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モロさんの“歴史よもやま話”…第１弾！ 

 

元禄 “忠臣蔵 ” 赤穂 47士の秘話！ 

                                                               1998年 12月 14日   諸岡忠至 

                                                         2006年 01月 20日（一部追加・改定） 

 

忠臣蔵は、高度なミステリードラマであり、矛盾に満ちた歴史ドラマでもあり、涙と感動の普遍的な人間ドラマで

もある。 赤穂義士の根幹である武士道とか忠義なる言葉は現代社会では死滅したが、自らの死を賭け挑だそ

の崇高な精神は 300年経った現在でも時代を超え、人の心に迫る何かがある。 

私は“義理人情”の世界がとても好きだ…従って“赤穂義士”の大ファンである。 

もし“46人の忠義の士が切腹を免れ、生き永らえて万一晩節を誤るような事があれば…”その名誉は大きく傷

ついて、ここまで後世に感動を与え評価を受けただろうか…と考えると武士道を立て作法通り切腹させた幕府

の裁定はそれなりに正しかったかも知れない！ 

赤穂浪士については昔からいろいろ諸説あるが、あれから約 300 年経った今、私なりの観点で分析しより史実

に近い秘話を中心に編集してみました。   

 

 

＜主な内容＞ 

・討ち入りの状況…討ち入りしたときの戦闘状況、討ち入りで活躍した主な義士と吉良家の奮戦者！ 

・赤穂義士の構成要員と禄高・・・４７士のうち半数以上が親子・兄弟・親戚などによる結束の固い血縁集団であった！ 

・幕府の裁定…忠君の義士か大罪人か、 討ち入り後における幕府裁定の苦悩！ 

・切腹と武士道…武士はなぜ、壮絶な自殺である切腹をしたのか！ 

・昼行灯と言われた大石内蔵助の人物像・・・浅野内匠頭と大石内蔵助の家系！ 

・赤穂義士の家族と吉良家の末路・・・討ち入り後、明暗を分けた赤穂義士と吉良家の末路！ 

・生き残った 47番目の義士…討ち入り後、姿を消した寺坂吉衛門は、８３歳まで生きて天寿を全うした！ 

・討ち入り前に切腹した 48番目の義士…悲劇の浪士・萱野三平は、なぜ討ち入り前に割腹したのか！ 

・赤穂義士は文化人であった・・・多くの浪士たちは、俳諧・短歌・茶道を嗜む文化人であった！ 

・赤穂義士の「遺髪塔」・・・細川家藩士・堀内伝右衛門は、「日輪寺（熊本県山鹿市）」の境内に「遺髪塔」を建立した！ 

・仮名手本忠臣蔵とは・・・刃傷事件から５０年後、赤穂義士を描いたドラマが人形浄瑠璃として上演され喝采を浴びた！ 

・刃傷事件はなぜ起ったか…その背景と伏線！ 

・熊本製作所・時代の思い出・・・私の十八番『刃傷末の廊下』の歌でテレビ出演！ 

 

主君である浅野内匠頭だけが切腹となり、吉良上野介に咎めがなかったのは「喧嘩両成敗」に反すると浅野家

の家臣達が憤慨した。一見すると、幕府の裁定が不公正なものに思われるが、本来「喧嘩両成敗」というのは

社会秩序が崩壊した戦国時代の法である。当時の法制度には戦国時代の思想は未だ残しているとは言え、武

断的な政治から「文治政治」への転換が図られていた。法制も裁判制度も整った泰平の時代において、「喧嘩

両成敗」という理非を問わずに双方を処断するというやり方は、無実の人間を残虐な刑罰に晒す危険性のある

非人間的な規定であると当時の儒学者などからの強い批判もあった。 

従って、浅野内匠頭が「遺恨」であると主張したとしても、明確な不法が無く手向かいしなかった吉良上野介が

何の咎めを受けなかったのは、今日の社会常識と対比させても決して不当な判断とはいえないと思われる。 

 

更に討ち入り直後には一部の幕閣の間には、夜中に人の家に押し入って多数の人を殺害した行為はいかなる

理由があろうともその所業は「強盗」と何ら変わりがなく、浪士達を強盗の罪により磔・獄門などの処分を課す

べきであるという主張も見られた。浪士達の仇討ちを義挙として熱烈に賞賛する世論や、将軍や学者達の「忠

義論争」によってこうした批判の声を押し流されてしまったという点にも留意すべきである。 

＊元禄赤穂事件以外にも、江戸城内での刃傷沙汰は過去に 1627 年・御小姓組・猶村孫九郎が木造氏、鈴木氏に切りつけた事

件、 1628年・豊島刑部少輔明重が老中井上正就に斬りつけた豊島事件、貞享元年(1684年)若年寄・稲葉石見守が、大老・堀

田筑前守を殺害した事件が発生していた。しかし、それらの事件では被害者は即死、加害者はその場で手打ちにされていた。 

刃傷事件の被害者・加害者ともに生き残った例がなかった事が、幕府の対応にぶれを生んだ一因とされている。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%96%A7%E5%98%A9
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%84%92%E5%AD%A6%E8%80%85
http://ja.wikipedia.org/wiki/1628%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B2%9E%E4%BA%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/1684%E5%B9%B4
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＜吉良邸討ち入り＞                  ＊（）の数字は討ち入当時の年齢 

時は 元禄 15年(1702年)12月 14日、前夜の大雪で江戸の町は一面の雪景色で空はカラリと晴れていた。 

大石内蔵助良雄(45)は、この日の討ち入りの集合時間を夜半の丑の刻（午前２時）と決めていた。 

それは吉良家の茶会が終わり、客も帰って屋敷が寝静まる頃合いだからである。大石内蔵助を始めとする４７

人の同志は三々五々、本所にある堀部安兵衛(34)宅に集まってきた。 そこにはすでに一党の武器や道具・装

束がすでに用意されていた。こうして身支度を終えた一党は、思い思いに最後の溜まり場で吉良邸の裏にある

前原伊助(40)・神崎与五郎(38)が共同で経営していた米屋・小豆屋に向かった。 

ここから浪士が吉良邸に進軍を開始したのは寅の刻（午前４時）前で、満月に近い月光の灯かりが足元の積雪 

を照らしていた…とは、お馴染みの講談“元禄・忠臣蔵”の口上である！ 

＊当時の暦は日付の変わり目が夜明け（午前６時頃）が基本であるため、元禄 15月 12月 14日寅の刻（午前４時）は、現在に置

き換えると元禄１5年 12月 15日の早朝・午前４時頃の討ち入となる。 

 

