が望まれた。 

 

久光は文化 14 年（1817 年）生まれで、文政元年（1818 年）に父・斉興のごり押しで種子島家の養

子となったが、文政 8年（1825年）に斉興の心変わりにより種子島家との養子縁組を解消し、島津

一門家筆頭の重富島津家へ養子に入る事となった。 

名族ではあるが家老どまりの種子島家に対し、重富家の養子ともなれば次期藩主の地位を狙え

る立場となる。一方で父・斉興は嫡子である斉彬に対して家督を譲らなかった。これは、斉彬が既
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に将軍家へのお目見えも終了し、御三家・一橋斉敦の娘を正室としていた事もあり廃嫡が不可能

とわかり、どうしても斉彬に跡を継がせたくない為に藩主に居続けたものと思われる。 

その結果、斉彬は薩摩藩世子という立場のまま 40 歳となったが、この頃には嫡子が元服すれば

早々に藩主位を譲って隠居するのが習慣であり、この事態は異常であった。 

 

＜名家老・・・調所広郷の失脚！＞ 

聡明であった斉彬にこの様な状態が耐えられる訳が無かった。一方、国元の若手藩士を中心とし

て、茶坊主上がりの家老・調所広郷（ずしょひろさと）ばかりを重用する斉興に対する不満が高まって

いた。斉彬と若手藩士は「斉興隠居・調所失脚」で結束し、嘉永元年（1848 年）、ついに調所が密

貿易に深く関与していた証拠を見つけ、それを老中阿部正弘に密告するという・・・一歩間違えば

藩お取りつぶしにも成りかねない紙一重の手段に打って出た。 

阿部正弘に叱責されたと思われる調所は、同年 12月 18日に薩摩藩江戸藩邸で急死する。 

これは密貿易関与により斉興が隠居に追い込まれないよう一人で罪をかぶり自殺したものとされ

る。この事件により調所広郷の排斥には成功したものの、肝心の斉興は隠居しなかった為「斉彬

襲封」の実現には失敗した。一方、補佐役を失った父・斉興はますます斉彬を恨み、何が何でも久

光に跡を継がそうと思う様になったと思われる。 

調所広郷（ずしょひろさと）は、やり手であった第８代藩主・重豪（しげひら）に、その才能を見出されて

茶道職から登用された逸材でもあった。第 10 代藩主となった斉興にも仕え、使番・町奉行などを

歴任、藩が琉球や中国と行っていた密貿易にも携わり、1832 年に家老格、1838 年には家老に出

世し、藩の財政・農政・軍制改革に取り組んだ名家老でもあった。 

 

＜お由羅の方の「呪詛」疑惑・・・！＞ 

お由羅の方は、我が子・久光擁立を計った調所広郷に同情していたらしく、広郷の遺児を密かに

側用人としてかかえる等して支援していた。 

一方、その頃、斉彬は多数の子女を儲けていたものの、その多くが幼少の内に死亡しており、生

き残っていたのは女子 3 人だけであり、久光の子女が無事に成長していたのとは全く対照的であ

った。斉彬派の家臣はこれを「お由羅の方が斉彬とその子女を呪ったものである」と考え、お由羅

の方、及び久光を擁立する家臣を、これらを理由として排除しようと計った。 

 

ここに及んで、斉彬派は江戸家老・島津壱岐や二階堂主計といった改革派に加え、藩内若手の

期待を得たのに対し、久光派は島津豊後・島津将曹・伊集院平・吉利仲といった斉興側近の家老

で固め、調所が築いた安定を堅守しようと鋭く対立した。 

嘉永 2年（1849年）、斉彬の四男・篤之助が二歳で夭逝すると、斉彬派・久光派両派の対立は、ま

さに一触即発の状態となり、特に血気盛んな若手の多い斉彬派による、久光派重臣襲撃の噂が

絶えなかった。 

その機先を制するかの様に、同年 12月 3日、斉彬派の重鎮である町奉行兼物頭・近藤隆左衛門、

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%A1%E4%B8%89%E5%AE%B6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%B3%E5%B7%9D%E6%96%89%E6%95%A6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AA%BF%E6%89%80%E5%BA%83%E9%83%B7
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%98%89%E6%B0%B8
http://ja.wikipedia.org/wiki/1848%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%80%81%E4%B8%AD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%80%81%E4%B8%AD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AA%BF%E6%89%80%E5%BA%83%E9%83%B7
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B3%B6%E6%B4%A5%E6%96%89%E8%88%88
http://ja.wikipedia.org/wiki/1832%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%B3%B6%E6%B4%A5%E5%A3%B1%E5%B2%90&action=edit
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E4%BA%8C%E9%9A%8E%E5%A0%82%E4%B8%BB%E8%A8%88&action=edit
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%B3%B6%E6%B4%A5%E8%B1%8A%E5%BE%8C&action=edit
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%B3%B6%E6%B4%A5%E5%B0%86%E6%9B%B9&action=edit
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E4%BC%8A%E9%9B%86%E9%99%A2%E5%B9%B3&action=edit
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%90%89%E5%88%A9%E4%BB%B2&action=edit
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%98%89%E6%B0%B8
http://ja.wikipedia.org/wiki/1849%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E8%BF%91%E8%97%A4%E9%9A%86%E5%B7%A6%E8%A1%9B%E9%96%80&action=edit


 

 24 

同役・山田清安、船奉行・高崎五郎右衛門が、久光、お由羅及びその取り巻きの重臣らの暗殺を

謀議したとの咎で捕縛され、間もなく切腹を言い渡された。 

謀議の真偽については不明まま同罪状で、その他 3 名が切腹を命ぜられ、引き続き斉彬派約 50

名に蟄居・遠島等の処分が下された。 

その際に、これを恥じ自裁したものも多い。又、騒動の前に病没していた二階堂主計は、士籍を

剥奪される等、斉彬派へ徹底した弾圧がおこなわれた。 

 

