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モロさんの暇つぶし情報 

歴史よもやま話・・・第１０弾！ 

 

            内助の功・・・山内一豊と妻・千代！ 

2006年 1月１３日 諸岡忠至 

 

愚直な槍働き一筋、真心一筋の不器用ゆえに、さしたる取り柄も功名もないと思われていた男が、妻・千代

の『内助の功』で、土佐一国 24万石の大名となった・・・この男が山内一豊（やまうち かずとよ）である。 

一豊（1545－1605 年）は、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康と主を代えながらも戦国を生き抜き大功を成した陰

には、妻・千代の卓抜した政治感覚と夫を信じぬく強い愛があったといわれている。 

それは、類まれなる「励ます力」でもあった。 

 

今年のＮＨＫ大河ドラマは、司馬遼太郎の「功名が辻」を原作に、「励ますこと」に特別の才能をもった妻・千

代と、「愚直」という真心ひとつで戦国の終わりまで駆け抜けた夫・一豊との、「愛と知恵」の歴史を描いた夫

婦愛がテーマとなっている・・・このドラマは、状況を読みぬく知恵、人の心を掴む知恵、自分の正義を貫く知

恵、そして “妻の知恵と仕える側の目線” という視点から戦国時代を新しく描き直している。 

 

山内一豊と妻・千代が築いた土佐藩は、１６代続いて明治維新に至った。 

また一豊が亡くなってから２６０年を経た幕末・・・時代の転換期に活躍した山内容堂、坂本龍馬、板垣退助、

岩崎小弥太らは新しい国家の礎を築き、近代国家の幕開けとなった。 

＊『功名が辻』（こうみょうがつじ）・・・！ 

司馬遼太郎作の時代小説で、1963年 10月から 1965年 1月にかけて地方紙に連載。その後、文藝春秋から創刊された。 

初代土佐藩主・山内一豊と正妻・千代（見性院）の生涯を描いた作品で「良妻賢母」などを主題にしている。 

1966年、1997年にそれぞれドラマの原作となり、2006年（平成 18年）の今年、NHKの大河ドラマ『功名が辻～山内一豊の妻』

の原作として使用された。 望月六平太、小りんらの架空人物も登場している。 

 

このテレビドラマ『功名が辻～山内一豊の妻』は、あくまでも司馬遼太郎の時代小説を基に脚本化されたも

のであり、従って架空の人物も登場するなど史実とはかなり異なっているところもある。  

昨年末ごろ、数人のメール仲間から 『来年、大河ドラマの主人公となる山内一豊について、歴史的な背景

とその実像について教えてほしい・・・！』 との依頼があった。 

こうした要請に応えるため、より史実に近いと思われる資料を集めて編集してみました。 

 

＜主な内容＞ 

・初代・土佐藩主・山内一豊の生涯・・・浪人から土佐 24万石の大名までの軌跡！ 

・内助の功・千代の功績・・・千代の「内助の功」が、信長の心を捉え、秀吉や家康からも大きな信頼を得た！ 

・四国を支配した名門・長宗我部氏と土佐藩・・・長宗我部氏の後を継いだ土佐藩の苦悩！ 

・徳川幕府を倒した土佐藩の郷士制度・・・土佐藩独特の郷士制度が、時代の寵児・坂本龍馬を育んだ！ 

・幕末の名君・第１５代藩主・山内容堂・・・激動の幕末に、土佐藩は薩摩・長州と共に大きな役割を担った！ 

・幕末に活躍した土佐藩士・・・吉田東洋・武市瑞山（武市半平太）・坂本龍馬・中岡慎太郎・岡田以蔵・後藤象二郎・ 

板垣退助・谷干城・岩崎弥太郎・ジョン万次郎 

・現代版・内助の功・・・“世界のホンダ”を一代で築いた本田宗一郎夫人・・・さち夫人の功績！ 

・本田宗一郎さんの生涯（短縮版）・・・丁稚奉公～自動車修理業～部品会社設立～本田技研設立までの経緯！ 

＊本田さんには「内助の功」がもう一人いた！・・・それは「本田宗一郎を造った男」といわれるパートナー（副社長） 

藤澤武夫の存在であった。 藤沢とはいかなる人物か・・・！ 

 

 

 

 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%B8%E9%A6%AC%E9%81%BC%E5%A4%AA%E9%83%8E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%99%82%E4%BB%A3%E5%B0%8F%E8%AA%AC
http://ja.wikipedia.org/wiki/1963%E5%B9%B4
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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%E4%B8%80%E8%B1%8A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%8B%E6%80%A7%E9%99%A2
http://ja.wikipedia.org/wiki/2006%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E6%88%90
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%94%BE%E9%80%81%E5%8D%94%E4%BC%9A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%B2%B3%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%9E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%9F%E5%90%8D%E3%81%8C%E8%BE%BB%EF%BD%9E%E5%B1%B1%E5%86%85%E4%B8%80%E8%B1%8A%E3%81%AE%E5%A6%BB%EF%BD%9E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%9F%E5%90%8D%E3%81%8C%E8%BE%BB%EF%BD%9E%E5%B1%B1%E5%86%85%E4%B8%80%E8%B1%8A%E3%81%AE%E5%A6%BB%EF%BD%9E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%B8%E9%A6%AC%E9%81%BC%E5%A4%AA%E9%83%8E
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＜山内一豊・・・浪人から土佐 24万石の大名までの軌跡！＞ 

山内家譜によれば、大化の改新で蘇我入鹿を暗殺した藤原鎌足（中臣鎌足）の末裔・秀郷から７代の後孫資

清が首藤姓を名乗り、その孫・俊通が相州鎌倉山内庄を領有し山内姓を称したとされている。 

以後、一族は各地に散在するが、丹波・山内氏の山内久豊が尾張に移り、その子・山内盛豊は尾張・岩倉

城主・織田信安に家老として仕えた。 

 

山内一豊は、岩倉・織田氏（当主は織田信安）の家臣であった父・山内盛豊の次男として、尾張国葉栗郡黒田

（現在の愛知県一宮市木曽川町黒田）で天文１４年（１５４５年）に誕生した。 

幼名は辰之助、元服後は伊右衛門、その後に一豊と名乗った。 

一豊の父・盛豊は尾張・織田家の宗家・織田信安に仕え、家老となり葉栗郡の黒田城を預かっていた。 

 

織田家の家系は、尾張の守護・斯波氏(しば)の守護代であった。 

斯波氏は室町幕府・末期時代の三官僚(細川氏、畠山氏、斯波氏)の一人で、越前と尾張の二国を支配して

いた守護であったが、永禄時代(1530年ころ)になると、その勢力は次第に衰退していった。 

このころになると幕府の権威は落ちて、下克上の時代となり、戦国時代と言われるようになった。 

尾張では斯波氏に代わって守護代であった織田氏が勢力を伸ばし台頭していたが、そのころの織田氏も 

二つの勢力に分かれ対立していた。 

・織田伊勢守系…尾張上４郡を支配（丹羽、羽栗、中嶋、春日井）して、上の織田氏と呼ばれていた。 

・織田大和守系…尾張下４郡を支配（海東、海西、愛知、知多）  して、下の織田氏と呼ばれていた。 

 

信長の父・織田信秀は、大和守系で清洲城・織田氏の三奉行の一人であったが、本家をしのぐ勢力持つよ

うになって、尾張半国を手中に西三河まで支配する戦国大名になった。 

また山内一豊の父・山内盛豊は、伊勢守系の宗家・織田信安に仕え、家老となり黒田城を守っていたが、や

がて織田信長と織田信安は、尾張一国の覇権を目指し、織田一族で激しく対立することになった。 

一豊の父が預かっていた尾張・黒田の居城が、信長派の夜討ちに遇い、父・盛豊は手傷を負い、兄・十郎

はここで討死した。当時 13 歳であった辰之助は、母や弟妹達と家臣に救われ、宗家・織田信安の居城であ

る岩倉城へ逃れた。しかし永禄 2年(1559)、織田信長による岩倉城攻めで落城し、父・盛豊も死去した。 

その後は、岩倉も追われて山内家の親戚に身を寄せて転々とし、流浪の中に時を過ごした。 

＊織田信安・・・ 

織田伊勢守信安と称し、父・織田敏信の跡を受けて尾張の岩倉城主となり、尾張八郡の上四郡を領し上の織田氏と言われて

いた。しかし下の織田氏と称されていた甥の清洲城主・織田信長に攻められ落城した。 

そして信安と一豊らは離散流転したが、のちに一豊が掛川城主に出世すると主君・信安は一豊を頼って掛川に行き、一豊が

土佐に入国すると土佐城に移り、優遇されて高岡郡戸渡で二百石を与えられ余生を送った。 

このように一豊は、主君の恩義を忘れない大変律儀な武将であった。 

 

織田家一族の争いで、父と兄を失った山内一豊は、父の代からの家臣・五藤三郎左衛門と祖父江勘左衛

門に守られながら、母と共に流浪の生活を送っていた。  

永禄3年（1560）16歳のとき辰之助（一豊）は、美濃松倉城主・前野長康のもとにいたとき元服し、通称を伊右

衛門と改め、その後、一豊と名乗った。この年、美濃牧村の城主・牧村政倫のもとに移り、少年ながら敵の

襲撃に立ち向かって退散させるなど、豪胆な性格をあらわしている。 

その後、一豊の武功を聞いた近江の国勢多の城主・山岡景隆に招かれた。 

そして元亀年間(1570～1573 年)頃、その槍使いを認められて織田信長の家臣となり、木下秀吉（のちの羽柴秀

吉～豊臣秀吉）の配下となった。天正元年（1573 年）4 月、朝倉氏との金ヶ崎の合戦に参加、この戦で大きな

武功を挙げ戦国武将・山内一豊として世に出ることになった。 

＊前野 長康（まえの ながやす） 

蜂須賀正勝（小六）の義兄弟で、羽柴秀吉が織田信長に仕えていた頃からの最古参の家臣である。俗に言う秀吉の墨俣城

一夜城築城に協力し、その後も秀吉を支え続けたと伝えられる。信長没後、秀吉が天下人の過程に上る小牧・長久手の戦い

や小田原征伐においても武功を挙げた。その後は秀吉の甥・関白・豊臣秀次付の家老となって秀次を支えた。 

しかし 1595年、関白・秀次が秀次事件で切腹すると、長康も連座によって切腹を命じられた。享年 68。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%BE%E5%BC%B5%E5%9B%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%84%9B%E7%9F%A5%E7%9C%8C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%84%9B%E7%9F%A5%E7%9C%8C
http://ja.wikipedia.org/wiki/1570%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%9D%E5%80%89%E6%B0%8F
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%9C%82%E9%A0%88%E8%B3%80%E6%AD%A3%E5%8B%9D
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B1%8A%E8%87%A3%E7%A7%80%E5%90%89
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B9%94%E7%94%B0%E4%BF%A1%E9%95%B7
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A2%A8%E4%BF%A3%E5%9F%8E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A2%A8%E4%BF%A3%E5%9F%8E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E7%89%A7%E3%83%BB%E9%95%B7%E4%B9%85%E6%89%8B%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E7%89%A7%E3%83%BB%E9%95%B7%E4%B9%85%E6%89%8B%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E7%94%B0%E5%8E%9F%E5%BE%81%E4%BC%90
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B1%8A%E8%87%A3%E7%A7%80%E6%AC%A1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%AB%E5%B9%B4
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＊牧村政倫（まきむら まさみち） 

永禄３年、一豊１６歳の時「さすが山内の子」と言われた働きが､「一豊公・御武功付御伝記」に記されている。 

一豊はこの年、美濃牧村の城主・牧村政倫のもとへ移っている。牧村は墨俣の西南、木曽川の支流で松倉とつながっている。

川筋の地侍は当時利害関係が共通していたのか顔見知り以上の交流があった。 

松倉の前野家での一豊の噂を聞いた牧村が長康に身受けを申し出た。また一豊が信長に仕えた訳は、牧村政倫の尽力によ

るものと思われる。牧村氏は美濃三人衆の一人稲葉一鉄の女婿で、稲葉氏が信長に内通したのが永禄 10年であった。 

牧村氏も稲葉氏に従って、この縁で一豊が信長に仕えたと考えられる。 

この年、信長は美濃を手中におさめ、沢彦禅師のすする岐阜という地名に改称し、尾張の小牧山から城を移してここを拠点に、

天下布武への道を歩んだ。 

司馬遼太郎の「功名が辻」では・・・この織田信長一行の移動風景から始まるが、役柄は近衛の武士で信長を守る親衛隊とな

っている。 これは牧村に仕えた時の武勇伝も考慮されてのことであると考えられる。 

 

＊山岡景隆（やまおか かげたか） 

その後、一豊は牧村を去り近江の国勢多の城主・山岡氏に仕えたとされている。 

木曽川町史には、山岡氏が牧村での一豊の武功を聞いて､２００石を与え、牧村も一豊の世に出ることを祝ってすぐに手ばな

した・・・と書いているが、若き一豊は武人としての頭角を現し始めた。 

山岡氏は、近江の栗太・志賀郡を本拠としてもと佐々木六角氏に仕えた武将で、当初は織田信長に敵対したが逃走しのちに

投降した。永禄十二年（１５６９）の伊勢・大河内城攻め頃から参陣したが、他の多くの家臣の例にもれず、新参の景隆は有力

武将・佐久間信盛の与力に、景隆の弟・景佐（かげすけ）は明智光秀の与力に組まれた。 

光秀謀反の後、景隆は離反を疑われながらも忠勤に励み、徐々に信頼を勝ち取ってきた律儀な男であった。 

清洲会議後の信長の次男・信雄、三男・信孝の争いでは信雄方についたが、信孝に通じていたと疑いを掛けられ出奔する。 

その真偽は定かではないが、所領は没収され表舞台から姿を消し、天正 13年（１５８５）、幽居先の近江国甲賀郡毛牧村にて

没した。子・景宗は父の所領没収後は、豊臣秀吉に仕え馬廻りをへてのち徳川家康に仕えた。 

また弟、景佐は秀吉にお咄衆として仕えたのち徳川家康に仕え近江にて九千石を領した。  

 

一豊の武勇伝の中で、際立った功績は越前・朝倉攻めのときである。このとき朝倉軍の中で、強い弓を引く 

勇者であった三段崎勘右衛門の放った矢で、左のまなじりから右の奥歯まで射通された。 

しかし一豊は、少しもひるむことなく勘右衛門と組み打ちしてこれを倒した。 駆けつけた家臣・五藤吉兵衛 

が矢を抜こうとしたが、なかなか抜けなかった。 一豊は「俺の顔を足で踏まえて抜け」といわれ、吉兵衛は 

一豊の顔をわらじで踏みつけようやく矢を抜くことができた。 

このときの鏃（やじり）は、現在も家臣だった五藤家に、代々の家宝として伝えられている。 

＊家臣・・・五藤吉兵衛（ごとう きちべい）と祖父江新右衛門（そぶえ しんえもん）！ 

山内家と五藤家との関係は深く、両家の出会いは木曽川町史によると、郷戸の渡し（長良川の渡し）の渡船の中とある。 

一豊の父・盛豊が尾張へ来たとき、船中で五藤吉兵衛の父・五藤三郎左衛門浄基が盛豊の人柄にほれ込み臣従し仕えたと

ある。「功名が辻」に登場する人物は、亡父の代から仕えた五藤吉兵衛で浄基の子どもである。五藤家は当時、黒田近辺の

豪族で岩倉織田家に仕えた有力者であった。現在、木曽川町の電話帳で五藤さんは約 2００軒掲載されている。 

また祖父江家は、現在の中島郡祖父江町の出身で、父・盛豊の妻の縁者で黒田城の井戸番蔵番を勤めた盛豊が左腕と頼む

有力家臣であった。功名が辻で登場する祖父・江新右衛門は祖父江勘左衛門の子で、五藤吉兵衛とともに一豊を支える片腕

として登場する。祖父江さんも電話帳で約 50軒あり、一豊の故郷の確証根拠ともいえる事実として注目できる。 

 

●一豊の青年期～壮年期！ 

『一豊公御武功御伝記』や『近代諸士伝略』などの書物に、一豊の武勇が次のような伝えられている。 

『元亀元年三月、織田信長の上洛に従い、四月二十日・朝倉義景征伐のため京都を出立して、羽柴秀吉配

下として一豊もこれに従軍。金ヶ崎の合戦において、強弓をもって織田軍勢を追撃する朝倉軍に対し、先頭

に立って進んだ山内一豊は、敵の矢を受け左眥（まなじり・目じり）から右奥歯に貫通する深手を負いながら、

槍を振るって立ち向かい、朝倉一門の大剛・三段崎勘左衛門を組みしいた。しかし顔の重傷と疲労困憊（こ

んぱい）のため、首級をあげる気力を失って呆然としているところを、友人で味方の兵将・大塩金右衛門が通

りかかって首を打ち落とし “加勢したまでで手柄は貴殿のもの” と言いおいて先へ進んだ』・・・と記されて

いる。この朝倉攻めの功によって近江唐国に始めての所領・400石が、信長から一豊に与えられた。 
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元亀 3年（1572）、28歳になった一豊は、母と共に流浪の生活を送っていた 16歳の千代と結婚した。 

この頃の一豊もまだ身分が低く簡素な新婚生活であったが、幼くして父を失い主家の没落で流浪生活わう

という同じ運命をたどった二人であった。  

母の教育を受けて聡明な女性であった千代と、駆け出しの一豊は、末は必ず一国一城の主になれるよ

う・・・共に助け合っていこうと誓いあっていた。 

 

織田信長の死後、豊臣秀吉の配下となり、天正３年（1575年）長篠の戦い、同 5年播磨・上月城攻めに参戦

し、やがて２千石を受けた。以後、三木城、有岡城、鳥取城、備中高松城攻め、山崎の戦い、賤ケ岳の戦い

や小牧・長久手の戦いにも従軍、同 12年（1584年）近江長浜で５千石を受領した。 

さらに天正 13年（1585年）に若狭国・高浜城主となり１万 9800石、この後、秀吉の甥・関白・豊臣秀次の付

家老となったが、関白・秀次の失脚の際は幸運にも連座を免れた。 

 

