
テーマ　「春」 　   『 洛中洛外図屏風 』 上杉本　における　

平安時代を主に、「春」への心情、和歌や物語、日本画での意味づけを考えました。 「春」の意味づけ、描かれ方

  『 春 』 の認識　

   「 ひと目見し  君もや来ると  桜花  　今日は待ちみて  散らば散らなむ 」

　ご存知の　古今和歌集　紀貫之の「春」の歌です。　古今和歌集は、季節歌の「春」

から始まり、また「春」の中では、立春から始まり、その季節の終わりまで順に配列。

平安時代初期に成立した「万葉集」と異にし、季節で分類、梅から桜、特に紀貫之

の歌に表れる様に、散りゆく桜が多く詠まれました。

　平安京では中国文化の影響が減少、かな文字で古今和歌集が描かれ、紫宸殿の前庭の

「左近の梅」が桜に代わった。　また、日本、京都の自然に適合した畳や寝殿造、装束

の重色目、文様など生活様式や大和絵に影響、さらに嵯峨院に始まる別業にも伴われた

池泉庭園、平安末期成立説の「作庭記」に繋がる庭園文化が発祥し、桜の花宴や花見が

盛んとなりました。　

　季節の変化を楽しみ、惜しみ、美しみ、自然を愛でる日本文化が開花し、その後の

時代に継承される。　同時に、無常感を背景に、はかなく、美しく散る桜を「春」の

代名詞とする日本の心が誕生しました。

 『洛中洛外図屏風』の執筆背景について

　　　　「春」は、　『 洛中洛外図屏風 』 上杉本において、重要な役割として描かれている。

　右隻（東隻）におき、内裏節会を始め「春」の行事や、下御霊社の紅白梅などの自然を大きく

強調し、半隻を割いている。

　左隻（西隻）では、羽子突きや、綱引、鶏合せ・鶯合せなどの「春」の行事、千本閻魔堂や

鞍馬の桜などの桜で自然を、さらに、田おこし・種まきで農村を描き、こちらでも大きく表現している。

　双隻を対して並べると、北が「春」で連なる。　右隻から左隻と眺めるに、洛中洛外が「春」から

始まり季節が移ろい、そしてまた「春」で四季を終える。

　左隻（西隻）の下部には、当時、大徳寺「聚光院」創建の三好氏、また細川氏、松永氏が

所在し、権勢配慮の理由から、秋ではなく、やはり 「春」の演出 を採用したとも考えられます。

　『源氏物語』で、紫式部が、煩悩による人間のゆらぎや、救いへの過程を表現したかった。

と仮説しましたが、この『洛中洛外図』でも、作者とされる狩野永徳は、「春」すなわち権勢の、

皇室・公家から武家への変遷を表した。その世界に、町衆の祭り・農村の風景を描き込むことで、

その時代の曼荼羅を表現したかったかもしれません。
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　『 源氏物語 』 における　「春」の意味づけ、描かれ方
年立 （春） 出会いから、（秋・冬） 救いへ （秋） はかなし

源氏誕生-12歳 （葵の上）

源氏17歳夏 空蝉（六条御息所）

源氏17歳夏 空蝉（六条御息所）

源氏17歳秋-冬 秋、夕顔・没　　六条御息所の怨霊かも

源氏18歳春 紫の上　藤壺似で姪との出会い
藤壺　桐壺院中宮だが源氏の子　のち冷
泉院を懐妊

源氏18歳春-19歳春 末摘花　父常陸宮没し傷心の娘を頭中将と競う

源氏18歳秋-19歳秋 春　元旦、雛遊びする紫の上を伺う

源氏20歳春 春、朧月夜との一夜

源氏22歳-23歳夏
秋、葵の上・夕霧出産し没
六条御息所の怨霊

源氏23歳秋-25歳夏
六条御息所・別れ。朧月夜との密会、
その父右大臣、姉弘徽殿太后が逆鱗

源氏25歳夏 花散里(前出）を訪ねる。

源氏26歳春-27歳春 謹慎で一年、新春に御禊と、海岸で祓い

源氏27歳春-28歳秋
春、明石入道に招かれる。秋に明石の君と出会い
桐壺院の夢告で朱雀帝から釈免

源氏28歳冬-29歳春
秋、六条御息所・没　娘（のち秋好中宮）を預
かる

源氏28歳-29歳
春、　末摘花との再会　　　<蓬生>　ヨモギが一面に生え
茂って荒れ果てている所。

源氏29歳秋
秋、空蝉と偶然再会、
その後、空蝉は別因で出家

源氏31歳春 春、秋好中宮　を支援

源氏31歳秋 　秋、花散里(前出）　二条西の対に迎える

源氏31歳冬-32歳秋 　冬、明石の君との姫君を、紫の上の養女に 藤壺・没

源氏32歳秋-冬

源氏33歳-35歳 　冬、六条院造営　明石の君を迎える

源氏35歳

　冬、夕顔の娘　玉鬘と源氏仕えの女房（元、夕顔の侍
女）が偶然出会い、源氏は六条院に迎える。
女房の「初瀬詣」がきっかけ 土佐派が描いた 『源氏物語の春』

源氏36歳正月
六条院に、紫の上、花散里、秋好中宮、明石の君、玉
鬘。　　二条東院に末摘花

源氏36歳春-夏 六条院での絢爛な春行事、玉鬘の恋路の始まり

源氏36歳夏

源氏36歳夏

源氏36歳秋 秋、源氏が玉鬘に想いをほのめかす。

源氏36歳秋 秋、八月、夕霧紫の上を隙見する。

源氏36歳冬-37歳春 玉鬘の恋路が佳境に

源氏37歳秋 三月、大宮(紫上の母)亡くなる。 秋、夕霧が玉鬘に告白するも拒絶。

源氏37歳冬-38歳冬 　

冬、髭黒大将が強引に玉鬘をめとる。玉鬘は
源氏を懐かしむ。　髭黒大将の元を北の方が
去る。

源氏39歳春 明石の姫君入内

源氏39歳春-冬

34 上 -じょう 源氏39歳冬-41歳春
　朱雀院と藤壺の娘　女三の宮が源氏に嫁ぐ。
春、六条院の蹴鞠に柏木女三宮を見る。

35 下 -げ 源氏41歳春-47歳冬 春、柏木が女三の宮に忍び逢う。

35 36 源氏48歳正月-秋 春、女三の宮が、柏木の子　薫を出産
六条御息所の怨霊が女三の宮にとりついて
いた。

36 37 源氏49歳

37 38 源氏50歳夏-秋

秋、女三の宮が出家。秋好中宮は物の怪とな
り、さまよう母、六条御息所を思い、出家意を
源氏に打ち明ける。

38 39 源氏50歳秋-冬 秋、八月、一条御息所(落葉宮生母)死去。

39 40 源氏51歳 秋、八月、紫の上、死去。

40 41 源氏52歳の一年間
冬、源氏、紫の上を追慕、傷心のうちに年を
送り、出家の準備。

41 － － 記述無し、　この頃、源氏死去。

春、二月、薫〔十四歳〕元服し、侍従となる　　六条で賭弓
の還饗。

春、　薫、初めて宇治の八の宮を訪ねる。

薫24歳春 匂宮（におうみや）が宮の御方を思う

薫14,5歳-23歳
春、桜の盛りの夕暮れ、玉鬘の二人の姫君は御簾をあ
げ、桜の木を賭け碁を。その春、大君は冷泉院に寵愛

薫20歳-22歳

薫23歳春-24歳夏

春、二月、匂宮、「初瀬詣」で、宇治に中宿りして八の宮
に桜を添えて文を送る。　死床の八の宮から大君、中の
君が、薫に託される。 秋、八の宮　死去

薫24歳秋-冬

薫25歳春
春、匂宮、中の君を二条院に迎える。
薫、中の君に心ひかれる。

薫25歳春-26歳夏 春、二月、薫、女二の宮と結婚。

薫26歳秋

薫27歳春 春、匂宮が浮舟を寝取る

薫27歳 浮舟失踪　　秋まで、浮舟なきあと、匂宮と薫の悲嘆

薫27歳-28歳夏

横川の僧都、小野の妹尼が浮舟を救う
僧都の母尼の「初瀬詣」がきっかけ。　秋、浮舟出家。
春、薫、浮舟のことを聞き、僧都を訪ねようとする。

薫28歳 浮舟は薫との再会を拒み、阿弥陀仏を念ずる54 夢浮橋 ゆめのうきはし

主役の季節ストーリー展開

52 蜻蛉 かげろう

53 手習 てならい

50 東屋 あずまや

51 浮舟 うきふね

48 早蕨 さわらび

49 宿木 やどりぎ

46 椎本 しいがもと

47 総角 あげまき

44 竹河 たけかわ

45 橋姫 はしひめ

薫14歳-20歳春匂兵部卿 におうひょうぶきょう

43 紅梅 こうばい

幻 まぼろし

雲隠 くもがくれ

42

匂宮 におう（の）みや

鈴虫 すずむし

夕霧 ゆうぎり

御法 みのり

34 若菜 わかな

柏木 かしわぎ

横笛 よこぶえ

32 梅枝 うめがえ

33 藤裏葉 ふじのうらば

30 藤袴 ふじばかま

31 真木柱 まきばしら

28 野分 のわき

29 行幸 みゆき

26 常夏 とこなつ

27 篝火 かがりび

24 胡蝶 こちょう

25 蛍 ほたる

22 玉鬘 たまかずら

23 初音 はつね

20 朝顔（槿） あさがお

21 少女 乙女 おとめ

18 松風 まつかぜ

19 薄雲 うすぐも

16 関屋 せきや

17 絵合 えあわせ

14 澪標 みおつくし

15 蓬生 よもぎう

12 須磨 すま

13 明石 あかし

10 賢木 さかき

11 花散里 はなちるさと

8 花宴 はなのえん

9 葵 あおい

6 末摘花 すえつむはな

7 紅葉賀 もみじのが

5 若紫 わかむらさき

2 帚木 ははきぎ

3 空蝉 うつせみ

帖 名 読み

1 桐壺 きりつぼ

4 夕顔 ゆうがお
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 紫式部の執筆背景について

　なぜ、「春」から始まる季節を軸に、生き様、恋愛叙情を描いたのか？　その心情背景を考えてみました。

　「春・正月」から始まる　「季節」への意識は、「宮廷行事」にある様に、生活の基本となっていた。

また、当時すでに成立していた古今和歌集では、「春」への期待、惜しみが、鶯・梅・桜・青柳で表現され、

首多く詠まれている。　「春」への希望志向は、この物語にも大きく反映されている。

　一方、その時代、平安時代後期には、良源に代表される「天台本覚論の草木国土悉皆成仏」の思想が発祥し

自然と人間の、仏性と成仏が共通されていた。　そして、季節・自然の無常性を人間と重ね、生き様、恋愛叙情を、

「春」を起とし、四季で起承転結を表現した。　『源氏物語』の軸はここにあると考えます。

　加えて、紫式部が仕える彰子の父、藤原道長による同時代「法成寺」創建に顕著である様に、源信「往生要集」

の影響からか、「死後の世界である極楽と浄土」が意識。　再三の奇跡を生む「初瀬詣」、観音信仰が仏教の

影響を判りやすくしている。　物語では、特に恋愛で描かれた「春から始まる煩悩」で人間の有様を描き、源氏の救い

つまり浄土を「春」で表現。　終盤では、浮舟の葛藤と出家で、女人往生を肯定。　自立した女性も表現したかった

かもしれません。

　また同時代、御霊信仰の高まりから「北野天満宮」や「今宮神社」が創建された様に、怨霊への意識も六条御息

所に役割させている。

　紫式部は『源氏物語』で、仏教信仰、怨霊意識の興隆を時代背景とし、「春」を特徴させた季節の移ろいで、

煩悩による人間のゆらぎや、救いへの過程を表現したかった。　その様に考えました。

　「春」から始まる物語は、谷崎潤一郎「細雪」、川端康成「古都」、渡辺淳一「化粧」「桜の樹の下で」で再興されました。
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西暦
  年齢 日付 空　海 最　澄

767 1

漢系渡来氏族である三津氏を父として近江

（現在の坂本あたり）で生まれる。幼名は三

津首広野。帰化人という自覚をもっていたも

のと思われる。

770 4

（光仁天皇即位）仏教の粛清を行い、山林修

行を公認する。

774 1 6月15日

讃岐国多度郡屏風が浦（現在の海岸寺、７

５番善通寺）で、佐伯直田公（さえきのあた

いたきみ）と安刀（あと）氏出身の母の三男と

して出生。幼名は真魚（まお） 8 　

780 7 　 　 14 １４歳で出家。

781 8 　 　 15

（桓武天皇即位）中国皇帝的な事業と統治を

行う。

19 東大寺で具足戒を受ける。

19

奈良仏教と決別し、比叡山に登り、山林修行

のなかで「天台」の思想を構築していく。

このころから母方の伯父である大学者・阿刀

大足（あとおおたり）に師事。 23

（伝承）７１番弥谷寺の獅子窟で学問に励

む。 23

791 18 　 　 25

宮廷から「修行入位」という僧位を授けられ

る。

792 19 　
大足に伴われて上京（長岡京）、大学に入

学。 26 　

このころある沙門から「虚空蔵求聞持法」

（こくうぞうぐもんじほう）を授かる。 27

阿国大滝岳（現在の２１番大龍寺の舎心ケ

岳）、土州室戸岬（現在の御蔵洞）に勤念。

谷響きを惜しまず、明星来影す。 27

（伝承）和泉国槙尾山寺で沙弥戒を受ける。 27

28

桓武天皇による平安遷都が行われ、奈良仏

教に批判的な最澄が、宮廷に重んじられる。

28

このころ、国家的権威のある「内供奉十禅

師」の一人とされる。

4月9日 （伝承）東大寺の戒壇院で具足戒を受ける。 31

12月1日

思想劇「三教指帰」（さんごうしいき）完成。

道・儒と仏教を比較し、仏教の優位、すなわ

ち自身（仮名乞児）が官を捨て仏門へ入るこ

との正当性を主張。これに匹敵するのは

ゲーテの教養小説「ウイルヘルム・マイス

ター」であるとされる。 31

798 25 　
（伝承）大和国久米寺東党の下で「大日経」

を感得。 32 　

802 29 　 空白の時期 36

高尾山寺で天台著作（法華玄義、法華文句

など）を講義し、和気氏の支援を受けるよう

になり、桓武天皇の知るところになる。

　 （続日本後記）３１才で得度。 38 　

7月6日 肥前国田ノ浦（現・平戸）を出帆。

第２船は明州の寧波府に着き、最澄は弟子

の義真を伴い天台山に登る。

8月10日

中国大陸福州赤岸鎮（せきがんちん）の南に

漂着。

第３船と第４船は行方不明。

12月23日 唐の都長安に東門（春明門）より入る。 38

2月10日

遣唐大使らは長安・宣陽坊を発って帰国の

途につく。

　
空海は逸勢とともに西明寺に残る。青竜寺

の恵果の名声を聞き、訪ねる。

6月13日

恵果より学法灌頂壇で胎蔵の灌頂を受け

る。

7月

恵果より金剛界の五部灌頂を受ける。投華

得仏では大日如来に落花した。恵果は空海

に遍照金剛の名を授けた。

8月10日

恵果より阿闍梨位の伝法灌頂を受ける。わ

ずか２ケ月で密教の大法をことごとく授か

る。

12月15日 青竜寺の東塔院で恵果が入滅。 39

1月

門下を代表して恩師恵果の碑文を撰した。

「「…弟子空海、故郷を顧みれば東海の東。

行李を想えば難が中の難なり。波濤万々た

り、雲山幾千ぞ。来ること我が力にあらず、

帰らんこと我が志にあらず…」

　