この禍は、本国のみならず江戸屋敷まで及び、翌年 4月 26日、島津壱岐は更迭され隠居謹慎を

命ぜられたが下命の 2 日後に切腹。ここに至って残るは斉彬本人のみとなり、襲封は絶望的であ

るかに見えた。この時、西郷隆盛は、父・吉兵衛から吉兵衛が御用人をしていた赤山靭負の切腹

の様子を聞き、血衣を見せられた西郷は斉彬の襲封を強く願う様になった。 

また、大久保利通にとってはさらに影響が大きく、琉球館掛を勤めていた父・大久保利世は、罷免

の上、鬼界島に遠島になり、自らも記録所役助を免職謹慎となっていたが、このとき西郷は憔悴し

ていた友人の大久保を助け励ましていた。 

 

そして斉興の処分を逃れて脱藩に成功した一部の斉彬派藩士は、福岡藩に逃げ込んだ。 

当時の福岡藩主・黒田長溥（ながひろ）は斉彬の年下の大叔父であった。実家の騒動を見過ごせな

かった長溥は、斉興が脱藩士を引き渡すよう強要するもこれを拒絶、実弟である八戸藩主・南部

信順（のぶゆき）と計って老中・阿部正弘に事態の収拾を訴えた。 

以前より斉彬を買っていた正弘は将軍・徳川家慶（いえよし）に斉興へ隠居を命ずるよう要請する。 

家慶は斉興に香炉を下し、暗に隠居を促したのである。将軍の命令とあっては斉興も拒絶できず、

1851年 2月 2日、斉興は心ならずも隠居し、家督を斉彬に譲った。 

因みに騒動の首謀者とされるお由羅の方には、その後特に大きな処分はなく、1866年(慶応 2年)

に鹿児島で死去した。 
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③幕末の薩摩藩を支えた名家老・・・調所広郷＆小松帯刀 

●調所広郷（ずしょ ひろさと） 

薩摩藩の家老で、名は広郷（ひろさと）のほか笑左衛門、清八、友治、笑悦。 

城下士・川崎主右衛門基明（兼高）の息子として生まれ、1788年に城下士・調所清悦の養子となり、

茶道職として出仕していた。1798 年に江戸へ出府し、隠居していた前薩摩藩主・島津重豪にその

才能を見出されて登用される。 

後に藩主・島津斉興に仕え、使番・町奉行などを歴任、藩が琉球や中国と行っていた密貿易にも

携わり、1832年に家老格、1838年には家老に出世し、藩の財政・農政・軍制改革に取り組んだ。 

 

当時、薩摩藩の財政は 500 万両にも及ぶ膨大な借金を抱えて破綻寸前となっており、これに対し

て広郷は、行政改革、農政改革を始め、商人を脅迫して借金を無利子で 250年の分割払い（つまり

2085 年までに及ぶ分割払いだが、実際には 1872 年の廃藩置県後に明治政府によって債務の無効が宣言されて

しまった）にし、さらに琉球を通じて清と密貿易を行なった。 

一部商人資本に対しては交換条件として、この密貿易品を優先的に扱わせ踏み倒すどころか、む

しろ利益を上げさせている。そして、大島・徳之島などから取れる砂糖を専売制、商品作物の開発

などを行うなど財政改革を行い、1840 年には薩摩藩の金蔵に 250 万両の蓄えが出来る程にまで

財政が回復した。 

 

やがて藩主・斉興の後継者を巡る長男の島津斉彬と異母弟・島津久光による争いがお家騒動（後

のお由羅騒動）に発展すると、広郷は斉興・久光派に与することになった。 

これは聡明であったが、かつての重豪に似て西洋かぶれである斉彬が藩主になる事で、再び財

政が悪化する事を懸念しての事であると言われている。 

斉彬は幕府老中・阿部正弘らと結託し、薩摩藩の密貿易に関する情報を幕府に流し、斉興、調所

らの失脚を図る。1848年、調所が江戸に出仕した際、阿部老中に密貿易の件を糾問されると同年

12月、江戸桜田藩邸にて急死した。享年 73。 

死因は責任追及が斉興にまで及ぶのを防ごうとした服毒自殺とも言われる。 

 

死後、広郷の遺族は斉彬によって家禄と屋敷を召し上げられ、家格も下げられた。 

現在の墓所は鹿児島市内の福昌寺跡。明治時代の官僚で男爵になった調所広丈は末子（三男）

で、調所本家を継いだ。この本家は薩摩藩士・調所家としての本家であり、広郷自身が調所分家

出身のため、調所広郷家、つまり調所・家老家本家とは別である。 

明治維新の革命は、薩摩の軍事力によって実現されたが、薩摩藩が明治維新の時に他藩と異な

り、新型の蒸気船や鉄砲を大量に保有し羽振りが良かったのは、一世代前に 500 万両に及ぶ借

金を「踏み倒し」、薩摩藩の財政を再建させた調所広郷がいたからである。 

薩摩藩の 500 万両の借金は（当時、薩摩藩の年収は 12～14 万両、年間利息だけで年 80 万両を越える）、
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実際は「踏み倒した」のではなく、無利子 250年払いにさせて 1872年までの 35年間は一応返済さ

れている（但しそれ以降は廃藩置県のために返済されなかった）し、代替措置として密貿易品を扱わせ、

利益を上げさせてもいた。 

 

また、調所広郷のお陰で薩摩藩の財政改革や殖産や農業改革、及び高島砲術採用など軍制改

革にも成功し、財政の面を中心に見ると薩摩藩の救世主である事は間違いない。 

借金踏み倒しの面ばかりが強調されているが、調所広郷の真価はその後の薩摩藩の経済の建て

直しにある。膨大な借金を作るような体制から、最終的には50万両にも及ぶ蓄えができるようにし

たのである。 

しかし、砂糖の専売では百姓から砂糖を安く買い上げた上に税を厳しく取り立てており、借金の返

済でも証文を燃やしたり商人を脅したりして途方もない分割払いを成立させたため、同時期に長

州藩で財政改革を行なった村田清風と較べて（長州のほうがケタはひとつ少ないものの）、その評価は

清風と同じく財政を再建させたとはいえ、その一方で多くの領民を苦しめた極悪人という低い評価

がある。但し、苗代川地区では例外で調所が同地の薩摩焼の増産と朝鮮人陶工の生活改善に尽

くした事から、同地域では調所の死後もその恩義を感じて調所の招魂墓が建てられて密かに祀ら

れ続けていたという。 

 