まもなくして近江・長浜城主となり 2万石を領するまでになって、まさしく破竹の勢いの如く出世していった。 

しかし、このときの天正大地震によって一人娘・与祢姫を失う不遇にも直面した。千代は悲しみの余り禅宗

に帰依するようになったが、この後、なぜか一豊と千代の間には、二度と子に恵まれることはなかった。 

堅物だった一豊は、当時の戦国武将としては珍しく妻以外に側室を置くことを望まなかったが、こうした姿勢

には最愛の妻・千代との強い絆があったと思われる。 

 

●一豊の掛川城主時代・・・！ 

天正 10年(1582)年、本能寺の変で信長が倒れると、跡を継いだ豊臣秀吉は、天正 18年(1590)年の小田原征

伐において後北条氏を滅ぼし、天下統一を果たした。 

この後、徳川家康は関東へ移封され、家康の旧領には秀吉配下の大名が配置されることになった。 

一豊は同年 9 月 20 日、正式に相良．榛原 2三万石余、佐野郡内 2万石、計 5 万石、これら領地すべき朱

印状を得て、掛川城に入城した。この時、一豊は 46歳であった。 

秀吉にとって天下統一を強固なものにするために、掛川は大井川をひかえて東西勢力の真ん中に位置す

る戦略的拠点であった。この掛川をおさえ、徳川を牽制するには、今川・徳川・武田の兵乱によって荒れ果

てた掛川を軍事的、政治的に強固な拠点につくりあげる必要があった。 

そこで秀吉は伏見城建築に携わった経験のある一豊を配置し、大規模な城郭と城下町づくりを指示した。 

 

掛川城は、今川氏の重臣・朝比奈氏の築城に始まる。駿河を拠点とした今川氏の遠州侵攻の拠点として建

設され、当初は現在の土地ではなく、少し東の丘（現在の龍華院のあたり）だったが、後に現在地に移った。 

桶狭間の戦いで今川義元が織田信長に敗れた後、今川氏は甲斐の武田氏、三河の徳川氏に押され衰退。

今川氏真は武田信玄の侵攻に耐えきれず、駿府（静岡市）を放棄、朝比奈氏の掛川城に拠った。 

さらに掛川城もまた徳川家康に攻められ、今川氏真は篭城する。ところが、掛川城は以外にも防御が固く、

結局、家康は掛川城を攻め落とすことができず、講和を結んで氏実は城を出ることになった。 

このように掛川城が防御に優れた地形だったことがわかる。 

今川氏滅亡後は、徳川氏の領地であったが、この時代は城にはそれほど手を加えられていなかった。 

 

秀吉の命を受け赴任した一豊は、江戸に移った徳川氏の抑えの基盤づくりとして、掛川五万石の規模にし

ては大規模な本格的都市計画を実行した。それまでの朝比奈氏や石川氏時代の城郭に大規模な修築を施

し、天守閣の築造、総堀の完成など、近世城郭として城の大規模化を図った。 

また一豊の計画は城郭だけにとどまらず、城下町の整備も大々的に取り組み、この頃、秀吉が行った兵農

分離や兵商分離発令により、人々の生業が定着した時代でもあった。 

これに従って職業別に町割りを行って城下町を形成したが、その名残りは現代の町名にも見ることができる。

また天正19年、大井川下流の志太・榛原を洪水の害から守るため、大井川の向かい側にある駿府城主・中

村一氏と協力して治水工事に着手、相賀赤松山を切り開いて大井川の水路を変える大土木工事を行っ

た・・・これが天正の瀬替えである。 

出世した一豊は、秀吉の配下を離れ中村一氏や堀尾吉晴らと共に関白・秀次(秀吉の甥)の補佐役をつとめ

ることになった。しかし文禄 2年(1592)、淀君に実子・秀頼が生まれると、秀吉と秀次の関係は次第に疎遠と

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B3%A4%E3%82%B1%E5%B2%B3%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B3%A4%E3%82%B1%E5%B2%B3%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E7%89%A7%E3%83%BB%E9%95%B7%E4%B9%85%E6%89%8B%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E6%AD%A3
http://ja.wikipedia.org/wiki/1585%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8B%A5%E7%8B%AD%E5%9B%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8B%A5%E7%8B%AD%E5%9B%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B1%8A%E8%87%A3%E7%A7%80%E6%AC%A1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E6%B5%9C%E5%9F%8E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E6%AD%A3%E5%A4%A7%E5%9C%B0%E9%9C%87
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なり、やがて英次は切腹を命じられた。当然ながら補佐役の一豊にも、火の粉が飛び危機的状況となった

が、朝鮮出兵を命じられて幸運にも難を逃れた。 

このように晩年、その奇行から家臣の信望が薄れた秀吉であったが、慶長 3 年(1598)年八月に没し、世は

再び権力争いの動きが高まり、諸将はその政治的手腕を問われることになった。 

関が原合戦の一月前、慶長５年 6月、一豊は伏見から東海道を東下して江戸城に向かう徳川家康を、小夜

の中山にある久遠寺に茶亭を建てて饗応した。秀吉の死後、権力争いを伺う秀吉の家臣諸将に対して、一

豊は早くからポスト秀吉は家康であると確信し、権力の流れを家康に運ぶ手助けを密かに行っていた。 

＊掛川城・・・！ 

静岡県掛川市は、人口約６万で緑茶の約５％を生産する東海道の豊かな町である。 

掛川城は平成６年に復興され、新幹線・掛川駅の開業に併せて、市のシンボルが必要という考えもあったようだ。 

天守の復元・復興といえば、従来、鉄筋コンクリートによるものが主流だった。 僅かな例外として第二次大戦前の郡上八幡

城や伊賀上野城の木造復興天守が知られている。 実質的には観光的な意味合いが大きかったと言えるが、この流れを変え

たのが掛川城の復興だった。この後、福島の白河城や宮城の白石城が木造で再建された。 

”兄弟城”である高知城・天守を参考にして木造で再建された。 「復元天守」と称されるには、少なくとも外観が完全に復され

なければならず、なんらかの図面と外観が判明する写真又は精密な絵画が必要とされた。 

掛川城は厳密な意味では復元ではないが、残っている資料からできる限りかつての天守を再現しようとし、木造で再建された

という点で、画期的な天守だった。 コンクリートの外観復元天守より、よほど良心的な再建である。 

 

山内一豊は、掛川を経営した 10 年間で、しっかりした町造りを行い、実質的に現在の掛川の領地作り、基

盤作りを行った。それには高度な行政力、組織力が必要だったと思われる。 

従って、決して凡庸な人物ではなし得ないことで、一豊はかなり優れた行政家であり、武将だったと想像され

る。さらに、関ヶ原の戦いに至るまでの期間、その動向を考えても一豊は機を見るに敏なところがあった。 

秀吉亡き後の、天下の盟主を徳川家康と見て、その判断は揺るぐことがなかった。 

関ヶ原の前夜の小山評定においても、一豊は自らの領国・掛川城を家康に差し出すと発言し、家康に貢献

したが、その結果は土佐 20万石への「栄転」につながった。 

千代の知恵、情報もあったとは思われるが、一豊自身の判断力自体が優れていたとも考えられ。 

掛川も、前任地の長浜も、石高はそれほど高いとは言えないが、いずれも交通の要所であり、重要な場所

で、特に長浜は秀吉が治めていた土地でもある。 

秀吉は、一豊が歴史の表に現れる以上に、一豊の堅実さを高く評価していたのかも知れない。 

山内氏が土佐・高知へ移った後、掛川は東海道の宿場町としても発展し、新しい性格も持つようになった。 

 

●徳川家康の信頼！ 

関ヶ原合戦前の慶長五(1600)年7月、秀吉の後継を狙う石田三成は、家康の東進に参軍した諸将を牽制す

るため、諸将の妻子を大阪に監視（人質）しながら西軍に味方するよう奔走していた。 

このとき三成の兵に包囲された細川忠興の妻・玉子（ガラシャ夫人）が、自害するなど事件も起きた。 

一方、そのころ掛川城の一豊は、上杉景勝討伐のために大坂から東へ下る徳川家康を迎えていた。 

大阪では監視下に置かれ、一時は自害をと決意していた妻・千代から、自分の身はどうなってもよいから家

康に忠誠を尽くすべきことをしたためた密書を一豊のもとに送った。 

 

そして下野国小山における軍議の前に、その密書を受け取った一豊は、この密書を開封せず家康に手渡し

た。妻を見限る覚悟で家康への忠誠を誓い、しかも開封せずに家康に手渡すという行為で、自分に二心が

ないことを表明した。 また諸将が東軍・西軍への去就に迷う中、真っ先に自分の居城である掛川城を家康

に提供する旨を発言し、家康の強い信頼を得ることになった。 

これらの功により戦後、西軍に味方した四国の名門・長宗我部（ちょうそかべ）氏の所領・土佐２４万石を与え

られ、外様では珍しく土佐一国の大名となり、従 4位下土佐守に任じられた。 

 

一豊は、慶長 6年（1601年）、土佐へ入国、長宗我部氏の本城・浦戸城に入城した。 

しかし、一領具足を中心とした旧・長宗我部氏の武士団は、新領主・山内氏に対して強く反発した。  

以後、土佐国内では多くの紛争が起きたが、一豊は種崎浜での討伐などあくまで武断措置を取ってこれに

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8B%E9%87%8E%E5%9B%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8B%E9%87%8E%E5%9B%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/1601%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%A6%E6%88%B8%E5%9F%8E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%80%E9%A0%98%E5%85%B7%E8%B6%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E5%AE%97%E6%88%91%E9%83%A8%E6%B0%8F
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対応したが、各地にくすぶりを残しこの課題は次代まで引き継がれることになった。 

 

その後、高知平野内の大高坂山に、統治の中心拠点として新しく高知城の築城を開始した。 

このとき普請奉行として、関が原の戦いの後、浪人となった百々綱家を招聘、慶長 8年に城はほぼ完成して

城下町の整備を行ったが、慶長 10年（1605年）築城半ばの高知城で病死した。享年 61歳の生涯であった。 

一豊は高知の日輪山に葬られたが、千代の死後、京都の妙心寺の塔頭・大通院に移された。大通院の堂

内には夫婦墓が並んでいるが、大名の夫婦墓はきわめて稀なことで、夫妻の仲の良さを暗示している。 

＊一領具足（いちりょうぐそく）！  

戦国時代の土佐国の戦国大名・長宗我部氏が編成し運用した半農半兵の兵士および組織の呼称である。 

一領具足は、平時には田畑を耕し、農民として生活をしているが、領主からの動員がかかると、一領（ひとそろい）の具足（武

器、鎧）を携えて、直ちに召集に応じることを期待されていた。 

 

＊山内一豊の墓所！ 

高知県高知市の山内家墓所のほか、高知市の高知城には騎馬姿で槍を持った銅像が存在する。 

 

＊妙心寺・大通院の夫婦墓！ 

京都市右京区の妙心寺の塔頭・大通院に、山内一豊夫婦の夫婦墓がある。 

双ヶ丘の東、京都市右京区には「花園」という地があるが、昔、この地域には公卿の邸があり、お花畑があって四季折々に美

しい花が咲き乱れ、いつしか「花園」と呼ばれるようになった。 

この地をこよなく愛し、ここに離宮を構えて禅の奥義を究めるとともに、常に世の中の平和を願われた法皇が、第 95 代・花園

天皇（のちに退位して法皇）で、花園法皇は建武 4年（1337年）、この花園の離宮を改めて禅寺にされた。 

 

＊第 95代・花園天皇！ 

花園法皇は、永仁 5年（1297）7月 25日、伏見天皇の皇子として生まれ、延慶元年（1308）、わずか 12歳で天皇の位につか

た。その頃、天皇は大覚寺統と持明院統が交互（両統迭立）に皇位にのぼる（10 年 1 期）ことが定められていた時代で、花園

天皇もこれに従い文保２年（1318）22 歳で退位し、大覚寺統の後醍醐天皇に譲位された。やがて、時代は南北朝の対立へと

移り、この混迷期のなかで若くして上皇となられた花園法皇は、禅の実践へと心を傾けられた。 

これが、臨済宗・妙心寺派の大本山である妙心寺のはじまりで、山号は正法山（しょうぼうざん）と称する。 

開山は関山慧玄（かんざんえげん）、開基は花園法皇である。 

現在の妙心寺は、塔頭 46 ヶ寺、末寺は日本をはじめ世界各国にわたり 3,400 ヶ寺余り、在籍僧数は約７千人を数え、関連機

関としては花園大学、花園高校、花園中学校、洛西花園幼稚園、関西ラグビーのメッカ・花園ラグビー場などがある。 

 

 

＜『内助の功』・・・妻・千代の逸話！＞ 

山内一豊がここまでの地位を築くことができたのも、妻・千代の存在が大きいと言われており「内助の功」と

して数々の美談と逸話を残している。 

千代の生まれは諸説あり・・・浅井氏家臣の若宮喜助友の息女、また群上八幡城主の遠藤盛数の息女とも

言われていたが、近年裏づけ資料の発見などにより郡上八幡説が注目されている。 

いずれにしても、千代の出身地は現在でもはっきりとはわかっていないのが現実である。 

 

主な説を整理すると・・・ 

（１）若宮氏説（近江）…！ 

千代は近江の浅井氏の家臣・若宮喜助友興の娘。一豊の父は尾張の岩倉・織田氏の家老だったが、織田

信長に滅ぼされ、一豊と母は流浪し、近江の長野氏のもとに身を寄せる。 

そこへ偶然に千代も身を寄せるようになって、一豊の母は聡明な千代に裁縫などを教え、弟子の中でも美し

く賢明な千代を一豊の妻にした。 

 

（２）不破氏説（美濃）…！ 

千代は美濃の豪族・不破氏の出身だった。 当初は若宮氏が出身だったが、幼くして父が亡くなったため、

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E7%9F%A5%E5%9F%8E
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E7%99%BE%E3%80%85%E7%B6%B1%E5%AE%B6&action=edit
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9F%8E%E4%B8%8B%E7%94%BA
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%A6%E5%9B%BD%E6%99%82%E4%BB%A3_%28%E6%97%A5%E6%9C%AC%29
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%9F%E4%BD%90%E5%9B%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%A6%E5%9B%BD%E5%A4%A7%E5%90%8D
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E5%AE%97%E6%88%91%E9%83%A8%E6%B0%8F
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%B5%E5%A3%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%84%E7%B9%94
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BE%B2%E6%B0%91
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%85%B7%E8%B6%B3&action=edit
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/w/index.php?title=%E9%A8%8E%E9%A6%AC&action=edit
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A7%8D
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%85%E4%BA%95%E6%B0%8F
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母方の親類である不破氏に引き取られたというもの。 

 

（３）上記（１）（２）を併せた説・・・！ 

作家の司馬遼太郎は、この説をベースに『功名が辻』を書いている。 

この他にも細川氏説、美濃の豪族・安東氏説などもある。 

 

（４）遠藤氏説（郡上八幡）・・・・！ 

近年注目されているのが、同じ美濃でも郡上八幡遠藤氏説である。郡上一帯を治めた遠藤盛数の娘であり、

母は名族・東（とう）氏の出だという説が、近年になって有力となった。 

司馬遼太郎の『功名が辻』が発表されたのは昭和 38年、一方郡上八幡説が一般に知られるようになったの

は昭和 40年代で、『功名が辻』は郡上八幡説が世に出る前に書かれた小説である。 司馬さんとしては、そ

の時点で知られていた近江若宮氏説と美濃不破氏説を組み合わせたのではないかと思われる。 

 

この郡上八幡説で着目されるのは母方の東氏で、東氏は遡れば坂東八平氏の一つで千葉氏に辿りつく。 

源頼朝の旗挙げ以来の功臣・千葉常胤の六男、胤頼が下総国東庄を領したことには始まり、胤頼の子・重

胤は藤原定家に和歌を学び、歌人としても有名な鎌倉幕府三代将軍・源実朝の側近でもあった。 

三代・胤行は、承久の乱の戦功で美濃の領地を加えられ、根拠地を下総から美濃に移った。また胤行は、

藤原為家（定家の子）の娘を妻とし、東氏 11代・常縁は古今集を極め、秘伝の解釈である古今伝授の創始者

で、連歌師の宗祇に古今伝授を授けている。 

東（とう）氏は、武家の中ではトップクラスの知的名門と言っても良い。 

遠藤氏はその東氏の一族だと言われ、遠藤盛数は東氏 16代・常堯を駆逐して郡上を支配した。 

盛数の妻は東氏の出なので、妻の実家を追ったことになる。しかしながら、遠藤盛数は若くして亡くなり、子

の慶隆が幼くして後を継いだ。慶隆の母（＝東常慶の娘）は、遠藤氏の勢力的安泰をはかるため、娘（千

代）を連れて関の永井氏に再嫁している。その後、織田信長と斎藤氏の戦いのとき、永井氏は斎藤氏に付

き滅びた。こうして遠藤慶隆の母と妹（千代）は戦国の世を流浪することとなった。 

 

●千代の内助の功！ 

いづれにしても千代は、非常に教養の高い人で、政治・外交的にも優れ、一豊没後もその政治・外交力を発

揮していた。一豊が織田家の名もない家臣の頃に馬揃えがあったが、馬揃えとは、簡単に言えば、近く行な

われる戦の前に、馬を一堂に集めてその検分をすることを言う。 

このとき馬売りが連れてきた駿馬を見て、一豊は何としても欲しいと思ったがその資金がなかった。 

それをみかねた妻・千代は、夫に何かあったらと母から嫁入りの時に渡された 10両を一豊に渡した。 

そして、一豊はその 10両で高価な馬を買ったが、その見事な駿馬は織田信長の目をひき、信長の感心も得

ることになったと伝えられている。 

 

また秀吉の没後、権力争いの動きが見え始め、再び戦乱の世へと傾いていたが、一豊は早くから家康に対

して忠誠を見せていた。関ヶ原の戦の前には、大阪にいる千代は、石田三成の監視下に置かれながらも

夫・一豊に豊臣側の情報を送った。一豊は千代から自分はどうなってもいいから、家康に忠義をつくしなさ

いという内容の密書を受け取った。千代はその密書を開封せずに家康に渡す事を言付けた。 

一豊はその千代の言葉通り、開封することなく家康に密書を渡し、自分の忠義を示した。 

 