大詩人・馬総は空海に対して「何ぞなんじ万

里より来たれる。その才を衒うにあらざるべ

けんや。学を増して玄機を助けよ。土人、な

んじが如きなるもの稀なり。」という詩を贈

る。

3月

２０年滞在の約束にもかかわらず、長安を離

れ、帰国の途につく。

4月20日 浙江省に到着、ここで４ケ月滞在。

8月

遣唐副使・高階真人遠成の船で逸勢と共に

寧波から帰路につく。

12月13日

高階真人遠成は入京し復命。なぜか空海は

大宰府に留めおかれる。 40

　
嵯峨天皇が２４歳で即位し、重んじられるよ

うになる。 　

2月3日

8月24日

10月4日

「世説」８巻のうちの秀文を屏風にして嵯峨

天皇に献上。 43 　

「東大寺要録」によれば、この年から８１３年

まで東大寺の別当職に任じられる。

９月に薬子の乱。皇太子である高丘親王は

廃され、出家して空海の弟子となる。後年、

インドに渡海しようとして、途中の羅越国で

亡くなる。（参照）渋沢龍彦：高丘親王航海記

44

811 37 11月9日 乙訓寺の別当に任じられる。 45 　

9月11日

11月15日

12月14日

813 39 　

814 40 　

816 42 6月19日

修禅の道場建立のため高野山の下賜を願い

出る。 50 　

817 43 　 　 51

この頃から法相宗の会津の徳一と法論を戦

わせ、そのなかで諸法実相という天台の思

想を確立していく。

818 44 　
満濃池決壊。築池使の路浜継は３年がかり

で修復を図ったが成功しなかった。 52 　

821 47 4月

満濃池修築別当に任じられ、６月からの３ケ

月で完成させる。 55 　

822 48 　 　 56 ５６歳で死去。

嵯峨天皇より東寺（教王護国寺）を受預され

る。

現在も講堂に空海独創の立体曼荼羅（五

仏、五菩薩、五大明王、六天）を残す。 

828 54 12月15日

綜藝種智院を開設。教育理想を記した「綜藝

種智院式じょ序」を表す。

829 55 　 　

830 56 　
人間精神の弁証法的な発展過程を克明に説

いた「十住心論」を著す。

832 58 　

高野山で万燈会を開き、願文「虚空尽き、衆

生尽き、涅槃尽きなば、わが願いも尽きん

…」を残す。

835 61 3月21日 高野山に死す。 　

最澄は空海に阿闍梨灌頂を伝授するように願ったが、なお３年の実修を要すといって拒否され

る。

最澄の「法華一乗」と「真言一乗」は同じ大乗仏教であり、何ら相違ないという立場と、空海の顕教

と密教とは次元が異なるという思想により、双方は離別していく。

823 49

812 38

空海から最澄へ書状「風信帖」。…風信雲書、天より翔臨す。…

空海による高尾山寺の金剛界灌頂。最澄は進んで受者となる。（空海自書：「灌頂歴名」）

空海による高尾山寺の胎蔵灌頂。最澄以下１４５名が受者となる。

33

最澄は正月３日に「年分度者」（得度を許さ

れる一定数の者）の新しい割当を申請する。

律、華厳、三論、法相などの従来１０人に、

天台法華宗２人の追加をもとめたもので、こ

れの許可によって、天台宗は公認されること

になる。

1月19日 比叡山寺が延暦寺と改名する。

809 35

36 　 　

5月12日

この日、４船団で難波の港を出帆して入唐の旅に上る。

第１船…「遣唐大使」藤原葛野麻呂（かどのまろ）、橘逸勢（たちばなのはやなり）、空海（留学生）

空海が最澄に刺（し）を投ずる。（刺ってなに？）

最澄は弟子の経珍を使いに空海が請来した密教経典１２部を借覧。特に「大日経」に関心。

810

805 32

最澄帰国。５月１９日に出帆した船は６月５

日に対馬に着く。

806

794 21 　 　

　

第２船…「判官」菅原清公、伝教大師最澄（還学生）

797 24

804 31

793 20 　 　

789 16 　 　

　

785 12 　 　

応永11(1404)年 妙心寺退蔵院　第３世無因宗因禅師を開山として建立。応仁の乱後、亀年禅師 再建 妙心寺「退蔵院」
妙心寺「退蔵院」　：　余香苑　　　　　中根金
作氏設計　昭３８年着工 妙心寺「退蔵院」：狩野「元信の庭」 妙心寺「退蔵院」　：　「瓢鮎図」如拙　室町時代の漢画代表作

永享年間(1429年-1441
年) 大徳寺 「真珠庵」創建 一休宗純開祖・・・応仁の乱後、大徳寺（復興）堺豪商 尾形宗謙支援 大徳寺 「真珠庵」

大徳寺 「真珠庵」：「七五三の庭」侘び茶の祖で
ある村田珠光作

大徳寺 「真珠庵」　：　　のち襖絵「蜆子猪頭図」長谷川等伯　墨画「達磨
図」　墨渓（一休弟子）筆

永享8年(1436年)

本法寺日親が本阿弥清信の帰依を得て創建。世の乱れは法華経不信仰が原因と諌暁書「立正治国論」を著し、足利義教が投獄、寺も破却
その後再建１４８８死去。1536年（天文5年）天文法華の乱で焼失し一時、堺に避難。1587年（天正15年）豊臣秀吉の命により、現在の地に移転。
獄中で知り合った本阿弥清信の帰依を受け、後に本阿弥家の菩提寺となる。長谷川等伯は本法寺十世の日通と交友があり、塔頭「教行院」を宿
に。　等伯の作品やゆかりの品が多数伝来。 本法寺 絹本著色日堯像

1444年
東福寺「同聚院」　東福寺164代文渓元作創建　「じゅうまん不動」
不動明王坐像は、藤原忠平建立「法性寺」から伝来。 東福寺「同聚院」

東福寺「同聚院」　：　不動
明王坐像（最大巨像）大佛
師・定朝の父、康尚作

1450年 龍安寺　細川勝元　「七五三の庭」「虎の子渡し」水戸光圀蹲踞　秀吉贈「侘助椿」 龍安寺  龍安寺：「七五三の庭」「虎の子渡し」

1455年～57年 酬恩庵　一休宗純住居　京田辺　のち「一休寺」　宮内庁廟所 酬恩庵　のち「一休寺」 のち狩野探幽　襖絵

寛正3(1462)年2月 池坊専慶（頂法寺住職）が京極持清に招かれ「立花」を行い評判。このころから活躍開始  池坊専慶

1467～1477年

応仁の乱　8代将軍足利義政の継嗣争い等複数の要因によって発生し、室町幕府管領家の細川勝元と山名持豊（出家し

て山名宗全）らの有力守護大名が争い、九州など一部の地方を除く全国に拡大した。乱の影響で幕府や守護大名の衰退が加速化
し、戦国時代に突入するきっかけとなった 池坊専応　「専応口伝」　　　池坊いけばな体系化

乱後復興、大徳寺：一休宗純（堺豪商 尾形宗謙支援）　妙心寺：雪江宗深（細川勝元支援） 大徳寺・妙心寺　復興

文明10(1478)年 蓮如が信証院を堺から山科に移した(山科本願寺の創建)。 山科本願寺

文明12(1480)年 このころ一条兼良が『尺素往来』を著わした。栂尾茶・宇治茶・祇園御霊会の山鉾等の事が記され，室町時代の京都を知る貴重な資料。

文明14(1482)年2月 足利義政 東山に山荘造営開始。死後寺院に改め慈照寺(銀閣寺)。「東求堂」「同仁斎」書院、のち向月台 慈照寺(銀閣寺) 慈照寺(銀閣寺)　西芳時の影響　1615宮城
丹波守杜豊盛が再建 銀閣寺「東求堂同仁斎」

文明16(1484)年11月 吉田兼倶が神楽岡に全国の神々を合祀して大元宮を建て，唯一神道(吉田神道)を唱えた。

明応1(1492)年 妙心寺「大心院」細川政元が開祖。藤孝（幽斎）中興。　のち現代、中根金作「阿吽の庭」 妙心寺「大心院」

明応1(1492)年 妙喜庵　明応年間（ - 1501年）開創。東福寺開創聖一国師法嗣春嶽士芳開山。のち国宝茶室「待庵」 妙喜庵 国宝
明応２1(1493)年 明応の政変、管領細川政元がクーデターを起こして将軍足利義材を追放。清晃（足利義澄）を擁立

明応9(1500)年6月 応仁の乱によって三十余年途絶えていた祇園会が復興した。

1502年
村田珠光　1422年 - 1502年没　　能や連歌の精神的深みと茶禅一味の精神追求、わび茶の精神。　能阿弥の引き立てにより足利義政の知遇
を得る

1501～21年 大徳寺「龍源院」　畠山・大友・大内家創建。　東滴壺（とうてきこ）最古の坪庭　龍吟庭 大徳寺「龍源院」

1509年 大徳寺「大仙院」　六角政頼 創建。　七世住持 沢庵。現存最古の禅方丈　枯山水名庭　「花鳥図」狩野元信　「瀟湖八景図」相阿弥 大徳寺「大仙院」

大永6(1526)年8月 この月頃に村田宗珠を初めとする下京茶湯が盛んになった。  

1531年 妙心寺「東林院」細川氏綱創建。樹齢３００年沙羅双樹「初夏「沙羅の花を愛でる会」 妙心寺「東林院」

1543年 狩野永徳誕生　（父 松栄、祖父 元信）   狩野永徳誕生（父 松栄）

天文19(1551)年12月 フランシスコ・ザビエルが宣教師として初めて入京したが，11日間滞在しただけで山口へ戻った。

天文20(1552)年 了徳寺　大根焚き　親鸞ゆかり 了徳寺 狩野永徳10才 足利義輝に祖父狩野元信と帯同

天文24（1555）年 川中島の合戦、上杉謙信と武田信玄の戦い。

天文24（1555）年
武野 紹鴎 1502年 - 1555年没　堺の豪商（武具商あるいは皮革商）。茶禅一味を掲げ、茶道確立。　弟子：今井宗久、足利義輝、千利休、津田
宗及、物外軒実休(三好義賢) 　

永禄2(1559)年8月
ガスパル・ビレラが京都布教を志し入京。翌年初めに幕府から京都布教の許可を受けた。その後，戦乱による中絶はあったが，ルイス・フロイ
ス，オルガンティーノ・ニエッキなどが精力的に布教を進めた。

永禄３（1560）年 桶狭間の戦い、織田信長が今川義元を滅ぼす。

永禄7（1564)年 織田信長　浅井長政と同盟を結び、斎藤氏への牽制を強化、信長は妹・お市を輿入れさせた。

1565年 狩野永徳23才 織田信長に(贈上杉謙信）「洛中洛外図屏風」国宝、　「源氏物語図」宮内庁
狩野永徳23才 織田信長に(贈上杉謙信）「洛中洛外図屏風」国宝、
「源氏物語図」宮内庁

1566年
大徳寺「聚光院」　三好義継創建。　狩野永徳、国宝襖絵「花鳥図」　「瀟湘八景図」（しょうしょうはっけいず）「琴棋書画図」　　　のち千利休墓
三千家菩提寺 大徳寺「聚光院」　 Wp 狩野永徳24才 大徳寺聚光院「四季花鳥図」国宝

元亀2(1571)年7月 盂蘭盆会の風流踊が華麗を極め，このころ，毎夜のように京都のあちらこちらの町組で踊りの競演が見られた。

元亀2年（1571年）9月 織田信長　退避・中立勧告を出した後、なおも抵抗し続けた比叡山延暦寺を焼き討ち。

元亀3年（1572年）
本法寺第八世住職日堯上人、等伯が上洛した元亀3年（1572）に30歳の若さで没した。色彩豊かな衣装や調度、しっかりした線猫には等
伯の優れた技量が窺える。等伯34歳の上洛後間もない頃の作品。七尾の菩提寺本延寺が本法寺の末寺 本法寺

日堯上人像（にちぎょうしょうにんぞう）
本法寺第八世住職　等伯34歳の上洛後間もない頃の作品

天正元年（1573年）8月
織田信長　7月足利義昭追放で室町幕府滅亡。8月根坂の戦いで朝倉義景は自刃。　9月
小谷城攻略 浅井久政・長政父子自害。

安土
桃山 天正3(1575)年10月 織田信長　京都妙光寺で大茶会を催し，千宗易(利休)が茶頭をつとめ，信長の茶頭としての地位を確立した。

天正4(1576) 年7月 南蛮寺(蛸薬師室町西入姥柳町)が竣工し，献堂式が行われ，多くの信者が参集した。 南蛮寺 狩野永徳34才 織田信長に「安土城障壁画」

天正7年（1579年） 「安土城」　五層七重の豪華絢爛な城として完成 「安土城」

天正10（1582）年５月 織田信長本能寺で死去。　享年49（満48歳没）（本能寺の変）。秀吉、大徳寺で葬儀。　「総見院」創建 大徳寺「総見院」　 狩野永徳40才 豊臣秀吉に（贈毛利）「唐獅子図屏風」宮内庁

天正10年（1582年）
妙喜庵「待庵」　山崎合戦のおり、秀吉陣中に千利休作二畳隅炉の茶室を解体し移築。慶長11年（1606年）｢宝積寺絵図」現地移築。妙喜庵の
西方、現在島本町の宗鑑旧居跡付近「宗鑑やしき」そして「利休」の書き込みから、利休も付近在住 妙喜庵「待庵」 国宝：妙喜庵「待庵」