●討ち入の状況！ 

・戦闘時間         約２時間 (午前４時頃～６時頃まで) 

・死傷者            吉良方   死 者    １６人 

                            負傷者   ２０数人 

             赤穂方   負傷者     ４人 

この夜、吉良方には婦女子を除き男子は 100 名ほどいたが、実際に戦闘に参加し敢然として浪士に立ち向か

ったのはわずか 20数名しかいなかった！ 

 

●赤穂浪士の年齢構成！ 

・ 赤穂浪士(47人)の年齢分布…何と全体の 20％が５０代以上である！  

                    10代… ２人 （大石主税 16才、矢頭右衛門七 18才） 

                    20 代…15人         50代… ４人 

                    30 代…14人         60 代… 5人 

                    40 代… 6人         70 代… １人（堀部弥兵衛 77才） 

 

・討ち入に参加した赤穂浪士の中には８組(18人)の親子と６組(10人)の兄弟・親戚が参加していた！ 

               間喜兵衛(69)・十次郎(26)・新六郎(24)は父子３人が参加した 

               大石内蔵助(45)・主税(16)          堀部弥衛門(77)・安兵衛(34) 

               吉田忠左衛門(64)・沢右衛門(29)    小野寺十内(61)・幸右衛門(28) 

               奥田孫太郎(57)・貞右衛門(26)      間瀬久太夫(63)・孫九郎(23) 

               村松喜兵衛(62)・三太夫(27) 

 

＊大高源吾(32)は小野寺幸右衛門(小野寺家へ養子)の実兄である！ 

＊貝賀弥左衛門(54)は吉田忠至左衛門の実弟で、岡島八十右衛門(38)は原惣右衛門(56)の実弟、 

近松勘六(34)は奥田貞右衛門(奥田家へ養子)異母弟である。 

＊間瀬久太夫(63)は小野寺十内の従兄弟、中村勘介(48)は間瀬久太夫の甥である。 

 

従って討ち入りメンバーの半数以上が親子・兄弟・親戚などによる結束の固い血縁集団でもあった。 

 

●赤穂浪士の録高！ 

赤穂藩は録高 5万 3500石で約 300余人の藩士がいた。  

当初討ち入りの連判状に署名した藩士は 120余人いたが、次第に脱落して最後は 47士となった。 

奥野将監(1000石)、岡林杢之助(1000石)、大野九郎兵衛(650石)など家老職は最初から加わらなかった。 

進藤源四郎(400石)、河村伝兵衛(400石)、小山源五衛門(300石)、小山田庄左衛門(300石)、高田郡兵衛(200

石)など、上級藩士は次々と脱落していった。 

 

従って、討ち入りに参加した大半の浪士は下級武士であり、無給でありながら命を賭けた浪士が 11人もいた！ 
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1500石          （ 1人）   家老・大石内蔵助(45) 

300石         （ 2人）   原惣右衛門(56)、片岡源五右衛門(37) 

250石         （ 1人）   近松勘六(34)、 

200石         （ ８人）   吉田忠左右衛門(64)、間瀬久太夫(63)、赤埴源蔵(35)、瀬田又之丞(35)、 

堀部安兵衛(34)、不破数右衛門(34)、富森助右衛門(34)、 

岡野金右衛門(24)、 

150石         （ 7人）   小野寺十内(61)、奥田孫太夫(57)、早水藤左衛門(40)、木村岡右衛門(46)、 

矢田五郎右衛門(29)、大石瀬左衛門(27)、磯貝十郎左衛門(25)、 

100石         （ 4人）   千馬三郎兵衛(51)、中村勘助(45)、菅谷半之丞(44)、 

20石 5人扶持   （ 4人）    村松喜兵衛(62)、岡島八十右衛門(38)、倉橋伝助(34)、大高源五(32) 

10石 5人扶持  （ 2人）    前原居助(40)、勝田新左衛門(24)、 

２石 10両      （ 1人）    貝賀弥衛門(54)   

10両 3人扶持   （ 3人）   三村次郎左衛門(37)、竹林唯七(32)、杉野十平次(28)、 

 5両 3人扶持  （ 3人）    神崎与五郎(38)、茅野和助(37)、横川勘平(37)、      

部屋住…無給   （ 9人）    村松三太夫(37)、吉田沢左衛門(29)、小野寺幸右衛門(28)、 

奥田定右衛門(26)、間 十次郎(26)、間 新六郎(24)、間瀬孫九郎(23)、 

矢頭右衛門七(18)、大石主税(16)、 

隠居          （ 1人）    堀部弥兵衛(77)    

足軽          （ 1人）    寺坂吉衛門(39) 

 

＊当時の１石は…現在の貨幣価値に換算すると１石(１両)で、約８万円～10万円くらいになる。 

 従って大石内蔵助(1500 石)…年収１億２千万円～１億５千万円、大石に次いで２番目の石高である片岡源吾衛門(310 石)…

2400～3000万、有名な堀部安兵衛(200石)…1600～2000万円ほであった。 

＊扶持…一人１日５合の米が必要とし年間約 1,8石となる。 

大高源五(20石 5人扶持)…20石＋1,8石×5人＝29石となり 230～290万となる。 

＊部屋住…とは、扶養家族の扱いで無給であった。 

 

●戦いの武器！ 

武器は各自が自由であったが、関ヶ原の合戦以来約 100 年が経過しており、武士と云えども誰も実戦の経験

が無かった。剣客であった堀部安兵衛、不破数右衛門、赤埴源蔵以外の赤穂浪士は、突けば致命傷を負わせ

られる槍を殆どの者が使用した。 

＊使用された槍は…素槍・平槍・鍵槍・大身槍・十文字槍などであった。 

 

●老人パワーの活躍＞ ！ 

間喜兵衛(69)、吉田忠左衛門(64)、間瀬久太夫(63) 、小村松喜兵衛(62)、小野寺十内(61)らの老士は、裏門と

長屋の警戒に当たっていたが得意の槍で３人を倒した。 

 