この二つの逸話は大変有名で・・・千代の内助の功によって出世できたとも言わるゆえんである。 

＊内助の功（ないじょのこう） 

日本のことわざで、「家庭において、夫の外部での働きを支える妻の功績」 という意味がある。 

しかし、女性の社会進出が進み、性差別の助長が懸念されるため、現在ではあまり用いられなくなっている。 

類語には、「鶏鳴の助」、「縁の下の力持ち」、「銃後の守り」 などがある。 

歴史を見ても、偉大なる功績を残した偉人達には・・・この「内助の功」が多く語り継がれているが、やはり『女性の力』はかくも

偉大なものである。 

なお千代の墓所は、高知県高知市の山内家墓所にある 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%93%E3%81%A8%E3%82%8F%E3%81%96
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%80%A7%E5%B7%AE%E5%88%A5
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%B6%8F%E9%B3%B4%E3%81%AE%E5%8A%A9&action=edit
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E7%B8%81%E3%81%AE%E4%B8%8B%E3%81%AE%E5%8A%9B%E6%8C%81%E3%81%A1&action=edit
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


 8 

●千代の逸話・・・その１！ 

彼がまだ織田家の侍であったころ、馬を買う金がなかった。困っているのを見かねた千代は、手鏡の中から、

黄金１０枚をとりだし、「これでお買いなさい」と一豊に与え、駿馬を買うことができた。 

この「美談」で一豊は織田の家中で一種の名士となった。 

山内一豊は、豪傑というわけでもなく、名将・智将というわけでもない・・・強いて言えば、ひどく生真面目で

律義だというのが取柄の人物であった。 律義といえば夫人に対しても大変律義な人物であった。 

実子がいない（女の子がいたが地震で死亡）にもかかわらず、当時の武将としては稀有なことに妻のほかに側

室を持たなかった。妻への愛情もあるが、若い時から苦労を共にしてきた妻に対して義理を欠くと思ったの

であろうか・・・！ 

＊馬揃えの逸話！ 

安土の城下町で開かれた馬市に、奥州から来たという馬喰（ばくろう）が引きいれた馬は、織田家の武士たちもこれまで見た

ことがない程の名馬（鏡栗毛）だったが、10両という値段には誰も手が出なかった。なんとかしてこの名馬を手に入れたいと思

った一豊は、急ぎ長浜の屋敷に帰り、千代に相談した。話を聞いた千代は、今こそ一豊の名をあげるチャンスと考えた。 

結婚の時に「夫の大事の時に使うように」と母から言い含められて、貧乏の中でも大切に持っていた 10 両を取りだし、その馬

を買わせることになった。下級士官の一豊が、妻の持っていたという 10 両の大金を出して名馬を買ったという噂は、たちまち

のうちに織田家の中で大きな話題となった。そして、いよいよ天正 9 年（1581）の馬揃え、噂を聞いて一豊の馬を見るのを楽し

みにしていた織田信長は、「織田の家中であの馬を買い取れる者がいなかったら、天下に織田家の恥をさらすところであった。

功名は戦場だけではない、二百石を加増してやれ」と上機嫌で言ったと伝えられている。 

 

●千代の逸話・・・その２！ 

織田家・豊臣家と二家に仕え、数多くの戦場を駆け巡った一豊が得た所領は遠州掛川・５万石であった。 

その彼が一躍、土佐・２４万石の大大名になるのは関ヶ原合戦の後のことで、一豊は５４才であった。 

 関ヶ原合戦直前、徳川家康が石田三成の挙兵を聞いたのは、会津の上杉征伐の途上、下野（しもつけ＝栃

木県）小山の陣においてであった。家康はここに豊臣恩顧の諸将を集め、石田につくか徳川につくかを協議

させた・・・世に言う「小山会議」である。 

この会議の席上、「徳川につく」と最初に表明したのは福島正則である。ついで一豊が進み出て、「お味方つ

かまつる上は、居城・掛川城を兵糧ごと内府(家康）に差し上げ、拙者は人数ことごとく引き連れて戦場に臨

む所存でござる」と、外様大名ながらも思い切ったことを表明した。 

これによって家康の進路にあたる東海道に城をもつ外様大名は、一豊にならって城も領地も家康に差し出

さねばならなくなった。家康に加担することに多少なりともためらっていた大名も、ことごとく家康に味方せざ

るをえなくなった。そしてこれが関ヶ原における家康勝利の要因ともなった。 

 関ヶ原の決戦において、一豊は後方の予備隊におかれて何の武功もなかったが、戦後の論功行賞におい

て、家康は一豊を掛川５万石から大抜擢し、一躍、土佐一国・２４万石を与えた。 

 

「かの対馬守（一豊）になんの武功がござるや・・・」と言う幕僚の意見もあったが、家康は「戦場においての槍

働きなどだれでもできる。山内対馬守の小山での一言こそ関ヶ原の勝利を作ったのだ」といってとりあわな

かったとも伝えられている。  しかしこの話には・・・裏話がある！ 

 じつは、城も領地もすべて差し出すという凄まじい案は、一豊の独創ではなかった！ 

堀尾忠氏という一豊と親しい大名がいたが、その堀尾と小山会議に出る直前に徳川家康と石田三成のどち

らにつくか相談した。堀尾は一豊に徳川に付くことを話し、「徳川殿につくと決めた以上は、家運を開く機会

ゆえ、拙者の城も領地も徳川殿に差し出すつもりでござる」と、秘策というべき腹案を話した。 

その秘策を堀尾が発言する前に一豊が発言した・・・と伝えられている。 

 一豊、一世一代の発言も、実は他人の案の寸借だったと言うのも、何か一豊らしいエピソードである！ 

＊紙縒り（かみこより）の逸話！ 

徳川家康が会津の上杉討伐の軍を出し、山内一豊もこれに従った。 大坂では石田三成が大阪城に入り、毛利輝元らと結ん

で秀頼の名で家康を討つと宣言し、関東出陣の諸将の妻子を人質にとる作戦を立てた。  

一豊の妻・千代は、いざというときは屋敷に火を放って自害する用意をしていたが、石田三成派の増田長盛・長束正家連署の

文が千代にも届けられた。 千代はこの後、２通の文を一豊にしたためている。 

１通は増田長盛・長束正家連署の手紙を封のまま文箱に一緒に入れ、もう１通は紙縒り（こより）にして近江出身・田中孫作の

編笠の緒に編み込んで、一豊のもとへ走らせた。 
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7 月 23 日の夜、諸川（もろかわ）の陣屋で手紙を受け取った一豊は、先に編笠の紙縒り（こより）を開いた・・・その手紙には

「私の身のことはご心配なさりませぬように、かなわぬときは自害して、敵の手にかからぬつもりでございます。さればお心を

乱されず、平素申されておりましたように徳川殿へのご格勤、よくよくおつくし遊ばしますように・・・」と書かれていた。 

また文箱には服従を促す増田長盛・長束正家連署の文と、大坂の状況・人質騒動・時によって自害は覚悟とする内容の千代

の文があったが、これを開封することなく、文箱ごと山内一豊は徳川家康に差し出した。 

家康は一豊の徹底したこの律儀さに大いに感心した。 

 

つまり山内一豊自身も文箱の中身を知らない・・・全てを徳川家康の判断に託すという行動に出たのである。  

もしかしたら大坂方から勧誘の文かもしれない・・・或いは千代から上杉討伐から戻る様な願いかもしれない・・・どんな内容の

事が書かれているかもしれないものを、確認せぬまま徳川家康に託す事で信頼を勝ち得たのである。  

また仮に山内一豊が文箱の中身を知っていたら、これも徳川家康にたいするポーズ・スタンドプレイかと受け止められる危険

性もある・・・多分、千代はそれを察して文箱を開けぬまま徳川家康に促すよう、紙縒り（こより）にしたためたと考えられる。  

  

さらに翌日開かれた軍議の席で、一豊は進んで掛川城を徳川方に明け渡し、徹底して徳川の味方をする態度を示した。 

諸将もこれにならい、家康は「これで戦いに勝ったも同然」と感動した。 

８月15日、東西両軍の天下分け目の戦いとなった関ヶ原の決戦は、圧倒的な兵力を誇る東軍に加え、西軍の中の裏切りもあ

って東軍の大勝利に終わった。その後の論功行賞で、家康は密書を封のまま差し出したことと、軍譲の席での一豊の発言を

高く評価して、「一豊の功は諸将の随一である」とまでいって一豊に土佐一国を与えることになった。 

 

●千代の逸話・・・その３！ 

関ヶ原の戦に参戦した東軍武将の中で、信長、秀吉、家康と三代に仕えた現役武将は、山内一豊ひとりだ

けだったといわれている。一豊はこの時、5４歳。 外様大名では黒田長政は 32歳、福島正則は 39歳であっ

たが、年下の彼らに出世も追い抜かれていたが、それでも老体に鞭打ち合戦に参加した。 

一豊には子がなかったため、老いた武将たちが世代替わりをしていく中、一豊は自らが参戦するしかなかっ

た。そんな境遇にありながらも、側室を置くこと一度もなく、生涯・千代ただ一人を愛した。 

同僚から、その堅物さを何度もからかわれたといわれているが、それほど千代を信じ愛していた。 

 

生真面目で立ち回ることの不器用だった一豊にとって、聡明だった妻・千代は、一豊を自由に呼吸させるこ

とのできた名伯楽（めいはくらく）であった。こうして新婚の時の夫婦の誓いから約 30 年、一豊の働きと千代の

陰からの支えと協力が実って、念願の一国一城の主となることができた。 

一豊は高知城全体の完成を待たず、入城から 2 年後の慶長 10 年 9 月 20 日急死（61 歳）した。悲しみにく

れた千代は城内の仏間に籠り、髪をおろしてこの日から名を見性院（けんしょういん）という法号に改めた。 

＊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新井打撃コーチ・仰木監督は、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！） 

 

翌年の春、見性院は一豊の弟・山内康豊の長男で二代藩主・山内忠義に頼んで京都桑原町に屋敷を造っ

てもらい、一豊の位牌を抱いて一人京都に移り住んだ。 

それから 11 年、千代は秀吉の正室であった高台院（ねね）とも親交を深め、京都の文化を楽しみながら平穏

な生活を送っていたが、元和 3年（1617）12月 4日、一豊と同じ 61年の波乱に満ちた生涯を閉じた。 
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千代は、病気が重くなったとき、遺言して古今和歌集（こきんわかしゅう）、徒然草（つれづれぐさ）などを形見とし

て二代藩主・忠義に贈った。山内家に今も伝わる「古今和歌集第二十巻・高野切・本」は国宝に指定されて

いるほど貴重なもので、平成 16年高知県が購入し保存している。 

 

貧乏侍が妻の内助の功でメキメキ出世し、一国の太守となった。 

これが良妻賢母こそが女の道と謳われ「良婦の鏡・婦道の鏡」と持て囃された所以である 

織田家臣団には、豊臣秀吉（ねね）を筆頭に、前田利家（まつ）そして明智光秀（煕子）と、貧困生活・浪人生 

活を味わいながら大名格に伸し上がった武将に良妻を謳われる正室が多い・・・彼らの妻も、やはり内助の 

功として、夫を陰からしっかりと支えていた！ 

 

現代では、効率や結果ばかりが優先され、愚直な誠実さというものが見下されているような気がしてならな

いが・・・このように千代のもつ「明るい知恵」を通して、一豊の「愚直さ」が評価され、実に運のいい武将でも

あった。今や戦国時代にも例えられるほど激しい現代の競争社会の中で、日々生き残ることに疲れた人々

にとって、もっとも必要なものは「癒し」である。 

そして今、最も求められているものは「人々の心に響く本当の励まし」なのではないだろうか！ 

我々も『一豊＆千代』の夫婦愛を見習いたいものである。 

 

＜現代版・内助の功・・・本田さち夫人！＞ 

世界のホンダを一代で築いた『本田宗一郎さん』にも、内助の功とも言うべき『さち夫人』の存在があった！ 

ホンダの原点である二輪車生産の発端となったのは・・・さち夫人が本田さんに要請した一言が、その出発

点であったが、この事実は余り知られていない。 

本田さんは 15 歳のとき、上京して自動車修理工場で丁稚奉公しながら修理技術を身につけ 21 歳で独立、

浜松で自動車の修理工場を開業した。世の中は自動車時代到来となって成功し若くして財をなした。 

その後、自動車の部品製造業を目指し、ピストンリングの製造にも成功してトヨタの下請け工場となった。 

＊ピストンリング・・・！ 

エンジンの発火室に潤滑油が入らないようにする為の金属の輪のことで、高度な技術を必要とした部品。 

このピストンリングの製造は、失敗と苦労の連続であり、蓄えた資金はたちまち底をつき、幼い子供を抱えながらさち夫人は 

質屋通いの日々であった。本田さんの出世街道の中で一番厳しい時代であった。 

 

多くの苦労を乗り越えて、この部品工場も成功し従業員 2000人を超える規模となった。 

しかし戦時中に軍需工場に指定され飛行機のプロペラなども生産するようになった。 しかもトヨタから資本

参入があるなど、自由な経営ができなくなってきた。 第三者の介入を嫌った本田さんは、苦労して築いたこ

の部品会社をトヨタに売却することにした。膨大な資金を手にした本田さんは、しばらくの間、豪快に遊んで

暮らしながら・・・戦後の混乱時代を、次に何を始めるかを模索していた。 

 

その頃、浜松では、自転車に補助エンジンが付いたバタバタが流行っていた。 

街中を走るバタバタを見たさち夫人は、『買い出しに行くのが大変だから、私にもバタバタを造ってよ！ 』 

と要望した。そこで何事も器用だった本田さんは、旧陸軍の無線機用小型エンジンを改造し、自転車に取り

付けた所、これが大変評判になった。 最初のテストドライバーとなったさち夫人は大喜びであった。 

これはひょっとすると商売になるぞと考え、無線機用の小型エンジンを大量に買いつけ生産したが、大変な

バカ受けとなり、たちまちエンジンが底をついた。 

そこで、どうせなら小型のエンジンを自分で開発しょうと思い、本格的な２サイクル・自転車補助エンジンの

開発に乗り出した・・・これが “ 世界のホンダ ” を誕生させるきっかけともなった。 

昭和23年９月、本田さん 42才のとき、浜松市に資本金100万円、従業員わずか34名で本田技研工業（株）

が設立され、ここに世界のホンダが産声を上げた。 

 

本田さんは、何事においても奇抜な発想、破天荒な振る舞い、そして波乱万丈な生き方・考え方をされて功

を遂げられた。しかし、こと技術や経営に関しては「愚直」までに誠実に取り組まれ、創業者でありながら同
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属経営を排除し、企業を私物化することを嫌って自分の子供や親族を会社に入れなかった。 

このように本田さん自身は、破天荒ではあったが、精錬にして潔癖、そして誠実な経営者でもあった。 

また創造性＆技術者の道をひたすら求め、究められたからこそ、一代で“ 世界のホンダ ”が誕生した。 

しかしその陰には、一豊の千代にも劣らないさち夫人と言う“内助の功”があった。 

 

さち夫人は、大変聡明で、明るく、爽やかで、ユーモァに溢れた人柄の夫人である。 

本田さんが 29 才の時、ある人の紹介で当時 20 才のさち夫人と見合いされ、“一目惚れ”して熱心にデート

に誘いそして結婚した。当時の本田さんは自動車修理業が繁昌して羽振りが良く、仕事がら高給外車を２

台も乗り回していた。二人はこの外車で良くドライブをしながらデートを楽しんでおられた。 

昭和 10 年（1935 年）当時の事であり、その頃の若者としては大変ハイカラなカップルとして、浜松では評判

になっていた。 

 

さち夫人の父親は、厳格な小学校の教師であった。さち夫人は静岡県立・見付高等女学院卒業で、当時の

女性としては最高の教養を持っている女性でもあった。また女学院時代は弓道を習い、全国大会の代表選

手にもなっている。 因みに貧しかった本田さんは、尋常小学校しか出ておられなかったが、結婚する相手

は、教養のあるしっかりした女性を伴侶としたいと願っていた。 

 

さち夫人は、のちに女性としてはいち早く四輪免許と取り、又難しい自動二輪車の免許、更には本田さんが

取得できなかった軽飛行機のライセンスまでも取得した女傑である。 

晩年になってからも、海外在住のお孫さん達と E-mail 交信したいという願望から、８６歳を過ぎてからパソコ

ンにも果敢に挑戦され、インターネット＆E－mailの世界をマスターされた。 

このチャレンジ精神こそ、まさしくギネスブック入りの快挙である。 

 

・いつも 変わらない爽やかな笑顔！ 

・とても おおらかで温かい心！ 

・新鮮で豊かな感性！ 

・気配りの精神！ 

・ユーモァのセンス！ 

・旺盛な好奇心！ 

・抜群の記憶力！ 

 

人格・品格・品性・教養・慈愛・仁徳…などなど、古き良き時代の心情と現代センスを兼ね備えた、すばらし

きスーパーレディである。 

歴史に名を残こした人物には、必ずそれを支えて来られた影の功労者・・・つまり内助の功がいる！ 

世界のホンダを創り上げた天才技術者“本田宗一郎”の偉大なる功績は、やはり、さち夫人の“内助の功”

なくして語ることはできない！ 

自由奔放な本田さんという駿馬の手綱を、しっかりと手繰ってこられたのがさち夫人であり、その温かい支

えがあればこそ、本田さんは世界に向けて大きく羽ばたくことが可能であったと思われる。 

平成４年８月、本田さんはさち夫人に見守れながら、８４歳で波乱万丈の生涯を閉じられた。 

さち夫人は現在 91歳（大正 3 年生まれ）になられるが、今尚、大変お元気で過ごされている。 

＊本田さんの成功物語は・・・最後のページでも、その一部を短縮版として紹介させていただいた！ 

 

 

＜長宗我部一族との苦闘・・・！＞ 

土佐国は、関ヶ原合戦前は四国の名門・長宗我部（ちょうそかべ）氏が長年に亘って統治していた。 

当主の長宗我部盛親（もりちか）は、西軍の石田三成についたので、徳川家康に土佐の領土を取り上げられ

ることになった。残った長宗我部の家臣たちは土佐国内に浪人として大勢残っていた。 

５万石から２４万石に、領地が５倍に増えたわけだから、当然、家臣も増やさなければならない。 

このような場合、家臣の増員の何割かは現地で行うのが通例であった。そうしなければ浪人になった侍たち
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が不満をもって反乱をおこす恐れがあるからだ。山内家もそのようにすべきだったが、山内家は家臣の増員