天正11年（1583年） 豊臣秀吉　大坂本願寺（石山本願寺）の跡地に大坂城を築く 大坂城

天正12年（1584年） 狩野永徳42才 豊臣秀吉に「大坂城障壁画」 狩野永徳42才 豊臣秀吉に「大坂城障壁画」

天正15(1587)年6月 豊臣秀吉がバテレン(宣教師)追放令を出す。これにより京都の南蛮寺をはじめとする教会は破壊され，宣教師は九州へ逃れた。 狩野永徳45才 豊臣秀吉に「聚楽第障壁画」

天正15(1587)年9月 聚楽第　豊臣秀吉　1585年関白となり、政庁兼邸宅として創建。 聚楽第 Wp

戦国時代 

戦国大名 

 

石山合戦 

狩野 山楽 
 

（かのう さんらく、永禄2年

（1559年） - 寛永12年8月19日

（1635年9月30日）は、安土桃

山時代～江戸時代初期の狩野

派の絵師。狩野山雪は養子。

豊臣氏には淀殿をはじめ

として浅井氏旧臣が多く、

山楽が重く用いられたのも、

浅井氏に縁のある山楽の

出自が理由だと思われる。慶

長末年には大覚寺宸殿障壁画

制作 

リンク 

村田珠光 
 

1422年 - 1502年  会所の茶を

整備した能阿弥から、茶、能や

連歌の影響を受け、一休宗純
から禅を学び、能や連歌の精神

的な深みと茶禅一味の精神を追

求しわび茶の精神をつくった。能

阿弥の引き立てにより足利義政

の知遇を得る。 

武野 紹鴎    

 （たけの じょうおう、 

1502年 - 1555年  

堺の豪商（武具商あるいは皮革商）。

茶人  
 

茶禅一味を掲げ、十四屋宗陳（もずや

そうちん）および、十四屋宗悟から学ん

だ茶を茶道として確立した。弟子：今井

宗久、足利義輝、荒木村重、千利休、

津田宗及、辻玄哉、細川藤孝、松永久

秀、物外軒実休(三好義賢) 

 

古田織部 
 

 美濃国  天文13年（1544年）-慶

長20年（1615年）             

古田 重然（ふるた しげなり ／ しげ

てる）は、戦国時代から安土桃山時

代、江戸時代初期にかけての武将、

大名。山城国西ヶ丘藩主。一般的に

は茶人・古田 織部（ふるた おりべ）

として有名。 

 

茶の湯の弟子には  小堀遠州、上

田宗箇、徳川秀忠、金森可重（金森 

宗和の父）、本阿弥光悦、毛利秀元

らがいる。   
 

菩提寺は興聖寺。 墓は大徳寺の

塔頭三玄院 

妙喜庵 「待庵」（現存） 

不審庵、又隠（ゆういん）、今日庵、 

大徳寺  高桐院 松向軒、 

西芳寺 湘南亭、  

西本願寺 国宝「黒書院」は粗木を用いた私的な室で、

歴代ご門主が寺務をとられた所。一の間（門主室）二の

間を中心に、茶室、鎖の間、広敷などがあります。幾何

学絞様（きか がくもんよう）の欄間や、狩野探幽筆の

襖・貼附の墨絵 

一休宗純 
 

（後小松天皇実子）１３９４－１４８１  

一条兼良・宗祗・村田珠光・山崎

宗鑑・金春禅竹(こんぱるぜんちく。

猿楽金春座を中興)・六角定頼(ろっ

かくさだより・近江南半国守護。

「2004年２月号 剣豪味」参照)・宗長

(そうちょう。連歌師)・曽我蛇足(そが

じゃそく・だそく。水墨画の達人)など、

史上名を残すそうそうたる面々が、

みんな一休の弟子 

海北友松 
 

（かいほう ゆうしょう) 

天文2年（1533年） - 慶長20年

6月2日（1615年6月27日）  浅

井長政の家臣・海北綱親の五

男として生まれる。 天文4年に

父が戦死したのを切っ掛けに

禅門に入り、京の東福寺で修

行。このときに狩野派を学んだ

らしい。師匠は狩野元信か狩

野永徳？。  豊臣秀吉に画才

を認められたことから武門を去

り晩年は画業に専念建仁寺
が所蔵する「山水図」「花鳥図」

「雲龍図」の作者。全50面。内

訳は、依鉢の間「琴棋書画図」

10面、檀那の間「山水図」8面、

室中「竹林七賢図」16面、書院

の間「花鳥図」10面（内2面消

失）、礼の間「雲龍図」8面。 

慶長4年（1599年）安国

寺恵瓊が、前身の安国寺方丈

を本坊方丈として移建する際、

障壁画は新調し、その制作を

任されたのが友松であった。

堂々たる大作、制作年が明確

で基準作としても貴重。 昭和9

年（1934年）の第一室戸台風で

大方丈が倒壊し、現在の大型

の掛け軸に改装。   

  

渡辺（狩野）了慶  
没年： 正保2.2.15 （1645.3.12）  桃山後期・江

戸初期の画家。 

狩野光信に画法を

学んだ。慶長10(1605)年,師の光信や

狩野興以らと高台寺の障壁画を描く。 
 

代表作に 

西本願寺「松鶴図」

（国宝） 

対面所「白書院」や 
東福寺普門院の障壁画, 

「源氏物語図屏風」 

(福田寺蔵)  

能阿弥 
 
（のうあみ、応永4年（1397年） - 

文明3年（1471年））は、室町時代

の水墨画家、茶人、連歌師、鑑

定家、表具師。中尾真能（さねよ

し）。子に芸阿弥、孫に相阿弥。

元は越前朝倉氏の家臣、足利義

教、義政に同朋衆、幕府におけ

る書画等（唐物）の鑑定や管理

を行い、また東山御物の制定を

行った。特に水墨画に優れ開祖、

「花鳥図屏風」や「白衣観音図」、

茶道、書院飾りの完成、台子飾

りの方式の制定、小笠原流の礼

法を参酌して茶の点て方を考案。

か連歌、立花、香道にも優れ、

連歌では七賢の一人、北野天満

宮の連歌奉行も務めた。著書に

『君台観左右帳記』、東山御物の

目録である『御物御絵目録』（相

阿弥の時に完成）、自筆巻子とし

て「集百句之連歌巻」（天理大学

附属天理図書館蔵）がある。 

長谷川 等伯 
 
（はせがわ とうはく、天文8年（1539

年） - 慶長15年2月24日（1610年3月

19日））は安土桃山時代から江戸時

代初期に活躍し、狩野永徳、海北友

松、雲谷等顔らと並び桃山時代を代

表する絵師である。                 

代表作                  

（国宝）             、旧祥雲

寺障壁画（京都・智積院）紙本金地著

色  1592年頃                

松林図（東京国立博物館）六曲一双 

紙本墨画           （重要文

化財） 

・大徳寺山門天井画・柱絵（京都・大

徳寺）板絵著色1589年。  

旧大徳寺三玄院襖絵（山水図襖）（京

都・高台寺圓徳院）襖32面 紙本墨画 

重要文化財

1589                  ・利

休居士像（京都・不審庵）1幅 絹本著

色 春屋宗園賛 

1595                 ・金地

院障壁画（南禅寺）  ・竹林猿猴図屏

風（承天閣美術館）六曲一双 紙本墨

画 ・波濤図（京都・禅林寺）紙本金

地墨画  京都国立博物館寄託              

大涅槃図（本法寺）1幅 紙本著色 重

要文化財 1599年 弁慶・昌俊図絵

馬（京都・北野天満宮）1面 板絵金地

著色 1608年                  

（他）                       

旧三玄院襖絵（松林山水図襖）（京

都・楽美術館）襖4面 紙本墨画 1589

年頃   

リンク リンク 

年表・作品 

狩野 光信 

 
 （かのう みつのぶ、永禄8年

（1565年、1561年説もある） - 

慶長13年6月4日（1608年7月

15日））は、安土桃山時代の

狩野派の絵師。狩野永徳

の長男。 

狩野探幽は弟・孝信の子供

で甥に当たる。           

はじめ織田信長に仕え、父

永徳とともに安土城の障壁

画を描き、その後豊臣秀吉

に仕えた。1590年（天正18

年）に父永徳が没した後、山

城国大原に知行100石を拝

領、狩野派の指導者となり、

肥後国名護屋城や徳川秀忠

の邸宅などの障壁画を作成

している。父永徳の豪壮な大

画様式とは対照的な理知的

で穏やかな作風は、当時の

戦国武将たちの好みとは合

わなかったらしく、「下手右

京」と酷評を受け近世を通じ

て評価が低かった。しかし、

祖父の狩野松栄や曾祖父狩

野元信の画風や中世の大和

絵を取り入れ、自然な奥行き

のある構成や繊細な形姿の

樹木・金雲などを描き、特に

花鳥画に優れる。また、永徳

時代には排斥の対象ですら

あった長谷川派との親和を

図り、新たな画題である風俗

画に取り組むことで、永徳様

式からの自立と新たな絵画

領域の開拓を目指した。こう

した光信の画業を継承する

門人も多く、光信の画風はそ

の後の狩野派に大きな影響

を残した。 

リンク 

狩野 探幽     
                      
（ かのう たんゆう、慶長7年1月14日

（1602年3月7日） - 延宝2年10月7日

（1674年11月4日））は江戸時代の狩野

派を代表する絵師である。狩野孝信の

子で狩野永徳の孫にあたる。法号は探

幽斎、諱は守信。早熟の天才肌の絵師

である。 慶長7年（1602年）、狩野孝信

の長男として京都で生まれる。母は、戦

国武将佐々成政の娘。 慶長17年

（1612年）、駿府で徳川家康に謁見し、

元和3年（1617年）、江戸幕府の御用絵

師となり、元和7年（1621年）には江戸

城鍛冶橋門外に屋敷を得て、本拠を江

戸に移した。江戸城、二条城、名古屋

城などの公儀の絵画制作に携わり、大

徳寺、妙心寺などの有力寺院の障壁画

も制作した。山水、人物、花鳥など作域

は幅広い。・・・・            元

和9年（1623年）、狩野宗家を嫡流・貞

信の養子として末弟・安信に継がせて、

自身は鍛冶橋狩野家を興。   ・・・・            

探幽には嗣子となる男子がなかったた

め、刀剣金工家・後藤立乗の息子・益

信（洞雲）を養子にしていた。その後、

50歳を過ぎてから実子・守政が生まれ

たため、守政が鍛冶橋家を継いだ。し

かし、探幽の直系である鍛冶橋狩野家

から有能な絵師が輩出されることは、

殆どなかった。  延宝2年（1674年）、

死去。享年73（満72歳没）。             

若年時は永徳風の豪壮な画風を示す

が、後年の大徳寺の障壁画は水墨を

主体とし、墨線の肥痩を使い分け、枠を

意識し余白をたっぷりと取った瀟洒淡

泊、端麗で詩情豊かな画風を生み出し

た。この画法は掛け軸等の小作品でも

生かされ、その中に彼の芸術的真骨頂

を見いだすのも可能である。その一方、

大和絵の学習も努め、初期の作品は漢

画の雄渾な作画精神が抜け切れてい

ないが、次第に大和絵の柔和さを身に

付け、樹木や建物はやや漢画風を残し、

人物や土波は大和絵風に徹した「新や

まと絵」と言える作品も残している。江

戸時代の絵画批評では、探幽を漢画で

はなく「和画」に分類しているのは、こう

した探幽の画法を反映していると云え

よう。粉本主義と言われる狩野派に

あって探幽は写生も多く残し、尾形光

琳がそれを模写しており、また後の博

物画の先駆と言える。 

京焼 起源 
  

 京焼（きょうやき）は日本の陶磁器の一種。粟田口焼、

御室焼など京都で作られる作品の総称となっている。      

一度焼成した後に上絵付けを施す上絵付けの技法を用

いた陶器が多く、作家ごとの個性が強いのが特徴。                        

近年の研究では、慶長年間初頭の1590年代末には京焼の

生産が始まっていたと考えられている。  この頃の作品につ

いては不明な点が多いが、低温で焼成し、鉛を含む釉薬が

使用されていて、技法やデザインが多様なことが特徴である。 

この時期以前の京都は、三条粟田口界隈に陶磁器の窯元が

集中し、粟田焼が生産されていた。ただし、天正年間以前の

16世紀中頃には三彩や交趾焼などの技術を持った中国人陶

工およびその後継者達が製陶を開始していた。緑、紫、紺、

黄など寒色系の釉薬が特徴で、押小路焼のルーツとなったと

考えられている。 

リンク（京焼・清水焼） 
リンク 

長次朗   

 

初代 樂吉左衛門家    

?-天正17年（1589年）） 安土桃山

時代を代表する陶芸家。楽焼の創

始者であり、千家十職の一つ 

楽美術館 リンク 

リンク 

小堀遠州     

（ 政一 まさかず）1579-1647                                   

江戸時代前期の大名。備中松山藩2代藩主、

のち近江小室藩初代藩主。茶人、建築家、

作庭家として特に有名で、一般には小堀 遠

州（こぼり えんしゅう）の名で知られている

（「遠州」は武家官位の遠江守に由来する）。 

道号に大有宗甫、庵号に大徳寺 「孤篷庵」

がある。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

文禄4年（1595年）に秀吉直参として伏見に

移リ、  

古田織部に茶道を学ぶ
ことになる    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

妙心寺麟祥院の春日局霊屋 
（慶長年間、うち溜りを移建）、 

 

氷室神社拝殿 
（慶長年間、内裏池亭を移建）、 

 

大覚寺宸殿 
（慶長年間の内裏の 

元和期増造の際に中宮宸殿となる）、 
 

金地院東照宮、 

同茶室、 

同方丈南庭（鶴亀庭）、 

 

南禅寺本坊方丈南庭、 

 

大徳寺竜光院密庵席 
（みったんせき）、 

 

孤篷庵表門前の石橋、 

同前庭、 

同忘筌席露地 
（建築は寛政年間に焼失後、旧様式を踏襲

して復元された）、 

狩野派 

狩野派リンク 狩野正信 
 
（1434? - 1530）雲頂院（相国

寺塔頭）壁画を描いた。 大徳

寺真珠庵「竹石白鶴図屏風」   

当時は周文の弟子の画僧・宗

湛（小栗宗湛、1413 - 1481）が

御用絵師。死去後、狩野正信

が継き。以後、宮廷の絵所預

（えどころあずかり）職の大和

絵系  土佐光信と、漢画系

の狩野正信の両者が画壇

の二大勢力となる。 

 