●赤穂方の活躍！ 

・ 堀部安兵衛(34)…  

最初に暗がりから襲い掛かった寝間着姿の武士を一太刀で切り伏せ 刃向かう敵を片っ 

端から撫で斬りし、同志の苦戦を見るとすばやく 駆けつけて助太刀するなど噂通りの剣客振りを発揮した。 

・ 不破数右衛門(34)…  

吉良方きっての使い手清水一学(24)と戦い数カ所に手傷を受け苦戦したが、千葉三郎 

兵衛(51)・潮田又之丞(35)が助太刀に入り、一学が縁を踏み外して庭に落ちた所を千馬三郎兵衛が槍を突 

いて仕留めた。 

数右衛門は主君長矩の勘気を受けて浪人の身であったが、大石に許され途中から仲間に加わった。 

 

●吉良上野介の最後！ 

間十次郎(26)が炭小屋の中へ槍を突き入れ手応えがあり、竹林唯七(32)が切り付け致命傷を与えて笛を吹い
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て全員を呼んだ。最後は大石が小刀で絶命させ勝鬨を挙げた後、大石の命で最初に槍をつけた。 

間十次郎が吉良の首を刎ねた。赤穂方の死者はなく、実に１年９カ月に及ぶ辛酸労苦の快挙であった。 

 

●吉良方の奮戦！ 

・小林平八郎(43)…小林平八郎は吉良方の筆頭家老でなかなかの忠義の士で、討ち入当夜も果敢に戦かった 

が力つき長屋付近で討たれた。 

・ 清水一学(24)…15 歳で吉良家の小姓となり剣術に優れていた。討ち入りのときは奥へ踏み込んできた浪士     

の前に立ちはだかり、「清水一学」と名乗ってから不破数右衛門ら３人を相手に戦ったが、退くはずみに縁を

踏み外し庭に落ちたところを槍で突かれて憤死した。 

・ 牧野春斉(13)…まだ 13歳の茶坊主だったが、浪士の襲撃に臆することなく刀を持って戦った。浪士たちは最

初、子供のような感じがしたので相手にしなかったが、余りしつこく向かっていったため斬られて一命を落とし

た。吉良家の中では数少ない奮闘者の一人で異色の茶坊主だった。 

・ 新貝弥七郎、斎藤清左衛門、左右田源衛門など、吉良家の小姓達は怯むことなく大いに奮戦したが、寝込

みを襲われて気持の整理がつかないまま空しく討ち死にした。 

山吉新八郎は上杉家からの付け人で、三人の浪士相手に必死の戦い斬られて重傷を負い気絶したが、一

命を取り止め後に上杉家に帰参した。 

 

●忠君の士か、大罪人か… 

討ち入後、赤穂浪士 46人は討ち入処分が決まるまで下記の４家に預かりとなったが４家とも手厚くもてなした。 

  熊本藩主・細川家に大石内蔵助以下 17人 

  松山藩主・松平家に大石主税ほか以下 10人 

長府藩主・毛利家に岡島十右衛門以下 10人 

岡崎藩主・水野家に間十次郎・矢頭右衛門ら９人 

幕府の裁定は忠君の士か大罪人かで意見が分かれてなかなか裁定がつかず、又庶民は圧倒的に赤穂浪士

の味方となり、結局幕府は学者に意見を問うた。 

 

・林大学（幕府の儒官・将軍綱吉の信任が厚く重用された政治の御用学者）と室鳩巣(儒学者)は… 

“かれら忠義の者どもを罰したならば今後、天下に忠義は行なわれなくなる！”と言った。 

＊赤穂浪士を最初に義士と呼んだのは林 大学であった。 

・荻生祖徠（将軍綱吉の側用人で幕府の実力者・柳沢吉保に仕えた政治顧問）は・・・ 

“法は天下の根本である。主の仇を報じたのは義ではあるが私の論である。公儀の許しもなく騒動を起こした

事は法において許されない！”と述べた。 

 

最後は、荻生徂徠（おぎゅうそらい）の意見が認められて武士の礼を持って切腹と裁定された。 

又同時に吉良家は没収となり、養子の吉良左兵衛義周(上杉綱憲の息子)は諏訪安芸守にお預けとなった。 

しかし世間は喜ばず、庶民は法よりも情の裁きを望んでいた。 

 

●切腹の上意 

切腹の上意を申し渡したのは元禄 16 年（1703 年）2 月 4 日の未の刻（午後２時）であつたが前夜には４家の計ら

いで内々浪士達には伝えられていた。 

切腹は４家でそれぞれ午後４時から始まり午後５時に終わった。 

 

●切腹と武士道 

武家社会の中で生れた日本固有の壮絶な死に方が切腹である。切腹の第一号は、平安時代の大盗賊として

知られた袴垂保輔(はかまだれやすすけ)が捕史に追われて観念し、自分の腹を切り裂いて腸を掴んで投げつけ

凄まじい最後を遂げたのが始まりとされている。 

源平時代から戦国時代にかけて、合戦に敗れた武将が最後を迎えたとき、武勇の誉れを末代まで残したいが

ために最大の苦痛を自らに課して、腹を切るという壮絶な死に方が侍の美学とされた。 

また勝者もその勇気ある最後の姿を勇者として称えた。また主君が亡くなったときは、主(あるじ)を慕い、忠誠心

を表わす方法として殉死(切腹)という制度も認められ評価されるようになった。 
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こうして武士道は、切腹という生命を投げうつ絶対的な行為を背景にして生まれ定義づけられていった。 

 

本来、切腹は腹十文字に掻き切るのが正式な作法とされていた。切腹刀は九寸五分と定められ、その柄を外

して切っ先を奉書紙で巻き、刀が外れないようその上を紙縒り(こより)で結んだ。そして右手に持った切腹刀を左

の脇腹突き立て、右脇腹までいっきに引く。今度はそれを引き抜いてみぞおちに刺し臍下(へそした)まで切り下

げる。それでも死ねないときは喉を突いた。  

正式な切腹はまさに最大の苦痛を伴う凄惨な死に方であった。 

 

