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要  旨 

 

戦国末期、豊臣秀吉は晩年、「五大老」と「五奉行」を制度化して、自らの

死後の政務を有力大名や諸将に託そうとしていた。ところが、豊臣政権下、秀

吉の側近として政務を取り仕切っていた文治派(石田三成達)と武断派(加藤清

正、福島正則、黒田長政、細川忠興達)との間には対立が生じていた。政権内

部での両派の対立が深刻化になるにつれて、家康も武断派との接近しつつあっ

て、両派の矛盾ももっと深化になって、いよいよ慶長 5 年に関ヶ原の戦いが勃

発してしまった。 

関ヶ原の戦いで争った両派は、徳川家康を総大将とする東軍と、毛利輝元を

総大将とし石田三成を中心とする西軍であった。東軍と西軍の諸将の多くは豊

臣恩顧の武将であり、この戦いの性質について家康は豊臣家の家来同士の成敗

合戦という建前をとり、また、豊臣家も表向きは静観の立場を取った。併し、

この戦いは実質的に徳川家康の覇権を決定づけることとなった。関ヶ原の戦い

から３年後に征夷大将軍に任官した徳川家康が武家政権――江戸幕府が開か

れた。江戸幕府は日本の歴史上、鎌倉幕府及び室町幕府に続き、最後の武家政

権である。 

本稿では関ヶ原の戦いの勃発原因を皮切りに、関ヶ原の戦いと江戸幕府の確

立両者の関係を究明しようとする。天下分け目の戦いと言われた関ヶ原の戦い

の歴史背景、勃発原因及び江戸幕府の経済、政治、軍事などの分析を通じて、

江戸幕府を築き上げる過程の中に其の役割を検討しようと思う。今後のさらな

る研究に少しでも役立つことになれば幸いである。 
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摘  要 

 

战国末期，丰臣秀吉在晚年将五大老与五奉行制度化并将自己死后的政务托

付给有能力的大名与将领。但是在丰臣政权中，作为丰臣秀吉的左右手来处理政

务的石田三成为首的文治派与加藤清正、福岛正则、黑田长政。细川忠兴等组成

的武断派之间发生了不可调解的矛盾。政权内部的文治派与武断派矛盾的日渐激

烈以及德川家康与武断派将领的亲近，最终于庆长 5 年爆发了关原之战。 

在关原之战中斗争的两派分别是德川家康为总大将的东军，毛利辉元为总大

将石田三成为中心的西军。东军西军的将领很多都曾经受过丰臣秀吉恩惠，于是

德川家康将此战的方针定为讨伐丰臣家中不义之臣，然而丰臣家在表面上也采取

了静观其变的立场。但实际上这场战争决定了德川家康的霸权。在关原之战的 3

年后任职征夷大将军的德川家康创设了武家政权——江户幕府。江户幕府是日本

历史上继镰仓幕府以及室町幕府之后，最后的一个武家政权。 

本文以关原之战的爆发为切入点，探究关原之战与江户幕府的确立之间的关

系。通过分析被誉为决定天下之战的关原之战的历史背景、爆发原因以及江户幕

府的经济、政治、军事等因素，探讨其在江户幕府的建立中所起的作用。希望能

对今后的进一步研究有所启示和帮助。 
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はじめに 

 

1598(慶長三年)8 月 9 日、百姓の身分から身を起こし、ついに天下統一の偉

業を成し遂げた豊臣秀吉が 63 歳で没した。秀吉の死後、政治は秀吉が生前に

設けた五大老の徳川家康、前田利家、毛利輝元、上杉景勝、宇喜多秀家と五奉

行の石田三成、増田長盛、長束正家、前田玄以、浅野長政の手に委ねられた。

だが、豊臣大名の殆どがかつての織田家の同僚もしくは外様大名で、利に釣ら

れ、武力の前に屈服したに過ぎない。秀吉個人の権威に服しても、豊臣家に対

する忠誠などなきに等しいと言えよう。自分の身を守るためならば豊臣家を捨

て、力のある者の下に走ることは目にみえていたのである。 

さらに秀吉が育ててきた家臣達のなかでも、石田三成をはじめとする文治派

と、加藤清正らの武断派の対立が表面化していった。それでも、五大老で家康

に次ぐ実力者で秀吉の古くからの盟友、前田利家が存命中は小康状態が保たれ

ていたが、その利家も 1599(慶長四年)3 月 3 日に没してしまう。利家が死んで

間もなく、黒田長政、加藤清正、福島正則、浅野幸長、藤堂高虎、細川忠興、

蜂須賀家政の武断派七将が三成を襲撃するという事件が起こった。 

三成は事前に計画を察知し、常陸水戸城主にして三成と懇意である佐竹義宣

に護られて伏見へ逃れ、伏見城内にある三成の屋敷に立て篭もった。加藤ら七

将は伏見に兵を集め伏見場内の三成と睨み合いの状態となったが、家康の仲裁

によって事無きを得た。併し、三成はその責任を問われ、奉行職を失い、居城

の佐和山城への蟄居を余儀なくされた。これにより、他の五大老が国許へ帰っ

て行ったこともあって、政務の中心は伏見城西の家康へと移った。 
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1 天下統一の最終戦：関ヶ原の戦い 

 