リンク 

狩野 元信  

 
 文明8年8月9日（1476年8月28

日）? - 永禄2年10月6日（1559

年11月5日））は、室町時代の

絵師で、狩野派の祖・狩野正信

の子 

リンク 

千利休 
   （せんのりきゅう せんりきゅう、1522

年-1591年                    

中世末期、戦国時代、安土桃山時代

の茶人。 今井宗久、津田宗及ととも

に茶湯の天下三宗匠と称せられた。

何も削るものがないところまで無駄を

省いて、緊張感を作り出すというわび

茶（草庵の茶）の完成者として知られ

る。茶聖 

 

俵屋宗達  

 
   1570-1640?      烏丸光広や本阿弥光

悦らの書巻に下絵を描き、嵯峨本の出

版にも関与したらしい。少なくとも寛永7

年（1630年）には町の絵師としては異例

の法橋の位  親交のあった角倉素庵や

烏丸光広と同年代 

リンク 風神雷神 

リンク 

周文  
 

（しゅうぶん、生没年不

詳）は、室町時代中期

の禅僧・画僧。周文は

字（あざな）で、道号は

天章。画号は越渓。俗

姓は藤倉氏。 

リンク 

雪舟 
 

（せっしゅう、応永27年

（1420年） - 永正3年8

月8日（諸説あり）（1506

年））は、室町時代に活

動した水墨画家・禅僧。

「雪舟」は号で、諱（いみ

な）は「等楊」（とうよう）

と称した備中に生まれ、

京都相国寺で修行した

後、大内氏の庇護のも

と周防に移る。その後、

遣明船に同乗して中国

（明）に渡り、中国の画

法を学んだ。。 

リンク 

西暦
  年齢 日付 空　海 最　澄

767 1

漢系渡来氏族である三津氏を父として近江

（現在の坂本あたり）で生まれる。幼名は三

津首広野。帰化人という自覚をもっていたも

のと思われる。

770 4

（光仁天皇即位）仏教の粛清を行い、山林修

行を公認する。

774 1 6月15日

讃岐国多度郡屏風が浦（現在の海岸寺、７

５番善通寺）で、佐伯直田公（さえきのあた

いたきみ）と安刀（あと）氏出身の母の三男と

して出生。幼名は真魚（まお） 8 　

780 7 　 　 14 １４歳で出家。

781 8 　 　 15

（桓武天皇即位）中国皇帝的な事業と統治を

行う。

19 東大寺で具足戒を受ける。

19

奈良仏教と決別し、比叡山に登り、山林修行

のなかで「天台」の思想を構築していく。

このころから母方の伯父である大学者・阿刀

大足（あとおおたり）に師事。 23

（伝承）７１番弥谷寺の獅子窟で学問に励

む。 23

791 18 　 　 25

宮廷から「修行入位」という僧位を授けられ

る。

792 19 　
大足に伴われて上京（長岡京）、大学に入

学。 26 　

このころある沙門から「虚空蔵求聞持法」

（こくうぞうぐもんじほう）を授かる。 27

阿国大滝岳（現在の２１番大龍寺の舎心ケ

岳）、土州室戸岬（現在の御蔵洞）に勤念。

谷響きを惜しまず、明星来影す。 27

（伝承）和泉国槙尾山寺で沙弥戒を受ける。 27

28

桓武天皇による平安遷都が行われ、奈良仏

教に批判的な最澄が、宮廷に重んじられる。

28

このころ、国家的権威のある「内供奉十禅

師」の一人とされる。

4月9日 （伝承）東大寺の戒壇院で具足戒を受ける。 31

12月1日

思想劇「三教指帰」（さんごうしいき）完成。

道・儒と仏教を比較し、仏教の優位、すなわ

ち自身（仮名乞児）が官を捨て仏門へ入るこ

との正当性を主張。これに匹敵するのは

ゲーテの教養小説「ウイルヘルム・マイス

ター」であるとされる。 31

798 25 　
（伝承）大和国久米寺東党の下で「大日経」

を感得。 32 　

802 29 　 空白の時期 36

高尾山寺で天台著作（法華玄義、法華文句

など）を講義し、和気氏の支援を受けるよう

になり、桓武天皇の知るところになる。

　 （続日本後記）３１才で得度。 38 　

7月6日 肥前国田ノ浦（現・平戸）を出帆。

第２船は明州の寧波府に着き、最澄は弟子

の義真を伴い天台山に登る。

8月10日

中国大陸福州赤岸鎮（せきがんちん）の南に

漂着。

第３船と第４船は行方不明。

12月23日 唐の都長安に東門（春明門）より入る。 38

2月10日

遣唐大使らは長安・宣陽坊を発って帰国の

途につく。

　
空海は逸勢とともに西明寺に残る。青竜寺

の恵果の名声を聞き、訪ねる。

6月13日

恵果より学法灌頂壇で胎蔵の灌頂を受け

る。

7月

恵果より金剛界の五部灌頂を受ける。投華

得仏では大日如来に落花した。恵果は空海

に遍照金剛の名を授けた。

8月10日

恵果より阿闍梨位の伝法灌頂を受ける。わ

ずか２ケ月で密教の大法をことごとく授か

る。

12月15日 青竜寺の東塔院で恵果が入滅。 39

1月

門下を代表して恩師恵果の碑文を撰した。

「「…弟子空海、故郷を顧みれば東海の東。

行李を想えば難が中の難なり。波濤万々た

り、雲山幾千ぞ。来ること我が力にあらず、

帰らんこと我が志にあらず…」

　

大詩人・馬総は空海に対して「何ぞなんじ万

里より来たれる。その才を衒うにあらざるべ

けんや。学を増して玄機を助けよ。土人、な

んじが如きなるもの稀なり。」という詩を贈

る。

3月

２０年滞在の約束にもかかわらず、長安を離

れ、帰国の途につく。

4月20日 浙江省に到着、ここで４ケ月滞在。

8月

遣唐副使・高階真人遠成の船で逸勢と共に

寧波から帰路につく。

12月13日

高階真人遠成は入京し復命。なぜか空海は

大宰府に留めおかれる。 40

　
嵯峨天皇が２４歳で即位し、重んじられるよ

うになる。 　

2月3日

8月24日

10月4日

「世説」８巻のうちの秀文を屏風にして嵯峨

天皇に献上。 43 　

「東大寺要録」によれば、この年から８１３年

まで東大寺の別当職に任じられる。

９月に薬子の乱。皇太子である高丘親王は

廃され、出家して空海の弟子となる。後年、

インドに渡海しようとして、途中の羅越国で

亡くなる。（参照）渋沢龍彦：高丘親王航海記

44

811 37 11月9日 乙訓寺の別当に任じられる。 45 　

9月11日

11月15日

12月14日

813 39 　

814 40 　

816 42 6月19日

修禅の道場建立のため高野山の下賜を願い

出る。 50 　

817 43 　 　 51

この頃から法相宗の会津の徳一と法論を戦

わせ、そのなかで諸法実相という天台の思

想を確立していく。

818 44 　
満濃池決壊。築池使の路浜継は３年がかり

で修復を図ったが成功しなかった。 52 　

821 47 4月

満濃池修築別当に任じられ、６月からの３ケ

月で完成させる。 55 　

822 48 　 　 56 ５６歳で死去。

嵯峨天皇より東寺（教王護国寺）を受預され

る。

現在も講堂に空海独創の立体曼荼羅（五

仏、五菩薩、五大明王、六天）を残す。 

828 54 12月15日

綜藝種智院を開設。教育理想を記した「綜藝

種智院式じょ序」を表す。

829 55 　 　

830 56 　
人間精神の弁証法的な発展過程を克明に説

いた「十住心論」を著す。

832 58 　

高野山で万燈会を開き、願文「虚空尽き、衆

生尽き、涅槃尽きなば、わが願いも尽きん

…」を残す。

835 61 3月21日 高野山に死す。 　

最澄は空海に阿闍梨灌頂を伝授するように願ったが、なお３年の実修を要すといって拒否され

る。

最澄の「法華一乗」と「真言一乗」は同じ大乗仏教であり、何ら相違ないという立場と、空海の顕教

と密教とは次元が異なるという思想により、双方は離別していく。

823 49

812 38

空海から最澄へ書状「風信帖」。…風信雲書、天より翔臨す。…

空海による高尾山寺の金剛界灌頂。最澄は進んで受者となる。（空海自書：「灌頂歴名」）

空海による高尾山寺の胎蔵灌頂。最澄以下１４５名が受者となる。

33

最澄は正月３日に「年分度者」（得度を許さ

れる一定数の者）の新しい割当を申請する。

律、華厳、三論、法相などの従来１０人に、

天台法華宗２人の追加をもとめたもので、こ

れの許可によって、天台宗は公認されること

になる。

1月19日 比叡山寺が延暦寺と改名する。

809 35

36 　 　

5月12日

この日、４船団で難波の港を出帆して入唐の旅に上る。

第１船…「遣唐大使」藤原葛野麻呂（かどのまろ）、橘逸勢（たちばなのはやなり）、空海（留学生）

空海が最澄に刺（し）を投ずる。（刺ってなに？）

最澄は弟子の経珍を使いに空海が請来した密教経典１２部を借覧。特に「大日経」に関心。

810

805 32

最澄帰国。５月１９日に出帆した船は６月５

日に対馬に着く。

806

794 21 　 　

　

第２船…「判官」菅原清公、伝教大師最澄（還学生）

797 24

804 31

793 20 　 　

789 16 　 　

　

785 12 　 　

織田信長  

 天文3年5月12日

（1534年6月23日） 

天正10年6月2日

（1582年） 尾張国

（現在の愛知県）の

古渡城主・織田信

秀の嫡男    

 

リンク 

 

一休宗純     
 （ 後小松天皇実子）１３９４－１４８１  一

条兼良・宗祗・村田珠光・山崎宗鑑・金春

禅竹(こんぱるぜんちく。猿楽金春座を中

興)・六角定頼(ろっかくさだより・近江南半国

守護。「2004年２月号 剣豪味」参照)・宗長

(そうちょう。連歌師)・曽我蛇足(そがじゃそ

く・だそく。水墨画の達人)など、史上名を残

すそうそうたる面々が、みんな一休の弟子 

酬恩寺 リンク 

朝日焼（宇治） 
 

初代陶作開窯 
千利休が茶の湯を大成し、茶人小堀遠州が活

躍した時代。小堀遠州は、当時お茶の産地とし

て力をつけてきた宇治とも深く関わり、朝日焼も

指導。初代陶作から三代陶作の頃の朝日焼は

茶碗や水指など茶道の道具が、大名、公家、茶

人に珍重。その後文化の中心が、京都から江戸

へ移り、四代から七代の頃は厳しい時代、瓦製

造、宇治川渡し船の副業で繋ぐ。八代長兵衛の

頃、蛤御門の変で消失した瓦を焼いて御所に納

め公家庭田家とのつながりで厳しい時代を抜け、

煎茶流行に合わせて現在の茶器の原形となる

煎茶器を制作開始。九代長兵衛で隆盛、明治維

新混乱期、戦中などを経て、当代十五世豊斎に

継承。現在も朝日焼は、茶碗や水指など茶道具

と、急須、宝瓶、湯冷しなど茶器を中心に制作。 

リンク 

足利 義満      正平13年/延文3年8月22日（1358年9月25日）～応永15年5月6日（1408年5月31日） 
室町時代前期の室町幕府第3代将軍（在職1368年 - 1394年）である。父は第2代将軍足利義詮、母は側室の紀良子。封号は日本国王。 

南北朝の合一を果たし、有力守護大名の勢力を押さえて幕府権力を確立させ、鹿苑寺（金閣）を建立して、武家様・公家様・唐様（禅宗様）が融合した「北山文化」を開花、室町時代の政治、経済、文化の最盛。 

尊氏の死から100日目に生。幼少期、南朝との抗争継続、足利家内紛、幕政争乱深刻。失脚武将が南朝に加担、1361年（正平16年/康安元年）清氏や南朝の楠木正儀らに京都を占領、赤松則祐の播磨国白旗城へ避難。翌年には幕

府・北朝側が京都を奪還し帰京。1367年（正平22年/貞治6年）父・義詮が病死、義満10歳3代将軍。 

幕政は管領細川頼之ら、足利一門守護大名が主導し帝王学学ぶ。頼之は応安大法を実施して土地支配を強固、京都や鎌倉の五山制度を整えて宗教統制を強化。また南朝最大勢力圏、九州に今川貞世（了俊）・大内義弘を派遣、南

朝勢力を弱体化させた。 

京都支配強化に、1370年（応安3年）に朝廷より山門公人（延暦寺及びその支配勢力）取締権を得る。 

1375年（永和元年）、二十一代集20番目の新後拾遺和歌集は義満の執奏により後円融院が勅撰下命。 

1378年（天授4年/永和4年）には、邸宅を三条坊門より北小路室町に、幕府政庁。移転後の幕府（室町第）はのち 

「花の御所」、今日ではその所在地により「室町幕府」。 

朝廷と幕府に二分化の京都市内行政権や課税権なども幕府に一元化、守護大名の軍事力対抗に将軍直属常備軍「奉公衆」を設け、実務官僚「奉行衆整備。 

1378年（天授4年/永和4年）3月に右近衛大将に（征夷大将軍と近衛大将兼務は惟康親王以来）、5か月後には権大納言を兼務して以後、朝廷長老である二条良基支援を受け、公家社会に積極的参加。 

1379年、南朝武家に奪われた寺社領返還が春日大社神木て洛中強訴。義満は源氏理由に出仕を続け、1380年神事復興し、歴史初、神木入洛強訴が失敗、寺社勢力に大打撃。 

1392年（元中9年/明徳3年）には南朝勢力が全国的に衰微、大内義弘仲介に交渉、交互即位、大覚寺統の国衙領所有の和平案、南朝 後亀山天皇と北朝 後小松天皇にて,58年朝廷分裂を終結、南朝廃止て三種の神器は北朝 