江戸時代になると切腹も次第に形式化されて、中世のように腹を切り裂く壮絶な死に様は「無念腹」として讃え

られなくなってきた。また殉死も４代将軍・徳川家綱のころには禁止となり、切腹は武士に対する刑罰となった。 

そして切腹する人の苦痛や乱れをなくするために、扇子や小刀を腹に当てるだけで腕のたつ介錯人が瞬時に

首を落とした。赤穂浪士の切腹もこのような方法であったが、間 新六郎(24)だけはこうした形式を断って、見事

に腹一文字に掻き切ってから介錯を受けたといわれている。間 新六郎は、父・間 喜兵衛(69)、兄・間 十次郎

(26)と親子三人が、討ち入りに加わった忠義心の篤い一家であった。 

 

●浅野家について…！ 

浅野家は豊臣秀吉の正室・北政所(きたのまんどころ・ねね)の姉婿・浅野長政(豊臣政権・五奉行の一人)で、後に

芸州・広島藩・藩主となり長政～幸長～長晟～光晟～綱晟～綱長(安芸頭)と相続された。 

このように浅野家は豊臣秀吉の妻・ねねの実家に繋がる家柄で、広島藩・浅野家を本家として、赤穂藩・浅野

家、備後三次藩・浅野家などを有する名門の家系であった。 

播州・赤穂藩は、長政の三男・長重が分家して大名となり二代目・長直のとき播磨国・赤穂藩へ転封となり 5 万

3500石を領した。長直は手腕を発揮して治水や新田開発そして製塩開発を行い赤穂藩は実質 7万石を超す豊

かな大名ともいわれていた。長直が亡くなり長矩(内匠頭)は 19歳で三代目・赤穂藩主となった。また長矩の妻・

阿久利(あぐり)は、浅野本家の三代目・長晟の次男・長治(備後三次藩・因旛頭 5万石)の長女である。  

長矩には子供がなく弟・大学を養子として届けていたが、大学はお家断絶後に広島の浅野本家である広島藩

安芸頭綱長に預かりとなった。 

宝永 6年（1709年）1月 10日、将軍綱吉が死去し、家宣が将軍を継ぐと恩赦が出され、赤穂浪士の遺子たちも

放免となった。同年 8月、浅野大学は赦免され、500石を拝領して旗本交代寄合に列せられた。 

＊この大学の奥方は、我が故郷(三重郡菰野町)である菰野城藩主・土方雄高(ひじかたかつたか)の娘である。 

 

＜昼行灯と言われた…大石内蔵助の人物像＞ 

大石内蔵助良雄(よしたか)…現役時代「昼行灯(ひるあんどん)とあだ名されたくらい茫洋とした城代家老であった。 

しかしいざ大事が起きるとその沈着冷静な思慮と大胆な行動で歴史に残る快挙を成し遂げた。 

大石家は平将門討伐で功績を挙げた、むかで退治で知られた鎮守府将軍・田原藤太(たわらのとうた)、別名・ 

藤原秀郷(ひでさと)と伝えられている。 

室町時代は足利将軍に仕えた家柄で、徳川家康が江戸幕府を創設した慶長８年(1603年)、初代大石良勝(よし 

かつ…曾祖父)が、浅野長重(内匠頭の曾祖父)に仕え、次第に重用され大阪冬の陣で戦功をたて 1500石を与えら 

れ家老となった。良勝の子・良欣(よしたか…祖父)は浅野家の長直～長友～長矩の三代に仕えたが跡継ぎの良 

昭(よしあき…父)は若くして亡くなったため、当時 19歳の内蔵助が大石家の当主となり筆頭家老となった。 

また祖父・良欣の弟は浅野長直の次女と結婚しており、浅野家と大石家は姻戚関係にある。 

 

江戸時代の儒者・兵学者として有名な山鹿素行(やまがそこう)は、幕府の勘気に触れて８年間、赤穂に流されて 

おり内蔵助もその影響を受けて育った。 また内蔵助は当時日本では第一級の儒学者だった伊藤仁斎(じんさ 

い)の京都堀川塾で学んだ教養人でもあった。 

但し、講義中はいつも居眠りしボンヤリ聞いていたので仲間から昼行灯とあだ名されていたが…師匠の仁斎は

『イヤイヤあの人物はなかなかの人物だ。ボーとしているように見えるが人間の真髄や本質を把握しょうとして

いる…ああいう人物こそが、いったん大事があった時には大いに役に立つ…』といって内蔵助の非凡さを見抜

いていたと伝えられている。 

＊昼行灯…行灯は夜になって効力を発揮するもので、昼につけても役に立たない。そこで日中いつもボンヤリしていて役に立た

http://ja.wikipedia.org/wiki/1709%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%B3%E5%B7%9D%E5%AE%B6%E5%AE%A3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%97%E6%9C%AC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%97%E6%9C%AC
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ない者は昼行灯と呼ばれていた。 

 

また剣術は剣客・奥村無我の門弟で免許皆伝の腕前であった。外見は小柄で太り気味、柔和な丸顔で無口で

はあったが、若いときはこよなく酒と女を愛して遊里通いしたほどの遊び人であった。 

松の廊下での刃傷沙汰がなければ、内蔵助も昼行灯のまま生涯を終えたかも知れないが、歴史は激動の境

遇を造りだし一世一大の出番となった。 

内蔵助はその真価を存分に発揮し武士の本懐を見事に成就させ、後世に永遠の名を残す人物となった。 

 

＜明暗を分けた赤穂義士と吉良家の末路＞ 

●赤穂浪士・その後の家族！ 

父が罪を犯せば子も罪を免れないのが当時の掟（法律）、46 士の中には 16 人の子（男子）がいたが、この内 15

才以上の男子４人は元禄 16 年に伊豆の大島に流された。又 15 才以下の者は 15 才になると遠島になるが、

僧侶になれば免れるので多くの者は 15才になる前に出家した。 

宝永６年(1709年)８月、５代将軍・徳川綱吉が死んで恩赦があり、遺児達は天下晴れて罪を許された。 

これが契機となって忠義に殉じた義士の子と云うので、諸家から召し抱えの口がかかるようになった。赤穂浪

士が本懐を遂げ切腹してから６年後の事である。 

大石家の次男・大石吉千代は仏弟子となったが恩赦の直前 19才で病死した。 

三男・大石大三郎は芸州の浅野本家に家老（1500石…父の内蔵助と同等）として迎えられ大石家を再興した。 

 