また、斉興と斉彬の権力抗争の矢面に立ち、その憎悪を一身に受けた。 

その後、斉彬派の西郷隆盛や大久保利通が明治維新の立て役者となったため、調所家は徹底的

な迫害を受け一家は離散する。斉彬排斥の首謀者は斉彬の父・斉興とその側室のお由羅の方だ

ったが、この 2人は島津久光の両親であり弾劾出来なかったので、一層調所家への風当たりが強

くなったものと考えられる。彼の財政改革が後の斉彬や西郷隆盛らの幕末における行動の基礎を

作り出し、現在の日本の近代化が実現されたと評価されるようになったのは戦後のことである。 

 

ちなみに名君とされる斉彬であるが、斉彬時代になってからの方が領民に対する税率は上げられ

ており、結局は船や大砲などを自前で作るよりは、斉興･調所路線で海外から購入したほうが安く

ついたのである。 

ただしそうした斉彬の開明的な姿勢が人々にもたらした意識改革も評価されるべきである。 

鹿児島県鹿児島市の天保山公園には、広郷の銅像がある。 

 

●小松 帯刀（清廉）（こまつ たてわけ・・・きよかど） 

歴史の舞台には、あまり登場しないため“幻の帝相”といわれている人物が、小松帯刀（清廉）で

ある。帯刀は名君・島津斉彬にその才能を見出されて重用された。 

藩主・斉彬亡き後は弟・島津久光の側役となり、さらに若き家老として抜擢され、大久保利通に請

われて下級藩士の勤皇グループ・誠忠組の指導者となった。 

帯刀（たてわき）は、天保 6年（1835）、薩摩国鹿児島近在の下原良村で喜入領主・肝付兼善（きもつ
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きかねよし）の三男・尚五郎として生まれた。その後、藩主・島津斉彬の小姓となり、安政 3 年（1856

年）吉利領主である小松清猷（きよみち）の養子となって家督を継ぎ小松帯刀（たてわけ）と称した。 

吉利（よしとし）は指宿郡喜入の領主・小松家の領地で、帯刀が 23 才の時、小松家の当主が琉球

出張中に亡くなったため、藩主・島津斉彬からの勧めもあり帯刀が急遽小松家の養子になった。 

領地吉利への初入りの式を済ませた帯刀は、家臣との親睦に勤め、領内の課題や今後の改革に

取り組むなど、その手腕を早くも発揮した。 

 

文久元年（1861 年）、島津斉彬の弟・島津久光にその才能を見出されて側近として取り立てられ、

大久保利通と共に薩摩藩の藩政改革に取り組んだ。 

文久 2年（1862年）、久光の上洛に従って上洛し、帰国後は 27歳の若さで家老に抜擢された。 

そして、京都で主に行動し、朝廷や幕府、諸藩との連絡・交渉役を務めた。 

この京都で行動中、土佐藩士の坂本龍馬と親友（二人は同年齢であった）となり、龍馬がお龍を妻と

して娶ったとき、その世話役を務めている。 

慶応 3 年（1867 年）、龍馬や中岡慎太郎、板垣退助、後藤象二郎と共に薩土同盟（薩摩藩と土佐

藩）を結ぶなど、常に他勢力との交渉において大きな功績を立てている。 

 

慶応 3年(1867)10月、将軍・徳川慶喜に大政奉還を進言した。 

明治維新後も、その交渉能力を買われて参与、総裁局顧問に就任するなど新政府で重きをなす

が、明治 2年(1869)、病気のため官を辞したが明治 3年（1870年）、35歳の若さで病死した。 

寛容で雄弁、明快な人柄から人望が厚く、大久保や西郷隆盛らからも将来を期待されていた人物

であったが、あまりに若すぎる最期であった。 

下級武士に過ぎなかった西郷や大久保、一介の浪人であった坂本龍馬が幕末あれだけの活動

が出来たのも、薩摩藩・家老という地位を持った小松帯刀の存在（バックアップ）が大きかったと思わ

れる。彼がいなければ、西郷も大久保も龍馬も歴史に名を残すことはなかったかも知れない。 

 

帯刀は、久光の意向を汲んで、公武合体及び幕政改革を推進し、幕末政局における薩摩藩の指

導的地位の確立に大きく貢献した。元治元年（1864）7月の蛤御門の変では、久光の名代として西

郷隆盛とともに薩摩軍を指揮して皇居を防衛した。 

薩長同盟に際しては、藩論をまとめるべく奔走した。薩長の巨頭会談そのものも、小松の京都屋

敷で行われている。逃亡生活を送る坂本竜馬を自分の別荘に招いて厚遇するなど、人間味の溢

れる逸話も多い。維新政府成立後は、大久保利通らと版籍奉還を画策し、藩政改革案を作成する。

しかし維新からわずか 3年後に大坂で病死した。 

帯刀と接したもので、誰一人彼を褒めないものはいないという。 

「パークス伝」によると・・・「小松帯刀は非常に知恵があり、応対の見事な人であった」といい、大

隈重信は「容貌、風采とも立派で、気品があり、薩摩人には珍しい雄弁家で、寛仁大度の人だっ

た」と語っている。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E6%94%BF
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A4%8A%E5%AD%90
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%B6%E7%9D%A3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E4%B9%85
http://ja.wikipedia.org/wiki/1861%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B3%B6%E6%B4%A5%E4%B9%85%E5%85%89
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E4%B9%85%E4%BF%9D%E5%88%A9%E9%80%9A
http://ja.wikipedia.org/wiki/1862%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%AC%E9%83%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%9D%E5%BB%B7
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%9F%E4%BD%90%E8%97%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9D%82%E6%9C%AC%E9%BE%8D%E9%A6%AC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%8A%E3%82%8A%E3%82%87%E3%81%86
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%85%B6%E5%BF%9C
http://ja.wikipedia.org/wiki/1867%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%B2%A1%E6%85%8E%E5%A4%AA%E9%83%8E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BF%E5%9E%A3%E9%80%80%E5%8A%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%8C%E8%97%A4%E8%B1%A1%E4%BA%8C%E9%83%8E
http://www.ndl.go.jp/portrait/datas/147.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%8E%E6%B2%BB%E7%B6%AD%E6%96%B0
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E9%83%B7%E9%9A%86%E7%9B%9B