1397年（応永4年）西園寺家から京都北山「北山弟」（ほくさんてい）を譲受、舎利殿（金閣）を中心とする山荘（「北山第」また「北山殿」、後鹿苑寺）造営 

1401年（応永8年）義満使節派遣で、明、建文帝は義満を日本国王に冊封。国交が正式樹立。 

日本国王が皇帝朝貢形式の勘合貿易は1404年（応永11年）始まり、明要請で倭寇を鎮圧（すでに明皇帝は建文帝から永楽帝）。 リンク 

世阿弥 
（ぜあみ、世阿彌陀佛、正平18年/貞治2年

（1363年）? - 嘉吉3年8月8日（1443年9月1

日）?）は日本の室町時代初期の大和猿楽結

崎座の猿楽師。 父の観阿弥（觀阿彌陀佛）

とともに猿楽（申楽とも。現在の能）を大成し、

多くの書を残す。観阿弥、世阿弥の能は観

世流として現代に受け継がれている。 

幼名は鬼夜叉、そして二条良基から藤若の

名を賜る。通称は三郎。実名は元清。父の

死後、観世大夫を継ぐ。40代以降に時宗の

法名（時宗の男の法名（戒名）は阿弥陀仏

（阿彌陀佛）号。ちなみに世は観世に由来）

である世阿弥陀仏が略されて世阿弥と称さ

れるようになった。世の字の発音が濁るのは、

足利義満の指示によるもの。正しくは、「世

阿彌」。 

1374～5年、観阿弥が今熊野での猿楽（申

楽）能に12歳の世阿弥出演、将軍義満の目

に。以後、義満は観阿弥・世阿弥親子を庇護。

1378年祇園会では将軍義満の桟敷に世阿

弥が近侍。 

作品『高砂』『井筒』『実盛』など50曲、現在も

能舞台で上演、『風姿花伝』などの芸論も

史料・文学的価値 

リンク 

リンク 

細川 勝元  
  
永享2年（1430年）～ 

文明5年（1473年） 
室町時代の武将・守護大

名。管領、土佐・讃岐・丹

波・摂津・伊予守護。足利

氏の支流で三管領の1つ

である細川氏嫡流・京兆

家の当主。細川持之の子、

政元の父。応仁の乱の東

軍総大将として知られて

いる。 

リンク 

吉田 兼倶 
永享7年（1435年） - 永正8年（1511

年） 

、室町時代中期から戦国時代にかけ

ての神道家。本姓は卜部氏。家系は

神道家の卜部家の系譜をひき、兼倶

の代に吉田家を興した。父は卜部兼

名。初め兼敏と称したが、1466年（文

正元年）兼倶に改名している。吉田

神道(唯一神道)の事実上の創始者

[1]。 

初め神祇大副を務め、卜部家の家

職・家学を継承していたが、次第に家

学・神道説を整理し、「神明三元五大

伝神妙経」を著して吉田神道の基礎

を築いた。その後も神道説の中心と

なる「日本書紀」神代巻と「中臣祓（な

かとみはらえ）」について研鑚を重ね、

後土御門天皇に進講したのをはじめ、

公家たちにも講義を行った。1484年

（文明18年）邸内に斎所として大元宮

を創建して、日本各地の神を祭った。

吉田神道の入門書であり、また根本

経典でもある「唯一神道名法要集」

「神道大意」「神名帳頭註」を著し、ま

た朝廷・幕府に取り入り勢力を拡大し、

みずから「神祇管領長上」と名乗り全

国の神社を支配、神位・神職の位階

を授与する権限を獲得した。1511年

（永正8年）、77歳で死去。死後吉田

社（現在の吉田神社）の境内に葬ら

れ、神龍大明神として祀られている。 

リンク 

天文23年（1554年）8月13日 、第十世証如の入滅、顕如が本願寺を継承し第十一世 

元亀元年（1570年）9月12日、信長が、浄土真宗門徒の本拠地、西国への要衝である環濠城塞

都市石山からの退去を命じたことで、約10年にわたる「石山合戦」が始まる。 

合戦当初、顕如は長男・教如とともに信長と徹底抗戦                                                     
合戦末期になると、顕如を中心に徹底抗戦の構えで団結していた教団も、信長との講和を支持する勢力（穏健

派）と、徹底抗戦を主張する勢力（強硬派）とに分裂していく。 

この教団の内部分裂が、東西分派の遠因となる       

天正20年（1592年）7月、阿弥陀堂を新築し「本願寺」が完成 

文禄元年（1592年）11月24日、顕如の入滅にともない、教如が本願寺

継承。この時、石山合戦で籠城した元強硬派を側近に置き、顕如と共に鷺森に退去した元

穏健派は重用しなかったため、教団内の対立に発展する。 文禄2年（1593年）閏9

月12日、穏健派が秀吉に働きかけ、教如は退隠させられ、

准如が第十二世となる 

慶長5年（1600年）9月15日の関ヶ原の戦いで豊臣家から実権を奪取した徳川家康は、

関ヶ原の戦いで協力した教如を法主に再任させようと考える。 しかし三河一向一揆で

窮地に陥れられた経緯があり、教如を支援して勢力を二分し、本願寺の分立を企図する。    慶長7年

（1602年）、後陽成天皇の勅許を背景に家康から、「本願寺」のすぐ東の烏丸六条の四町四方の寺領が寄進され、

教如は七条堀川の本願寺の一角にある堂舎を移すとともに、本願寺を分立させる。「本願寺の分立」により本願

寺教団も、教如を十二代法主とする本願寺教団」（現在の真宗大谷派）と                                

准如を十二世法主とする本願寺教団」（現在の浄土真宗本願寺派）とに分裂。 

慶長8年（1603年）、上野厩橋（群馬県前橋市）の妙安寺より｢親鸞上人木像｣を迎え、  本

願寺（東本願寺）が分立。  

七条堀川の本願寺の東にあるため、後に東本願寺と通称されるようになり、 

准如が継承した七条堀川の本願寺は、西本願寺と通称されるようになる。 

蓮如          
 （れんにょ）  応永22（ 1415）年2月25日 - 明応8 （1499）年3月25日  

室町時代の浄土真宗の僧。本願寺第8世。本願寺中興の祖。同宗旨では、「蓮如上人」と尊称される。

諱は兼壽。院号は信證院。 明治15年（1882年）に、明治天皇より「慧燈大師」の諡号を追贈。本願寺

蓮如と呼ばれる。 親鸞の直系とはいえ蓮如が生まれた時の本願寺は、青蓮院の末寺に過ぎなかっ

た。他宗や浄土真宗他派、特に佛光寺教団の興隆に対し、衰退の極みにあった。 

その本願寺を再興し、現在の本願寺教団（本願寺派・大谷派）の礎を築いた。    

 

京都東山の本願寺（現在の知恩院塔頭崇泰院（そうたいいん）付近）にて、本願

寺第7世存如長子で生まれる。 

永享3年（1431年）17歳。青蓮院で得度 

（1457年）6月17日、父示寂、本願寺第8代を継職。 

この頃本願寺は多難、宗派中心寺院としての格を失い、青蓮院の一末寺に転

落。青蓮院本寺であった近江比叡山延暦寺から宗旨について弾圧。 

寛正6年（1465年） 延暦寺は本願寺と蓮如を「仏敵」と認定、衆徒は大谷本願寺

を破却。蓮如は祖像を奉じて近江の金森、堅田、大津を転々。文正2年（1467

年）延暦寺和議。蓮如隠居 

応仁3年（1469年）、三井寺の庇護のもとに大津南別所に顕証寺を建立、順如

を住持として祖像を同寺に。 

文明3年（1471年）、越前吉崎に。付近河口荘は経覚領地、朝倉孝景の横領

対抗に蓮如を下向。吉崎御坊建立、吉崎は急速に発展。一帯には坊舎や多屋

（門徒参詣の宿泊所）寺内町が形成。文明7年（1475年）8月21日、吉崎を退去。 

文明15年（1483年）8月22日、山科本願寺の落成。長男順如示寂。文明18年

（1486年）、紀伊に下向。後の鷺森別院の基礎。長享2年（1488年）、加賀一向

一揆決起。守護富樫政親自刃に。7月、蓮如は消息を送り一揆諌めた。延徳元

年（1489年）75歳。寺務を実如に譲り、山科南殿に隠居、明応5年（1496年）大

坂石山に石山御坊を建立、居所（後の石山本願寺）。明応8年（1499年）2月20

日、死に際し石山御坊より山科本願寺に帰参。3月20日、3月25日（1499年5月

14日、山科本願寺で85歳で示寂。 
 
布教方便で、能や狂言を取り入れ、自身も和歌を嗜む。将軍義政と和歌、花贈

答。将軍仕えの相阿弥から御堂装飾の指導、自ら花を立てる。 
 
 

 

本願寺歴史 リンク 

延徳元年（1489年）、蓮如は5男の実如に本願寺を委譲、実如が第九世 

大永5年（1525年）2月2日、第九世実如の遷化にともない、証如が本願寺を継承し第十世 

天正９（1581年）3月、顕如は正親町天皇の勅使・近衛前久の仲介による講和を受

け入れ、信長と和議が成立する。顕如は穏健派と共に石山本願寺から紀伊鷺森

（鷺森本願寺）退隠。 しかし教如は、信長を信用せず徹底抗戦を主張す

る。そのため顕如は、教如を義絶する。       義絶後も「石山本願寺」に籠城する（大坂拘様）。 同年8月2日、教如

は、近衛前久の説得に応じ「石山本願寺」から退去し、信長に明け渡す。その直後に「石山本

願寺」に火が放たれ灰燼と化す。 ・・・・１５８３年石山本願寺跡地に秀吉が大坂城 築城     

京都移転  天正19年（1591年） 

豊臣秀吉から京都へ再び寺地寄進を受け、8月、御影堂を天満から移築する。 

教如は、その後も強硬派への支持。  

1583年、宗祖真影を奉じて、和泉の貝塚にある石山本願寺の末寺であった寺（のちの願泉

寺）に移る。（「貝塚本願寺」）     

天正13年（1585年）5月、豊臣秀吉の寺地寄進を得て、大坂の天満（てんま）に移る。        

同年8月にまず阿弥陀堂を建て、翌年の8月には十間四面の御影堂が落成する。 

（大坂天満本願寺） 

足利 義政 
永享8年（1436年）～延徳2

年（1490年） 
室町時代中期から戦国時代初

期にかけての室町幕府第8代将

軍（在職：1449年 - 1473年）。父

は6代将軍足利義教、母は日野

重子。早世した7代将軍足利義

勝の同母弟にあたる。 

 

幕府の財政難と土一揆に苦し

み政治を疎んだ。幕政を正室の

日野富子や細川勝元・山名宗

全らの有力守護大名に委ねて、

自らは東山文化を築くなど、もっ

ぱら数奇の道を探求した文化

人であった。 

リンク 

日野 富子 
永享12年（1440年） - 明応5年

（1496年） 

室町時代後期から戦国時代前期の

女性。室町幕府8代将軍足利義政

の正室。父は蔵人右少弁・贈内大

臣日野重政、母は従三位北小路苗

子（北小路禅尼）。兄に勝光、妹に

足利義視室。9代将軍足利義尚の

母。従一位。 

リンク 

三条西 実隆 
（さんじょうにし さねたか） 

康正元年（1455年）～天文6年（1537年） 

室町時代後期から戦国時代の公家。内大臣三条西公保

の次男。 

京都武者小路の邸で生まれる。長禄2年（1458年）に兄の

実連が死去し、寛正元年（1460年）には父の公保が死去す

る。このため、母方の叔父である甘露寺親長の後見を受

けて家督を相続する。応仁元年（1467年）には京都で応仁

の乱が発生し、鞍馬寺へ疎開、乱により三条西邸も焼失し

ている。文明元年（1469年）に元服。永正3年（1506年）に

内大臣となる。永正13年（1516年）に出家。 

後土御門天皇・後柏原天皇・後奈良天皇の3代に仕えたが、

後土御門天皇の寵妃や、後柏原天皇女御で後奈良天皇

生母の勧修寺藤子は義姉妹に当たり、天皇家とは深い縁

戚関係にあった。 

室町幕府将軍の足利義政や足利義澄、若狭守護の武田

元信等と親交があったほか、文化人としての交流関係も多

岐に亘り、一条兼良と共に和歌・古典の貴族文化を保持・

発展させ、宗祇から古今伝授を受けている。また、武野紹

鴎に茶道を教え、大和国人の十市遠忠に和歌を教えてい

る。また、周防の大内義隆とも親交が深かった。なお、実

隆には当時としては珍しく側室がいなかった。漢文日記

『実隆公記』は、史料的価値もある。歌集に『雪玉集』『聞雪

集』、著作に『詠歌大概抄』『高野山参詣記』など。源氏物

語に関しては、系図として革新的な『実隆本源氏物語系

図』を作った他、息子の公条が『明星抄』を著す基礎も作っ

た。浄土宗を信仰していた 

 

リンク 明智 光秀 
 
享禄元年（1528年）?～ 

天正10年（1582年） 
戦国時代から安土桃山時代にか

けての武将。戦国大名・織田信

長の重臣の一人で、日本史の謎

の一つとされる本能寺の変を起

こした事で有名。 

本姓は源氏。 家系は清和源氏

の摂津源氏系で、美濃源氏土岐

氏支流である明智氏。 通称は十

兵衛。 雅号は咲庵（しょうあん）。

惟任光秀とも。妻は妻木煕子。 

その間には、細川忠興室・珠（洗

礼名：ガラシャ）、嫡男・光慶（十

五郎）、津田信澄室がいる。 

善政を行ったとされ、領国の各地

で祀られる。忌日に祭事を伝える

地域（光秀公正辰祭ー御霊神社 

(福知山市)）もある 

リンク 

豐臣 秀吉 
 
羽柴 秀吉 
天文6年（1537年）～慶長3年

（1598年） 
戦国時代から安土桃山時代にかけ

ての武将・天下人・関白・太閤。三英

傑の一人。 

はじめ木下氏を名字とし、羽柴氏に

改める。本姓としては、はじめ平氏を

自称するが、近衛家の猶子となり藤

原氏に改姓した後、豊臣氏に改めた。 

 