●吉良家の末路！ 

吉良家の当主・吉良義周（上杉綱憲の子）は３年後に配流先の信州諏訪郡で21才の若さで夭折し、ここで名門吉

良家は断絶となった。また吉良上野介の息子であった上杉綱憲は父（吉良上野介）は殺され、子（吉良義周）は流

罪になり、綱憲もまた義周より２年早く 42才で没しており、誠に悲運な吉良家の末路となった。 

 

●吉良家と上杉家の関わり 

吉良家の禄高は 4200 石だが、幕府の儀式典礼をつかさどる役目の高家であり筆頭の家柄で将軍家、紀伊徳

川家、薩摩の島津家とも縁戚関係にある名門である。 

また米沢の上杉家（15 万石）の第４代藩主・上杉綱憲は上野介の実子であり又、吉良の妻・富子は、第３代米沢

藩主・上杉綱勝の実妹であり、更には綱憲の子(義周)が吉良家の養子となって、吉良上野介が隠居した後は

吉良家の当主となった。 

本来なら実の父親を討たれた上杉家の藩主・綱憲は当然烈火の如く怒って赤穂浪士の討伐に出ようとしたが、

上杉家きっての切れ者・江戸家老・色部又四郎は“謙信公以来の上杉家を潰すきか…！”と体を張って止め、

上杉家の安泰を図った。 

 

●梶川与惣兵衛のその後！ 

『お離し下され、梶川殿…』で一躍有名となった梶川与惣兵衛は、旗本の中でも屈指の怪力で知られていた。

与惣兵衛は内匠頭の突然の刃傷沙汰に出会い、内匠頭を羽交い絞めにして吉良の命を救った功労者として

公儀から 500石の加増を受け 1200石の家禄となった。 

その後も留守居役を勤め、さらに槍奉行まで昇進した有能な官史であった。 

しかし赤穂人気の高まりもあり与惣兵衛には苦悶の日々で、後に「内匠頭殿の心中を察すると吉良殿を討ち損

じたのはさぞ無念であったろう。 あの時は不良の急変のため、前後の思慮に及ばなかった…」と「梶川氏筆

記」に後悔めいた事を記している。  

たまたまその場に居合わせて、事情が解らないまま刃傷した内匠頭を咄嗟に怪力を持って制した与惣兵衛も、

結果として多くの庶民から批判を買うことになって誠に気の毒な出来事であった。 

 

●47人目の義士・寺坂吉右衛門信行！ 

寺坂(39)は同志中ただ一人の足軽で身分は低いが弓の名人で、足軽頭の吉田忠左衛門の門下に入り、主に

同志たちの連絡使い走りをしていた。討ち入後、泉岳寺へ向かう途中に密かに大石の特命を受け、一党から

離脱した・・・これは生き残って亡君ゆかりの人々や同志の遺族に討ち入の始終を報告させるための大石の策
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略であった。従って討ち入は 47 士であったが切腹した時は 46人であり、同志は寺坂を守るため討ち入前夜に

逃亡した…と口裏を合わし嘘の証言していた。 

寺坂はその後、幕府に自首したが、すでに時効となっており許されて放免され、83 才まで生きて天寿をまっとう

した。その間に討ち入の始末を記録した“寺坂信行筆記”を残したが、これは義士研究の貴重な資料となった。 

 

●赤穂義士は…４８士であった！ 

 過日、上京した際、東京・高輪にある泉岳寺に出向いて赤穂義士のお墓参りをした。 

その際、念のため赤穂義士の墓石を数えたら何と 48基あった。  

吉良邸への討ち入りは 47人で、切腹後に泉岳寺に葬られた赤穂義士は 46人なのに、何度数えても墓石は 48

基あった・・・不思議に思ってお寺の管理人に確認したら「討ち入り後、離脱した寺坂吉衛門と討ち入り前に反

対した父親と主君の板ばさみで悩んだ末、自刃した萱野三平（かやのさんぺい）の供養搭が、後に追加されたの

で現在は 48基ある…」と教えてくれた。  

 従って忠臣蔵は、吉良邸に討ち入ったのは 47 士、幕府の命で切腹したのは 46 士だが、忠義に殉じた赤穂浪

士は正確にいうと 48士ということになる。  

 ＊泉岳寺(曹洞宗)…慶弔 17年（1612年）、徳川家康が今川義元の孫である門庵宗関・和尚を拝請して外桜田門の地に創建した  

が寛永の大火で焼失した。その後、浅野・毛利・水野・水谷・朽木の五大名によって現在の高輪の地に再建された。   

以来、泉岳寺は浅野家の菩提寺となっていた。当時、泉岳寺は七堂伽藍を完備し全国の僧侶が参学する学寮で、曹洞宗（禅

宗）・江戸三ヶ寺の一つとして隆盛を誇った名刹である。 

 

＜４８番目の義士・・・萱野三平(かやのさんぺい)＞！ 

 浅野内匠頭長矩が殿中松の廊下で吉良上野介に刃傷に及んだ…ことを早籠で赤穂に連絡したのは主君の

側小姓役・萱野三平（当時・26歳）であった。  

三平は大阪府箕面市萱野の出身で、現在地元には「萱野三平記念館・渦泉亭(けんせんてい)」が建てられ「赤穂

浪士…48番目の義士」として今も称えられている。  

「渦泉亭」とは…三平の俳号・萱野渦泉(かやの・けんせん)から名付けられた。 

 

     晴れゆくや 日ごろ心の 花曇り  

 

この俳句は有能な若手俳人でもあった萱野三平が自刃したときの辞世の句である。 

延宝三年(1675年)、摂津国萱野郷(大阪府箕面市)の地に誕生した三平は父・重利の主人である大嶋出羽守の

推挙により、13歳のとき播州赤穂の浅野家主君・内匠頭の側小姓として仕官した。  

萱野三平は主君の刃傷凶変を知らせる第一の使者として早水籐左衛門(40 歳)と一緒に選ばれ、早駕籠で昼

夜の区別なく赤穂に駆けつけた。 江戸から赤穂まで155里(620ｋｍ)を四昼夜半、108時間を走り抜いた。当時

としては歴史に残る大変なスピードで、生死を賭けた早駕籠の旅であった。 

早駕籠が途中大阪の生家の前を通るとき、偶然にも母親の葬儀の日であったが特命を受けているため、その

まま赤穂に向い家老の内蔵助宅へ「内匠頭、殿中で刃傷…」と伝えたのは、４日後の 19日午前６時頃であった。

第二の使者、原惣右衛門(56 歳)と大石瀬左衛門(27 歳)が「内匠頭、切腹…」の知らせを届けたのは同日の午

後９時頃であった。  

 