 

 28 

肝付家（きもつき）という比較的上位の家柄の出自で、養子に入った小松家も薩摩きっての名門で

ある。そのため身分的にはかなり上の人間であるが、それでも下位の者を見下すことなく、下級武

士の大久保利通らを支援し、彼らを中核とした藩体制を作り上げた。 

下級武士の突き上げから幕末が始まった長州などとは違い、薩摩はややもすると上下の身分さ

が激しく、固定化が著しい。ましてや斉彬死後、島津家の実権を握った島津久光は保守的な人物

である。西郷や大久保らの動乱期の活躍も、帯刀の力に負うところが大きい。 

 

しかし、その西郷とはどうもそりが合わなかったようである。その理由はわからないが、それでも西

郷の活躍は認めていた。ちなみに大久保や長州の木戸孝允とは仲がよかったようだ。 

帯刀は開明的な進歩派で、木戸や大久保のような政治家タイプだったのかもしれない。 

小松は「日本は島国なのだから、海軍を盛んにしなければならない」というのが持論であったが、

これでいて保守的な久光と波長が合ったというのは、小松の人間性がよほどすばらしいものだっ

たのだろう。事実小松は、出自や身分にこだわらず、他人の面倒をよく見ている。 

坂本竜馬や大隈重信はもちろん、勝海舟でさえも絶賛しているほどだという。 

36歳という若さでこの世を去っていることは、明治新政府のためにも惜しまれる。 

薩摩というと西郷、大久保の印象が強いが、この小松帯刀の存在も忘れてはならない。 

もし長命していたら明治政府の中核に上り詰めて、辣腕を振るったことだろう・・・！ 

 

因みに当時の関係者の生年月日は・・・ 

            誕生     死亡の年齢                誕生     死亡の年齢  

島津斉彬・・・・1809/04/28     49（安政 5年）   小松帯刀・・・・1835/12/03    35（明治 3年）  

島津久光・・・・1817/12/02     70（明治 20年）    坂本龍馬・・・・1836/01/03    31（慶応 3年） 

西郷隆盛・・・・1828/01/28     49（明治 10年）   徳川慶喜・・・・1837/10/28    76（大正 2年） 

大久保利通・・1830/09/26     47（明治 11年） 
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④幕末の三代将軍・・・徳川家定・徳川家茂・徳川慶喜 

●徳川 家定（いえさだ）・・・江戸幕府第 13代征夷大将軍。  

文政 7年（1824年）、第 12代将軍・徳川家慶（いえよし）の四男として江戸城で生まれる。 

家慶の子（14男、13女）の多くは早世し、生き残っていたのはこの家定だけであった。 

しかし、幼少時から病弱で、人前に出ることを極端に嫌う性格だったと言われている。 

その為、乳母である歌橋にしか心を開かなかった。一説には脳性麻痺であったとされる。 

 

天保 12 年（1841 年）に祖父で第 11 代将軍、大御所であった徳川家斉が薨去したため、第 12 代

将軍・家慶の世子となる。しかし父の家慶は家定の器量を心配して、一時は徳川慶喜を後継者に

しようと考えたほどである。だが、老中の阿部正弘らが反対したため結局は家定を世子とした。 

嘉永 6年（1853年）、父・家慶がアメリカのペリー提督来航の最中に病死したため、後を継いで 29

歳のとき第 13代将軍となった。 

 

嘉永 6年（1853年）に来航したペリーが、安政元年（1854年）に約束通り 7隻の艦隊を率いて再来

日すると、幕府は日米和親条約に調印した。安政 4 年（1857 年）には、アメリカ総領事のタウンゼ

ント・ハリスを江戸城で引見している。しかし家定は病弱だったうえ、将軍就任以後にはただでさえ

悪かった体調がさらに悪化して、ほとんど廃人同様になったとまで言われている。 

このため、幕政は老中・阿部正弘によって主導され、安政 4 年（1857 年）に正弘が死去すると、そ

の後は老中・堀田正睦によって主導されることとなった。 

 

＜将軍後継者争い・・・＞ 

家定は正室として鷹司政煕の娘（天親院有君）や一条忠良の娘（澄心院寿明君）を迎えたが、いずれ

も早世し、島津斉彬の養女・天璋院篤姫との間にも実子は生まれなかった。 

このため、将軍在位中から後継者争いはすでに起こっていたが、家定の病気が悪化した安政 4年

（1857年）頃からは、それが激化することとなる。 

家定の後継者候補として、井伊直弼らが推薦する紀伊和歌山藩主の徳川慶福（後の徳川家茂）を

将軍後継に推す南紀派と、島津斉彬、徳川斉昭が推す一橋慶喜（後の徳川慶喜）を推す一橋派が

上がり、この両派が互いに第 14代将軍の座をめぐって争っていた。 

家定はこの将軍継嗣問題でも、表舞台に出ることはほとんど無かったが、安政 5年（1858年）6月、

大老・老中を招集して家茂を後継者にするという意向を伝え、7 月に一橋派の諸大名の処分を発

表するという異例の行動を見せた。なお、家定が将軍らしい行動を見せたのは、これが最初で最

後で、安政 5年（1858年）7月 6日、薨去した。享年 35歳であった。 

後を養子の徳川家茂（いえもち）が継いだ。 

人物・・・幕末の難局にもかかわらず、家定は就任直後から後継問題が浮上するほど体が弱く、一説には脳性麻

痺だったとも言われているが、将軍として指導権を示すことが出来なかった。  
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カステラを作ったりするなど、菓子作りが趣味だったとされている。  

家定は、煮豆やふかし芋などを作っていたため、松平慶永（春嶽）から「イモ公方」などと呼ばれていたという。  

アメリカ公使ハリスの日記によると、ハリスと引見した際、言葉を発する前に頭を後方に反らし、足を踏み鳴らすと

いう行動をとったとある。 これは脳性麻痺の典型的な症状と言われる。 

しかし、家定はハリスに対して「遠い国からきてごくろうであった。満足に思う。我が国と米国の関係は永遠に続くで

あろう。」と告げ、将軍らしい態度も見せた。  

 