尾張国愛知郡中村郷の下層民の家

に生まれた。当初今川家に仕えるも

出奔した後に織田信長に仕官し、次

第に頭角を表した。信長が本能寺の

変で明智光秀に討たれると「中国大

返し」により京へと戻り山崎の戦いで

光秀を破った後、織田家内部で勢力

争いを起こし、信長の後継の地位を

得た。大坂城を築き関白・太政大臣

に就任、豊臣姓を賜り日本全国の大

名を臣従させ天下統一を果たした。

太閤検地や刀狩などの画期的な新

政策で中世封建社会から近世封建

社会への転換を成し遂げるが[4]、

慶長の役の最中に、嗣子の秀頼を

徳川家康ら五大老に託して没した。 

墨俣の一夜城、金ヶ崎の退き口、高

松城の水攻め、中国大返し、石垣山

一夜城など機知に富んだ逸話が伝

わり、百姓から天下人へと至った生

涯は「戦国一の出世頭」と評される 

リンク 

北政所 

高台院 

 
天文16年（1547年） - 寛永元年

（1624年）は、戦国時代（室町時代

後期）から江戸時代初期の女性で、

豊臣秀吉の正室である。杉原（木下）

家定の実妹であるが浅野家に養女と

して入り娘となる。秀吉の養子となっ

て後に小早川家を継いだ小早川秀秋

（羽柴秀俊）は、兄・家定の子で彼女

の甥にあたる。 

北政所は、平安時代の三位以上の

公卿の正室の呼び名。また後に、宣

旨をもって特に授けられた摂政・関白

の正室称号。 

戦国時代、主婦権を持つ正妻として

高台院も羽柴家家政。諸説一般的

「ねね」高台院署名など「おね」「祢

（ね）」「寧（ねい）」という表記。尾張国

の杉原定利・朝日殿の次女として生

まれる。兄弟は木下家定、長生院、

杉原くま。叔母嫁ぎ先・尾張国海東郡

津島（現津島市）浅野長勝・七曲殿の

養女、浅野家（後の広島藩浅野家）

の娘となる。永禄4年（1561年）8月木

下藤吉郎に嫁ぐ（通説14歳）。子供無

く、親類縁者を養子や家臣とし養育。

加藤清正と福島正則は有名。 

天正2年（1574年）近江国長浜12万石、

秀吉生母・なかと転居。城主代行の

ような立場。天正10年（1582年）の本

能寺の変で長浜城から一時領内大

吉寺に。再会後、共に大坂城に移り、

天正13年（1585年）秀吉関白に伴い

従三位に叙。北政所の称号。朝廷と

の交渉を引き受け、人質の諸大名妻

子を監督。天正16年（1588年）後陽成

天皇は聚楽第行幸、無事還御し諸事

万端を整えた功により北政所は従一

位に叙。文禄2年（1593年）～文禄・

慶長の役への物資交通の整備、名

護屋から大坂・京への交通には秀吉

朱印状、京から名護屋に秀次朱印状、

大坂から名護屋には北政所の黒印

状を必要。慶長3年8月18日（1598年9

月18日）に秀吉が没、淀殿連携し秀

頼後見。慶長4年（1599年）大坂城西

の丸を徳川家康入替り退去、古く仕

え奥女中らと京都新城へ移り、朝廷

交渉と豊国社や方広寺運営・供養な

ど任。関ヶ原の戦い後に京都新城破

却、三本木（祇園）屋敷に隠棲、大名

並み1万5,000石領地は化粧料安堵。

慶長8年（1603年）養母死、秀頼と千

姫の婚儀を見届け落飾。院号を賜り

高台院湖月尼。慶長10年（1605年）

秀吉冥福を祈るため家康に諮り京都

東山高台寺建立、終焉の地と定めた。

大坂夏の陣ではり木下利房が護衛。

元和元年（1615年）豊臣宗家滅亡後

も江戸幕府の保護。 

   

ルイス・フロイス 

葡: Luis Frois 
1532年 - 1597年（慶長2年） 

ポルトガル出身のカトリック司祭、宣教

師。イエズス会員として戦国時代の日本で宣教し、

織田信長や豊臣秀吉らと会見。戦国時代研究の貴

重な資料となる『日本史』を記したことで有名。 

1532年にリスボンに生まれる。1541年、9歳でポル

トガルの宮廷に仕え、1548年、16歳でイエズス会に

入会した。同年、当時のインド経営の中心地であっ

たゴアへ赴き、そこで養成を受ける。同地において

日本宣教へ向かう直前のフランシスコ・ザビエルと

日本人協力者ヤジロウに出会う。このことがその後

の彼の人生を運命付けることになる。1561年にゴア

で司祭に叙階され、語学と文筆の才能を高く評価さ

れて各宣教地からの通信を扱う仕事に従事した。 

1563年（永禄6年）、31歳で横瀬浦（現在の

長崎県西海市北部の港）に上陸して念願だった日

本での布教活動を開始。日本語を学んだ後、1564

年（永禄7年）に平戸から京都に向かった。1565年1

月31日（永禄7年12月29日）に京都入りを果たした

が、フロイスは保護者と頼んだ将軍・足利義輝と室

町幕府権力の脆弱性に失望したという。三好党ら

による戦乱などで困難を窮めながらも京都地区の

布教責任者として奮闘した。 

1569年（永禄12年）、将軍・足利義昭を擁して

台頭していた織田信長と二条城の建築現場で

初めて対面。既存の仏教界のあり方に信長が辟易

していたこともあり、フロイスはその信任を獲得して

畿内での布教を許可され、グネッキ・ソルディ・オル

ガンティノなどと共に布教活動を行い多くの信徒を

得た。その著作において信長は異教徒ながら終始

好意的に描かれている（フロイスの著作には『信長

公記』などからうかがえない記述も多く、戦国期研

究における重要な資料の一つになっている）。その

後は九州において活躍していたが、1580年（天正8

年）の巡察師アレッサンドロ・ヴァリニャーノの来日

に際しては通訳として視察に同行し、 

安土城で信長に拝謁している。1583年（天正11

年）、時の総長の命令で宣教の第一線を離れ、日

本におけるイエズス会の活動の記録を残すことに

専念するよう命じられる。以後フロイスはこの事業

に精魂を傾け、その傍ら全国をめぐって見

聞を広めた。この記録が後に『日本史』とよ

ばれることになる。当初、豊臣秀吉は信長の対イエ

ズス会政策を継承していたが、やがてその勢力拡

大に危機感を抱くようになり、 

1587年7月24日（天正15年6月19日）に

は伴天連追放令を出すに至り、フロイスは畿

内を去って加津佐を経たのち長崎に落ち着いた。

1590年（天正18年）、帰国した天正遣欧使節を伴っ

てヴァリニャーノが再来日すると、フロイスは同行し

て聚楽第で秀吉と会見した。1592年、ヴァリニャー

ノとともに一時マカオに渡ったが、1595年（文禄4

年）に長崎に戻り、1597年（慶長2年）には『二十六

聖人の殉教記録』を文筆活動の最後に残し、7月8

日（旧暦5月24日）没した。65歳。フロイスは日

本におけるキリスト教宣教の栄光と悲劇、発展と斜

陽を直接目撃し、その貴重な記録を残すことになっ

た。 

リンク 

教如 
 
安土桃山時代から江戸時代にかけての浄土真宗

の僧。 東本願寺第12代法主 

 

永禄元年9月16日（1558年）10月27日、顕如の長男

として誕生。永禄13年（1570年）2月、父・顕如のもと

13歳で得度。 

・石山合戦 

元亀元年9月12日（1570年10月11日）、織田信長と

の間で石山合戦が始まる。父・顕如を助けて信長と

徹底抗戦する。元亀2年（1571年）6月、朝倉義景の

娘と婚約。 

天正8年（1580年）3月、顕如は正親町天皇の勅使・

近衛前久の仲介による講和を受け入れ、石山本願

寺から紀伊国鷺森（和歌山県和歌山市）へ退去し

隠居する。しかし教如は徹底抗戦を主張する。その

ため顕如は、教如を義絶[7]する。義絶後も石山本

願寺に籠城する（大坂拘様）。8月2日、近衛前久の

説得に応じ、信長に石山本願寺を明け渡す[8]。 そ

の直後に、石山本願寺に火が放たれ灰燼と化す。

天正10年（1582年）6月2日、本能寺の変が起こり、

信長が自害。6月23日、後陽成天皇は顕如に教如

の赦免を提案。6月27日、顕如より義絶を赦免され

る。赦免後は、顕如と共に住し、寺務を幇助する。 

・本願寺継承文禄元年（1592年）11月24日、顕如の

示寂にともない本願寺を継承する。この時、石山合

戦で篭城した強硬派を側近に置き、顕如と共に鷺

森に退去した穏健派は重用しなかった為、教団内

に対立が起こる。 

・退隠 

文禄2年（1593年）閏9月12日、豊臣秀吉は教如を

大坂に呼び、十一か条を示した。穏健派が秀吉に

働きかけたと考えられる。 

つまり、問題点（上記の1～8）を挙げ、10年後に弟

の准如に本願寺法主を譲る旨の命が下される。こ

の事を聞いた強硬派の坊官が、秀吉に異義を申し

立てる。秀吉の怒りを買い｢今すぐ退隠せよ｣との命

が下される。閏9月16日、准如に法主が継承する事

が決定し、教如は退隠させられる。 

・本願寺教団の東西分裂 慶長3年（1598年）8月18

日、秀吉歿。 

慶長5年（1600年）9月15日の関ヶ原の戦いで豊臣

家から実権を奪取した徳川家康は、戦に協力[12]し

た教如を法主に再任させようと考える。しかし三河

一向一揆で窮地に陥れられた経緯があり、重臣の

本多正信[13]の｢本願寺の表方（准如）と裏方（教

如）との対立はこのままにしておき、徳川家は教如

を支援して勢力を二分した方がよいのでは｣との提

案を採用し、本願寺の分立を企図する。 

慶長7年（1602年）、後陽成天皇の勅許を背景に家

康より京都七条烏丸に四町四方の寺領が寄進され、

七条堀川の本願寺の一角にある堂舎を、その地に

移す。慶長8年（1603年）、上野厩橋（群馬県前橋

市）の妙安寺より｢親鸞上人木像｣を迎え、東本願寺

が分立する。 

 

・入寂  

慶長19年10月5日（1614年11月6日[3]）、57歳で示

寂。 

 

リンク 

出雲の阿国 

 