慶長 5 年(1600)9 月 15 日、928 年前に天武天皇が天下分け目の戦い(壬申の

乱)を制したゆかりの土地・関ヶ原において、再び天下分け目の合戦が行われ、

徳川家康が勝って江戸時代の幕を開けた。関ヶ原の戦いは、その意義や戦いの

形態において、今までの戦国大名たちによる合戦とは明らかに異なっている。

戦い全体が、新政権の主導権をめぐる政治的・軍事的闘争として展開されてい

った。 

 

1.1 戦国末期の幕府政治 

信長の家臣である羽柴秀吉(豊臣秀吉)は本能寺の変が発生するといち早く

山崎の戦いで明智光秀を倒し、翌年には信長の後継を巡り対立した柴田勝家を

賤ヶ岳の戦いで破り覇権を確立した。 

秀吉は豊臣姓を賜り関白となるなど朝廷を中心とした日本の伝統的な官位

も活用して支配を進めていった。秀吉は惣無事令を発布して日本全土を名目に

統一、更には太閤検地、刀狩、身分統制令、貨幣統一を行い、1590 年には小

田原征伐で後北条氏を滅ぼし名実ともに統一を達成した。統一後の 1592 年と

1597 年には朝鮮出兵(文禄の役・慶長の役)も行ったが、秀吉の死去により退

却した。① 

1.1.1 豊臣秀吉の死 

慶長 3 年(1598)8月 18 日、豊臣秀吉が薨去したことにより、朝鮮への派兵

は中止され、派遣されていた武将たちもただちに内治に呼び戻された。秀吉の

子・秀頼は未だ幼く、秀吉の遺言もあって、政治は秀吉政権下の実力者・徳川

家康を筆頭に五大老や五奉行が中心となって行うことになった。 

1.1.2 豊臣五大老と豊臣五奉行 

自分の死後、幼い跡継ぎの秀頼の行く末を案じた秀吉は、秀頼を盛り立て豊

臣政権を守っていくための制度として五大老と五奉行を定めた。五大老とは立

法機関であり、豊臣家に忠誠を誓った有力大名 5 人が任命された。五奉行とは、

五大老の下で実務を司る機関とされ、秀吉の家臣で、官吏としての行政処理能

                                                     
① 笠谷和比古：『関ヶ原の戦と近代国制』，思文閣，2000年，第 14頁。 
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力に長けた 5 名が任命された。 

 

1.2 関ヶ原の戦への道 

家康に匹敵する実力者は、豊臣政権下には一人しかいなかった。秀吉の朋友

でもあった前田利家である。利家は、家康の野望を見抜いて、他の大老、五奉

行らと共に、家康への警戒をつとめ、反家康派の筆頭として、目を光らせてい

た。しかし、その前田利家が慶長 4 年(1599)閏 3 月 3 日、逝去した。家康に対

抗できる唯一の人物を失った反家康派は、真っ向から対抗する術がなくなり、

家康の権力はますます増大していった。 

1.2.1 豊臣家の内部対立 

天下統一を達成した豊臣政権の内部においては、主に豊臣政権の成立に軍事

面で寄与して文禄・慶長の役でも前線で戦った「武断派」と呼ばれるグループ

と、内政・経済・宗教管理など、戦場以外の分野で活躍していた「文治派」の

対立抗争が存在したが、これらの対立は以下のような豊臣政権そのものの政治

的矛盾に端を発するものであった。① 

1.2.2 石田三成暗殺未遂事件 

前田利家逝去の翌日、五奉行筆頭・石田三成が武断派の武将 7 人に命を狙わ

れて襲撃されるという事件が起きた。武断派の武将たちは、三成のことを頭脳

ばかりで秀吉に取り入り、自分たちのことで讒言を繰り返したと思い込んで、

相当嫌っていた。実際、三成は、合戦の状況報告などで、彼ら武断派に不利に

なることを言っていたようだが、事実無根のことばかりとも言えず、三成は事

実を伝えていただけとする説もある。 

ともかく、三成を目の敵にしていた武断派たちは三成を襲ったが、三成はこ

ともあろうに、「天下を取らんとしている」として自ら先頭に立って糾弾して

いたはずの徳川家康のもとに逃れる。そして、家康に助けてくれるよう頼んだ

のである。家康は、これは好都合とばかり、引退を条件にして三成を救った。

家康は、武断派をなだめてことなきを得、三成は政治の表舞台から退けられ、

居城佐和山城に引退することになった。② 

 

1.3 関ヶ原の戦の勃発 
                                                     
① 本多隆成：『徳川家康と関ヶ原の戦い』，吉川弘文館，2013年，第 27頁。 
② 笠谷和比古，『関ヶ原の戦と近代国制』，前掲書，第 36頁。 
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1600(慶長五年)、家康は会津の上杉景勝に対し「国許へ帰ったまま再三の上