を京都、大坂で行い土佐へ乗り込んだ。当然、土佐では浪人になった長宗我部侍が反乱を起こした。 

土佐に入国してからの一豊の生涯は、この長宗我部侍の反乱を鎮圧し、弾圧したりするのに費やされた。 

このようになったのも、いきなり大国を与えられたが故に招いた不手際が原因であった。 

＊長宗我部氏（ちょうそかべし） 

日本の土佐国の一族で戦国時代に戦国大名となった一族で、初代から２２代続いていた名門である。 

長宗我部氏の祖先については古代・大和王権時代の蘇我氏の子孫、中国秦王朝の始皇帝の子孫と称する秦河勝の後裔な

ど様々な説がある。もとは土佐の在地豪族で、南北朝時代には、足利氏の氏族で四国の守護職でもあった細川氏に属して南

朝勢力と戦っていたが、第 19代・長宗我部兼序のとき、豪族の勢力争いで敗れて一時は滅亡した。 

その後、応仁の乱をきっかけに戦国時代へ突入すると、兼序の子で第 20 代・長宗我部国親は一条氏の支援を受けて長宗我

部氏を復興する。そして国親の子・第 21代・長宗我部元親の時代に、長宗我部氏は最盛期を迎えた。 

元親は土佐にあった本山氏や一条氏などを倒して 1575年に土佐を統一する。さらに伊予や阿波、讃岐にも積極的に進出し、

河野氏や三好氏を駆逐していき、1584年、四国統一を果たした。 

しかし翌年、豊臣秀吉の四国征伐のために長宗我部氏は土佐一国を領する大名に没落する。これより以後、長宗我部氏の

衰退が始まる。1586年には戸次川の戦いで元親の嫡男で聡明で知られていた長宗我部信親が戦死。そのため、長宗我部氏

の家督をめぐって争いが起こり、一族の吉良親実を殺す粛清を行なったうえで、四男の長宗我部盛親に家督を譲ると決定し

たが、このとき、次男の香川親和は憤死し、三男の津野親忠は幽閉されている。 

そして 1600年、関ケ原の戦いで長宗我部盛親が西軍に与したために戦後、所領を没収されて改易となった。 

1615 年、盛親が大坂の陣で豊臣方に組したが、豊臣方が敗れたため盛親は斬首され、盛親の子らもすべて斬首され直系は

絶えた。元親の弟、親貞の子・吉良親実の子孫は肥後藩に仕えたとされるほか、傍系の一族は他家に仕えるか帰農するかし

て明治にいたって長宗我部に復したものも多い。 

また一説によると、元親が晩年伏見屋敷に暮らしているとき、一度だけ伽をさせらた婢女が子を孕み、生まれた子供がいた。

名を信九朗康豊といい、生母の実家で幼少期を百姓として過ごした後、滅亡した主家を再興すべく兄・盛親が大阪城に入城し

たのに続き、大阪冬の陣、夏の陣と参陣した。大阪城落城後はつてを頼って駿河に落ち延び、その後しばらく経ってから酒井

家に登用され、長宗我部家の血を続かせたと伝えられている。 

また徳川幕府打倒を図った由比正雪の片腕といわれた丸橋忠弥は、長宗我部盛親の子孫と称していた。 

 

＊長宗我部盛親（ちょうそかべ もりちか・第 22代主家）・・・天正 3年（1575年）～ 元和元年（1615年） 

四国の覇者の長宗我部元親（もとちか）の四男で名門・長宗我部家の最後の主家（第 22代主家）となった悲運の武将！ 

1586年の戸次川の戦いで兄・信親が戦死すると長宗我部家の後継者となった。後に小田原征伐、朝鮮出兵で活躍した。 

1599 年 5 月、父の元親が亡くなると、旧領を相続するが翌年、関ヶ原の役がおこった。当初、盛親は徳川家康率いる東軍に

味方しようと考えたが、毛利輝元、石田三成率いる西軍に進路を阻まれ余儀なく西軍に味方することになった。 

盛親は西軍の主力部隊となって東軍に属する各城を落としながら関ヶ原に向かったが、関ヶ原では徳川家康に内応する吉川

広家が前に居座って動かず、実際の戦闘には加わることが出来ないまま西軍は壊滅した。 

なんとか土佐に逃げ帰った盛親は、親しい関係であった徳川家の重臣・井伊直政を通じて家康に謝罪したが、勘違いから兄・

津野親忠を殺害してしまい、家康の怒りを招き領土没収となった。 その後、盛親は京都へ送られ、身一つの謹慎生活を送る

事になったが、1614年秋、豊臣秀頼からの招きで大阪城に入城した。 

大阪冬の陣では真田信繁(幸村)などの活躍で、盛親に出番はなかったが、大阪夏の陣では豊臣家重臣の木村重成らととも

に 2万の主力軍勢で徳川家の藤堂高虎と戦った・・・この戦いは、八尾の戦いともいわれた。 

この戦いでの長宗我部軍は目覚しい活躍をしめし、藤堂軍を壊滅寸前にまで追いこむが、敵に援軍が駆け付け木村重成が

戦死、他の諸部隊も壊滅したため、撤退を余儀なくされる。勝利を諦めた盛親は次の日の大阪城近郊での最終決戦には参加

せず、大坂城の守りについていたが、敗北が決定的になると「我ら運さえ良ければ天下は大坂たるよ」と言い残し再起を図っ

て逃亡した。だが運は盛親に味方せず、5 月 11 日京都八幡近くの葭原に潜んでいるところを、蜂須賀家の家臣に見つかり捕

らえられた。その後、盛親は見せしめのために二条城門外の柵に縛りつけられた。 

そして 5月 15日、京都の六条河原で斬首された。 
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http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B4%A5%E9%87%8E%E8%A6%AA%E5%BF%A0
http://ja.wikipedia.org/wiki/1614%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B1%8A%E8%87%A3%E7%A7%80%E9%A0%BC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%9D%82%E3%81%AE%E5%BD%B9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9C%9F%E7%94%B0%E4%BF%A1%E7%B9%81
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%9D%82%E3%81%AE%E5%BD%B9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%A8%E6%9D%91%E9%87%8D%E6%88%90
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%97%A4%E5%A0%82%E9%AB%98%E8%99%8E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%A8%E6%9D%91%E9%87%8D%E6%88%90
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%AC%E9%83%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%AC%E9%83%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8C%E6%9D%A1%E5%9F%8E
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＜徳川幕府を倒した土佐藩の『郷士制度』・・・！＞ 

●土佐藩の『郷士制度』・・・！ 

一豊の死後、土佐藩・二代目城主に一豊の弟・山内康豊の長男・山内忠義を養子に迎えて藩主とした。 

その後、山内家では他藩にない制度をつくったが、これが土佐藩・独特の『郷士制度』である。 

旧長宗我部侍への懐柔策が目的で、彼らを正式に郷士とし、田の作り取りを認め、武士の待遇をすること

にした。これでようやく反乱が収まったが、身分差別が手厳しく同じ藩士でも高知城下に住む山内家・直属

の上士は、長宗我部残党の郷士を百姓同然に扱い、その差別を藩は占領政策として２００数十年奨励して

きた。この上士と郷士とは、明治に至るまで顔かたちが異なっていたと言われるほどであった。 

  

徳川２５０年の間、押さえこまれていた郷士（長宗我部侍）が群がるようにして起ちあがったのは、幕末になっ

てからである。この階級から、武市端山（半平太）、坂本竜馬、中岡慎太郎といった有能な藩士が出て、幕末

の風雲に飛び込み、ある者は、山内侍に弾圧され、ある者は脱藩しながら倒幕運動に参加し、やがて、薩

摩、長州とならんで倒幕の原動力となった。 

江戸幕府が、土佐の郷士階級出身の坂本竜馬が画策した大政奉還によって終焉したのは慶応３年（1867）、

関ヶ原合戦から２６７年後のことである。長宗我部侍たちの関ヶ原は２６７年経てようやく終わったといえる。 

また関ヶ原の合戦は徳川幕府を生んだが、山内一豊の小山会議での発言が関ヶ原における徳川の勝利の

一因となり、一豊は土佐の領主になった。 

そして山内家がつくった郷士制度は、この階級出身の坂本竜馬によって、今度は徳川幕府を終わらせた。 

こうしたことを考えると・・・なぜか歴史の因果というか、巡り合わせのようなものを感じる。 

＊上士と郷士・・・ 

山内一豊が土佐藩領主となったとき、長宗我部の家臣達は新たに入ってきた山内家に強硬に対抗した。そうした抵抗に手を

焼いた山内一豊は、長宗我部の家臣を郷士とし、後から来た山内家の家臣が上士として区別して藩政に組み込んだ。 

郷士と上士の対立はここから始まった。 

また一豊は相撲大会と称して、力自慢の郷士を集め、集まったところを皆殺しにするというようなことまでして、郷士の力を弱

めようとした。しかし、結果として郷士の上士を憎む気持ちは 300 年続いた幕末まで残って、それが、明治維新を起こす力の

一つとなったとも言われている。 

 

●土佐入国後の苦闘！ 

一国一城の主となった山内一豊だが、土佐入国後は大変な苦労があった。 

長宗我部氏滅亡後、有力農民の下級武士・一領具足（いちりょう ぐそく）達は、浦戸城・明け渡しを拒み、立て

こもった。これを浦戸一揆というが、一豊は弟である康豊を向かわせ、敗れた一領具足達 273名は斬首とな

った。まず土佐に入国した一豊は、馬の駆初めや相撲大会を催し、民衆の不満をやわらげようとした。 

また、相撲見物に来ていた一揆の残党を捕らえて処刑するなど国の統治を心がけた。 

それでも、再び一揆は起こって、浦戸一揆より 3年後、滝山一揆が起こった。これは旧本山氏の一領具足の

高石左馬助が主となり起きたが、討伐軍が出され左馬助たちの用意は周到で思わぬ反撃を受けた。 

討伐軍は作戦を変更し、その作戦は効果が大きく一揆勢を退却させることに成功した。 

一豊は入国した慶長 6（1601）年から河中山城の築城を着手、一豊は自分と同じ背丈・格好の 5人の影武者

を連れ、工事視察をしたといわれている。 

後に河中山は高智山と改名され、この高智が高知の由来だとされている。 一豊は土佐に入国から 5 年、

慶長 10（1605）年 61歳で亡くなったが、長宗我部氏の残党はこの後も必要に反抗を繰り返していた。 

＊一領具足（いちりょうぐそく） 

戦国時代の土佐国の戦国大名・長宗我部氏が編成し運用した半農半兵の兵士および組織の呼称である。 

一領具足は、平時には田畑を耕し、農民として生活をしているが、領主からの動員がかかると、一領（ひとそろい）の具足（武

器、鎧）を携えて、直ちに召集に応じることを期待されていた。 

突然の召集に素早く応じられるように、農作業をしている時も、常に槍と鎧を田畑の傍らに置いていたため、一領具足と呼称

された。このような半農半兵の兵士であるから、一領具足は通常の武士が行うべき仕事は免除されていた。 

農作業に従事しているために、身体壮健なものが多く、また集団行動の適性も高かったため、兵士として高い水準にあったと

考えられる。ただし、その半農半兵という性質上、農繁期の動員は困難であり、長期にわたる戦役には耐えられなかったと推

測される。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%A6%E5%9B%BD%E6%99%82%E4%BB%A3_%28%E6%97%A5%E6%9C%AC%29
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%9F%E4%BD%90%E5%9B%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%A6%E5%9B%BD%E5%A4%A7%E5%90%8D
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E5%AE%97%E6%88%91%E9%83%A8%E6%B0%8F
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%B5%E5%A3%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%84%E7%B9%94
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BE%B2%E6%B0%91
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%85%B7%E8%B6%B3&action=edit
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A6%E5%A3%AB
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一領具足を考案したのは長宗我部国親である（家臣の吉田孝頼という説もある）。もっとも積極的かつ効率的に一領具足を運

用したのは、国親の子の長宗我部元親である。元親は精強な一領具足を率いて四国統一を果たしたが、豊臣秀吉による四

国征伐によって、元親の領地は大幅に削減され、土佐一国のみとなる。さらにその後の関ヶ原の戦いでは、家督を継承してい

た元親の四男長宗我部盛親が西軍に与したため、戦後、所領は没収され改易となった。 

 

長宗我部家の後継として土佐を与えられたのは山内一豊だったが、長宗我部家の遺臣団は新領主の登場を必ずしも歓迎し

なかった。竹内惣右衛門を中心とする一領具足は、浦戸城の引渡しを拒否し、盛親に旧領の一部（土佐半国という）を与える 

ことを要求した（浦戸一揆）。山内一豊は弟の山内康豊を鎮圧に派遣。遺臣団側は浦戸城に篭城して抵抗したが、城内の裏

切りによって開城、降伏した。273人の一領具足が斬首され、その首は塩漬けにされて大阪の井伊直政のもとへ送られた。 

その後も高石左馬助を中心とする滝山一揆など、一領具足による反乱が起こったが、山内家はこれを鎮圧し、やがて一領具

足を含む長宗我部遺臣団を、武士（上士）以下の身分である郷士として取り込んだ。 

土佐では郷士は上士と厳密に区分されたため、江戸時代を通じて上下対立の原因となった。  

 

●江戸時代の諸藩禄高！ 

徳川幕府も安定政権になると、お城は原則として一国（一藩）に一城となり、他の城や砦は殆どが廃城とな

って破壊され、明治維新にはこれらの城も一部を除いて殆どが取り壊された。 

一般的には、１万石以上の大名は三百諸藩といわれているが、関が原以後は延べ５百数十藩ほどあった

が、お家騒動や跡継に恵まれず、その後、改易・断絶となったりして、概ね三百六藩存在していた。 

土佐藩・山内家は２４万石を所領しており、１９番目に位置していた大藩であった。 

＊３０６藩のうち、1/3が１万石程度で、私の住んでいる菰野藩・土方家は１万２千石の小藩であった。 

また忠臣蔵で名高い赤穂・浅野藩は５万５千石であった。 

５０万石以上………………………６藩 

３０万～５０万石以下……………１０藩 

２０万～３０万石以下・・・・・・・・・・・６藩 ＊山内家（２４万石） 

１０万～２０万石以下・・・・・・・・・・２９藩 

５万～１０万石以下……………５８藩 ＊赤穂藩（５万５千石） 

２万～５万石以下…………… ９６藩 

１万～２万石以下……………１０１藩 ＊菰野藩（１万２千石） 

        合計………………・・・３０６藩 

 

＊江戸時代の安定期なると・・・２０万石以上の大名は、下記の２２藩があった！ 

 

<５０万石以上…６家＞ 

① 1,025,000…加賀・金沢藩・前田家            ② 770,000…薩摩・鹿児島藩・島津家 

③  625,600…陸奥・仙台藩・伊達家            ④ 619,000…尾張・尾張藩・徳川家 （徳川御三家） 

⑤  555,000…紀伊・和歌山藩・徳川家 （徳川御三家） ⑥ 540,000…肥後・熊本藩・細川家      

 

＜３０万石以上…１０家＞ 

① 473,100…筑前・福岡藩・黒田家           ② 426,500…安芸・広島藩・浅野家      

③ 369,400…長門・ 萩藩・毛利家            ④ 357,000…肥前・佐賀藩・鍋島家      

⑤ 350,000…常陸・水戸藩・徳川家 （徳川御三家） ⑥ 350,000…近江・彦根藩・井伊家 

⑦ 325,000…因幡・鳥取藩・池田家            ⑧ 323,900…伊勢・ 津藩・藤堂家       

⑨ 320,000…越前・福井藩・松平家             ⑩ 315,200…備前・岡山藩・池田家 

 

＜２０万石以上…６家＞ 

①  257,900…阿波・徳島藩・蜂須賀家         ② 250,000…甲斐・甲府藩・柳沢家       

③  240,000…土佐・高知藩・山内家          ④ 210,000…筑後・久留米藩・有馬家 

⑤  205,000…出羽・秋田藩・佐竹家          ⑥ 200,000…陸奥・盛岡藩・南部家 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E5%AE%97%E6%88%91%E9%83%A8%E5%9B%BD%E8%A6%AA
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%89%E7%94%B0%E5%AD%9D%E9%A0%BC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E5%AE%97%E6%88%91%E9%83%A8%E5%85%83%E8%A6%AA
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B1%8A%E8%87%A3%E7%A7%80%E5%90%89
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%9B%E5%9B%BD%E5%BE%81%E4%BC%90
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%9B%E5%9B%BD%E5%BE%81%E4%BC%90
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%A2%E3%83%B6%E5%8E%9F%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E5%AE%97%E6%88%91%E9%83%A8%E7%9B%9B%E8%A6%AA
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E8%A5%BF%E8%BB%8D&action=edit
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E5%86%85%E4%B8%80%E8%B1%8A
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E7%AB%B9%E5%86%85%E6%83%A3%E5%8F%B3%E8%A1%9B%E9%96%80&action=edit
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%A6%E6%88%B8%E5%9F%8E
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%B5%A6%E6%88%B8%E4%B8%80%E6%8F%86&action=edit
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E5%86%85%E5%BA%B7%E8%B1%8A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%95%E4%BC%8A%E7%9B%B4%E6%94%BF
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%AB%98%E7%9F%B3%E5%B7%A6%E9%A6%AC%E5%8A%A9&action=edit
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%BB%9D%E5%B1%B1%E4%B8%80%E6%8F%86&action=edit
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%83%B7%E5%A3%AB
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●高知城（こうちじょう）・・・！ 

所在地は高知県高知市で、戦国時代以前は大高坂山城と称した。 

城郭の形式は梯郭式平山城。高知平野のほぼ中心に位置し鏡川、江の口川を外堀として利用している。 

現在見られる城郭は江戸時代初期、土佐藩初代藩主・山内一豊によって着工され、第 2 代・忠義の時代に

完成を見た。4層 5階からなる天守は一豊の前任地・掛川城の天守を模したと言われている。 

四層五重の望楼式天守は、築城年代に比して、高欄を設けるなどのやや古風な形式をとっているが、現存

の天守である。 

明治 6年（1873年）に発布された廃城令や第二次大戦による空襲を逃れ、天守・御殿・追手門など 15棟の

建造物が現存し国の重要文化財に指定されている。 

高知城全域は高知公園として開放されており、本丸御殿・天守は懐徳館として資料館（有料）となっている。

公園周辺は高知県庁、裁判所、検察庁などの公共施設が建ち並ぶ高知県の中枢となっている。 

大高坂城を「おおたかさ」と読むか「おおたかさか」と読むかで現在も揉めている！ 

なお対になる小高坂は「こだかさ」と読むらしい・・・！ 

 