●徳川 家茂（いえもち）・・・江戸幕府第 14代征夷大将軍。 

将軍就任の前は御三家・紀州藩第 13代藩主。初名は徳川慶福（とくがわ よしとみ）。 

第 13代・紀州藩主・徳川斉順（なりゆき）の長男であるが、父は家茂が生まれる前に薨去した。 

祖父は第 11代将軍・徳川家斉、正室は孝明天皇の妹・和宮親子内親王（静観院宮）。 

家茂は、関係が囁かれた女性がいたとの噂もあったが側室は持たなかった。4 歳で紀州藩主とな

ったが、嗣子の無い第 13代将軍・徳川家定に最も近い血筋の人物であるとして、井伊直弼ら南紀

派の支持を受けて 13歳で第 14代将軍となる。 血筋だけでなく英明な風格を備えており、勝海舟

をはじめ幕臣からの信望厚く、忠誠を集めたと言われている。  

 

政略結婚ではあるが、和宮に対してたびたび贈り物をするなど非常に気を遣い、2 人の関係は良

好であった。徳川家歴代の将軍と正室の中で最も夫婦仲がよいといえたのは家茂・和宮であった

といわれている。1858年、家茂はこの時 13歳という若年で将軍となったが、第 11代将軍・徳川家

斉の孫に当たるという経緯から、一橋慶喜を抑えて将軍に就任した。 

しかし 1862年までは田安慶頼が、その後は一橋慶喜が「将軍後見職」に就いていたため、その権

力は抑制されていた。1863年には 229年振りとなる上洛を果たし、義兄に当たる孝明天皇に尊皇

攘夷を誓った。 

 

1865 年、兵庫開港を決定した老中・阿部正外らが朝廷によって処罰されると、その報復としてか、

自ら将軍職の辞意を朝廷に上申している。このとき孝明天皇は大いに驚き、慌てて辞意を取り下

げさせ、その後の幕府人事への干渉をしないと約束したという。 

1866 年、家茂は第 2 次長州征伐の途上大坂城で病に倒れた。この知らせを聞いた孝明天皇は、

典薬寮の医師である高階経由と福井貞憲の二人を大坂へ派遣し、その治療に当たらせた。 

しかしその甲斐なく、家茂は大坂城にて薨去した。享年 21歳であった。 

あまりに若すぎるその死は、一説に毒殺とも言われている。 

 

増上寺の徳川将軍家墓地改葬の際に徳川家の人々の遺骨の調査を行った際に、和宮の墓の中

から家茂と思われる男性の肖像写真が発見された。 

これまで家茂は義兄の孝明天皇に倣い写真は撮影していなかったとされていた。 

死の直前に大阪で撮影されたものと推定され、江戸にいる和宮に贈ったとみられる。 
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発見の翌日に再度写真を検証しようとすると画像は失われており、そこにはガラス板があるのみ

だった。ただ、この写真の男性は家茂ではなく、和宮の最初の婚約者であった有栖川宮熾仁親王

ではなかったかとする説もある。 

 

人物・・・家茂はわずか 20 年の生涯であったが、幕末の動乱期の中をその若さで潜り抜けていることは高く評価さ

れている。勝海舟からは、「若さゆえに時代に翻弄されたが、もう少し長く生きていれば、英邁な君主として名を残

したかもしれない。武勇にも優れていた人物であった」と評価されている。 

また、幕臣からも信望が厚かったと言われ、家臣や女性や動物たちに至るまで非常に優しい態度で接する一方、

剛毅な一面を持つ人柄が明治後に旧幕臣たちなどからさまざまな逸話で伝えられている。 

 

文久 3年（1863年）4月、家茂は朝廷に命じられた攘夷実行へのデモンストレーションとして、大阪で幕府の軍艦順

動丸に乗って大阪視察を行っている。この時順動丸を指揮していた勝海舟から軍艦の機能の説明を受け、非常に

優れた理解力を示した。その折に勝から軍艦を動かせる人材の育成を直訴されると、即座に神戸海軍操練所の

設置を命令した。さらに同年 12月に上洛の際、勝の進言を容れて順動丸を使うことを決断した。 

その理由として前回の上洛において往路だった陸行では 22 日を要したのに対し、帰路順動丸を使った時にはわ

ずか 3日で江戸に帰れた事実がある。そのカルチャーショックが勝への信頼感へつながったとする説がある。 

 

さらに航海の途中で海が荒れて船に酔う人が続出したため、側近から陸行への変更を奨められたが、この時「海

上のことは軍艦奉行に任せよ」と厳命し、勝への変わらぬ信頼を表した。これらの信任に勝は深く感激し、家茂に

対する生涯の忠誠を心中深く誓ったという。家茂の死にはショックと絶望のあまり、日記に「徳川家、今日滅ぶ」と

記したほどである。その後も徳川家の保護と存続のため、気が合わなかった慶喜の助命に奔走し、晩年に至るま

で徳川家の存続と名誉回復に尽力し続けた。晩年の勝は家茂の名を聞いただけで、病弱な体で激動の時代に重

責を背負わされた家茂の生涯に「お気の毒の人なりし」と言って目に涙を浮かべたという。  

 

●徳川慶喜（よしのぶ、 けいき）・・・江戸幕府最後の第 15代征夷大将軍。 

江戸幕府第 15代征夷大将軍。将軍在位は 1866年から大政奉還を行う 1867年まで、将軍職とし

ての執務を江戸城で行わなかった唯一の将軍である。内大臣従一位勲一等公爵、貴族院議員。 

将軍後見職として後見を務めていた 14代将軍・家茂の死去後、江戸幕府最後の将軍に就任。 

大政奉還により明治天皇に政権を返上、将軍の位からも退任する。 

その後公武合体を目指すが、王政復古の大号令後の鳥羽・伏見の戦いでは、旧幕府軍を残した

まま大坂から江戸城へと逃げ帰り、朝廷からの追討令を受け謹慎し江戸無血開城を迎えた。 

明治に入り謹慎を解かれると趣味に生き、公爵として大正時代まで天寿を全うした。 

 