この必死の早駕籠シーンは数多い「忠臣蔵」の映画では必ず取上げられる名場面である。   

三平は側小姓として、主君の側に仕えていた関係で仇討ち強行派の一人であった。しかし父・重利は仇討ちに

参加したら、三平を浅野家に推挙した主君・大嶋家にも累が及ぶと考え、自分と長男・重道が仕えている大嶋

家に仕官させようと思い三平の討ち入り参加には強く反対していた。 

三平は自分が信じる武士道と父親が子を思う親心の板ばさみとなり、そして又浅野家や大嶋家に対する忠誠

心の狭間で悩み、ついに進退窮まって元禄 15年(1702年)１月 14日、主君の月命日（14日）を選んで自宅長屋

で自刃し 27歳の生涯を閉じた。 そこには父と内蔵助への遺言も残されていた。 

この悲劇は赤穂浪士討ち入りの 11ケ月前のことであった。 

 一説によると大石内蔵助は討ち入り当日、萱野三平の位牌を胸中に納めていたとも言われている。また三平

の父・重利も、三平の死から７ケ月後に赤穂浪士の吉良邸・討ち入りを知らないまま 74歳で他界した。 



 8 

  

＜赤穂浪士は文化人であった・・・俳諧・短歌・茶道の心得！＞ 

当時は俳人・松尾芭蕉や井原西鶴が活躍していた時代で、萱野一族は俳諧の達人が多く三平の兄や従兄弟

は皆、俳号を持っているほどであった。  

三平自身も若くして萱野渦泉(けんせん)と名乗るほどの名人であった。また三平の兄・重道は大嶋家に仕官して

いたが俳諧の達人で、萱野紅山(こうざん)と称していた。わずかの間に母、弟、父を亡くしたが重道自身は 94 歳

まで生き、弟・三平を偲んで下記の句を詠んでいる。 

 

   忠孝の 心とふかき 花の跡 

 

また赤穂藩も俳句・和歌、連歌・茶道を嗜む風流な藩士が多く、討ち入りした浪士の中で大高源五（32 歳）、神

崎与五郎(38 歳)、間十郎（２６歳）は俳号を取得しており、松尾芭蕉の一周忌追善句会に句を寄せるほど名人

であった。また吉田忠左衛門(63)、富森助右衛門(34歳)、小野寺幸右衛門(28歳)、岡野金右衛門(24歳)らも俳

号を持っており、彼らは松尾芭蕉の弟子・服部風雪に師事し腕を磨いていた。 

中でも大高源五(大高子葉)は俳人や茶人とも深い親交がある教養人で、茶の師匠である山田宗偏から吉良邸

の茶会の日を知り、吉良上野介が在宅していると確信し内蔵助に報告、12 月 14 日の討ち入りを決行したとさ

れている。芸は身を助ける…が如く文化的趣味が大事を成就させるきっかけとなった。 

大高源五は俳人・宝井其角(たからい・きかく)とも親交があり、討ち入り前日に源五と其角が両国橋でバッタリ出

会った。このとき源五は吉良邸の様子を調べるため「すす竹売り」に扮していたが、事情を知らない其角はその

薄汚い身なりの源五の姿に哀れを感じてさりげなく 

 

   年の瀬や 水の流れと 人の身は…と詠んだ！ 

 

源五は其角のやさしい気持に胸を衝かれたが、本心を打ち明けるわけにもいかず 

 

   あした待たるる その宝船…と受けた！ 

 

 其角はその時 “その宝船…とは大名に仕官したい気持”と解釈したが、その二日後に赤穂浪士の討ち入りを

聞き、あの大高子葉(源五)が赤穂義士の一人と解り 「あの時のその宝船とは討ち入りを決意していた気持を詠

んだものと解り、源五の苦しい気持さえも解らなかった自分を大いに恥じた！」と語っている。 いづれにしても

当時の人は、すれちがいの瞬間さえも 「一句詠んでご挨拶…」とは、何とも風情豊かな光景ではないか・・・！ 

 

生死を賭けて討ち入りという物凄いことを決行した勇猛果敢な赤穂義士の多くが、日頃は俳諧や短歌・茶道を

楽しむ教養豊かな風流人＆文化人であったことは、何故か心の安らぎを感じさせてくれる思いがした！ 

 

また赤穂義士の一人で小野寺十内(61 歳)と息子・小野寺幸衛門(28 歳)が切腹した後、小野寺十内の妻・丹女

は二人の供養をすました後、食を断ち辞世の句を残して世を去った。    

 

   妻や子の 待つらんものを 急がまし 何かこの世に 思いおくべし 

 

因みに幸衛門は大高源五の実弟で小野寺家への養子であった。  

 

赤穂義士討ち入り快挙の陰には、萱野三平や小野寺十内の妻のような、数多くの悲劇が隠されている！ 

 

 

・浅野内匠頭長矩(享年 35歳)の辞世の句 

 

    風さそふ 花よりもなほ 我はまた 春の名残りを いかにとかせん 
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・大石内蔵助（享年４５歳）の辞世の句 

 

    あら楽し 思ひは晴るる 身は捨つる 浮世の月に かかる雲なし 

 