洛要請に応じず、しかも領内の城を整備し武器弾薬を集めているのは謀反の疑

いあり」として、豊臣秀頼の名の下に諸将を動員し会津征伐の軍を起こした。

この年の 6 月 16 日、家康は手勢を率いて大坂城を出発、伏見城に入り、伏見

城を任せる鳥居元忠と別れの宴を張った。18 日、伏見城を出発して他の豊臣

恩顧の武将達と共に東海道を下り、7 月 2 日には江戸城へ到着した。一方三成

は 7 月 2 日に佐和山城で親友の大谷吉継と密議を行い、毛利輝元を総大将に迎

え家康を討つ軍を挙げることを決意した。二人の依頼を請けて増田長盛、長束

正家、前田玄以、安国寺恵瓊らがその工作にあたった。その説得工作が功を奏

し、輝元は 7 月 15 日に広島を出発、16 日には大阪へ到着した。そして 17 日

輝元が大坂城に入り、さらに増田、長束、前田の三奉行の連署で「内府ちかひ

の条々」を諸大名に送り、反家康の檄を飛ばした。この「内府ちかひの条々」

は 13 か条からなる家康の弾劾状で、これが事実上の宣戦布告となった。① 

1.3.1 東軍と西軍 

江戸城にいた家康はこの知らせを聞き、25 日、諸将を集めて軍評定を開い

た。俗に言う「小山評定」である。この評定の中で家康は状況を説明した後、

三成につくも自分につくも各自の自由であると言ったが、誰一人として袂を分

かつ者はなく三成を討つことで合意した。家康は福島正則らを先鋒隊として美

濃へ急がせ、上杉の抑えとして次男の結城秀康を残し、三男の徳川秀忠を大将

とする 3 万 8 千の大軍を東山道に向けて出発させた。三成ら西軍が伏見城の攻

撃を開始したのは 7 月 19 日だったが城はなかなか落ちず、29 日には三成自ら

出馬し猛攻撃を加え、ついに 8 月 1 日、鳥居元忠をはじめ、本丸にいた城兵が

ことごとく討ち死にして落城した。 

東軍先鋒を命じられた福島正則、池田輝政、黒田長政、浅野幸長らは 8 月

14 日清洲城に入城した。この先鋒隊は 23 日から織田秀信のこもる岐阜城の攻

撃を開始、猛攻を加え、その日のうちに落城させてしまった。同じ頃、西軍の

毛利秀元、鍋島勝茂らは伊勢の安濃津城を攻め、7 日には秀元と吉川広家が関

ヶ原の南宮山に布陣した。家康も 9 月 1 日ついに江戸を出発し、14 日には関

ヶ原に到着、岡山の頂上に陣を敷いた。家康の到着により動揺した西軍をみて

三成の家臣、島左近は東軍への先制攻撃を提案し、同じく三成の家臣蒲毛郷舎、

                                                     
① 笠谷和比古：『関ヶ原合戦：家康の戦略と幕藩体制』，講談社，2008年，第 107頁。 
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宇喜多家の家臣明石全登らと共に東軍の中村一氏、有馬豊氏隊を攻撃し、かな

りの打撃を与えた。三成はその後家康が佐和山城を抜いて一気に大阪を攻める

という情報を聞き、東軍を食い止めるために関ヶ原へ移動した。① 

1.3.2 小早川秀秋の反忠行動 

三成、家康双方ともが固唾を呑んで見守ったのが、松尾山の小早川の進退で

ある。開戦から 3 時間以上経過しても小早川は動かなかった。三成は、度々出

撃の狼煙を上げたが、動きなし。一方の家康も、戦前に秀秋から、寝返りの約

束を受けており、いつ寝返るのか待ちかねていたが、一向に動く気配がないた

め、小早川陣に向かっての一斉射撃を命ずる。小早川が、これを「攻撃」とと

って、西軍に味方する可能性をはらんだ博打的な行為だった。 

ともあれ、この一斉射撃を機に、小早川隊は山を降り、中山道沿いの大谷吉

継隊の攻撃に入った。そして、これに追従するかの如く、赤座、小川、朽木、

脇坂の各隊も寝返り、一斉に大谷隊を襲った。 

1.3.3 関ヶ原での決戦 

 小早川隊他 4 部隊の寝返りによって、奮戦むなしく大谷隊は全滅。大谷吉継

本人も、自害して果てた。首は家臣の湯浅五助に命じて、地中深く埋めさせた

とされる。この大谷隊の壊滅に連座して、その左翼の宇喜多隊が総崩れ。開戦

早々から敗走傾向にあった小西隊も本格的に潰走し始めた。宇喜多秀家は、小

早川陣に馬を向け、「金吾め(秀秋)と刺し違える」と憤激していたが、明石全

登が何とか抑え、退却させた。 

黒田、細川などの軍と善戦していた石田三成隊も、ついにほぼ壊滅状態にな

った。開戦早々に負傷して後陣に下がっていた島左近は、再度出陣した。石田

隊は、左近負傷後、蒲生郷舎が前線で奮闘していたが、全軍敗走に至り、敵軍

を一所にひきつけて、壮絶に戦死したとされている。この郷舎の敵軍誘導によ

り、乱戦著しい自軍本陣から、三成は伊吹山方面に逃れることに成功した。 

ここに至り、終始不動の島津軍だが、なお動きを見せない。ただし、石田隊

を追撃するために自陣に迫る敵軍を、迎撃するのみであった。東軍は、勢いに

乗って押し、家康麾下 3 万近い軍勢が新たに参戦。南宮山方面を監視していた

本多忠勝は、「毛利は動かない、動かない者を監視するなどアホらしい」とし

ても参戦した。西軍で最後まで意地をみせたのは島津義弘だった。四方を敵に

                                                     
① 笠谷和比古，『関ヶ原合戦：家康の戦略と幕藩体制』，前掲書，第 121頁。 
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囲まれた義弘は中央突破を敢行。家康の本陣をかすめ薩摩武士の意地をみせつ

けると全滅してもおかしくない状況で井伊直政や本多忠勝の猛追を振り払い

逃走に成功した。家康の追撃中止命令が出され、関ヶ原から戦いの音が消えた

のは午後４時ごろであった。ここに至り、完全に東軍に勝利が傾いた。① 

 