徳川御三家の 1 つである水戸徳川家・九代藩主の徳川斉昭の７男、有栖川宮織仁親王の娘・吉

子女王を母として天保 8年（1837年）江戸小石川の水戸藩上屋敷(東京都文京区)に生まれた。 

母方の伯母に徳川家慶の御台所である楽宮喬子女王がいたため、早くから次期将軍候補であっ
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たとも言われる。会沢正志斎らが師となり、学問や武術を行う。1847 年（弘化 4）に御三卿の一橋

家を相続し、元服を済ませ 12代将軍の徳川家慶に拝謁し、「慶喜」と改名する。 

1855年(安政 2)には菊亭公久の息女で一条忠香の養女となった延（美賀子）と婚姻する。 

 

江戸時代後期には外国船が来航し、1853年(嘉永 6)にはアメリカ合衆国のマシュー・ペリー率いる

東インド艦隊が来航して幕府に通商を求めるなど外交問題が急務となっており、幕閣では 13代将

軍となった徳川家定の将軍後継問題が浮上する。 

慶喜は父の斉昭に擁立されて候補に上がり、老中の阿部正弘や薩摩藩主の島津斉彬らの支持

を得る。だが家定・生母の本寿院など大奥は慶喜の後継に反対し、御三家の 1つである紀州徳川

家の徳川慶福(徳川家茂)を推す南紀派と対立するようになる。一橋派は島津斉彬の養女の篤姫を

将軍御台所とするなど擁立工作をするが、斉彬や阿部正弘らが死去し、1858年(安政 5)には南紀

派の井伊直弼が大老職となり、井伊の断行で将軍後継は徳川慶福(徳川家茂)に決定する。 

 

1858 年(安政 5)、井伊直弼は無勅許でアメリカと日米修好通商条約を締結させ、慶喜と斉昭は越

前国福井藩主の松平慶永らとともに不時登城を行い井伊を詰問すると、安政の大獄と呼ばれる

反対派弾圧を行っていた井伊から登城停止、謹慎を命じられる。 

井伊は 1860年（万延元）に桜田門外の変で暗殺された。 

その 2年後の 1862年（文久 2）、島津斉彬の弟・久光が軍勢を率いて上洛。 

慶喜を将軍後見職に、松平慶永を大老に登用せよという勅命を朝廷（孝明天皇）から引き出させ

た。そして勅使・大原重徳の護衛という形で薩摩軍が江戸へ入り、難色を示す幕府と談判して、つ

いに慶喜を 14代将軍・徳川家茂の後見職に、松平春嶽（慶永）を政事総裁職に就任させた。 

 

慶喜は松平春嶽（慶永）とともに文久の改革と呼ばれる幕政改革を行い、松平容保の京都守護職

就任、参勤交代制の緩和、軍制改革を推進する。翌年には家茂のさきがけとして上洛し、孝明天

皇に拝謁した。朝廷では攘夷の断行を迫られ、5 月 10 日以降攘夷を決行する旨を述べてその勅

命を引き出して江戸に戻ったが、肝心の具体策はあえて示さず、生麦事件の賠償金の件では老

中・小笠原長行が支払うことを黙認していたといわれている。 

 

尊皇攘夷を掲げて京都で活動していた長州藩勢力は、1863 年（文久 3）に朝廷において会津藩と

薩摩藩が結託したクーデターである 8月 18日の政変で失脚し、その後、朝廷のもとで公武合体派、

佐幕派諸侯による参与会議が開催される。慶喜も参与会議に出席すべく再上洛した 

しかし、横浜港などをめぐる攘夷問題で慶喜と島津久光らが対立。結局、参与会議は解散し、久

光は帰郷した。京都に残った慶喜は朝廷から禁裏御守衛総督に任ぜられ、松平容保らとともに勤

王派の浪士や過激派の公家の取締りを行った。 

 

翌 1864 年（元治元）、長州藩は武力で朝廷における主導権の奪回を図ったが（禁門の変）、慶喜や
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容保は幕府軍を指揮して長州勢力を駆逐した。禁門の変は、朝敵となった長州に対して行われた

第一次長州征伐（幕長戦争）へつながっていく。第一次長州征伐の後は、長く違勅状態だった日

米修好通商条約などの条約の勅許に奔走し、条件付で勅許を得た。翌 1866年（慶応 2）6月の第

二次長州征伐では、坂本竜馬を仲介に密かに長州と薩長同盟を結んだ薩摩藩が出兵を拒否し、

各地で軍事的失敗となった。 

その最中に将軍・家茂が死去し、慶喜は休戦の勅命をひきだす。そして、勝海舟を厳島へ派遣し、

幕長休戦協定が結ばれる。家茂の死後、徳川宗家を継いでいた慶喜は 12月に 15代将軍に即位

するが、即位直後には家茂の後を追うがごとく孝明天皇も崩御された。 

 

将軍となった慶喜は、フランス公使ロッシュの助言を得て、軍制改革や外国公使達との会見を行

った。また、欧米への留学も奨励した。また、兵庫開港問題の件でも朝廷の同意を得ることに成功

し、島津久光らの追及をかわした。一方、薩長が武力倒幕路線に突き進むことを見越して、1867

年（慶応 3）10 月には土佐藩の仲介で二条城において大政（統治権）を朝廷へ返還する大政奉還

の上奏文を提出した。慶喜は朝廷には行政能力はないと判断し、徳川を盟主とした新しい政府組

織を模索していたといわれている。 

 

しかし、武力倒幕路線を望む薩摩の大久保利通や公家の岩倉具視らの画策で、12月には新政府

による王政復古が宣言され、慶喜には辞官納地が命じられた。 

慶喜は衝突を恐れて二条城から大坂城へ退去したが、翌 1868 年（明治元）には薩摩が江戸での

市内工作などをはじめると討薩の表を掲げ、会津藩、桑名藩の兵を用いて京都の軍事的封鎖を

行い、前線の兵同士が衝突して鳥羽伏見の戦いが起る。慶喜は旧幕府軍が苦戦し、さらに薩長

軍に「錦の御旗」が翻り諸大名の離反が相次いでいることを知ると、容保や桑名藩主松平定敬、

老中の板倉勝静らと幕府軍艦「開陽丸」で大坂を脱出し、江戸城へ入った。 

 