●赤穂義士の「遺髪塔」・・・熊本県山鹿市・日輪時！ 

討ち入り後、幕府の裁定が下るまで大石内蔵助以下 17人を預かった細川家では、藩主・細川綱利侯自ら玄関

に出迎え、「武士の鑑」だと激賞した。接待役の藩士「堀内伝右衛門」（２５０石取り）は、義士１７人が切腹するま

での５０日間、日夜、その接待に努めた。 切腹後、義士達の遺言により浅野家墓所・泉岳寺に葬られたが、堀

内伝右衛門はせめて遺髪なりともと願い出て、それが許され貰いうけた。 

伝右衛門は、それを自分の「行地」である杉村（現在の熊本県山鹿市杉村）に持ちかえり、菩提寺の「日輪寺」の境

内に「遺髪塔」を建立した。 

この遺髪塔は、堀内伝右衛門が遺髪塔を建立してから２００年経ち、日蔓草の茂みから摩滅しかけた古い碑が

掘り出された。この長い間の風雪に傷んだ碑を中心に据え、その全面に大理石の碑を置き、屋根を構え、右外

側に由来記の大きな碑を建てた・・・明治４５年２月４日の事である。 

その後、昭和４６年左外側に「１７義士記名碑」が建立されて、今日に至っている。 

 

●赤穂義士のヒット作『仮名手本忠臣蔵』 

刃傷事件から４７年後(1748 年頃)、赤穂義士を描いたドラマの決定版ともいえる人形浄瑠璃『仮名手本忠臣

蔵』が大阪で上演され、大当たりとなって歌舞伎化されたがこれまた大変な人気となった。 

江戸時代は芝居に時事ネタや政治ネタを用いてはならないという禁令があった。そのため庶民に賛美され武士

階級からも武士の鑑として持てはやされた赤穂浪士討ち入り事件をそのままの形で芝居にすることは許されな

かった。従って『仮名手本忠臣蔵』は時代を太平記の時代(鎌倉時代末期～南北朝時代～室町時代初期)に設定した

芝居となっている。 従って浅野内匠頭は「塩谷半官(えんやはんかん)」、吉良上野介は「高 師直」、大石内蔵助

は「大星由良之助」となっているが、ストーリーは赤穂事件そのものである。  

 

人形浄瑠璃は近松門左衛門と大阪竹本座の竹本義太夫によって完成され、その後竹本座を継承した武田出

雲が近松門左衛門の作品を基盤にして脚本化されたのが『仮名手本忠臣蔵』で、現在でも歌舞伎の世界では

人気の出し物となっている。 

有名な「おかる＆勘平)」の演目は、討ち入り前に反対する父と主君との板ばさみで苦しみ自刃した 48 番目の

義士と言われる「萱野三平」をモデルとして創られた物語である。 その後、浪曲、講談そして映画やテレビの

世界では毎年のように取上げられ赤穂義士の『忠臣蔵』は人気番組の定番となった。 

 

＜刃傷松の廊下事件は何故起こったか？＞ 

●背景 

元禄14年（1701年）2月4日、江戸城本丸において播州赤穂（兵庫県赤穂市）5万3000石の藩主・浅野内匠頭((35)

は勅使饗応役（ご馳走役）を命じられた事から、後に“忠臣蔵”といわれる歴史的事件がここから始まった。  

＊勅使とは…朝廷(天皇)の使い 

幕府は毎年正月、京都の朝廷へ年賀の挨拶の為に、使者を上洛させて参内させるのを慣例としていた。その

返礼として朝廷からからの使者(勅使)が江戸へ下向する。 

勅使は毎年 3月 11日に江戸に着いて、12日は将軍に謁見し、13日は能楽観賞そして運命の日となった 3月 

14日は将軍が勅使に対し返礼するというのが幕府の年中行事となっていた。この頃の将軍・綱吉は絶対的な 

権力を誇示しており、勅使饗応の大切な行事を刃傷沙汰で台無しにされ、怒り狂って即刻切腹を命じた。 

＊この行事は５代将軍綱吉が朝廷との儀式を重んじて、年中行事の一環として元禄７～ ８年頃から定着させていた重大な儀式

でもあった。 

 

この勅使饗応役の責任者が高家筆頭・吉良上野介(60)で将軍名代として年賀使を命ぜられていた。浅野内匠

頭は老中・小笠原長重より“すべては吉良殿の指導もと、粗相のないよう勤められよ”と口添えされていた。 

35才の浅野内匠頭は 18年前 17才の時に饗応役を経験しており、役目の内容についてはおおむね知ってはい

たが、問題は接待費用の捻出であり役目を命じられた時、真っ先に心配したのは勅使饗応の費用であった。 
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＊従ってこの頃には物価が高騰して相当なインフレとなっていたと思われる。元禄時代は戦国の気風が消失して“我が世の春”

の平和を謳歌していた。しかも商業資本の貨幣経済が発達しすべてが華美贅沢になっていた。 

 

当時の公家の生活は質素だったが江戸へ下向した時くらいは、贅沢したいという気持があっていろいろ注文し

たり、饗応役の品定めも露骨にするため大名達は精一杯の接待をしていた。 

＊饗応役担当は８万石以下の大名の役割であり、当時は 1000両ほどかかっておりこの出費は小大名にとっては大変につらい出

費であった 

 

赤穂藩は塩田経営に力を注ぎ、良質な“赤穂塩”の製造で藩財政は潤っているように思われていたが、石高の

割には家臣が多かったので財政は決して楽ではなかった。 

＊９才で藩主となり働き盛りの内匠頭は自我の強い性格で藩の政治も経済も重役に任せず、どんな細か

な事でも自分で決定すると言うタイプであった。 

＊出費の関係もあって関係者への気配りも押さえて、接待の見積りも 700 万両で提出したが、この見積り

を見た上野介が激怒した…と言われている。 

＊高家として幕府の儀式・典礼をつかさどる上野介は、気位が高いだけに内匠頭の勝手な見積りを公儀

軽視、ひいては自分に対する侮りと感じ 60才の老齢だけに憎悪の感情が余計強くなったと思われる。 

一方同じ接待役の伊達家では、藩主宗春がまだ 20 才の若さで始めての体験であり、老臣たちが気を利かして

吉良家などの関係者に早めに根回しをしていた。 

 