 

 

特别提醒： 

本站所有可以免费下载的论文均为去年及之前的发表或答辩过的论文，这些论文由于都已经

被论文数据库收录，所以大家只能参考使用，绝不能直接拿过来作为毕业论文使用，因为这

些论文是不可能通过学校论文检测的，特此提醒，以免造成不良影响！论文由于超过购买时

间限度或不符合新的论文要求所以可以免费下载，仅登部分论文以供参考！ 

另外，如果有需要本年度最新的精品论文请到论文频道购买，我们保证所购买论文的省唯一

性，切实维护顾客利益！ 

购买说明： 

一，现成论文来源：每年 11 月—5 月为毕业论文写作旺季，其余时间为需求淡季。我们的

写手在写作淡季没有代写任务，这时公司会根据他们自己的喜好急专业特长写做一些论文。

这是我们现成论文的来源，现成论文适合没有确定题目或者可以修改论文题目的同学购买使

用。对于要求比较高，或者已经确定题目的同学只能购买代写论文。 

二，现成论文保障：我们出售的现成论文均为我们的签约写手原创，并且是最新一季写作的

论文，我们绝不会拿以前的旧论文来给大家，这样就会避免雷同现象的发生。 

对于现成论文我们提供以下两种购买服务：①200 元一篇保证省唯一性，即同一篇论文在同

一个省份字出售一次，这样就可以避免和同学雷同也可以避免最后的省内审稿雷同。②买断

版权，只要出 500-600 元即可买断现成论文的版权（6000 字内的 500 元，6000 字以上的 600

元），即同一篇论文只出售给一个人。如果一篇论文被人 200 元买过省唯一性，就不可以再

买断了，更好保证客户利益。 

三，论文交易流程： 

1、通过交流，确定顾客所需论文的字数，写作方向及顾客学校所在省份。 

2、客服先发给顾客可以选的题目，顾客选几个题目，然后发给顾客这几个题目的大纲和目

录等基本内容。 

3、顾客选取一个最中意的论文，并通知客服预定，我们这里把你预定的论文保留，你去找

老师，问问他大纲和题目是否合适，同时也看看题目是否跟同学重复，导师批准以后在购买

论文。  

4、为防止我们提供网上抄袭的论文或者质量不高的论文。买前可以按顾客要求发论文的某

                                                     
① 本多隆成，前掲書，第 96頁。 
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一部分给顾客看看写作质量。同时顾客可以自己到网上搜查一下题目等内容并核对是否有重

复的论文。等顾客觉得没问题了再进行购买。 

注：如果现成论文不适合您，可以进行代写，我们有数十位专业写手为您提供专业的写作服

务。 

 

 

2 天下統一のバリアフリー化： 

外様大名の帰化と大名統制体系の形成 

 

江戸時代の武士で、幕府から一万石以上の所領を与えられているものを「大

名」という。また、所領一万石以下の者で将軍に直接目通りできる身分の者を

「旗本」、そうでない者を「御家人」という。大名は徳川将軍家との関係によ

って「親藩」「譜代」「外様」に分類される。同じ「大名」でもそれぞれ待遇

や役割の違いが大きかった。 

 

2.1 関ヶ原の戦後に外様大名の帰化 

「外様」は、もともとは主家と緩い主従関係を持った家臣を指す語で、既に

室町時代に用例が見られるものである。外様大名は主家の家政にはかかわらず、

軍事動員などにだけ応じる場合が多かった。またこの外様の家臣は主家滅亡時

に主家から離反しても非難されることはなかった。 

外様大名には大領を治める大名も多い。譜代大名は元は豊臣政権下の一大名

に過ぎなかった徳川家康のさらに家臣という立場だったのに対し、外様大名は

元は豊臣政権下において家康と肩を並べる大名家だったからである。基本的に

江戸を中心とする関東や京・大坂・東海道沿いなどの戦略的な要地の近くには

置かれなかった。これは関ヶ原の戦いで東軍についた大名については、恩賞と

して加増が行われた際に、要地を治める大名は僻地へと転封されたからである。

僻地へと転封する代償として多大な加増が行われたことも、外様大名に大領を

治める者が多い傾向に拍車をかけた。それゆえ幕府に警戒され、江戸初期には

些細な不備を咎められ改易される大名も多かった。① 

 

                                                     
① 北島正元：『江戸幕府の権力構造』，岩波書店，1964年，第 90頁。 
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2.2 関ヶ原の戦後に徳川政権の強固 