間もなく朝廷から慶喜に対する追討令が出され、慶喜の従兄・有栖川宮幟仁親王の子である熾

仁親王を大総督として官軍による東征が開始されると、慶喜は小栗忠順ら幕閣の抗戦派に対して

恭順を主張し、2 月には幕臣の勝海舟に収拾を一任して上野寛永寺の大慈院において謹慎を行

う。4月には新政府軍の西郷隆盛と勝との会談で江戸城の無血開城・徳川宗家存続が決定すると、

慶喜の処遇は水戸での謹慎となり、かつて自分自身も学んだ水戸藩校・弘道館において引き続き

謹慎を行う。7 月には水戸から駿府へ移る。翌 1869 年（明治 2）には旧幕府軍の抗戦派と新政府

軍との戊辰戦争が終結し、9月には慶喜の謹慎が解除される。 

＊慶喜は晩年、政治的活動は行わず、写真撮影、狩猟､謡曲､囲碁などの趣味的生活を送る。 

特に写真はその日本における先駆者として、日本写真史にその名を刻んでいる。 

徳川宗家の家督は養子の家達（田安亀之助）に譲る。1897年（明治 30）には東京へ移り、巣鴨に住む。 

翌 1898年には皇居（江戸城）へ参内して明治天皇に謁見する。 

1902 年（明治 35）には公爵に冊封された。その後は小石川へ移り、1910 年には宗家家督隠居後に立てた徳川宗
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家別家（徳川慶喜公爵家）の家督を慶久へ譲り隠居する。1913年に肺炎で薨去、享年 77。 

 

人物・・・父と同じく薩摩藩の豚肉が好物で豚一様(ぶたいちさま・豚肉がお好きな一橋様の意)と呼ばれた。 

また､西洋の文物にも関心を寄せ晩年はパンとミルクを好み､カメラによる写真撮影・釣り・自転車・顕微鏡・手芸

（刺繍）などの趣味に興じる｡将軍時代には西周からフランス語を習ったこともあったようだが、こちらは挫折した。 

特にカメラマンとしては有名であるが、カメラ撮影の技術は発達しなかった様である。 

写真雑誌にもたびたび投稿したが、なかなか採用されなかったという。なお曾孫の徳川慶朝もフリーのカメラマン

であり、彼により慶喜が撮影したものも含めて徳川慶喜家に所蔵されていた写真が再発見され、整理、編集を行っ

た上で出版されている。ちなみにこうした趣味人生活の友であったのが実弟の昭武であった。 

鳥羽伏見での敵前逃亡などで惰弱なイメージがあったが、大政奉還後に新たな近代的政治体制を築こうとしたこ

となどが近年クローズアップされ再評価する動きもある。 

 

一般的にはあまり知られていないが、実は手裏剣の達人である。 

武芸や学問を学ぶことに関しては、最高の環境で生まれ育ち、様々な武術の中から、手裏剣術に熱心だったとい

う。大政奉還の後も、毎日額に汗をかくまで手裏剣術の修練を行い、手裏剣術の達人たちのなかで最も有名な人

物に数えられる。 

 

墓所・・・朝敵とされた自分を赦免した上、華族の最高位である公爵にも列した明治天皇に感謝の意を示すため、

慶喜は自らの葬儀を仏式ではなく神式で行うよう遺言した。このため、慶喜の墓は徳川家菩提寺である増上寺・徳

川家墓地でも寛永寺徳川家墓地でもなく、谷中霊園に皇族のそれと同じような円墳が建てられた。 

これは孝明天皇の陵墓が質素であることに感動したためである。 
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あとがき・・・ 

モロさんの“歴史よもやま話”も今回で 18作となりました。 

日本史を考える上で、さまざまな時代の結節点として三つの大事件があったと言われている。 

一つ目は大化の改新(645年)、二つ目は鎌倉幕府(1192年)の成立、三つ目は明治維新(1868年)で、 

いずれも政治制度の大きな変革であり、それぞれが 律令社会の成立、武家社会の成立、近代社

会の成立ということになった。 

 

明治維新は、もともと倒幕運動から発展した一種の革命であり、その発火点はペリー来航(1853 年)

によるもので、日本に迫った外夷を打ち払えという「攘夷(じょうい)」に端を発していた。 

幕末ころになると、開国か攘夷かを巡って優柔不断な幕府に対し『もはや幕府は国民に対し責任

を持てる政体ではない』と見切りをつけ、外夷に対して強い態度のとれる政体を求め始めていた。 

同時に新政体を志向する政治的志士たちの間には、源頼朝が政権を委任されて以来七百年近く

続いた「武家政治」を、もう一度天皇による王政に戻そうとする「王政複古の思想」が脚光を浴びる

ようになっていた。 

 

しかしこの天皇を新政体の頂点にしょうとする層には二通りの考え方があった。 

一つは、まじめに尊皇心を考え、日本の国体そのものを神国と考える神がかり的な人々である。 

もう一つは、天皇をただ政権奪取の武器として利用しょうとする層の人々であった。 

明治政府は、後者の思想を持つ人々によって実現した政府であったとも考えられる。 

「尊皇攘夷」を担った薩摩、長州、土佐、肥前の下級武士たちがやがて「尊皇倒幕」に変化し、後

に明治新政府の担い手となったが、彼らが最初に行ったのは攘夷ではなく実は開国であった。  

あれほど「夷狄南蛮(いてきなんばん)打ち払い…」と声高に攘夷を標榜していたはずなのに、開国主

義に豹変してしまったのはなぜか…？ 

 

西南雄藩(薩長土肥)の志士たちは、本来はもともと開国主義であった…とも考えられる。 

なぜなら長州は馬関戦争(下関海峡を通過したアメリカ・フランス・オランダの軍艦を砲撃した戦い) で、薩摩

は薩英戦争 (イギリス軍艦と鹿児島沖での海戦) で外国の軍隊と戦い、近代的軍事組織の威力をまざ

まざと見せ付けられ、攘夷がいかにバカゲタ思想であるか実戦を通じて十分認識していたからだ。

彼らは清国のアヘン戦争(外国の植民地化政策)の惨状を知っており、また外国の強烈な軍事力を実

戦で体験しており、薩長は本心から夷狄(いてき)を打ち払えると思っていた訳がない。 

しかも彼らにとって攘夷とは、徳川幕府を倒すための口当たりが良いアジテーションであり、見せ

かけに過ぎなかったからである。 

 