●司馬遼太郎・・・『功名が辻』（こうみょうがつじ）！ 

司馬遼太郎作の時代小説で、1963 年 10 月から 1965 年 1 月にかけて地方紙に連載後に文藝春秋から創

刊された・・・初代土佐藩主となる山内一豊と、正妻の見性院（千代）の生涯を描いた作品で、「良妻賢母」な

どを主題にしているといわれている。 

1966年、1997年にそれぞれドラマの原作となり、2006年（平成 18年）には NHKの大河ドラマ『功名が辻～

山内一豊の妻～』の原作として使用されることになった・・・司馬遼太郎が女性を主人公にとりあげた希少な

小説「功名が辻」を、男女の機微に卓越した大石静が脚本化し、千代（仲間由紀恵）と一豊（上川隆也）が演じて

おり、望月六平太、小りん、らの架空人物も登場する。 

『功名が辻』では山内一豊は比較的平凡な人物として描かれるが、これは千代を際立たせるための司馬さ

んの描き方となっている。そのために一豊の業績や能力があまりクローズアップされない傾向にあり、凡庸

で能力がないと印象付けられがちな一豊となっているが、小説ではどうしても千代の才覚が中心に描かれ

ているのは仕方がないと思われる。 

 

＜新しい時代を創った土佐藩士たち・・・！＞ 

●土佐藩について・・・！ 

土佐国（現在の高知県）一円を領有した外様藩の通称で、正称は高知藩。 

山内一豊が藩祖となってから廃藩置県にいたるまで、山内忠義・忠豊・豊昌・豊房・豊隆・豊常・豊敷・豊雍・

豊策・豊興・豊資・豊煕・豊惇・豊信（容堂）・豊範と 16代続いた。 

石高は 20万 2,600石余だが、実際は 24万 8,300石余あり、幕末には約 50万石となっていた。 

 

土佐には一領具足と呼ばれた長宗我部氏の旧臣が存在しており、彼らは藩政当初より新領主に馴染まず

反乱を繰り返した。山内氏は藩政の中枢には彼らを入れず高知城下に住む山内系の武士（上士）と、長宗

我部氏の旧臣（郷士）の二重構造が幕末まで続いた。 

当初、一豊は長宗我部氏の旧城である浦戸城に入城したが、ここは城下町を開くには狭いため、今の高知

市中心部に当たる地に高知城と城下町の建設を行った。 

藩政が確立したのは第 2代藩主・山内忠義の時代である。忠義は野中兼山を登用し新田開発などを行った

が、兼山はその強引なやり方から政敵の恨みを買い失脚した。 

＊野中兼山（のなかけんざん）・・・元和元年（1615年）～寛文 3年（1664年）） 

野中兼山は土佐藩・家老で、元和元年（1615 年）姫路で生まれる。父は、土佐藩に仕えていたがこの時には浪人(武士)であっ

た。後に父と死別し、父の従兄弟にあたる土佐藩奉行職・野中直継の養子となる。 

15歳の時元服し良継と名乗る。なお本名は良継であり、兼山は号である。当時、2代藩主・山内忠義の時代であった。 

土佐藩は、山に囲まれており米の生産も石高一杯の状態であり、海に面しながらも漁業も停滞していた。これに加え幕府の

普請などが藩財政を圧迫していた。寛永 13年（1636年）養父の直継が病死し、野中家を継いで奉行になった。 

藩主・忠義は、兼山に藩政改革を命じることになる。 

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%88%A6%E5%9B%BD%E6%99%82%E4%BB%A3_%28%E6%97%A5%E6%9C%AC%29
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E5%B1%B1%E5%9F%8E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%9F%E6%88%B8%E6%99%82%E4%BB%A3
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%E4%B8%80%E8%B1%8A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E5%86%85%E5%BF%A0%E7%BE%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E5%AE%88
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8E%9B%E5%B7%9D%E5%9F%8E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%8E%E6%B2%BB
http://ja.wikipedia.org/wiki/1873%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%BB%83%E5%9F%8E%E4%BB%A4&action=edit
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E6%AC%A1%E4%B8%96%E7%95%8C%E5%A4%A7%E6%88%A6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8D%E8%A6%81%E6%96%87%E5%8C%96%E8%B2%A1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%B8%E9%A6%AC%E9%81%BC%E5%A4%AA%E9%83%8E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%99%82%E4%BB%A3%E5%B0%8F%E8%AA%AC
http://ja.wikipedia.org/wiki/1963%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1965%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E8%97%9D%E6%98%A5%E7%A7%8B_%28%E5%87%BA%E7%89%88%E7%A4%BE%29
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%E4%B8%80%E8%B1%8A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%8B%E6%80%A7%E9%99%A2
http://ja.wikipedia.org/wiki/2006%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E6%88%90
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%94%BE%E9%80%81%E5%8D%94%E4%BC%9A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%B2%B3%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%9E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%9F%E5%90%8D%E3%81%8C%E8%BE%BB%EF%BD%9E%E5%B1%B1%E5%86%85%E4%B8%80%E8%B1%8A%E3%81%AE%E5%A6%BB%EF%BD%9E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%9F%E5%90%8D%E3%81%8C%E8%BE%BB%EF%BD%9E%E5%B1%B1%E5%86%85%E4%B8%80%E8%B1%8A%E3%81%AE%E5%A6%BB%EF%BD%9E
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/%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/%E4%B8%80%E9%A0%98%E5%85%B7%E8%B6%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%95%E6%9C%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%A6%E6%88%B8%E5%9F%8E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9F%8E%E4%B8%8B%E7%94%BA
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8E%E4%B8%AD%E5%85%BC%E5%B1%B1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%83%E5%92%8C
http://ja.wikipedia.org/wiki/1615%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%9B%E6%96%87
http://ja.wikipedia.org/wiki/1664%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%9F%E4%BD%90%E8%97%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%83%E5%92%8C
http://ja.wikipedia.org/wiki/1615%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A7%AB%E8%B7%AF
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%AA%E4%BA%BA_%28%E6%AD%A6%E5%A3%AB%29
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%87%8E%E4%B8%AD%E7%9B%B4%E7%B6%99&action=edit
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E5%86%85%E5%BF%A0%E7%BE%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%9B%E6%B0%B8
http://ja.wikipedia.org/wiki/1636%E5%B9%B4
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まず兼山は、堤防の建設、平野部の開拓で米の増産を進め、森林資源の有効活用を行い藩の財源に充てる。 

また、乱伐を避けるために輪伐制なども導入していた。築港も推し進め藩内製品の諸国での販売を広める。また、身分にとら

われず郷士などを藩政改革にあてた。藩外からも植物、魚類などを輸入し藩内での育成につとめるなどした。 

また、捕鯨、陶器などの技術者の移入も進め殖産興業を進め専売制の強化なども行った。これらの結果、藩財政は好転を進

めていくことになる。一方で過酷な年貢の取り立て、華美贅沢の禁止などで領民に不満は貯まっていき、藩から逃亡する領民

も出てくる状態へと進んでいく。 また、郷士の取り立てなどは上士の反発を貯めていく。明暦 2年（1656年）藩主・忠義が隠居

し、3代藩主に忠豊が付く。寛文 3年（1663年）兼山の施政に不満を持つ忠豊の家老等が弾劾状を提出。 

野中兼山は失脚し、宿毛に幽閉され、その年に兼山は亡くなる。報復は過酷で、男系が絶えるまで一族への幽閉は続き、幽

閉が解かれるのは兼山死去の 40年後まで待たなければならなかった。 

 

藩財政は江戸時代中期頃までは比較的安定的に推移した。 

宝暦期（1751年 - 1764年）以降、一揆、農民の他領への逃散など藩政には動揺が見みられた。 

第 9 代藩主・山内豊雍による質素倹約を基本とする藩政改革（天明の改革）が行われ藩政はやや立ち直っ

た。更に第 13 代藩主・山内豊熈は「おこぜ組」と呼ばれる馬淵嘉平を中心とする改革派を起用し藩政改革

に乗り出したが失敗した。 

幕末には、第 15代藩主・山内豊信（容堂）が登場した。彼は吉田東洋を起用し藩政改革を断行した。 

東洋は保守派門閥や郷士の反感を買い、武市瑞山を中心とした土佐勤王党により暗殺された。 

後に勤王党は容堂の報復を受け、瑞山の切腹や党員が処刑されるなど弾圧・解散された。 

なお、東洋の門下より後藤象二郎、乾退助（のちの板垣退助）、岩崎弥太郎ら明治時代を代表する人物を

輩出している。また、瑞山の知己で郷士である坂本龍馬や中岡慎太郎など優れた人材がこの藩より輩出さ

れ、以後、容堂の公武合体と勤王党の主張とがからみあって進展した。 

坂本龍馬の案に始まり、後藤象二郎を通じ容堂から 15代将軍・徳川慶喜に勧告された大政奉還により、徳

川幕府の歴史が閉じられ、土佐藩は薩・長・土・肥の一角をなし、時代転換の大きな役割を演じた。 

明治 4年（1871年）廃藩置県により高知県となった。 

山内家は、明治 17年（1884年）の華族令により侯爵に列せられた。 

 

 

＜幕末の名君・・・山内容堂（やまうち ようどう＞！ 

第 15代・土佐藩藩主（1827-1872年）で、本名は山内豊信（やまうち とよしげ） 

父は支族南邸の豊著，母は側室平石氏。幼名・輝衛、号は容堂(ようどう)。 

嘉永 1年（1848年）、宗家を継ぐ。吉田東洋を起用して仕置役とし藩権力の強化をはかるが、将軍継嗣間題

がおこると一橋慶喜を推したが叶わず、大老・井伊直弼より隠居謹慎を命ぜられた。 

4 年後、謹慎をとかれ再び幕政に参加し公武合体を推進したが、土佐勤王党の結成、吉田東洋の暗殺、長

州を中心とする尊攘運動の高揚など、容堂の考えと相反する情勢となった。 

そのため容堂は土佐勤王党の弾圧を決意し、1863年（文久 3）6月、間崎滄浪らを自刃させ、同年 9月武市

端山らを投獄した。 

 

こうして土佐藩は公武合体派が主流を占め、開成館仕法を行ったが時代の流れは幕府の衰退を止め得ず、

坂本龍馬の献策をいれた後藤象二郎の勧告によって『大政奉還』を建白した。 

徳川氏の処遇に努力し小御所会議で岩倉具視と激論したが、1868 年（明治 1）、鳥羽伏見の戦いの勃発で

容堂の意図はついえた。容堂は、詩文・書を良くし、酒を好み、島津斎彬・松平慶永・伊達宗城とともに幕末

の四賢侯といわれた。 維新後、学校知事、上局議長などを歴任した。 

＊山内豊信（容堂）・・・！ 

１日に二升飲む程の酒好きで自ら「鯨海酔候」とも称した。豊信は分家筋の出身であったから、藩主の地位が巡って来る可能

性は極めて低かった。ところが 1848年（嘉永元）、13代藩主・豊熈、14代藩主・豊惇が相次いで急逝したため、藩主の地位に

就くことになった。豊惇には子がなかったし、後継となる養子の届も出してなかった。 

幕府の法に則れば、土佐山内家はよくて国替え、最悪の場合取り潰しである。これを豊熈の未亡人の実家、薩摩島津家を通

じて時の老中、阿部正弘に必死の工作を行なって、豊惇が”まだ生きている”ことにして豊信の藩主就任を認めてもらった。 

もしこれが半世紀前の時代の話であれば、豊信が後世に名を残すことはなかったと思われる。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BA%AB%E5%88%86
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%83%B7%E5%A3%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8D%95%E9%AF%A8
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http://ja.wikipedia.org/wiki/1656%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E5%86%85%E5%BF%A0%E8%B1%8A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%9B%E6%96%87
http://ja.wikipedia.org/wiki/1663%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%BE%E5%8A%BE
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%BF%E6%AF%9B%E5%B8%82
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%9F%E6%88%B8%E6%99%82%E4%BB%A3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%9D%E6%9A%A6
http://ja.wikipedia.org/wiki/1751%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1764%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%80%E6%8F%86
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E6%98%8E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A6%AC%E6%B7%B5%E5%98%89%E5%B9%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E5%86%85%E8%B1%8A%E4%BF%A1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%89%E7%94%B0%E6%9D%B1%E6%B4%8B
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A6%E5%B8%82%E7%91%9E%E5%B1%B1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%9F%E4%BD%90%E5%8B%A4%E7%8E%8B%E5%85%9A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%8C%E8%97%A4%E8%B1%A1%E4%BA%8C%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%B2%A9%E5%B4%8E%E5%BC%A5%E5%A4%AA%E9%83%8E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%8E%E6%B2%BB%E6%99%82%E4%BB%A3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9D%82%E6%9C%AC%E9%BE%8D%E9%A6%AC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%B2%A1%E6%85%8E%E5%A4%AA%E9%83%8E
http://www.tabiken.com/history/doc/G/G136C200.HTM
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%B3%E5%B7%9D%E5%B0%86%E8%BB%8D%E5%AE%B6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%B3%E5%B7%9D%E6%85%B6%E5%96%9C
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%B9%95%E5%BA%9C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%B3%E5%B7%9D%E5%B9%95%E5%BA%9C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%96%A9%E9%95%B7%E5%9C%9F%E8%82%A5
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%8E%E6%B2%BB
http://ja.wikipedia.org/wiki/1871%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1884%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8F%AF%E6%97%8F
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BE%AF%E7%88%B5
http://www.tabiken.com/history/doc/S/S320C200.HTM
http://www.tabiken.com/history/doc/G/G136C200.HTM
http://www.tabiken.com/history/doc/S/S320C200.HTM
http://www.tabiken.com/history/doc/N/N079L200.HTM
http://www.tabiken.com/history/doc/H/H065R100.HTM
http://www.tabiken.com/history/doc/H/H065R100.HTM
http://www.tabiken.com/history/doc/G/G267R100.HTM
http://www.tabiken.com/history/doc/L/L080L100.HTM
http://www.tabiken.com/history/doc/R/R171L100.HTM
http://www.tabiken.com/history/doc/L/L184R200.HTM
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時は幕末の混迷期、彼は薩摩の島津久光らと共に 「藩主なるがゆえに歴史の風当りをもっともはげしく受け、それを受けるこ

とによって痛烈な喜劇を演じさせられた」・・・とは、司馬遼太郎・談である！ 

 

豊信は飾り物の藩主になることを嫌い、門閥家や無能な老臣を退けて半ば強引に藩主権を確立した。 

さらに家老職を名誉職的なものに祭り上げ、あらたに参政職をもうけ、吉田東洋を任命した。それだけに収まらず外様大名で

ありながら、幕政に口ばしをはさんだ。折りから「将軍継嗣問題」が表面化していた。 

第 13 代将軍・家定は病弱で子がなかった。大老・井伊直弼は紀州家の慶福（家茂）を推し、水戸の徳川斉昭、越前福井の松

平春嶽（慶永）、薩摩の島津斉彬、宇和島の伊達宋城、そして土佐藩主の山内豊信が一橋慶喜を推した。 

これに老中・井伊直弼は弾圧を持って応えた・・・世に言う「安政の大獄」である。 

豊信は罪人となり、藩主の地位を養子の豊範にゆずり鮫洲に隠居した。 

 

隠居した豊信は初め、忍堂と号したが、水戸の藤田東湖のすすめで”容堂”と改めた。 

容堂の容は寛容の容であるが、その後の彼が寛容であったとは言い難い・・・それはともかく、分家筋で無役で無為の日々同

様の生活を強いられた容堂に再び陽の目を見る日が来た。 

1860（万延元）年３月３日、「桜田門外の変」で井伊直弼が暗殺されたのだ。これによって幕府の威信は地に落ちて、主に薩摩、

長州から”尊王攘夷の志士”が出現した。土佐藩も例外でなく、武市半平太（瑞山）が土佐勤王党を結成した。 

土佐藩の武士階級は、二極構造になっていた。つまり関ヶ原以前から山内家に仕えていた「上士」と、旧国主・長曾我部家家

臣の「郷士」である。郷士は、藩政に参加する資格がなく、差別的な扱いを受けた。その差別をさらに徹底的に推進したのが、

吉田東洋であった・・・郷士出身の坂本龍馬は、そんな藩の体質に嫌気して脱藩した。 

武市は東洋を暗殺し藩政の実権を手中に収めた。それだけでなく上洛し、のちに「人きり以蔵」といわれた岡田以蔵らを使っ

て佐幕派の要人を暗殺せしめ、土佐を薩摩、長州に並ぶ勤王藩に成長させた。 

折りしも薩摩の島津斉彬の遺志を継いだ島津久光が、薩摩から大砲を引っ張って上京し幕政改革をせまり、松平春嶽が政事

総裁職に、一橋慶喜が将軍後見職に就き容堂も赦免された。 

 

時勢は目まぐるしく変転した。会津と薩摩が手を結び、1863（文久３）年８月 18 日の政変で長州藩と長州系公卿を京都から追

放した。翌年６月、新撰組が「池田屋事件」で要人を喪い、その報復に引き起こした「禁門の変」も会津・薩摩を中心とする幕

府軍に敗れ去り、第１次長州征伐にも敗北し幕府に恭順せざるを得なかった。 

尊王攘夷は影を潜め「公武合体」の世になったのだ。これに気を良くしたのが容堂である。容堂は武市瑞山の息のかかった

重役を一掃して親政を行い武市一派らを逮捕した。しかし彼らはどんなに激しい拷問をしても罪を吐かなかったが、京で放浪

していた岡田以蔵が捕らえられた。武市の縁者が「以蔵が全てを吐くのでは...」と心配し毒を盛った。以蔵は激しい嘔吐と下痢

に悩まされたが死ななかった。彼はこれを武市の裏切りと解釈し全てを自白した。武市は切腹、以蔵は斬首と決定した。 

武市は腹を三文字に斬り、立会人の後藤象二郎を絶句させ、乾（板垣）退助に「見事である！」と言わせしめた。 

1865（慶応元）年閏５月 11日のことであった。 

 