慶長八年二月、徳川家康は征夷大将軍に任ぜられ、徳川幕府を開いた。関ヶ

原合戦の勝利によって覇権を確立し、天下人としての地位を不動のものとした

家康が、この将軍任官によって徳川幕府という新たな政権を樹立し、豊臣家に

かわる徳川家の天下支配を制度的な形で確定したとする。① 

2.2.1 征夷大将軍任官 

関ヶ原の戦いで勝利した徳川家康は、石田三成の居城である近江佐和山城を

陥落させ、逃亡していた三成を捕縛して六条河原で斬首して晒した。家康排除

を狙った西軍の計画は水泡に帰すことになり、毛利輝元は家康に大坂城を明け

渡して西軍に味方した大名・武将はことごとく処刑・改易・減封に処されて勢

力を削ぎ落とされた。実質的な天下人に上り詰めた家康だったが主家の豊臣秀

頼を討伐する大義名分がないために、『形式的な主従関係』 を本格的に解消し

始めるのは家康が武家の棟梁である征夷大将軍に任命されてからのことになる。 

2.2.2 戦後処理と豊臣系武将の処遇 

家康は苛烈な論功行賞を行う中で、西軍の諸大名の預け入れ地が含まれてい

た太閤の蔵入地(豊臣家の直轄地)も減封して豊臣家の富裕な財政基盤を大きく

減らした。この家康の論功行賞によって徳川家は 250 万石の筆頭家老から 400

万石の天下の盟主となり、豊臣家は摂津・河内・和泉を領有する 65万石の一大

名の身分へと転落することになる。 

関ヶ原の戦いで西軍に味方して領土を没収された代表的な武将には、宇喜多

秀家(備前 57万石)、石田三成(近江佐和山 19 万石)、増田長盛(大和郡山 20万

石)、長宗我部盛親(土佐 22万石)、小西行長(肥後 20万石)らがおり、領地を減

封された代表的な武将には、毛利輝元(安芸広島120万石→周防・長門 37万石)、

上杉景勝(陸奥会津 120万石→出羽米沢 30万石)、佐竹義宣(常陸水戸 54万石→

出羽秋田 20 万石)らがいる。② 家康が関ヶ原の戦いで没収した領地は約 415 万

石、減封した領地は約 208 万石であり、豊臣家からも膨大な直轄地を取り上げ

ているので、家康は日本全国の 1850万石のうち 780万石を自由な論功行賞の財

源に充てることが可能となった。 

 

2.3 大名支配体制の最終形成 
                                                     
① 北島正元，前掲書，第 136頁。 
② 笠谷和比古，『関ヶ原合戦：家康の戦略と幕藩体制』，前掲書，第 207頁。 
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江戸幕府の大名支配の基本は、いかにして大名の財力を削るかであった。武

士を雇うにも、武器や鉄砲、兵糧を買うにもお金が必要であった。大名にお金

のゆとりができると、江戸幕府に反抗するかもしれない。そのように考えた江

戸幕府は、大名が財力をたくわえられないようにあの手この手を使ったのであ

る。この方針は成功し、江戸幕府が滅びるまでの間、一部の大名を除いて多く

の大名は財力にゆとりを持つことがほとんどできなかったのである。 

2.3.1 大名の配置・改易・減封 

江戸のまわりの関東地方、東海・近畿地方、政治上・経済上・軍事上の重要

な土地には親藩や譜代大名を配置した。外様大名は九州、四国、東北地方など

の江戸から遠い土地に配置した。大名を家臣まるごと別の国に移すことにより

大名が領地の町人や農民たちと固く結びつき、江戸幕府に反抗する力をたくわ

えるのを防ぐようにした。国替えのたびに、大名は新しい領地の支配システム

を作り上げるために、多大な労力と財力を使うこととなった。 

子供のいない大名の中には生きている間に後継を決めていなかった理由から

改易になるものも多かった。子供のいない大名は、養子をとることになるが、

その後、自分に子供ができた場合、後継争いが起こる心配があった。当然、後

継争いがあった場合も改易になる。そのため、子供のいない大名はぎりぎりま

で養子を決めていないことが多かったのである。① 

2.3.2 武家諸法度と禁中並公家諸法度 

幕府は、豊臣氏が滅んだのち、武家諸法度という法律を定め、大名が許可な

く城を修理したり、大名同士が無断で結婚関係を結んだりすることを禁した。

武家諸法度は江戸幕府が大名に対して守らなくてはならない掟を示したもの

だが、7 代と 15 代の将軍を除き、基本的には将軍が代わるごとに発布され、

少しずつ修正されていくことになった。第 3 代将軍徳川家光は、参勤交代の制

度を定めた。このため大名は、1 年おきに領地と江戸を往復することになり、

その費用や江戸での生活のため多くの出費を強いられた。 

また幕府は、禁中並公家諸法度という法律で天皇や公家の行動を制限し、京

都所司代を置いて朝廷を監視し、政治上の力を持たせないようにした。② 禁

中並公家諸法度はある意味、画期的な法である。それは、第 1 条において天皇

に関する規定がもうけられた初の法だからである。この法度を実際に分析する

                                                     
① 北島正元，前掲書，第 258頁。 
② 北島正元，前掲書，第 446頁。 
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と武家伝奏の位置付けなど朝幕関係のあり方を規定し、幕府への大政委任に法

的根拠を与えた事は事実であるが、直接的に朝廷の統制を目的とした条文は存

在していない。つまり、禁中並公家諸法度本来の趣旨としては公家・武家・僧

侶が天皇及びその大政委任を受けた征夷大将軍に仕えるための秩序作りのた

めの法度であった。 

2.4 大名統制体系の確立 

1635 年に第 3 代将軍の徳川家光によって改正された武家諸法度。その際に

13 カ条から 21 カ条にふやされ、参勤交代が義務化された。大名は１年間江戸

で将軍のために参勤すれば、次の１年間は領地で過ごすという生活を送った。

もちろん、大名の妻と子供は人質として江戸で暮らしていた。参勤交代の幕府

にとっての利点: ①江戸で妻と子供を人質にすることで、大名の幕府への反乱

を防ぐ。②江戸と領地を行き来させることで、大名の財力を減らす。③大名が

行き来することで、街道が整備され、安全になる。当然、大名は領地と江戸で

の二重生活を送ることになり、より一層、費用がかかることになった。この参

勤交代も大名の財政を苦しめた。① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
① 北島正元，前掲書，第 275頁。 
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 3 天下統一のマイルストーン：江戸幕府の確立 