●刃傷の伏線 

昔からいろいろと伝えられているが詳しい取り調べもなく、その日の夕刻に内匠頭は切腹させられたので真相

は今も分からないが…！ 

① いじめ説 

・玄関の屏風を上野介の了解を経て墨絵にしたが縁起が悪いと叱責されて金屏風にした。 

    ・勅使一行の休憩所（増上寺）の掃除は普通で良いと指示し、伊達家には畳の新調を指示しており、それに

気づいた浅野家では家臣の機転により徹夜で畳替えをした。 

    ・当日の服装も正式の礼服である大紋と風折烏帽子であるのに異なる服装を指示した。 

② 製塩節 

・江戸時代に最初に大規模な製塩業を開発したのは浅野家（祖父の時代）であり、内匠頭の時代には改良

を加えて赤穂の塩は全国的に名をしられていた。 

    ・吉良家では元禄初年に領地三州吉良（愛知県幡豆郡吉良町）で製塩業を始めた。 

      しかし赤穂のように良い塩ができないので秘伝の教えを乞うたが拒絶された。 

 

＜“刃傷松の廊下”で・・・ＴＶ出演！＞ 

昭和５８年正月４日、テレビ熊本が実況生中継で県内の各界・名士の出演による『新春恒例・各界かくし芸大

会』が開催された。 この番組は熊本県の名士（熊本県知事や熊本市長、地元有力企業や各種団体）が赤白

に分かれて『かくし芸』を披露するもので恒例の正月番組であった。 

  

その年は「テレビ熊本１０周年・開局記念大会」でもあり、県内進出の大手企業として本田技研と日立造船に特

別出演の要請があった。 ときの熊本製作所・所長は三代目の中村正義さんだった。 

中村さんから 『諸さん、かくし芸大会の出演、断れなくて引き受けたから・・・何か考えてよ！、君がこの前歌っ

ていた“刃傷松の廊下”アレとても良かったから君が歌ったらどうかな・・・？』とまるで人ごとのように言われた。  

 しかしこの番組は“名士によるかくし芸大会”なので、下級管理職だった私が出て歌うだけでは済まされない…

主役はあくまで所長である中村さんの出番が必要となる。 しかもこの番組は毎年テレビで生中継されている 

人気番組であった。従って出演者も舞台装置や衣装などかなり凝った演出を要求されており生易しいものでは

なかった。また出演を引き受けた以上、何か良いアイデアと演出を考えねばホンダの企業イメージにも響く…！  

 結果は…私がサムライ姿の衣装で舞台の袖で 『刃傷松の廊下』を歌い、その歌詞に合わせて主役の中村さ

ん演じる浅野内匠頭が『松の廊下での刃傷～切腹する場面を歌詞に合わせて演劇をする』…というアイデアで

あった。 問題は出演するキャストの選定であったが、当時の工場幹部の中からそのキャラクターを考え下記メ
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ンバーを選んだ。 

  

・浅野内匠頭…   中村正義さん（取締役所長） 

・吉良上野介…   加藤和平さん（エンジン工場長・・・後に常務から八千代工業・社長） 

・梶川与惣兵衛… 長島敬吉さん（品質管理室長・・・後に武蔵精密・専務） 

・侍 A＆介錯人… 緒方義知さん（生産管理課長・後にホンダロック常務） 

・侍 B…       柚木保雄さん（安全課長） 

・侍 C…       前田 肇さん（緑陽会理事長・・・親睦団体） 

・侍 D（歌）…    諸岡忠至さん（総務担当・主査） 

・茶坊主…     石田 力さん（総務課庶務係長） 

  

そして、演出に必要な全ての衣装やカツラ、小道具は東京のテレビ局・ＴＢＳから本物を借用しメーキャプも雇っ

た。振り付けは、花柳流名取であった行きつけのクラブのママさんにお願いして万全を期した。 

出演が決まったのは１２月２０日頃であったため時間がなく、全員での練習は年末１回しかできず、あとは個人

の裁量に任せて、ぶっつけ本番でやることになった。 

  

正月４日の本番の日、会場にはホンダの工場がある大津町から、西岡町長以下多くの町民やホンダマンが応

援に駆けつけ「ガンバレ・ホンダ…大津町民一同」の垂れ幕も掲げられていた。 

満員の会場、そして松の廊下を再現した舞台装置はなかなかのもので、私は「刃傷松の廊下」を侍姿で気持ち

よく歌い、大きな声で台詞を語り、まるで役者か歌手になったような気分であった。 

  

中でも圧巻は吉良上野介に扮した加藤和平さんで、あの憎たらしい上野介を表情も動作も大変素晴らしい演

技を見せて、満場の拍手を浴びテレビで何度もクローズアップされていた。 

かっぺいさん（加藤さん）の吉良役は、まさに現役時代そのままの“はまり役”で私の人選に狂いはなかった！  

  ＊加藤さんは後にホンダの常務となり、大手関連企業である八千代工業・社長に就任されたあと退任された。 

 

梶川与惣兵衛役の長島敬吉さん(後に武蔵精密・副社長で退任)は大変体格の良い大柄の人で、一方では 

主役の中村さんはとても小柄な人であった。 長島さん演ずるとても大きな梶川与惣兵衛と中村さん演ずるとて

も小さな内匠頭…二人の極端なアンバランスが、予想どおり大爆笑を呼んだ！ 

切腹場面では舞台は暗転され桜が舞い落ちる場面と変わり、緒方さん（後にホンダロック常務で退任）が刀を振り

上げて内匠頭を介錯する所で歌も劇も終了となるのだが、緒方さんは緊張のため舞い上がって振り上げた刀

を振り下ろすのを忘れ、内匠頭の首を落とさないまま幕は下りた！ 

  

柚木さん、前田さんの粋で凛々しいい侍姿、石田さんの可愛い茶坊主姿、そして私こと諸岡さんの迫力ある歌

と台詞…すべてが最高の出来映えで、満場の拍手がなかなか鳴り止まず・・・大成功であった！  

  

終了後、せっかく身につけた本物の衣装やかつら、メーキャップなど取りたくないほどであった。 

役者と乞食は３日やったら、辞められない…と言われているが、身に染みてよく理解できた。 

その後、熊本の夜の街ではどこに行っても話題となり「刃傷松の廊下」は私の十八番となった！ 

因みに衣装代、稽古代、打ち揚げ代…など１００万円近くかかったと思うが・・・当時は、こんなバカゲタことさえ

一生懸命取り組むなど…良き時代でもあった。 

 

 ついでながら赤穂義士が切腹した２月４日は・・・私の誕生日(昭和 18年２月４日)でもあります！    

 

 

1998年 12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 