長州藩では俗論（佐幕）派が実権を握っていたが、高杉晋作が奇兵隊を率いてこれを退け、桂小五郎（木戸孝允）を藩政の中

心に据えた。翌（1866）年１月、坂本龍馬の仲介で極秘裏に「薩長同盟」が成立した。 

幕府は第２次長州征伐を発したが、もちろん薩摩は動かず、諸藩の足並みも揃わなかった。６月、戦端が開かれたが、長州

は大村益次郎の指揮で幕府軍を各地で撃破、７月、将軍・徳川家茂の急死もあって幕府軍は敗退。幕府の威信は益々落ち、

時代は一挙に「倒幕」に傾き、容堂は頭が痛かった。 

薩長の敵に回って「朝敵」にされるのは嫌だった、しかし大恩ある徳川氏を討つことは出来ない・・・！ 

四賢候（松平春嶽・島津久光・伊達宋城と容堂）の立場を生かして必死の抵抗を試みたものの、時流に抗う不可能を自覚せざ

るを得ず、酒量が増えた。同じ頃、もう１人頭を痛めている男が居た・・・坂本龍馬である。 

平和主義者の龍馬は、犬猿の仲の薩長の手を結ばせたのはいいが、その両藩が急速に「武力倒幕」に傾いていくのを苦々し 

く思っていた。1867（慶応３）年１月、土佐藩参政・後藤象二郎は龍馬を利用価値有りと見て接近した。 

かつての盟友、武市と以蔵を死に追いやった後藤の接近に、龍馬の胸中は複雑だったかも知れない・・・だが、薩長を牽制す

るため土佐藩を後ろ盾にする現実の利益が優先した。 

６月、龍馬は後藤に「船中八策」を提示し、容堂候をして第 15代将軍・慶喜に「大政奉還」の建白をさせて欲しいと提案した。 

容堂はこの提案に飛びつき、後藤と龍馬の奔走もあって、10月 14日、「大政奉還」は実現した。 
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土佐藩は薩長の上に立ったが、１ヶ月後、龍馬が暗殺された・・・主導権を奪い返した薩長は、前将軍・徳川慶喜に「辞官納

地」を迫り、「王政復古の大号令」を発する会議を開催した。時は 1867（慶応３）年 12 月９日、いわゆる「小御所会議」である。

この後、中山前大納言が「王政復古」の宣言をした。しかし容堂が「徳川慶喜を呼ぶべきである」と主張し、親友の春嶽も同調

した。このとき容堂は、いつものように酔っていた勢いで「何事であるか、二、三の公卿が、幼冲の天子を擁し奉りて、政権を

欲しいままにせんとは」と怒号すると、岩倉具視が「その発言は不敬である」と反撃し、その点については容堂も謝罪せざるを

得なかったが、諦めた訳ではない。 

 

中山前大納言は休憩を宣言した。この間、薩摩の大久保一蔵（利通）は西郷吉之助（隆盛）に善後策を相談した。西郷はひと

こと「短刀一本あれば事が足る」と言った。その旨を岩倉に告げると「よかろう、ワシがやる」と言い、芸州藩主・浅野茂勲にそ

の事をほのめかすと、浅野候は驚き、「そのような事はなさるな」とたしなめ、自家の家老を通して、後藤象二郎に伝えた。 

容堂は「公家風情の手におえるようなおれではない」と吠えたが、「もはや、大勢は決しました・・・」と言う後藤の言葉を否定出

来なかった。議事再開後、容堂は沈黙し岩倉・大久保の独壇場で進行した。 

彼らの言葉は、二百数十年も圧政を敷いた徳川家への怨みに満ちていた。かくして、慶喜の「辞官納地」が決定した。 

容堂は「敗れた・・・」と思ったが、「これで関ヶ原の恩義を返した」と自らを納得させた。 

 

翌 1868（慶応４＝明治元）年１月３日、「鳥羽伏見の戦い」が勃発した。容堂は「土佐藩は一兵もこの私闘に加わってはなら

ぬ」と厳命したが、すでに藩の軍事総指揮官、板垣退助が「薩長と行動を共にせよ」と密命を下した後だった。 

翌日から土佐藩はこの戦闘に参加して「官軍」は勝利した。 

もはや容堂は時勢に抗うことをやめた・・・武市を殺し、龍馬を冷遇し死に追いやったことを悔やんだかも知れないが、全ては

後の祭りであった。維新後は官職を辞し、ひたすらに飲み、連日、新橋・柳橋・両国の酒楼で豪遊し、1872（明治５）年、多年の

飲酒による脳溢血で世を去った。享年 45歳であった。 

 

 

＜幕末に活躍した主な土佐藩士たち！＞ 

●吉田東洋（よしだ とうよう）・・・1816年（文化 13）～1862年（文久 2） 

幕末に土佐藩の藩政改革に活躍した政治家。字（あざな）は正秋、通称元吉、東洋は号である。 

土佐藩で 200 石の馬廻役であった吉田光四郎正清の四男として生まれ、兄の死により家督を継ぐ。鹿持雅澄・斎藤拙堂に師

事した後，江戸に出て藤田東湖・塩谷宕陰・安井息軒らと親交を結ぶ。1842 年（天保 13）船奉行に、次いで郡奉行・大目付へ

と進み、1853年（嘉永 6）藩主・山内豊信（容堂）に起用され、藩政改革をはかるが保守派の反対にあい翌年免職される。 

1857 年（安政 4）内外の情勢がひっ迫し、再び仕置役として復職した。改革派の組織“おこぜ組”を率い、門閥政治の打破・藩

権力による流通機構の統制強化・洋式兵器の採用など藩政改革に尽力した。 

しかし，こうした東洋の開国佐幕方針に反対する尊王攘夷派の土佐勤王党・那須信吾らは、1862 年下城の途中に東洋を暗

殺し、神山郡廉・福岡藤次らの東洋派は追放された。 

 

●武市瑞山（たけうちずいざん・武市半平太） 

文政 12年（1829年） - 慶応元年（1865年）、江戸時代後期の土佐藩士。土佐勤王党の盟主で通称は武市半平太と称した。 

父は土佐藩郷士の武市正恒で長男、母は大井氏の娘。妻は土佐藩郷士・島田氏の娘の富子。 

土佐国吹井村(高知県高知市)に生まれる。武市家はもともと土地の豪農であったが半平太より 5 代前の半右衛門が享保 11

年(1726年)郷士に取り立てられた家である。文政5年(1822年)には白札に昇格した。「白札」とは身分としては郷士だが、当主

は上士に準ずるといったあつかいである。嘉永 2年、城下の新町で剣術道場を開く。この道場の門下には岡田以蔵もいた。 

安政 3年(1856年) 江戸へ出て鏡心明智流の桃井春蔵に学び、塾頭となる。 

江戸では桂小五郎(木戸孝允)、久坂玄瑞など尊皇攘夷派の長州藩士とも交流する。 

文久元年(1861 年)、一藩勤皇を掲げて坂本龍馬、吉村寅太郎、中岡慎太郎らの同士を集めて土佐勤王党を結成、2 年後に

は192名が連判に参加。翌1862年には、藩主・山内豊範への進言を退けた土佐藩参政で開国・公武合体派の吉田東洋暗殺

を指示（実行犯は、那須信吾、大石団蔵、安岡嘉助）。土佐藩を一藩勤王に動かし、上士格の留守居組に出世する。 

また、京都に出て、藩の他藩応接役として、他藩の志士たちと関わる一方で朝廷工作に奔走する。京では佐幕派の暗殺に関

与し、天誅と称する暗殺行為を指示した・・・武市の下で動いた人物（暗殺者）では、岡田以蔵、薩摩の田中新兵衛が有名。 

しかし、文久 3年 8月 18日に会津藩と薩摩藩が結託したクーデターである八月十八日の政変で長州藩が中央政界で失脚す

ると同時に、事態は一転し、勤王派は急速に衰退し、代わって公武合体派が主導権を握る。 

http://www.tabiken.com/history/doc/N/N079L200.HTM
http://www.tabiken.com/history/doc/P/P041C100.HTM
http://www.tabiken.com/history/doc/N/N079L200.HTM
http://www.tabiken.com/history/doc/P/P316L100.HTM
http://www.tabiken.com/history/doc/S/S227C100.HTM
http://www.tabiken.com/history/doc/P/P041C100.HTM
http://www.tabiken.com/history/doc/P/P041C100.HTM
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E6%94%BF
http://ja.wikipedia.org/wiki/1829%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%85%B6%E5%BF%9C
http://ja.wikipedia.org/wiki/1865%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/%E5%9C%9F%E4%BD%90%E8%97%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%9F%E4%BD%90%E5%8B%A4%E7%8E%8B%E5%85%9A
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/1726%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%83%B7%E5%A3%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/1822%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%98%89%E6%B0%B8
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%A1%E7%94%B0%E4%BB%A5%E8%94%B5
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E6%94%BF
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%9F%E6%88%B8
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%8F%A1%E5%BF%83%E6%98%8E%E6%99%BA%E6%B5%81
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A1%83%E4%BA%95%E6%98%A5%E8%94%B5
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A1%82%E5%B0%8F%E4%BA%94%E9%83%8E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%85%E5%9D%82%E7%8E%84%E7%91%9E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8A%E7%9A%87%E6%94%98%E5%A4%B7
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E4%B9%85
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9D%82%E6%9C%AC%E9%BE%8D%E9%A6%AC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%89%E6%9D%91%E5%AF%85%E5%A4%AA%E9%83%8E
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/%E5%9C%9F%E4%BD%90%E5%8B%A4%E7%8E%8B%E5%85%9A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E5%86%85%E8%B1%8A%E7%AF%84
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E6%AD%A6%E5%90%88%E4%BD%93
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%89%E7%94%B0%E6%9D%B1%E6%B4%8B
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%82%A3%E9%A0%88%E4%BF%A1%E5%90%BE
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%A4%A7%E7%9F%B3%E5%9B%A3%E8%94%B5&action=edit
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%AE%89%E5%B2%A1%E5%98%89%E5%8A%A9&action=edit
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E4%B8%8A%E5%A3%AB&action=edit
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/%E4%BD%90%E5%B9%95%E6%B4%BE
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E8%AA%85
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%96%A9%E6%91%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B0%E4%B8%AD%E6%96%B0%E5%85%B5%E8%A1%9B
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E4%B9%85
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%9A%E6%B4%A5%E8%97%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%96%A9%E6%91%A9%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/%E9%95%B7%E5%B7%9E%E8%97%A9
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土佐藩においても、公武合体派の前藩主で老公と呼ばれた山内豊信（容堂）の影響力が再び増し、武市にも藩から帰藩命令

が発せられ、帰藩後まもなくして入獄。他の勤王党同志も次々と捕縛される。一年半の獄中闘争のなか、まだ捕まっていない

同志を思い、吉田東洋暗殺も否定し続けたという。だが、後に捕縛された岡田以蔵の自白により武市の罪状はおおむね決定

したが、それでも東洋暗殺を否定し、腹を切らした老公・容堂に慶応元年(1865 年)閏 5 月 11 日、「君主に対する不敬行為」と

いう罪目で切腹を命ぜられる。享年 36。未だ誰も為し得なかった三文字の切腹を成し遂げて、武士の気概を見せたと伝わる。 

武市家の家禄は召し上げとなった。 

辞世の歌・・・ふたゝひと 返らぬ歳を はかなくも 今は惜しまぬ 身となりにけり ！ 

 

瑞山は色白の美男子であったと伝えられ、行友李風の戯曲『月形半平太』の題名役（主人公）のモデルともなった。 

劇中の半平太は女性を魅了する色男として描かれているが、瑞山は 1歳年下の妻、富子とは睦まじい暮らしぶりであったとさ

れ、2 人の間に子が授からないことを心配した吉村が、富子に仮病を使って実家へ帰らせ、その留守に若い娘を瑞山の世話

係として送り込んだが、瑞山は次々と送り込まれる娘たちにも手をつけず、吉村のはからいに気づいて、吉村を叱りつけたと

いう逸話がある。また、瑞山が投獄されて死ぬまでの約 3年、富子は毎日 3食を欠かさず牢に差し入れ、また夫を慰めるため、

書籍や自作の押絵なども共に差し入れていたという。 

瑞山の切腹の際に身につけたのも、富子が縫いあげて届けた死装束であった。富子は 1917 年まで存命し、墓所は高知県高

知市で瑞山の傍にある。 

 

●岡田 以蔵（おかだ いぞう） 

天保九年（1838年） - 慶応元年（1865年）、土佐勤王党の志士。軽輩者の土佐藩士で幕末四大人斬りの一人。 

土佐郡江ノ口村の郷士の長男。武市半平太（瑞山）に師事し剣術を学ぶ。武市の門を叩く前にも、我流ながらかなりの腕前で

あったようだ。武市に従い江戸に出て、鏡心明智流の名門 桃井春蔵に学ぶ。 

万延元年、武市に従って中国、九州を武術修行する。その後、武市の結成した土佐勤王党に加盟。 しかし、なぜか後に名簿

から削られている。武市の意向なのか分からないが、暗殺の現場には、武市の指示に従って進んで出ている。 

武市が、学の無い以蔵を、ただ単に暗殺の道具として使ったともいわれている。 

 

土佐藩下目付けの井上佐一郎をはじめ、同志の本間精一郎や池内大学。森孫六、大川原重蔵、渡辺金三、上田助之丞など

の京都町奉行の役人や与力、長野主膳（安政の大獄を指揮した）の愛人 村山加寿江の子多田帯刀などを天誅と称して暗殺

（村山加寿江は橋に縛りつけられ生き晒しにされた）。 薩摩の田中新兵衛と共に「人斬り以蔵」と呼ばれ恐れられた。 

一時は坂本龍馬の斡旋で、勝海舟の護衛も務めた。 

文久三年三月 以蔵の剣が勝海舟を救っている。家茂上洛の際で勝も上洛していたとき、以蔵と京の夜道を歩いていると三

人の刺客が現れて斬りつけてきた。以蔵は前に進み出て早打ちに一人斬り倒すと、後の二人は逃げていった。 

勝は以蔵の早業に感心したという。しかし、後に勝が以蔵に対して「人殺しをたしなんではいけない」と忠告すると、以蔵は「そ

れでもあの時、私がいなかったら先生の首はないでしょう」と言った。勝は返す言葉がなかったという。 

また勝は、武市の以蔵に対する扱いや、勤王党のテロ路線の行く末を予見・看破し、龍馬のように武市と袂を分かつように諭

したが頑迷な以蔵の態度に、呆れてあきらめてしまった。 

 

八月十八日の政変後、勤王党は失速。武市が土佐に戻ると以蔵は土井鉄蔵と名を変え、一人京都に潜伏した。 しかし元治

元年六月頃、幕吏に捕えられ入墨のうえ京洛追放、と同時に土佐藩吏に捕われ国もとへ搬送される。 

当時の土佐藩では吉田東洋暗殺・京洛における一連の暗殺について土佐勤王党の同志がことごとく捕らえられて厳しい吟味

を受けており、以蔵も過酷な拷問に耐えたが、遂に全てを白状し、慶応元年五月十日に打ち首、晒し首となった。 

辞世の句は「君が為 尽くす心は 水の泡 消えにし後は 澄み渡る空」。 

 

岡田以蔵の事績については同時代資料も本人の書簡なども乏しいが、その性格・性質については幾つかの資料によって伺う

ことが出来る。『土佐偉人伝』（寺石正路）によれば、「性質は剛勇で武技を好み、非常に逞しい体躯を持った巨漢」であった。

もっとも同書は皇国史観に伴って幕末勤皇志士が持てはやされた大正10年（1921年）に記された本であり、いささか美化され

た感もあるとされる。最近の研究では実際には性格は粗く酒色を好んだとされ、殊に晩年は土佐勤王党の仲間からさえ疎ま

れていた様である。以蔵が捕縛されたと知った武市半平太は、実家への手紙で「あのような安方（あほう）は早々と死んでくれ

れば良いのに、おめおめと国許へ戻って来て、親がさぞかし嘆くであろう」と、以蔵に良い感情を持っていなかったことが伺わ

れる。以蔵はまた、家が七軒町にあったことから「七以」と呼ばれていたことも、田内恵吉（武市の実弟）などの書簡として伝え

られる。武市から見た以蔵が「ただの暗殺の道具」に過ぎなかったのではないか、とされる所以である。 
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●坂本 龍馬（さかもと りょうま） 

天保 6年（1836年）-慶応 3年（1867年）、江戸時代末期の土佐藩士である。父は土佐藩郷士・坂本八平で次男、母は幸。 

兄は権平、姉は千鶴、栄、坂本乙女（おとめ）。「龍馬」は、本来「りゅうま」と読むべきであるが、本人による書簡の自署に「良

馬」の当て字も残るため、「りょうま」と読まれていたことはほぼ間違いない。妻はおりょう（本名は楢崎龍子）、婚約者・千葉さ

な子もいたとされる。諱は直陰のち直柔。龍馬は通称。他に才谷梅太郎などの変名がある。維新後に贈正四位(1891年)。 

「竜」の字を用いた竜馬という表記は司馬遼太郎『竜馬がゆく』の表記が誤って広まったものである（司馬は歴史的実在として

の龍馬と小説を切り離すためあえてこの表記を使ったという）。 

司馬作品を始め小説やドラマに度々取り上げられる人物ではあるが、それらは実際の龍馬とかけ離れているのではないかと

いう指摘は多い。 

 

坂本家は、清和源氏の一支族美濃源氏土岐氏の庶家明智氏の末裔という・・・しかしこれは後世の創作だろうとす

る声が強い。坂本家が主君に差し出した『先祖書指出控』には、「先祖、坂本太郎五郎、生国山城国、郡村未だ詳、仕声弓

戦之難を避け、長岡郡才谷村に来住す。但し年歴、妻之里、且つ病死之年月等未詳」とある。 

天正 16年(1588年)才谷村の検地で村の 3番目の百姓として登録されているにすぎない。 

どうやら 3代目・太郎左衛門までは、公認の名字をもたぬ百姓身分と考えられる。 

4 代目守之、5 代目正禎は才谷村の字の一つである「大浜｣を家名としてなのりはじめていた。寛文 10 年 1670 年高知城下に

でて酒屋を開業(屋号は才谷屋)し、1730年ころ本町筋の年寄役となり、藩主に拝謁を許されるにいたる。 

明和 8 年 1771 年 6 代目直益は郷士の株を買い長男・直海を郷士・坂本家の初代とし、名字帯刀、即ち公認の名字を名乗り

身分表象として二本差す身分にたどりついた。次男直清には商家才谷屋をつがせている。 

郷士・坂本家３代目・直足の次男が直柔(龍馬)である。 

 