 
元亀3年?（1572年） - 没年不詳） 
歌舞伎の創始者といわれる安土桃山時代の

女性芸能者。 

一般に、於国、国、国子、おくに、くになど、さ

まざまに表記されているが、阿国とする通説

は根拠がなく、誤りともされる 

伝承によれば、出雲国松江の鍛冶中村三右

衛門の娘といい、出雲大社の巫女となり、文

禄年間に出雲大社勧進のため諸国を巡回し

たところ評判となったといわれている。 

・かぶき踊り 
慶長8年（1603年）春に北野天満宮に舞台を

かけて興行を行った。 男装して茶屋遊びに

通う伊達男を演じるもので、京都で大変な人

気を集めた（「当代記」[3]。同年5月には御所

でも「かぶき踊り」を演じた。阿国は四条河原

などで勧進興行を行った。なお、阿国の踊り

をややこ踊りとする他、念仏踊りと記した史

料もある[4]。 

阿国一座が評判になるとこれを真似た芝居

が遊女によって盛んに演じられるようになり、

遊女歌舞伎となった。このころの歌舞伎は、

女性によるセクシャルなもので、儒学を重ん

じる徳川幕府などにより、女性による歌舞伎

は禁止された。その後少年による歌舞伎が

行われるようになるが、衆道（男色）も盛んに

行われた時代でもあり、少年である役者に手

を出すものも後を絶たず、今のような野郎歌

舞伎（役者が全員成年男子）にかわった。 

・その後の阿国 
阿国自身は慶長12年（1607年）、江戸城で勧

進歌舞伎を上演した後、消息がとだえた。慶

長17年4月（1612年5月）に御所でかぶきが演

じられたことがあり、阿国の一座によるものと

する説もある。 

没年は慶長18年（1613年）、正保元年（1644

年）、万治元年（1658年）など諸説あり、はっ

きりしない（二代目阿国がいたのではないか

という説もある）。出雲に戻り尼になったとい

う伝承もあり、出雲大社近くに阿国のものと

いわれる墓がある。また、京都大徳寺の高桐

院にも同様に阿国のものといわれる墓があ

る。 

旧暦4月15日（現在では新暦4月15日とも）が

「阿国忌」といわれている。 

リンク 

徳川秀忠 

 
天正7年（1579年）～寛永9年（1632

年） 

安土桃山時代から江戸時代にかけて

の武将。江戸幕府の第2代征夷大将

軍。 

徳川家康三男として遠江国浜松に誕

生。母は側室の西郷局。母の実家・西

郷氏は、九州菊池氏一族、室町初期

には三河守護代を務めた名家、当時

も三河国の有力国人。天正18年

（1590年）小田原征伐に際し人質で上

洛、元服・秀吉の偏諱を受け秀忠と名

乗る。秀吉から豊臣姓を与えられ 中

納言に任官、「江戸中納言」と。文禄4

年（1595年）秀吉養女・江と再婚。 秀

吉から羽柴の名字を。慶長5年（1600

年）関ヶ原の戦いで、東海道を進む家

康本隊に対し、中山道を進む別働隊

を率い信濃国上田城攻め失敗、関ヶ

原本戦に遅延。関ヶ原の戦い論功行

賞で豊臣恩顧大名を西国に、徳川家

は関東政権を完全に。頼朝（右大将

家）を崇拝する家康の願いが現実に。

二年後の慶長10年（1605年）秀忠が

第2代征夷大将軍。父・家康は伏見城

へ。秀忠も東国の諸大名16万上洛軍

を率う。秀忠も伏見城へ、家康は将軍

職後任に秀忠推挙を朝廷奏上、秀忠

は第2代将軍に。家康は隠居し大御所、

秀忠が徳川家当主。 

将軍・秀忠は江戸城に居住、駿府城

家康と二元政治体制、本多正信補佐

により家康の意を汲んだ政治。秀忠

は徳川家直轄領・譜代大名を統治、

家康は外様大名との接渉。大坂の役

に家康と参戦し総大将、慶長20年

（1615年）「夏の陣」豊臣家滅亡後、家

康と武家諸法度・禁中並公家諸法度

など制定。大坂の役に家康と参戦し

総大将、慶長20年（1615年）「夏の陣」

豊臣家滅亡後、家康と武家諸法度・

禁中並公家諸法度など制定。元和2

年（1616年）家康死去、親政開始、酒

井忠世・土井利勝らを老中とし幕府中

枢を側近に。大名統制を強化し福島

正則ら外様大名改易、3人の弟を尾

張・紀伊・水戸に配置し、自身の子・忠

長に駿河・遠江・甲斐を。一方、弟や

家康謀臣を改易・配流。朝廷にも厳し

く引き締め、娘和子を後水尾天皇に入

内。鎖国政策の布石とし外国船寄港

を平戸・長崎に限定。・隠居。元和9年

（1623年）将軍職を嫡男・家光に譲る。

家康に習い大御所とし二元政治。江

戸城西の丸（現在の皇居）に移った。

寛永6年（1629年）紫衣事件では朝

廷・寺社統制徹底、寛永7年（1630年）

孫一宮が天皇に即位し（明正天皇）秀

忠は天皇家の外戚。寛永8年（1631

年）忠長蟄居を命じ、体調を崩し翌寛

永9年（1632年）年死去 

淀君 

 
永禄12年（1569年） - 慶長20年（1615年）  

戦国時代。豊臣秀吉（羽柴秀吉）の側室。

本名は 浅井 茶々（あざい ちゃちゃ）および 

菊子（ きくこ）。浅井三姉妹の一人。近江国

の戦国大名・浅井長政の娘。 母は織田信

秀の娘・市。織田信長の姪。同母妹に初

（常高院、京極高次正室）、江（崇源院、徳

川秀忠正室）、異母弟妹には京極竜子の

侍女（姥）となったくす。子には棄（鶴松、夭

折）と拾（秀頼）、猶女には完子がいる。近

江国小谷（現滋賀県長浜市）に生まれる。

天正元年（1573年）に父・長政が伯父・織

田信長に小谷城が落城、母妹らと藤掛永

勝に救出。この時父と祖父・久政は自害、

兄万福丸は捕られ、信長命で羽柴秀吉に

処刑。伯父織田信包のもと安濃津城また

は清洲城で保護。信長が本能寺の変で家

臣の明智光秀に殺された天正10年（1582

年）、母・市が織田氏家臣の柴田勝家と再

婚、茶々は母や妹達とともに越前国北の

庄城（現福井市）に。信長の死後に秀吉と

養父・勝家が対立し、天正11年（1583年）

の賤ヶ岳の戦いに勝家が敗れ、市は勝家

共々自害、茶々ら三人の娘は秀吉の保護

を受けた。 叔父の織田長益（有楽、または

有楽斎）の庇護の下、安土城に住み、後に

聚楽第で伯母の京極マリアの縁を頼り京

極竜子後見の元にいた 

天正16年（1588年）秀吉の側室に。天正17

年（1589年）捨（鶴松）を生む。懐妊を喜ん

だ秀吉から山城国淀城を賜り、「淀の方」と

呼ばれる。 鶴松は天正19年（1591年）死亡、

文禄2年（1593年）拾（秀頼）を生み、秀吉

死後は秀頼後見人として豊臣氏のの実権。

なお、鶴松産んだ時に高野山・持明院へ父

母の肖像画を、秀頼を産んだ時に父母ら

血縁菩提を弔うため、養源院（養源院とは

浅井長政の院号であり、開基は一族の成

伯）を建立した。秀吉の死後、高野山など

の修復。慶長5年（1600年）に五奉行の石

田三成が五大老となった徳川家康に対し

て挙兵した関ヶ原の戦いに際しては表だっ

て関与はしていないが、豊臣家の直轄領

は大幅に削減される。関ヶ原の戦いの後

に江戸に武家政権を構築し始めた家康と

対立し、臣従を求める秀頼の上洛要求な

どを拒否する。慶長19年（1614年）と慶長

20年（1615年）の大坂の役で徳川勢に完敗

し、大坂城落城に際して秀頼や大野治長ら

と共に自害したとされる。墓所は京都市東

山区の養源院、大阪市北区の太融寺。戒

名は大虞院英厳大禅定尼、大虞院花顔妙

香、大広院殿英嵓と伝わる。 

京都で放浪していた従兄の織田信雄を大

坂城に招いて住まわせたり、末妹の督

（江）が徳川秀忠に再嫁する際に前夫・羽

柴秀勝との間にできていた完子を引き取っ

て我が子同然に育てた事も知られる。後に

完子を猶子として九条忠栄に嫁がせてい

る。夏の陣では、嫁の千姫、妹の常高院

（初）、淀殿付きの多くの侍女を城外へ脱

出させたという 

リンク 

豊臣秀頼 
文禄2年8月3日（1593年） - 慶長20年

（1615年） 
日本の安土桃山時代から江戸時代前期にかけての大

名。天下人。豊臣秀吉の三男。母であり秀吉の側室で

あった茶々（淀殿）の第二子。子は側室和期の方（名は

伊茶。渡辺氏）との間に国松と、小石の方（おいわのか

た。成田氏）との間に天秀尼（彼女の生母については異

説がある）。位階は正二位、官職は右大臣。幼名は拾

丸（ひろいまる）。 

乳母は宮内卿局・右京大夫局（一説に両者は同一人物

とも）・正栄尼が伝わる。また、淀殿の乳母である大蔵

卿局も養育係を務めた。 

文禄2年（1593年）、秀吉57歳の時の子で、大坂城で誕

生した。 

誕生した時にはすでに、秀吉の姉・日秀の子で、秀吉の

養子となる。従兄秀次が秀吉の養嗣子として関白を譲

られ、秀吉の後継者となっていた。秀吉は、当初は秀吉

から秀次、秀頼へという政権継承を模索したが、文禄4

年（1595年）秀次の関白職を奪い自刃させた。秀頼の秀

吉の継嗣としての地位が確定。伏見城が建設され秀

吉が居城を移すと秀頼もこれに従って以後ここに住ん

だ。 

慶長元年（1596年）9月、禁裏で元服して諱を秀頼と称

す。秀吉は、それまで個人的な独裁体制の色彩が強

かった豊臣政権に、御掟・御掟追加などの基本法や五

大老・五奉行などの職制を導入して秀頼を補佐する体

制を整えた。 

慶長3年（1598年）8月に秀吉が死去すると、秀頼は家

督を継ぎ、秀吉の遺命により大坂城に移った。 
秀吉死後には五大老の徳川家康が重臣合議制の原則

逸脱して影響力強め、政権内対立も。五大老の前田利

家の死去、石田三成の失脚主導権は家康の手に。 

・関ヶ原合戦 

慶長5年（1600年）秀頼は西軍総大将として擁立された

五大老のひとり毛利輝元の庇護下に。家康はその戦後、

全国分散約220万石を分配、秀頼は摂津・河内・和泉の

直轄地のみ知行する約65万石の一大名の立場に転落。

慶長8年（1603年）家康は、征夷大将軍獲得、諸大名を

動員し江戸城普請、独自の政権構築を。 

・一摂家の豊臣家 摂関家家格に沿い昇進、朝廷から

は秀吉生前と同様の礼遇。武家世界でも、政権併存

「二重公儀体制」と評価する説も。 

慶長8年（1603年）、１０才秀頼は、生前秀吉の計らいで

婚約徳川秀忠の娘千姫７歳（母はお江）と結婚。 

慶長16年（1611年）家康計らいで後陽成天皇が後水尾

天皇に譲位、秀頼は「千姫の祖父に挨拶」名目で、加藤

清正や浅野幸長に守られ上洛、京都二条城で家康と会

見。 

慶長末年に秀頼が国家鎮護のために方広寺の大仏

を再建した際にも供養会に朝儀挙行し朝廷は秀頼の

ために機能。 

・大坂冬の陣  慶長19年（1614年）方広寺鐘銘事件を

きっかけに秀頼と決裂、大坂冬の陣が勃発。真田丸の

戦いでは幕府方が手酷い損害 

家康和議提案。淀殿の主張で和議が実現。 

・大坂夏の陣 大坂城の堀破却の条件履行待たず、幕

府自ら堀を埋め、城郭一部破壊。抗議するが浪人総追

放や国替えを要求。 

翌慶長20年（1615年）拒否、堀を掘り返し、家康は戦争

の再開宣言、勃発。 

大野治房が大和郡山に出撃、制圧・略奪して帰還。阪

南北上くる幕府軍を、主力軍が八尾方面に進軍。八尾・

若江、道明寺で戦い、長宗我部盛親が藤堂高虎勢を壊

滅。紀州一揆勢と浅野長晟を討つべく大野治房らが出

撃も、樫井の戦いで先陣の塙直之が破れる。敗戦疲弊

した大坂方は、家康、秀忠が大坂布陣し最終決戦を挑

む。天王寺・岡山の戦い。 岡山口方面では大野治房

率いる軍勢が秀忠の本陣に切り込むが撤退。天王寺方

面には真田信繁・毛利勝永らが布陣。信繁は奮迅、家

康本陣へ肉薄、一時は家康に自刃を覚悟に追いつめ

たが及ばず、信繁は討ち死、壊滅 

・豊臣宗家滅亡 幕府軍大坂城入城。天守閣炎上、秀

頼は淀殿や大野治長らと自害（享年23）と伝。墓所は京

都市東山区の養源院ほか。 

息子国松は逃亡するも捕て殺害。側室娘・奈阿姫天秀

尼は千姫の働きであり仏門に入り助命。 リンク 

千宗旦 
 
1578年（天正6年） - 1658年（万

治元年） 
茶人。父は利休の後妻千宗恩の連

れ子千少庵、母は利休の娘お亀で

あり、少庵の京千家を継いだ。千家3

代。宗旦流（三千家）の祖。 

1578年（天正6年）、少庵の子として

生まれた宗旦は、10歳の頃に祖父

利休の希望で大徳寺に渇食預け。

春屋宗園のもとで禅の修行、得度。

1594年（文禄3年）、千家再興が叶っ

たことから、少庵の希望で還俗、弟

子らとともに利休流のわび茶の普及

に努めた。豊臣秀吉が利休から召し

上げた茶道具を宗旦を名指しして返

した、伯父の道安ではなく宗旦が利

休の後継者と目される。当時の宗旦

の立場があまり強くなかった。1600

年（慶長5年）頃、少庵隠居に伴い、

家督を継いだ。政治との関わりを避

け、生涯仕官せず。わび茶をさらに

徹底、乞食修行ように清貧意味から、

「乞食宗旦」と呼。子供たちの就職に

は熱心で、長男宗拙を加賀藩前田

家に、次男宗守を高松松平家に、三

男宗左を紀州徳川家に、四男宗室

を加賀藩前田家に仕えさせた。久田

家との姻戚関係が出来たのも宗旦

の時代である。晩年に建てた一畳台

目（約2畳の広さ）の茶室は、侘び茶

の精神を表した究極の茶室とされて

いる。千家中興の祖とされ、毎年11

月19日には宗旦忌が営まれる。 

勘当された宗拙を除く3人の息子が

それぞれ武者小路千家（次男：一翁

宗守）、表千家（三男：江岑宗左）、

裏千家（四男：仙叟宗室）を興した。

これら3家は、「三千家」として現代ま

で続いている。 
 
 