 

徳川家康は征夷大将軍の宣下を受けて、1603 年に江戸幕府を開いた。この

ときまずはじめに家康は、全国の大名に国絵図と郷帳を作成させ、提出させた。

自分のところに持ってこさせるというところがポイントで、自分こそが全国の

支配者であるということを知らしめるためでもある。武家諸法度を定めたり大

名の配置を考えたりして、大名を支配する体制をつくった。キリスト教を禁止

して、鎖国をし、貿易や情報を幕府が独占した。身分の区別をして、農民には

五人組や生活についてのきまりを定めて、人々を治めた。このようにして、幕

府が 264 年続く土台ができた。 

 

3.1 関ヶ原の戦いの成功と天下統一への道 

関ヶ原の合戦で家康側の東軍が勝利した結果、石田三成たちは亡き者にされ

た。西軍に与した大名八十七家の領地 414 万 6 千 2 百石を没収。そのほとんど

を旧豊臣系の諸大名に加増として配分し、同時にそれぞれ遠隔地に転封させた。

慶長 8 年(1603)2 月 12 日、徳川家康に対して征夷大将軍の宣下が行われた。

同時に源氏長者と淳和・奨学両院別当にも任ぜられ、牛車・兵仗を許された。

建前上は豊臣公儀の家老である家康が、ついに秀頼との立場を逆転させたのだ。

豊臣秀頼は単なる大名に下落し、徳川家の天下統一が確立することになる。 

 

3.2 徳川幕府の確立 

関ヶ原の戦いで勝利した徳川家康は、朝廷から征夷大将軍に任命され、江戸

に幕府を開いた。その後、大坂の陣で豊臣氏を滅ぼし、江戸幕府の支配を確立

させた。江戸幕府は、大名の配置を工夫し、参勤交代などの大名統制策を行っ

た。また、朝廷や寺社に対しても、さまざまな規制を加えていた。 
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3.2.1 江戸時代の高度経済成長 

盛んな新田開発によって耕地が拡大され、のちには町人が資本を投じて行う

町人請負新田が多くなった。さらに、農業技術の改良が進められ、農具では耕

作用の備中鍬、脱穀用の千歯扱、選別・調整用の唐箕や千石どおし、灌漑用の

踏車などが用いられ、干鰯や油粕などの金肥が普及した。商品作物が多く栽培

され始めた。桑・麻・綿・油菜・楮・野菜・たばこなどが栽培され、出羽の紅

花、駿河・山城の茶、備中のいぐさ、阿波の藍などの特産品も生まれた。さら

に、宮崎安貞の「農業全書」をはじめとする、多くの農書が現れた。 

農業以外の産業も発達し、林業では建築資材の需要の増加で、木曽の檜、秋

田の杉などが有名となった。漁業では網を用いる網漁が次第に広まり、地引

網・船引網・定置網などの大規模なものが盛んになり、土佐の鰹、蝦夷地の鰊・

昆布が有名になった。また長崎では、海産物が俵物として清国に多く輸出され

るようになった。① 

幕府は貨幣鋳造権を握り、金座でつくる小判などの金貨、銀座でつくる丁

銀・豆板銀などの銀貨、銭座でつくる寛永通宝などの銭貨を発行した。金銀銭

の三貨は統一貨幣として全国で流通し、その時々の相場で各貨幣間の換算が行

われた。また、一定地域に限定して流通する藩札の発行も多くなった。東日本

は金で、西日本は銀で商取引が行われたので、都市には両替や秤量を業とする

両替商があらわれた。 

3.2.2 大坂の陣と徳川幕府の強固 

最晩年を迎えていた家康にとって豊臣氏は最大の脅威であり続けた。一大名

の位置に転落したとはいえ、なお特別の地位を保持しており、実質的には徳川

氏の支配下には編入されておらず、西国に配置した東軍の大名は殆ど豊臣恩顧

の大名であった。家康は当初、徳川氏と豊臣氏の共存を模索しているような動

きもあり、諸寺仏閣の統制を豊臣氏に任せようとしていた兆候もある。また、

秀吉の遺言を受け、孫娘・千姫を秀頼に嫁がせてもいる。しかし、豊臣氏の人々

は政権を奪われたことにより次第に家康を警戒するようになっていった。さら

に豊臣氏は、徳川氏との決戦に備えて多くの浪人を雇い入れていたが、それが

天下に乱をもたらす準備であるとして一層幕府の警戒を強めた。 

慶長 19 年(1614 年)の方広寺鐘銘事件をきっかけとして、豊臣氏を完全に屈

                                                     
① 北島正元，前掲書，第 488頁。 
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服させることを決意し、それを拒んだ場合は滅亡させるべく策動を開始した。

豊臣氏は家康の勧めで慶長 19 年(1614 年)4 月に方広寺を再建しており、8月 3

日に大仏殿の開眼供養を行うことにした。ところが幕府は、方広寺の梵鐘の銘

文中に不適切な言葉表現があると供養を差し止めた。問題とされたのは「国家

安康」で、大御所家康の諱を避けなかったことが不敬であるとするものであっ

た。そうして豊臣方を煽ることで、大阪冬の陣(1614 年)と大阪夏の陣(1615

年)を勃発させ、豊臣家を滅ぼしてしまった。 

 