楠山塾で学ぶほか、城下の日根野弁治の道場へ入門し、下士の習う小栗流和兵法を学ぶ。1853 年に江戸（東京都）に出て、

桶町の北辰一刀流剣術開祖・千葉周作の弟の千葉定吉道場（通称：小千葉道場）（東京都千代田区）でも剣を学んだとされ、

12月には佐久間象山の私塾にも通っている。1854年に土佐に戻った後、1856年に再び遊学。 

1858 年に剣術修行を終えて帰国。文久元年（1861 年）に武市瑞山らの土佐勤王党結成に参画するが、翌年の勤王党による

吉田東洋の暗殺には参加せず、1862年 3月に沢村惣之丞とともに脱藩した。九州などを放浪した後、福井藩主・松平春獄の

紹介を得て、12 月に江戸で千葉重太郎と勝海舟に面会して入門。神戸海軍操練所の設立に尽力し、操練所とほぼ同時に開

設された神戸海軍塾の塾頭をつとめる。 

 

文久三年（1863 年）の八月十八日の政変で幕政が反動化すると、勝海舟の紹介で西郷吉之助（西郷隆盛）を頼って薩摩藩に

保護される。その援助により、慶応三年（1865 年）、土佐脱藩の仲間と共に長崎で社中（亀山社中・のちに海援隊）を組織し、

物産・武器の貿易を行った。松平春嶽にも謁見し勝海舟の運動で土佐藩主・山内容堂から脱藩の罪を許され、横井小楠とも

対面する。慶応二年（1866 年）、坂本龍馬の斡旋により、京都で長州の桂小五郎（木戸孝允）と薩摩の西郷隆盛が会見し、薩

長同盟が結ばれた。龍馬最大の功績と言われるが、実際には、西郷や小松帯刀ら薩摩藩の指示を受けて動いていたという

説もあり、薩長連合に果たした役割の重要性については評価が分かれている。同年、第二次長州征伐では亀山社中の船・乙

丑丸で長州藩海軍を支援。慶応三年（1867年）、土佐藩との関係を修復して、海援隊を創設した。 

後藤象二郎とともに船中八策を策定し、後藤象二郎が山内豊信を説いて土佐藩の進言による大政奉還を実現させた。 

京都の旅寓・近江屋（京都市中京区）で何者かに中岡慎太郎と共に暗殺された。旧暦の誕生日と命日は同じ。 

墓所は京都市東山区の京都霊山護國神社参道中腹。 

 

龍馬は慶応 3 年 11 月 15 日（1867 年 12 月 10 日）の暗殺当日には風邪を引いて河原町の蛸薬師で醤油商も営む近江屋新

助宅母屋の二階にいたとされる。当日は陸援隊の中岡慎太郎や土佐藩士の岡本健三郎などに訪問されている。 

中岡はそのまま龍馬と話していたところ、十津川郷士と名乗る男達数人に切られた。龍馬達は近江屋の人間が入ってきたも

のと油断しており、帯刀していなかった。龍馬はまず頭部を深く切られ、奮戦するもののそれが原因ですぐに死亡。中岡も重

症を負うが数日間は意識があり事件の証言を残した。 

 

新選組犯行説・・・龍馬暗殺当時の現場に残された鞘などの物証や、数日前に暗殺された伊東甲子太郎の同志らの証言から 

新選組の原田左之助によるものと信じられていたが、刀傷は左利きによるものであると言う説もある。これを採用するな

ら左利きで、北辰一刀流の達人である龍馬を殺害できるだけの実力のある人物となると、斉藤一という説も有力である。 
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見廻組実行説・・・大正時代になって元見廻組隊士だった今井信郎、渡辺篤の口述で、佐々木只三郎らが実行犯であると証

言している。また、勝海舟は幕府上層部の指示であるとも推測しているが、この説が有力とも言われている。 

薩摩藩陰謀説・・・大政奉還以降、龍馬は幕府に対する態度を軟化させ、徳川慶喜を含めた諸侯会議による新政府の設立に

傾いていたともいわれる。武力倒幕を目指していた西郷隆盛、大久保利通らが、こうした龍馬の動きを看過できなくなり、

故意に幕府側に龍馬の所在を漏らしたとする説。 

その他・・・京都国立博物館には数箇所の血痕が残る掛け軸が所蔵されている。 

 

当時、土佐藩士の間では長刀をさすことが流行していた。あるとき龍馬の旧友が龍馬と再会したとき、龍馬は短めの刀を差し

ていた。そのことを指摘したところ「実戦では短い刀のほうが取り回しがよい」と言われ、納得した旧友は短い刀を差すようにし

た。次に再会したとき、旧友が勇んで刀を見せたところ龍馬は懐から拳銃を出し「銃の前には刀なんて役にたたない」と言わ

れた。納得した旧友はさっそく拳銃を買い求めた。三度再会したとき、旧友が購入した拳銃を見せたところ龍馬は万国公法

（国際法）の洋書を取り出し「これからは世界を知らなければならない」といわれた。もはや旧友はついていけなかったという。  

寺田屋事件直後にお龍と結婚した龍馬は、同事件での傷をいやすことも兼ねてお龍を伴って薩摩に滞在したが、これを指し

て、日本で初めての新婚旅行とされる。  

 

龍馬が愛用した拳銃は 2 丁ある。ひとつは高杉晋作から贈呈された S&W モデル 2 アーミー 33 口径で、寺田屋事件の際に

火を噴いたのはこの銃である。しかし同事件の際に紛失し、後に買い求めたのが S&W モデル 1 22口径で、これは妻・お龍と

ともに 1 丁ずつ所持し、薩摩滞在時はこれで狩猟などを楽しんだという。当然この銃は暗殺時も携帯していたが発砲すること

なく殺害されている。 龍馬ほど欧米文化を当時示したものはいなかっただろう。 

女性と手をつないで歩くといった、現代でよく見るこの光景は、日本で初めて行ったのはこの龍馬であった。  

幼少の頃、水練（水泳）に出かける途中、友人に「こんな雨で泳ぐのか」と問われたが、「濡れるのに雨も関係あるか」とそのま

ま川に行った。 いずれにしても龍馬の発想は、当時の常識人はとても計り知れない思考があったようだ！ 

 

●中岡 慎太郎（なかおか しんたろう） 

天保 9年（1838年） - 慶応 3年（1867年））、江戸時代後期の土佐藩士、幕末の志士(活動家)である。陸援隊隊長。 

名は始め光次、後、道正。号は迂山。変名石川誠之助など。維新後に贈正四位(1891年)。 

土佐に大庄屋 中岡小傳次、はつの長男として生まれる。武市瑞山(半平太)の道場に入門し、文久元年（1861 年）には武市

が結成した土佐勤皇党に加盟するが、1863 年に京都で八月十八日の政変が起った後に土佐藩でも尊王攘夷活動の弾圧が

行われると、藩を脱藩する。 

長州藩三田尻に逃亡し、亡命浪士たちの統制を行う。石川誠之助を名乗り上洛。薩摩藩の島津久光暗殺を画策したが果た

せず。元治元年、禁門の変、下関戦争の長州藩の敗北を機会に尊皇攘夷論から雄藩連合による武力倒幕論に転向する。 

土佐藩士の坂本龍馬とともに長州藩の桂小五郎(木戸孝允)と薩摩藩の西郷隆盛(吉之助)の会合・盟約に奔走する。 

慶応 3 年（1867 年）には藩から赦免され陸援隊を組織し隊長となる。同年 12 月、京都近江屋に坂本龍馬とともに滞在中、見

廻組・佐々木只三郎らに襲撃され、犯行の様子などを語り、龍馬に二日遅れる 11月 17日に死去、享年 29。 

墓所は京都市東山区の護国神社ほか。 

 

●後藤象二郎（ごとう しょうじろう）・・・ 1838年（天保 9）～１８97年（明治 30） 

土佐藩士で政治家。板垣退助と親交があり，義叔父吉田東洋に学ぶ。幡多郡奉行・近習目付となったが、東洋暗殺後失脚。

1863年（文久 3）山内容堂が土佐藩の権力を掌握すると、政界に復帰し容堂に信任された。 

この間、江戸の開成所に学ぶ。1864年（元治 1）大監察となり、武市瑞山ら土佐勤王党員を断罪した。 

1866年（慶応 2）開成館仕法を推進し、航海遠略策を展開する。長崎で坂本龍馬と会い、のち龍馬の意見にもとづき容堂を説

いて大政奉還の建白に成功した。以後，維新政府の参与・参議を歴任したが、1873 年（明治 6）征韓論に敗れると下野、翌年

板垣らと愛国公党を組織し、民撰議院設立を建白したが却下された。のち実業界に乗り出し、高島炭坑を経営したが失敗。

1881年板垣らと自由党を結成したが、翌年政府に懐柔されて外遊する。 

1887年条約改正に反対し、大同団結の指導者となったが同志を裏切り、1889年黒田内閣の逓相となる。 

以後も政府の閣僚を歴任するが、弾劾されて辞任。のち韓国顧問となるが不遇のうちに没した。 

 

●板垣 退助（いたがき たいすけ） 

天保 8年（1837年- 1919年）は、幕末、明治時代の政治家。本姓は清和源氏を称する。自由民権運動の主導者として知られ

る。伯爵(1919年爵位返上。華族一代論を主張したため没後襲爵手続きをなさず。幼名は猪之助・通称は退助。 
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高知城下に土佐藩士・乾正成の子として生まれた。先祖は戦国時代に甲斐の武田信玄に仕えた武将板垣信方であると称し

ている｡藩主・山内容堂の側用役から始まり、藩の要職を歴任した。 

討幕運動に参加し、戊辰戦争では鳥羽・伏見の戦いで藩の大隊司令として出征、土佐藩軍指令・東山道先鋒総督府参謀とし

て会津藩などの攻略を行った。この時期から、乾姓から先祖の旧姓である板垣を名乗るようになった。 

 

1867 年に明治新政府の参与、1870 年に高知藩の大参事、1871 年に参議となる。1873 年に征韓論を主張するが破れて、西

郷隆盛とともに下野（明治六年政変）。1874 年に愛国公党を組織し、後藤象二郎らと「民選議院設立建白書」を建議したが却

下された。1875年に参議に復帰したが、間もなく辞職して自由民権運動を推進した。 

1881 年、10 年後の帝国議会開設の詔が出されたのを機に自由党（日本初の政党の一つ）を結成して総理（党首）となるが、

1884年に自由民権運動の激化で自由党を一旦解党した。 

1890 年の帝国議会開設後、旧自由党を立憲自由党として再興し、翌年自由党に改称してその総理となった。1898 年、対立し

ていた進歩党 (日本)¥と合同して憲政党を組織し、日本初の政党内閣である大隈重信内閣の内相を歴任した（大隈重信内閣

は隈板内閣とも呼ばれる）。1900年、立憲政友会の創立とともに政界を隠退した。 

 

1882 年、岐阜で遊説中に暴漢に襲われ負傷した際に「板垣死すとも自由は死せず」と叫んだという説が流布しているが、実

際には板垣はこのようなことは言っていない。この事件の直後、小室信介（案外堂）というジャーナリストが岐阜で行った演説

の題名「板垣死ストモ自由ハ死セズ」が、板垣自身の発言として世間に広まったものである。 

ちなみに、このとき板垣を診察した後藤新平を、「彼を政治家にできないのが残念だ」と、語ったそうだ。 

その後、新平は、東京市長などを歴任した。 百円札の肖像として使われた。 

 

●谷 干城（たに たてき） 

天保 8年（1837年） - 1911年（明治 44年）、幕末期の土佐藩の藩士。明治時代の軍人、政治家。名は申太郎、 

1837年、土佐藩士・谷万七（まんしち）の第 4子として生まれた。1859年、江戸に出て安井息軒の弟子となって学んだ。 

その後、土佐に帰国して藩校・致道館で史学助教授となった。このとき、武市半平太と知り合って友人となり、尊王攘夷運動

に傾倒する。しかし 1866 年、藩命で長崎を視察したとき、ここで後藤象二郎や坂本龍馬と交わって、攘夷の不可なのを悟り、

次第に倒幕へ傾いていったといわれている。1867 年には再び江戸に出て西郷隆盛と会い、薩土（薩摩藩と土佐藩）同盟を結

んで討幕運動を目指した。1868 年の戊辰戦争では、大軍監として北関東・会津戦線で活躍し、1870 年、藩少参事として藩政

改革に尽力した。翌年の廃藩後、兵部権大丞（ひょうぶごんのだいじょう）として新政府に出仕。1872 年・陸軍少将になり、翌

年から暫くの間、熊本鎮台司令官となる。 

神風連の乱後、再び熊本鎮台司令官となり、西郷隆盛の西南の役では、熊本城を守り抜いて名声を残した。 

また戊辰戦争のとき、新撰組の局長・近藤勇が流山（埼玉県）で捕縛されたとき、官軍側からも助命運動が起きたが、坂本龍

馬に心酔していた谷干城は、暗殺は新撰組であると信じて近藤の断固断罪を強行に主張したと伝えられている。 

 

●岩崎 弥太郎（いわさき やたろう） 

天保 5年（1835年） - 明治 18年（1885年）、実業家、三菱財閥の創業者。 

土佐国（現在の高知県安芸市）の地下浪人・岩崎弥次郎とその妻・美輪の長男としてうまれた。地下浪人とは郷士の株を売っ

て居ついた浪人のことである。曽祖父弥次右衛門の代に郷士の株を売ったといわれている。 

幕末時に坂本龍馬や後藤象二郎の知遇を得る。1873 年に現在の大阪市西区堀江の土佐藩蔵屋敷（土佐稲荷神社付近）に

「三菱商会（後の郵便汽船三菱会社）」を設立、弥太郎の死後、政府の後援で熾烈なダンピングを繰り広げた共同運輸と合併

して日本郵船となった。このような経緯から日本郵船は三菱財閥の源流と言われている。 

 

なお弥太郎の娘婿から加藤高明及び幣原喜重郎の 2人の内閣総理大臣を輩出している。単に財閥家族と血縁関係にあった

り財閥の娘婿というだけの首相は他にもいるが、財閥創業者の娘婿が 2 人も首相になった例は他の財閥にはなく、三菱と国

家の密接な関係を証明しているといえる。 

また岩崎弥太郎とその弟・岩崎弥之助（三菱の 2 代目総帥）から始まる岩崎家は経済界の代表的な名門家系として知られて

いる。三菱の 3 代目総帥・岩崎久弥は弥太郎の長男であり、4 代目総帥の岩崎小弥太は弥之助の長男、すなわち弥太郎の

甥にあたる。また弥太郎の孫には入江相政（侍従長、エッセイスト）の妻・君子やエリザベス・サンダースホームの創設者・沢

田美喜らがおり、曾孫には鎮西清高（古生物学者、京都大学名誉教授）の妻・由利子やその兄で鎮西と同じく古生物学者の

岩崎泰頴（熊本大学名誉教授）らがいる。 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A6%E7%94%B0%E4%BF%A1%E7%8E%84
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BF%E5%9E%A3%E4%BF%A1%E6%96%B9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E5%86%85%E5%AE%B9%E5%A0%82
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%8E%E5%B9%95%E9%81%8B%E5%8B%95
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%8A%E8%BE%B0%E6%88%A6%E4%BA%89
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B3%A5%E7%BE%BD%E3%83%BB%E4%BC%8F%E8%A6%8B%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%9A%E6%B4%A5%E8%97%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/1867%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1870%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1871%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1873%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%81%E9%9F%93%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/%E8%A5%BF%E9%83%B7%E9%9A%86%E7%9B%9B
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%8E%E6%B2%BB%E5%85%AD%E5%B9%B4%E6%94%BF%E5%A4%89
http://ja.wikipedia.org/wiki/1874%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%8C%E8%97%A4%E8%B1%A1%E4%BA%8C%E9%83%8E
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%B0%91%E9%81%B8%E8%AD%B0%E9%99%A2%E8%A8%AD%E7%AB%8B%E5%BB%BA%E7%99%BD%E6%9B%B8&action=edit
http://ja.wikipedia.org/wiki/1875%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E7%94%B1%E6%B0%91%E6%A8%A9%E9%81%8B%E5%8B%95
http://ja.wikipedia.org/wiki/1881%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%9D%E5%9B%BD%E8%AD%B0%E4%BC%9A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E7%94%B1%E5%85%9A_%28%E6%97%A5%E6%9C%AC%29
http://ja.wikipedia.org/wiki/1884%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1890%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%8B%E6%86%B2%E8%87%AA%E7%94%B1%E5%85%9A
http://ja.wikipedia.org/wiki/1898%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%80%B2%E6%AD%A9%E5%85%9A_%28%E6%97%A5%E6%9C%AC%29%C2%A5&action=edit
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%86%B2%E6%94%BF%E5%85%9A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%9A%88%E9%87%8D%E4%BF%A1
http://ja.wikipedia.org/wiki/1900%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1882%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%8C%E8%97%A4%E6%96%B0%E5%B9%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E4%BA%AC
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/1911%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%8E%E6%B2%BB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%95%E6%9C%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%9F%E4%BD%90%E8%97%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%8E%E6%B2%BB%E6%99%82%E4%BB%A3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%9F%E4%BD%90
http://ja.wikipedia.org/wiki/1859%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%9F%E6%88%B8
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E4%BA%95%E6%81%AF%E8%BB%92
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%97%A9%E6%A0%A1
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E8%87%B4%E9%81%93%E9%A4%A8&action=edit
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A6%E5%B8%82%E5%8D%8A%E5%B9%B3%E5%A4%AA
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8A%E7%8E%8B%E6%94%98%E5%A4%B7
http://ja.wikipedia.org/wiki/1866%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E5%B4%8E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%8C%E8%97%A4%E8%B1%A1%E4%BA%8C%E9%83%8E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9D%82%E6%9C%AC%E9%BE%8D%E9%A6%AC
http://ja.wikipedia.org/wiki/1867%E5%B9%B4
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/%E5%9C%9F%E4%BD%90%E8%97%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%8E%E5%B9%95
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/1870%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1872%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1872%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E9%A2%A8%E9%80%A3%E3%81%AE%E4%B9%B1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E4%BF%9D
http://ja.wikipedia.org/wiki/1835%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%8E%E6%B2%BB
http://ja.wikipedia.org/wiki/1885%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%9F%E6%A5%AD%E5%AE%B6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E8%8F%B1%E8%B2%A1%E9%96%A5
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/%E9%83%B7%E5%A3%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%AA%E4%BA%BA
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9D%82%E6%9C%AC%E9%BE%8D%E9%A6%AC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%8C%E8%97%A4%E8%B1%A1%E4%BA%8C%E9%83%8E
http://ja.wikipedia.org/wiki/1873%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A0%80%E6%B1%9F
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%85%B1%E5%90%8C%E9%81%8B%E8%BC%B8&action=edit
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%A0%E8%97%A4%E9%AB%98%E6%98%8E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%A3%E5%8E%9F%E5%96%9C%E9%87%8D%E9%83%8E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%85%E9%96%A3%E7%B7%8F%E7%90%86%E5%A4%A7%E8%87%A3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B2%A1%E9%96%A5
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%A9%E5%B4%8E%E5%BC%A5%E4%B9%8B%E5%8A%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%A9%E5%B4%8E%E5%AE%B6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%A9%E5%B4%8E%E4%B9%85%E5%BC%A5
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%A9%E5%B4%8E%E5%B0%8F%E5%BC%A5%E5%A4%AA
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%A5%E6%B1%9F%E7%9B%B8%E6%94%BF
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BE%8D%E5%BE%93
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BE%8D%E5%BE%93
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%AA%E3%82%B6%E3%83%99%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%A2%E7%94%B0%E7%BE%8E%E5%96%9C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%A2%E7%94%B0%E7%BE%8E%E5%96%9C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%8E%AE%E8%A5%BF%E6%B8%85%E9%AB%98
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%AD%A6%E9%96%A2%E9%80%A3%E4%BA%BA%E7%89%A9%E4%B8%80%E8%A6%A7
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%A4%A7%E5%AD%A6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%A9%E5%B4%8E%E6%B3%B0%E9%A0%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%86%8A%E6%9C%AC%E5%A4%A7%E5%AD%A6