1853年のペリーの来航から 1867年の大政奉還までわずか 14年間である。 

強固であったはずの徳川幕府は、激動の中でもろくも崩壊し、二百数十年の政権を背負った徳川
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幕府はあっけない最後となったのは、歴史の皮肉でもあった。 

尊皇攘夷という、理屈に合わない討幕運動が封建社会を解体し、近代国家へと大変換を遂げさ

せたが、これらを実践したのは当時 20代から 30代前半の若き志士であったことも見逃すことはで

きない。大きな改革を成し遂げるには、やはり若き情熱と理想そしてパワーが必要不可欠な条件

であると思う。 

 

維新時(1869年)における中心人物の年齢は下記の通りである。 

薩摩…西郷隆盛(41)、大久保利通(38)、長州…木戸孝允(35)、伊藤博文(28)、 

土佐…後藤象二郎(30)、板垣退助(31)、肥前…大隈重信(30)、 

公卿…岩倉具視(43)、幕府…徳川慶喜(31)、松平容保(33)、勝 海舟(45)、であった。 

 

明治維新直前に倒れた勤王派の志士たちが維新まで生きていたら…・ 

長州の吉田松陰(38)、高杉晋作(29)、久坂玄瑞(28)、土佐の坂本竜馬(32)、中岡慎太郎(30)になっ

ているものと思われる。 また新選組が結成されたころ、四天王と言われた近藤 勇（29）、土方歳

三（28）、永倉新八（25）、沖田総司（21）で、維新時に置き換えると近藤(35)、土方(34)、永倉(31)、

沖田(27)となる。いずれにしても、最高年齢は勝 海舟の 45 歳であり、彼らが改革を目指し運動を

開始した年齢はこの年齢よりもさらに 10 歳以上年少のときであるから、殆どの人は 20 代から 30

代前半の年齢のころである。  

 

やはり若さは最大の武器であった…！  

50歳を過ぎた人物には真の改革はできないとも考えられる。70歳を過ぎてもなお権力に固執して

会長職や名誉職に就いて院政を行っている人が多いが…殆どの場合は後継者が育たず、結果と

して人生の着地点を誤って失脚する例は歴史が証明している。高年齢化している現在とは言え、

やはり 60歳を過ぎたら世代交代を考えて潔く引退すべきであろう！ 

 

人間は、年齢を重ねれば重ねるほど、時大的になり、世の中のしがらみを是認しやすいものだ。 

旧体制にドップリと浸かっている常識人には、世の中をひっくり返すようなことは、なかなかできる

ものではない。政治家や企業の責任者も、還暦を過ぎたら次世代を担う若手に任せて潔く引退し、

勇退の花道を考えることが改革と活性化を促す最善の方法ではないどろうか・・・。 
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＜参考まで・・・モロさんの歴史・よもやま話シリーズ＞ 

 いずれも人物像を中心に余り知られていない秘話に焦点を当て、私なりの視点でまとめたもので

あります・・・下記の資料は作成後、多くの E-mail仲間に送信したものですが参考まで！ 

 

回数  タイトル     作成日 

第０１弾 

第０２弾 

第０３弾 

第０４弾 

第０５弾 

第０６弾 

第０７弾 

第０８弾 

第０９弾 

第１０弾 

第１１弾 

第１２弾 

第１３弾 

第１４弾 

第１５弾 

第１６弾 

第１７弾 

第１８弾 

元禄忠臣蔵・赤穂浪士の秘話！ 

剣豪・宮本武蔵の世界！ 

宗教について考える・・・仏教よもやま話！ 

日本神道・豆知識！ 

新撰組と明治維新を考える！ 

藤沢周平の世界・・・隠し剣・鬼の爪！ 

長岡の三代英傑・・・河井継之助・小林虎三郎・山本五十六！ 

伊勢国と郷土・菰野町の歴史！ 

万世一系・天皇の歴史・・・皇紀 2665年の歴史！ 

内助の功・・・山内一豊と妻・千代！ 

楠正成の偉業・・・生涯・後醍醐天皇に忠誠を尽くした武将！ 

原爆の歴史・・・マンハッタン計画の悲劇！ 

話題のベストセラー・・・信長の棺！ 

硫黄島の激戦・・・父親たちの星条旗＆硫黄島からの手紙！ 

藤澤周平の世界・・・武士の一分！ 

千の風なって・・・わずか１２行の短い英語詩が世界は感動した！ 

橿原市歴史散策・・・橿原神宮・藤原宮跡・今井町（環濠都市）！ 

篤姫と幕末動乱・・・篤姫と薩摩藩・島津家のすべて！ 

1998年 12月（１０頁） 

2002年 12月（１０頁） 

2003年 10月（７０頁） 

2004年 01月（０９頁） 

2004年08月（３０頁） 

2004年 10月（０３頁） 

2004年 11月（１０頁） 

2004年 12月（７０頁） 

2005年 09月（171頁） 

2005年 01月（２６頁） 

2006年01月（０８頁） 

2006年 08月（113頁） 

2006年 11月（１１頁） 

2006年 12月（１６頁） 

2006年 11月（０3頁） 

2006年 12月（０５頁） 

2007年 10月（２９頁） 

2008年 2月（４７頁） 

  

中でも『万世一系・天皇の歴史（皇紀 2665 年の歴史）』は１７１頁の大作となりましたが、今天皇家の

在り方が問われていて大変好評でありました。また『原爆の歴史（マンハッタン計画の悲劇）』も 113頁

の大作ですが、原爆製造の秘話は余り知られておらず結構評判でありました。 

更に『宗教について考える・仏教よもやま話』（７０頁）、『伊勢国と郷土・菰野町の歴史』（７０頁）も、

かなりの話題作となりました。 

＊ご希望の方は、E-mailでご連絡下さい。 

2008年 1月吉日 

〒510-1324 三重県三重郡菰野町田光 1327 

諸岡 忠至 

℡＆FAX   0593-96-0353 

E-mail morosan@isis.ocn.ne.jp 