3.3 幕藩体制の確立 

幕府は 1615(元和元)年大坂の役の直後に、大名の居城をひとつに限り一国

一城令、さらに武家諸法度を制定して大名を厳しく統制した。大名を厳しく統

制し、法令違反や後継者がいないことなどを理由に改易・減封・転封などの処

分を行った。武家諸法度は少しずつ修正されたが、家光の 1635(寛永 12)年の

法度では、大名は国元と江戸とを１年交代で往復する参勤交代が義務づけられ、

妻子は江戸に住むことを強制された。こうして家光のころまでに将軍と諸大名

の主従関係は確立し、強力な領主権を持つ将軍と大名が土地と人民を統治する

支配体制を幕藩体制という。① 

3.3.1 幕府の政治体制 

幕府の職制は第 3 代将軍の頃までには整備された。最高職に大老があったが

常置ではなく、通常は老中が幕政を統轄した。若年寄は老中を助け、旗本を監

視した。そのほか大目付や目付があって大名や旗本を監察し、寺社奉行・町奉

行・勘定奉行の三奉行がおかれて一般の政務にあたった。多くの役職は複数で

構成され、月番交代で政務を扱い重要なことは合議で決めたが、三奉行が専決

できない重要事項は評定所で三奉行に老中などが加わって合議で裁決した。 

地方では京都所司代が最も重要な役職で、朝廷の監視や西国大名の監視にあ

たった。重要都市の京都・大坂・駿府には城代と町奉行が、長崎・佐渡などの

要地には奉行がおかれ、他の直轄地には郡代か代官が配置された。幕府の役職

につくのは原則として、譜代大名・旗本・御家人に限られていた。 

大名の領地とその支配機構を藩と呼ぶ。初期には領内の有力家臣に領地を与

え領民支配を認める知行制をとる場合もあったが、次第に年貢を蔵米として支

                                                     
① 池上裕子：『織豊政権と江戸幕府』，講談社，2002年，第 307頁。 
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給する俸禄制が行なわれるようになった。① 

3.3.2 藩国の政治体制 

大名領およびその領地の支配組織を藩、藩の領主である大名のことを藩主、

大名の家臣のことを藩士という事である。藩の内側は将軍と江戸幕府の権威・

権力の枠の内側で一定の自立した政治、経済、社会のまとまりを持ち、小さな

国家のように機能した。 

多くの大名領では、17 世紀初めから、その家臣に知行地を現実の土地と農

民に対する支配として与えた。これを地方知行という。大名の家臣たちはそれ

ぞれに自分の支配農民から年貢をとり、その年貢によって、それぞれに生活を

行い、奉公を勤めていた。この家臣の財政が大名の財政から自立している状況

は、一方で大名財政の財政措置を大きく制約するとともに、他方で家臣財政の

窮乏に伴って支配農民への誅求を強め、領地支配の混乱を激しくした。 

3.3.3 封建的身分制度 

幕府は，士(武士)・農(農民)・工(職人)の 3 身分を基本とする身分制度を確

立する。武士には苗字・帯刀ほかの特権があったことは事実である。しかしよ

く言われる「切捨御免」はないに等しかった。何より支配身分としての道徳性

を厳しく要求された。② 

基本的な村の考え方は、室町時代の惣村と同じである。人口の 8％の支配者

身分武士が、強権的な統制だけで 80％の百姓を抑えられるはずはなく、それ

こそ俗に言われる「慶安触書」に「年貢さえすまし候得ハ、百姓程心易きもの

は之れ無く」とあるように、年貢さえ納めれば、村は自治であった。だからこ

そ村法(村掟)があり、村請で年貢を納入し、村法を破る者には「村八分」とい

う村独自の制裁を加えたのである。 

近世になると多数の都市がつくられ、その中心地は城下町である。城下町は

領国の物資の生産・集積地でもあったから、多くの人々が住みついて経済活動

も活発であった。一般に武士と町人の居住区は分けられ、商工業者は業種ごと

に鍛冶町・呉服町・肴町・大工町・紺屋町などを構成することが多かった。町

人地は町方と呼ばれた。 町内に土地・屋敷を持つ住民は町人と呼ばれ、町は

町人の代表である名主・町年寄・月行事などを中心に運営された。町にはこの

他、屋敷地を借りている地借、借家住まいの店借、住みこみの奉公人などが居

                                                     
① 池上裕子，前掲書，第 346頁。 
② 松本清張：『徳川家康：江戸幕府をひらく』，講談社，1982年，第 63頁。 
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住していたが、町政に参加できるのは町人に限られた。① 

 

 

 

 

 

4 天下統一の定礎：関ヶ原の戦いの歴史地位 

 

1598 年の豊臣秀吉の死後、徳川家康の勢力が強まってくると、石田三成ら

秀吉に使えた武将たちは、豊臣政権の行く末を憂い、家康を倒そうとして 1600

年に戦いを起こした。全国の大名が、徳川方の東軍と豊臣方の西軍とに分かれ

て戦ったことから、「天下分け目の戦い」と呼ばれる。両軍合わせて 18 万あ

まりの兵が激突し、徳川方が勝った。この戦いの勝利によって、家康は、秀吉

の子の秀頼を一大名の地位におとし、天下の実権をにぎった。 

 

4.1 天下分け目の戦い 

織田信長と同盟し東海地方に勢力を奮った徳川家康である。1590(天正 18)