 23 

●ジョン万次郎（ジョン まんじろう） 

文政 10年（1827年） - 明治 31年（1898年）、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）の貧しい漁師の次男に生まれた万次郎は、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 Mung) の愛称をアメリカ人からつけられた。 

 

アメリカでは、ホイットフィールド船長宅に住み込んで、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して、世界の各地を航海しその後、船を購入してハ

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した。 

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

摩藩主・島津斉彬がその知識に注目し、幕府ではペリー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った。この際、生れ故郷の地名を取って「中浜」の姓が授けられた。 

 

江戸では通訳も務め、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。 

彼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。 

また、伝記を子孫が 3代に渡って同じ出版者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 

 

＜本田宗一郎さんの成功街道！・・・短縮版＞ 

本田さんは、明治 39年、９人兄弟の長男として静岡県磐田郡光明村（現在の天竜市）で生まれた。 

家業は代々腕の良い鍛冶屋であったが、父親の代になってから自転車屋に転業していた。 

15 歳のとき、自宅に届いた業界新聞で東京の自動車修理工場（アート商会）の従業員募集を見て・・・これか

らは自動車の時代だと考え、丁稚奉公するため単身上京した。 

当初は親方の子供のお守りをするなど辛い丁稚奉公となったが、そうした中でも子守をしながら、先輩たち

の修理技術を盗み見みして腕を磨いた。 器用だった本田さんは、やがて先輩たちを追い越し自動車修理

の先進技術をすべて身に付け、本田さんに直せない故障はないとまで言われるようになった。 

そして若干２１歳でノレン分けを許され、浜松でアート商会・浜松支店を開設した。 

 

その神がかり的な修理技術は、たちまち評判となり、従業員も 50 人を超え、20 代半ば頃になると浜松では

やり手の青年実業家として知られるようになり、多くの財も蓄えた。 

しかし本田さんは自動車の修理屋では満足できず、自動車の部品製造業を目指すことになった。 

同じ造るなら当時、最も困難とされていた自動車のピストンリングの製造に挑戦することを決意した。 

若くして成功した修理工場も従業員に譲り、東海精機重工業を設立し、トヨタの下請けを目指した。 

 

当時ピストンリングの製造はかなり難しく、中小企業の技術ではとても困難とされており、さすがの本田さん

も失敗の連続で、ついには自動車修理業時代の蓄えも底をついた。 

結婚もまもないさち夫人は当初の優雅な生活から、たちまち質屋通いをする日々となっていた。 

然し本田さんの凄いのは・・・この失敗に諦める事なく “何度やってもうまく行かないのは、自分に金属材料

の特性や、治金の基準という基本的な材料工学の知識が足りないからだ…もう一度、一からやり直そう！” 

と浜松高等学校(現在の静岡大学)夜間部・聴講生となって３年間猛勉強して専門知識を学んだ。 

すでに 31 才、結婚もしており、しかも子持ちの学生となって、昼は工場で真っ黒になって研究開発に没頭し、

夜はツメエリ姿で学校に通って専門知識の勉強に励んだ。 

この頃が、本田さんの生涯でもっとも大変な時期で、失敗と苦労の連続であった。 
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本田さんは自分の仕事に関係のない学科には一切顔を出さなかった為、卒業証書は貰えなかった。 

その時、本田さんは学校に対して 『卒業証書をもらう為に学校に行ったのではない…自分の仕事に必要な

知識を学ぶ為に学校に行ったのだから紙切れなんかいるもんか！』と啖呵を切った。 

＊世間では本田さんは学歴のない成功者として知られているが・・・本田さんは３０歳を過ぎてから、このように浜松高等学校

(現在の静岡大学)夜間部・聴講生となり、３年間、猛勉強して専門知識を学んだことは余り知られていない！ 

 本田さんは学歴・無用論者であったが・・・けっして、学力・無用論者ではなかった！ 

 

このように大変な苦労と努力の末、天才的な才能と技術センスもあってようやくピストンリングの製造に成功、

念願だったトヨタの下請けとなり、軍需産業の中島飛行機にもピストンリングを納入する事になった。  

また製造に当たっては本格的な全自動切削機を自らが考案、当時としては画期的なオートメーションシステ

ムによるピストンリングの製造機まで自分の手で造りあげてしまった。 

そしてピストンリングの製造で、多くの発明と特許を取って『浜松のエジソン』として知られるようになり、従業

員も 2000名を越える大会社となった。  

 

このように本田さんがトヨタの下請け企業をしていた事は余り知られていない！ 

しかし戦時中のこともあり、苦労して興した会社は飛行機のプロペラなどを製造する軍需工場にも指定され、

しかもトヨタの資本が 40％入るなど、自由な経営ができなくなり下請企業にもイヤ気がさしてきた。 

その後、本田さんは会社の株をすべてトヨタに売却し、莫大な資金を手に入れた。 

戦後の混乱期でもあり、しばらくの間は遊んで暮らして・・・次に、何をやるべきかを考えることにした。 

 

この時の遊び方は、とにかく豪快で半端なものではなかった・・・連日、浜松の芸者を総揚げしてのドンチャ

カ騒ぎは、今でも浜松の料亭街では語り草になっている。 

１年間ほどリフレッシュし豪快に遊んで暮らしたら、今度は遊ぶ事がイヤになり、戦後の混乱期でもあったの

で、弟の弁二郎さんと一緒に本田技術研究所を造って、ありとあらゆる生活必需品を製造しょうと考えた。 

・磨りガラスを製造する機械 

・織物を製造する機械              

・アイスキャンデーを製造する機械 

・海水から食塩を製造する機械・・・これは大変儲かったようだ！ 

最後の方になると、酒（アルコール）まで自前で造って皆に配っていたそうだ。 

 

とにかく天才的な発明家でもある本田さんは、いろんな物を研究し考案していたが、やはりこの頃はまだ自

分が本当に造りたい物が分からず、いろいろと模索していた時代でもあった。 

当時の本田さんを良く知っているヤマハの創業者・河上源一さんは… 

『本田さんは昭和のエジソンのような人で、実に 200件（のちに 400件になった）を越える特許を持ち、工作機械

の設計から飛行機のプロペラ生産、高周波電気炉まで自分で設計し生産する程のマルチ人間でとにかくす

ごい人だった…』 と語っている。 

 

その頃浜松では、自転車に補助エンジンが付いたバタバタが流行っており、買い物用の足としてさち夫人に 

せがまれ、旧陸軍の無線機用小型エンジンを改造して自転車に取り付けたところ大変評判であった。 

そして無線機用の小型エンジンを、大量に買いつけ生産したが、たちまちエンジンが底をついた。 

どうせ造るなら小型のエンジンを自分で開発しょうと思い、本格的な２サイクル自転車補助エンジンの開発

に乗り出す事になった。 

1948年（昭和 23年）９月、浜松市で資本金 100万円、従業員わずか 34名で本田技研工業が設立、 

ここに『世界のホンダ』が産声を上げた・・・このとき本田さんは 42才、決して若い年齢ではなかった！ 

しかし、それからわずか１５年、ホンダは世界一のオートバイメーカーとなった。 

 

●もう一人いた内助の功・・・藤澤武夫さん！ 

ホンダが二輪メーカーとして、成功する陰には・・・もう一人の『内助の功』とも言えるパートーがいた。 

「世界のホンダ」は本田宗一郎が一代で築いた会社であるが、忘れてならないのは「異色のコンビ」として営

業や経理、管理面で本田さんを支えた副社長の「藤澤武夫」さんの存在である。 
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後に『本田宗一郎を作った男』と言われた藤沢さんであったが、藤澤さんなくして現在のホンダの発展・拡大

は考えられないといわれていた。 

本田さんは、藤沢さんとコンビを組んでから社長でありながら社長印は一回も持ったこともなく、研究所で製

品の開発や工場の生産活動に没頭し、本社で経営の実務を握っていたのは藤澤さん（副社長）であった。  

 

優れた宗教家、政治家、起業家には必ず有能な参謀がいた。 彼らはトップの思想を理論的に構築し経典

やバイブル、社是としてまとめ、強力に布教するシステムつくって発展・拡大させていった。 

ホンダとソニーは、戦後生まれの企業として急成長し、世界的ブランドを造ったユニークな企業として評価さ

れている。 そしてホンダの本田さんと藤澤さん、ソニーの井深さんと盛田さんは、共に絶妙のコンビによる

経営として高く評価されている。. しかし、この二組の創業者コンビは全く異質の文化を持っており、特に

「本田＆藤澤」は異色のコンビとして数多くのエピソードや美談が語り継がれている。 

 

自動車業界に詳しい経済評論家の梶原一明氏は著書の中で 

『本田・藤澤の異色の経営コンビネーションは、一種の芸術とさえ云えるもので、あらゆる意味においてこの

二人は異色のキャラクターを持ち、その人生哲学はただ一点の共通性を除きことごとく異なっている。 

そしてその性格は陽と陰で、正に天と地ほど違っていた。その一点の共通性とは…二人とも情熱的なロマン

チストで“本田技研を大きくする…”という目標だけが一致した共通点であった。  

二人はそれぞれが違う表現で、勝手気ままに情熱を燃焼させた異色のコンビで、天才技術者と天才経営者

のハーモニーがユニークな“世界のホンダ”を造りあげた…！』と絶賛している。 

しかし二人は、創業時こそ毎日ひざを突きあわせて徹夜でいつもお互いの夢を語り合っていたが、本田技

研がドンドン大きくなるに従って二人の話し合いは極端に減っていった。 

後年は殆ど会ってもおらず引退するまで実に淡々とした間柄で、公式セレモニーの席以外は全く行動を共

にしていなかった。然し一方では、会社の実印を藤澤に預け放しで“本田は社長在任中一度も社長印を自

分でついた事がない…”というほど、経営そのものは藤澤さんの力量を信頼し任されていた。 

二人が同時引退された時、本田さんと無二の親友であったソニー創業者の井深さんは… 

『藤澤さんは本田さんの才能を 100%活かした天才経営者、本田さんは藤澤さんの才能を 100%信じきった幸

運な天才技術者』と語っている。 

 

二人の人間性が一目で分かるよう、お互いの持ち味を簡単な言葉で比較してみた！ 

＜本田宗一郎…＞ 

小柄で愛嬌がある、器用で素早しっこい、天真爛漫で明るい、癇癪もちで手が早かった、宴会はドンチャン 

騒ぎ、お祭り好き、話好きでユーモァがあった、読書や思索は好まないが歴史好き、レース好きだが賭け事 

は一切しない、将棋とゴルフ好き、晩年は日本画に没頭、お洒落で原色を好んだ、研究熱心でトコトン究明 

＜藤沢武夫…＞ 

大柄で無器用、無愛想で他人つきあいしない、沈思黙考型で策士、高尚な書物や芸術を好む、特に常磐津 

とワグナーを好んだ、表面には出ず裏で人を繰るタイプ、生涯自動車の免許も持たず運転もしたことない、 

スポーツはやらない、自らは表に立たず経営のシナリオを描いて演出をした、何事も一流志向、 

 

これだけで・・・お二人の人柄が理解できたと思う！  

容姿、性格、趣味、行動パターン、生き方などすべてにおいて相反する二人が、なぜコンビを組んで「世界

のホンダ」を造ったのか…？  

これらは次回、改めていろいろなエピソードを含めで紹介したい！ 

 

世界的企業となったホンダの偉大なるこの創業者コンビは、共に同族者を会社に入れる事なく企業を私物

化しなかった経営姿勢においても、他に類を見ない異色のすばらしい経営者コンビでもあった。 

常に世界的視野に立って壮大な夢を実現させ、自由闊達な社風と風通しの良い企業風土を造って世界の

ホンダを築いた本田宗一郎、そして「ホンダイズム…ホンダウェイ」というべきバイブルを策定し、本田宗一

郎の描いた夢と理想を実現させた藤澤武夫、二人は真にすばらしい不世出の経営者であった。 

本田さんと藤沢さんは、創業から２５年目の昭和 48年 9月 24日(1973年)、創立 25周年式典の日、この異

色コンビは“自分達は古くなった…”ということで意見がまとまり、爽やかに引退し話題となった。 
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後任人事は、本田が育てた若手の技術者・45 才の河島 喜好さんを社長に、藤沢が育てた営業のベテラン

川島喜八郎さんと管理部門のエキスパート西田通弘さんを副社長に据えてトロイカ体制を敷いた。 

そして二人は、創業者でありながら会長職も代表権も拒否し、何の権限もない終生名誉職としての最高顧

問に就任し、爽やかに退任した。 本田宗一郎さん…6６才、 藤澤武夫さん…6２才であった。 

 

本田さんは引退後、大好きだった絵画(日本画)を本格的に始め、以来 何処へ行くにもスケッチブックを離さ

ず絵筆を取っておられた。そしていろいろな社会貢献活動で世界中を飛び歩いていたが、平成 3 年 8 月 5

日１(1991年)、84才で波乱万丈の生涯を閉じらた。 

一方藤沢さんは引退後、会社に一度も顔を出す事もなく、長男のために六本木の自宅を改造し大好きだっ

たイタリヤ美術を中心とした美術商“高会堂”を開業した。大好きな美術品の中で、世界の名曲・ワグナーを

聞きながら、そして古典芸能・常盤津を唸りながら、余生を過され昭和 63 年 12 月 30 日(1988 年)、78 才で

急逝された。 

 

●諸岡家の内助の功！ 

余談ながら、私自身、今年の２月４日、満６３歳（昭和１８年・1943年生まれ）になる。 

昭和 36 年、ホンダに入社して以来 37 年間、ホンダ一筋で発展・拡大期を駆け抜けて来られたのは大変幸

せであったし、ホンダの成長期に入社できたこともラッキーな巡り合わせであった。 

平成 10年（１９９８年）５月末、ホンダの創業 50年の節目のとき、体調（持病の糖尿病悪化）を崩したこともあって、

鈴鹿製作所・海外事業室・室長の職位を花道に、定年を待たず５５歳で退職した。 

この間、ホンダが急速に事業拡大していく中で、私は転勤を繰り返し、家庭を省みることなく奔走してきた。 

そして妻・幸子（ゆきこ）は、まさしく母子家庭の生活であったが・・・苦闘する私を支え、二人の息子を育て、

脳梗塞で倒れた母の看病まで、長年に亘って献身的に尽くしてくれた。 

 

退職して７年過ぎたが、母もすでに旅立ち、息子たちも巣立ち、孫もできて、田舎でインビリと晴耕雨読の年

金生活を送っている。これも長年ホンダという素晴らしい企業にお世話になった賜物であると感謝している。 

私にとって、妻・幸子の存在は、山内一豊の妻・千代にも劣らない偉大なる『内助の功』であったと思う。 

＊結婚後、数年してから、彼女は自分の名前を「幸子」と漢字を使わず、「ゆきこ」と平仮名を使用するようになっていた。 

それに気づいた私は、彼女に「どうして平仮名にしたの？」と尋ねた。彼女曰く 「父が幸せになるように幸子（ゆきこ）と名付

けてくれたが、今の私は余り幸せでないので、漢字で“幸子”と記名せず“ゆきこ”と平仮名で記名しているの・・・！」 と、 

冗談ながらに言われたが、多分本音であったと思う。 その後、私も生き方・考え方を多少反省したが、彼女が年賀状など

に「幸子」と記名するようになったのは、ごく最近になってからである。 退職後、私も心臓をやられて危ないこともあったが

現在は体調も良くなり、息子も結婚し、孫もでき、趣味の日本画では昨年・市長賞にも輝いた。 

ようやく彼女自身の気持ちも落ち着いて・・・小さいながらもほのかな幸せを感じるようになったのかも知れない！ 

＊我々夫婦は、私が退職後、息子達も巣立って田舎で二人だけの生活であり、お互いに「お父さん・お母さんと呼び合うのは 

止めよう！」と言うことになった。以後、お互いに「忠至さん（ただし）、幸子さん（ゆきこ）」とさん付けで呼び合っている。 

  当初は何となく照れくさかったが、慣れてくるとなぜか新鮮な感覚がして、なかなか良い響きがある。 

やはり、夫婦と言えど・・・人の名前は、キチンと敬語で○○さんと呼ぶのが、礼儀であり自然であると考える！ 

 

暇つぶしの一環として、執筆し始めた『モロさんの歴史よもやま話』も、今回で１０作を数えることになった。 

手前みその作品を多くのメル友たちに、勝手に送信しているが、結構評判が良いので喜んでいる。 

中には、この忙しいのに・・・と迷惑に思っている人もいることだろうが、友情に免じてご勘弁いただきたい！ 

残された人生を、私は執筆（歴史もの）＆女房は絵画（日本画）で、更に精進して行きたいと願っている。 
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