年、北条氏滅亡後関東に移り、関東の大部分を占める約 250 万石の領地を支配

する最大の大名となった。江戸に居城を定めた家康は本格的な領国経営をはじ

め、秀吉政権下では五大老の筆頭として重んぜられた。② 

しかし、五奉行の 1 人石田三成と家康の対立が表面化し、1600(慶長 5)年三

成は毛利輝元を盟主として兵をあげた。一方、東軍は家康と福島正則・加藤清

正らの諸大名で、両者は関ヶ原で激突した戦争が関ヶ原の戦いだった。この天

下分け目の戦いは家康側の大勝に終わり、家康は西軍の諸大名を厳しく処分し、

全国の支配権を握った。さらに 1603(慶長 8)年、征夷大将軍に任ぜられて江戸

に幕府を開き、これ以後 260 年間余りにわたって徳川氏の全国支配が続いた。

関ヶ原の戦いを境に、豊臣政権の斜陽化が始まり、やがて家康時代の到来を告

げるものだった。 

 

4.2 平和と盛時の道へ 
                                                     
① 松本清張，前掲書，第 64頁。 
② 笠谷和比古，『関ヶ原の戦と近代国制』，前掲書，第 39頁。 
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都市は政治・経済・文化の中心としての機能を持つようになったが、なかで

も江戸・大坂・京都の三都の繁栄は目覚しかった。「将軍のお膝元」である江

戸は旗本・御家人、その家臣や奉公人ら多くの人が住み、物資を供給するため

に商工業者が集まった。18 世紀はじめには人口が 100 万人前後に達したとい

われる。大坂は「天下の台所」と呼ばれた商業都市で、18 世紀はじめには人

口が 35 万人を超えていた。諸藩は蔵屋敷を大坂などにおいて、領内の年貢や

産物を蔵物を蔵元や掛屋と呼ばれる商人を通じて販売した。皇居の所在地であ

る京都は、西陣織や京染などの工芸生産が発達し、多くの神社・仏閣が集まっ

て宗教都市の性格を備え、17 世紀には人口が 40 万人ほどいた。 

 

4.3 日本封建社会の絶頂の道へ 

経済的に先進地域であった畿内では、河内の綿織物、山城・摂津の酒、奈良

の晒、京都の西陣織や清水焼などの名産が生まれた。また全国各地で地域に適

した特産品が生まれ、飛騨の春慶塗や能登の輪島塗などに漆器、美濃・越前な

どの紙、瀬戸・九谷・有田などの陶磁器などの名産が生まれた。これらは、農

業と結びついた自給自足の農村家内工業として起こったが、次第に専門化し都

市の独立手工業者による生産も進んだ。 

商品流通の進展とともに交通・通信制度もさらに進んで、江戸から諸方にい

たる東海道・中山道・甲州道中・日光道中・奥州道中の五街道が幕府直轄の主

要街道として整備され、道中奉行に管理された。また、脇街道と呼ばれる幹線

が全国各地を多い、2～3 里ごとに宿駅をおき、一里塚や関所を設けた。宿駅

には、大名らが利用する本陣・脇本陣や一般旅行者のための旅籠屋などの宿泊

施設があった。また、問屋場がおかれて、公用旅行者のために用意された人馬

の継立て事務を行うほか、幕府の文書・荷物を継送する継飛脚の業務を扱い、

人馬が不足するときは無料あるいは半額程度の賃銭で挑発された伝馬役が課

せられた。大量の物資を輸送するには水上輸送が適していたため、17 世紀は

じめには角倉了以によって、富士川・保津川・高瀬川などの水路が開かれた。

また海上では、大坂・江戸間の南海路に菱垣廻船・樽廻船という定期船が就航

して、大量の物資を運んだ。17 世紀半ばには河村瑞賢によって、東廻り・西

廻りの航路の安全が確保された。① 

                                                     
① 笠谷和比古，『関ヶ原合戦：家康の戦略と幕藩体制』，前掲書，第 243頁。 
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商人の中には、問屋・仲買・小売の別ができ、問屋の中に同業者の組合を作

って営業の独占をはかろうとする株仲間ができた。なかでも大坂の二十四組問

屋、江戸の十組問屋などは、商品流通の要となった。幕府は、18 世紀以降に

なると、商業・手工業の支配や物価政策のため運上・冥加という営業税を課し

た。 

              

おわりに 

 

天下統一を達成した豊臣政権の内部においては、主に豊臣政権の成立に軍事

面で寄与して文禄・慶長の役でも前線で戦った「武断派」と呼ばれるグループ

と、内政・経済兵站・宗教管理など、戦場以外の分野で活躍していた「文治派」

の対立抗争が存在したが、これらの対立は豊臣政権そのものの政治的矛盾に端

を発するものであった。最後に勃発した豊臣政権の終幕を飾るべき戦いである

関ヶ原の戦は家康時代の到来を告げるものだった。 

徳川家の当主家康が正二位内大臣兼右大将に叙任され、征夷大将軍に任じら

れて、260 余りの武家大名と主従関係を結び、彼らを統率するという制度は、

1600 年代後半までに確立された。その将軍の政府を「幕府」、臣従している

大名家を「藩」、さらに両者が複合した権力の体制「幕藩体制」だった。江戸

幕府の支配下、各藩大名に対して参勤交代を強いたり、築城・治水工事を命じ

たりして、大きな財政負担を与えることで弱体化させ、江戸幕府に対して武力

反抗できないようにする政策を執った。また、農業・漁業・製塩業・林業・製

紙業・鉱工業・手工業等諸産業の発達も実現した。 
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