リンク 

林羅山 
天正11年（1583年） - 明暦3年1月23日（1657年3月7

日））は、江戸時代初期の朱子学派儒学者。林家の

祖。羅山は号で、諱は信勝（のぶかつ）。字は子信。

通称又三郎。出家した後の号、道春（どうしゅん）の

名でも知られる 

京都四条新町生まれ、伯父に養子。父は加賀国郷

士末裔で浪人。文禄4年（1595年）、京都・建仁寺で

仏教を学ぶが、僧籍拒否し慶長2年（1597年）家に。

建仁寺大統庵の古澗慈稽および建仁寺十如院の英

甫永雄（雄長老）に師事し、雄長老下、文学長じた松

永貞徳から刺激。家では儒書に親しみ、南宋の朱熹

（朱子）の章句、集注（四書の注釈）を研究。 

独学朱子学（宋学）熱中、慶長9年（1604年）に藤原

惺窩（せいか）と出会う。精神的、学問的に大きく惺

窩の影響、儒学ことに朱子学を学んだ。英明さに驚

いた惺窩は、慶長10年（1605年）羅山推挙し徳川家

康に会わせた。羅山が家康に謁見したのは京都二

条城において。家康は、のち羅山を手元に置く。23

歳で家康ブレーンの一人。 

慶長11年（1606年）にはイエズス会の日本人修道士、

イルマン・ハビアンと「地球論争」。地球方形説と天

動説を主張し論破。 

慶長12年（1607年）、家康の命で僧形、道春と称す。

江戸に赴き2代将軍徳川秀忠に講書。慶長19年

（1614年）の大坂の役に際し、南禅寺の禅僧文英清

韓による銘文中の「国家安康」「君臣豊楽」の文言の

件で、徳川家を呪詛するものとし意見。「右僕射源朝

臣家康」（右僕射は右大臣の唐名）を「家康を射る」

ものと無理見解を表明。 

寛永元年（1624年）、3代将軍・徳川家光（秀忠の長

男）侍講、さらに幕府政治に深く関与。『寛永諸家系

図伝』『本朝通鑑』などの伝記・歴史の編纂・校訂、

古書・古記録の採集、「武家諸法度」「諸士法度」「御

定書百箇条」撰定、外交文書の起草、朝鮮通信使

の応接。寛永12年（1635年）には武家諸法度を起草

し、翌寛永13年（1636年）には伊勢神宮参拝典礼。 

寛永7年（1630年）、将軍・家光から江戸上野忍岡に

土地を与えられ、寛永9年（1632年）、羅山は江戸上

野忍岡に私塾（学問所）・文庫と孔子廟を建てて「先

聖殿」と称。忍岡聖堂。私塾から、後世の昌平坂学

問所の基礎。晩年は幕府より910石を給。徳川家の

家康・秀忠・家光・家綱の将軍4代に仕えた羅山は、

初期の江戸幕府土台作りに大きく関、制度、儀礼

ルールを定めた。学問では、儒学・神道以外の全て

を排し、朱子学の発展と儒学の官学化に貢献。博識

で、学問書だけでなく紀行書を著すなど文人として

活躍。僧侶の資格で仕えながら仏教批判。 

なお、林家当代の主が大学頭（だいがくのかみ）と称

し、以後林家は代々幕府の教学責任者、駿河文庫

の管理。明暦2年（1656年）には最愛の妻を亡くして

いる。翌明暦3年（1657年）、明暦の大火によって邸

宅と書庫を焼失し、その4日後に死去。享年75。墓は

市谷山伏町。儒学者の社会的地位の向上に大きな

役割。 

・儒学者羅山 

林羅山の学問は、漢唐の旧注から陸象山・王陽明

の学に、諸子百家から日本の古典にも通じたが、南

宋の朱熹（朱子）の学問（朱子学）が中心、特に師の

藤原惺窩の没後は明確に朱熹の理気論（太極理気

の論）の立場に立った。羅山は、朱子学者として、万

物は「理」と「気」から成るとする理気二元論を説き、

理法が諸現象を支配するのと同様に理性が情欲を

支配することを理想とした。天（理気未分の太極）を

自然・人文のいっさいの事物に内在化、天は気に

よって万象を創造、理によって万象を主宰、この天

のはたらき、すなわち「天道」をたすけることこそが人

道、この人道の実践・履行が「格物」より始まると説

いた。 

羅山の人間論は、人間は、天理を受け、その本性は

善であるが、情欲のために隠され発揮できないとす

る、学問によって宇宙をつらぬく理をきわめ、修養に

よって情欲を取り去るべき主張万象を貫く道徳的属

性を考える立場に立って幕藩体制下の身分秩序と

そこにおける実践道徳を形而上学的に基礎。  『春

鑑抄』宇宙原理である理は、人間関係では身分とし

て現れるとして上下定分の理を説いて士農工商の

身分制度を正当化。同署で、国をよく治めるために

は「序」（秩序・序列）を保つため、「敬」（つつしみあ

ざむかない心）と、その具体的な現れである「礼」（礼

儀・法度）が重要視べきを説き、持敬（心のなかに

「敬」を持ち続けること）を強調（存心持敬）。羅山は、

宇宙の原理である理をきわめれば、内に敬、外には

礼として現れると説き、敬と礼が人倫の基本であり、

理と心の一体化を説いた（居敬窮理）。  

羅山の朱子学は中国から直輸入ではく、豊臣秀吉

の朝鮮出兵を契機に流入した朝鮮朱子学を自覚的、

選択的に摂取したもの。「羅山」の号も、朝鮮本『延

平問答』に由来。羅山は「徳川時代の最初のエンサ

イクロペディスト」であったという評価。『神道伝授』や

『本朝神社考』においては朱子の唱えた鬼神論にも

とづいて古代以来の日本の神仏習合を批判。中国

の本草学の紹介書『多識編』、兵学の注釈書である

『孫子諺解』『三略諺解』『六韜諺解』、さらに中国の

怪奇小説の案内書『怪談全書』を著すなど、その関

心と学識は多方面。日本史にも造詣が深く、日本の

国祖としての太伯説に関心 

・羅山の思想 

総じて儒教的な現世主義・道徳主義、および、一種

の合理主義を特徴。 

とくに仏教の排斥、仏教が彼岸主義に立って現世の

人間社会における問題を避け、来世を説いて虚妄を

述べると批判、その道徳無視や仏僧にみえる不道

徳・罪悪などを追及。 

神儒合一論。羅山は、神道、王道、儒道、人道の根

本は同一なのであり、神は心・理であるとして理当心

地神道を説き、日本神話中の「三種の神器」を儒教

的な智・仁・勇の「三徳の象徴」と見なした。また、理

当心地神道は、近世の儒学神道の先がけとなった。 

石川丈山 
1583年（天正11年） - 1672年（寛

文12年） 
江戸時代初期の文人。もとは武士で大坂の役

後、丈山と號する。 

江戸初期における漢詩の代表的人物、儒学・書

道・茶道・庭園設計にも精通。幕末の『煎茶綺

言』には、「煎茶家系譜」の初代に石川丈山が記

載、煎茶の祖とも言われる。 

 

三河国泉郷（現在の愛知県安城市和泉町）の

代々徳川家（松平家）に仕える譜代武士の家に

生まれた。 

早功を挙げたいと思い、大叔父のもとで武芸を

学んだ。 

1598年（慶長3年）、徳川家康の近侍、その忠勤

ぶりに信頼を寄せられた。大坂夏の陣
に参加した際は一番乗りで敵将を討ち取って功

をあげるが、軍律で先陣争いを禁止、蟄居の身。

武士をやめて妙心寺に入った。 

1617年（元和3年）頃、知人・林羅

山の勧めによって藤原惺窩に

師事、儒学を学んだ。文武にすぐれる

と評判になった丈山には各所から仕官の誘いが

多かったものの、仕官せず。病気がちな母を養

うために紀州（和歌山県）和歌山の浅野家に

数ヶ月、また板倉重宗の勧めに従って安芸（広

島県）広島藩の浅野家に13年ほど仕えた。母亡

く引退を願い許されず、翌年強引に退去し京に

出て相国寺の近くに睡竹堂をつくり隠棲。さらに

4年後、５７才、一乗寺村（比叡山西麓）に凹

凸?（詩仙堂）を1641年（寛永18年）に建

てて終の棲家と定めた。この時、洛東の隠者木

下長嘯子の歌仙堂（三十六歌仙の肖像を掲げ

ていた）に倣って、中国歴代の詩人を36人選ん

で三十六詩仙とし、狩野探幽に肖像を

描かせて堂内2階の四方の小壁に9面ずつ掲げ

た。そのため凹凸?は詩仙堂の名で知られる。煎

茶に親しんだと伝えられると共に、作庭に長じ東

本願寺只穀邸（渉成園）の庭園は石川丈山の手

になるものと伝。清貧を旨として学問に没頭し30

数年を過ごし、90歳で死去。 

なお、鷹が峰の本阿弥光悦、八幡の松花堂昭

乗と共に、幕府の意を受けて京中の監視をして

いたとの説。 

 

・学問 

漢詩には閑適の詩が多い。七言絶句「富士山」

は詩吟初心者の練習によく用いられる。 

書道では隷書を得意とする。  

渉成園（東本願寺）や酬恩庵
（一休寺）などの作庭を手がけた。 

 

著書 - 『覆醤集』（詩集）・『北山紀聞』・『詩法正

義』 

三十六詩仙 選定に当たり林羅山と協議

した。詩人の特徴によって 

2人ずつ対になっており、堂内でもそのように掲

げられている。 

リンク 

詩仙堂 

角倉素庵 
元亀2年（1571年） - 寛永9

年（1632年） 
江戸時代初期の土木事業家、書家、

貿易商。能書家で 

洛下の三筆の一人。 

角倉了以の長男。名は与一、

諱は玄之、貞順、光昌。 

 

儒学を藤原惺窩に、 

書を本阿弥光悦に学び、 

書道の角倉流を創設。 

父親の跡を継いで貿易業や土木事

業にも携わる。家業を子供に譲って

隠居した後は、 

古活字の嵯峨本 

（角倉本）を刊行した。  

リンク 

嵯峨本日本の近世初期

に行われた古活字本である。京都嵯

峨の豪商、角倉家が本阿弥光悦ら

の協力を得て出版を行った。角倉本、

光悦本ともいわれる 

16世紀末にキリシタン版や朝鮮半島

を通じて活版印刷術が伝わったこと

に刺激を受けて、日本でも次第に出

版が盛んになってゆくが、その最初

期のものの一つが嵯峨本である。当

時の京都には富を蓄積した商人、五

山版以来の職人、読者層が存在して

いたことが嵯峨本が生まれた背景で

ある。 

藤原惺窩ら儒学者とも交友を持った

角倉素庵（了以の子）が出版業を思

い立ち、本阿弥光悦、俵屋宗達らの

協力で出版したものが嵯峨本といわ

れる古活字本である。17世紀の始め

（慶長・元和期）に作られ、雲母刷の

用紙を使ったり、装幀に意匠が凝ら

された豪華本であった。 

内容は古典文学が主で『伊勢物語』

『徒然草』『方丈記』のほか、謡曲の

本が残されている。なお、「源氏物

語」の嵯峨本と伝えられるものは嵯

峨本とするには疑問があるためを

「伝嵯峨本源氏物語」と呼ばれてい

る。 

内容は古典文学が主で『伊勢物語』

『徒然草』『方丈記』のほか、謡曲の

本が残されている。なお、「源氏物

語」の嵯峨本と伝えられるものは嵯

峨本とするには疑問があるためを

「伝嵯峨本源氏物語」と呼ばれてい

る。 

嵯峨本は一文字一文字の活字を組

み合わせるのではなく、光悦が書い

た縦書き、崩し字の文字を数字（2-3

字など）単位で木活字に作り、組み

合わせて製版していた。制作に手間

がかかり、また繰り返し版を重ねる

には木版印刷の方が容易であること

から、やがて木活字は衰え、日本の

印刷の歴史は活字印刷から木版印

刷に逆行するような形となった。 
 
 

 
 

嵯峨本 

松永貞徳 
元亀2年（1571年） -  

承応2年（1654年） 
江戸時代前期の俳人・歌人・歌学者。 

父は松永永種で、母は藤原惺窩の姉。

一説に松永久秀の孫とも言われる。

子は朱子学者の松永尺五。名は勝熊、

別号は長頭丸（ちょうずまる）・逍遊軒

（しょうゆうけん）・延陀丸（えんだま

る）・保童坊・松友など。他に五条の

翁・花咲の翁とも称し、明心居士の号

もある。出身は京都。連歌師里村紹

巴から連歌を、九条稙通や細川幽斎

から和歌・歌学を学び、20歳頃に豊臣

秀吉の右筆となったが、元和元年

（1615年）私塾を開いて俳諧の指導に

当たった。家集に『逍遊集』、著作に

『新増犬筑波集』『俳諧御傘』などがあ

る。 

俳諧は連歌・和歌への入門段階にあ

ると考え、俗語・漢語などの俳言（は

いごん）を用いるべきと主張した。貞

徳の俳風は言語遊戯の域を脱しない

が、貞門派俳諧の祖とし

て一大流派をなし、多くの逸材を輩出

した。墓所は、京都市南区の上鳥羽

実相寺。 

リンク 

本阿弥光悦 
 

 1558-1637                          

王朝文化を尊重し、後水尾天皇の庇護

の下、朝廷ともつながりの深かった光

悦を都から遠ざけようというのが、家康

の真の意図だったとも言われるが定か

ではない。光悦の死後、光悦の屋敷は

日蓮宗の寺（光悦寺）となっている。 

俵屋宗達、尾形光琳とともに、琳派の

創始者 

琳派リンク 

リンク 

金森 重近 
 
（かなもり しげちか      天

正12年（1584年） - 明暦2年12

月16日（1657年1月30日））  

茶人                         

戦国武将金森可重（飛騨高山

藩藩主）の長男。弟に金森重

頼、金森重勝、酒井重澄。宗

和（そうわ）の号で名高い。 
 

大坂の陣で徳川方につく父可

重らを批判したことで廃嫡され、

母（遠藤慶隆娘）と供に京都に

隠棲する。大徳寺で禅を学び、

剃髪して「宗和」と号する。 

祖父長近、父可重らと同じく茶

の湯に秀でていたこともあり、

公家との交友を深めながら、

やがて茶人として活躍をはじ

める。古田重然（織部）や小堀

政一（遠州）の作風を取り入れ

ながらも、その茶風はやわら

かく、優美であり「姫宗和」と呼

ばれ京の公家たちに愛され、

江戸の徳川家光に招かれたこ

ともある 
 

宗和流茶道の祖。茶道宗和流

として今日まで続いている。陶

工野々村仁清を見出したこと

でも知られる。墓所は天寧寺。  

リンク 

松花堂昭乗  
 しょうじょう 

天正10年（1582年） - 寛永16年

（1639年） 
江戸時代初期の真言宗の僧侶、文化

人。俗名は中沼式部。堺の出身。豊臣

秀次の子息との俗説もある。 

書道、絵画、茶道に堪能で、特に能書

家として高名であり、書を近衛前久に

学び、大師流や定家流も学び，独自の

松花堂流（滝本流ともいう）という書風

を編み出し、近衛信尹、本阿弥光悦と

ともに「寛永の三筆」と称せられた。な

お松花堂弁当については、その名が

昭乗に間接的に由来するとする説。 

文禄2年（1593年）この頃近衛信尹に仕

える。 慶長3年（1598年）石清水八幡宮

に入り出家、瀧本坊実乗に師事して密

教を学ぶ。その後、権僧都宝弁につい

て両部灌頂をうけ阿闍梨位に。 

 慶長20年（1615年）5月 大坂落城後、

狩野山楽を匿っていたことで徳川方の

詮索を受けたが、「山楽は絵師であっ

て武士にあらず事なきを得る。『本朝画

史』 

寛永元年（1624年）近衛信尋の推挙で

将軍家書道師範として江戸に下向する。 

寛永3年（1626年）6月11日、徳川義直

を席主とした茶会（昭乗は小堀遠州と

ともに近衛信尋、一条昭良、一乗院尊

覚法親王、八条宮智仁親王等を招待）

を催し、公武間の斡旋に尽力。 

寛永4年（1627年）実乗の死後（3月23

日没）、瀧本坊（石清水社の東側宿坊）

住職となる。 寛永5年（1628年）7月 大

徳寺龍光院蜜庵で、江月宗玩のため

に小堀遠州、狩野探幽とともに絵筆を

ふるう（床脇小襖絵）。＜典拠不明＞小

堀遠州は昭乗のために瀧本坊に茶室

「閑雲軒」をつくる。寛永6年（1629年）

沢庵宗彭の紫衣事件による配流を嘆

き和歌を贈る。寛永14年（1637年）11月、

瀧本坊焼失し弟子に譲り、自らは風雅

生活。12月、住坊泉坊の一隅に方丈を

建てて松花堂と称した 

 

リンク 
石清水 

滝本坊 

徳川 和子 

東福門院 
（とくがわ まさこ・かずこ、 

慶長12年10月4日（1607年11月23日） - 延宝6年6

月15日（1678年8月2日））は、江戸時代前期の女

性。徳川秀忠の娘（五女）で、徳川家康の内孫。後

水尾天皇の中宮。明正天皇の生母。また女院とし

て東福門院（とうふくもんいん）。 

元和6年（1620年）11月28日に後水尾天皇の女御

として入内。 

二条城から盛大な行列を伴い、『東福門院入内図

屏風』にはその様子が描かれている。元和9年

（1623年）には懐妊し、同年6月には秀忠と嫡男家

光が将軍宣下のため上洛し、禁裏御領1万石を寄

進。同年11月19日には皇女 女一宮興子内親王

（後の明正天皇）が誕生。 

寛永元年（1624年）には冊立され中宮となり、同2

年（1625年）9月には女二宮が誕生する。寛永3年

（1626年）には秀忠・家光が上洛し後水尾天皇の

二条城行幸が行われ、和子は同年11月13日には

高仁親王を出産。 

後水尾天皇（第108代） 
慶長元年（1596年） - 延宝8年（1680年） 

第108代天皇 

（在位：慶長16年（1611年） - 寛永6年（1629年） 

  かねて自らの手で次期天皇を決める事を望んでいた。だ

が、秀吉、家康もまた皇位継承に介入、第3皇子の政仁親王

擁立を求めた。最終的に後陽成天皇は受け入れたが親王に

冷淡。慶長16年（1611年）後陽成天皇から譲位され践祚。

父・後陽成上皇との不仲は上皇の死まで続く。 

 

江戸幕府は朝廷の行動の統制を目的とし慶長18年（1613

年）、「公家衆法度」「勅許紫衣（しえ）法度」を、慶長20年

（1615年）には「禁中並公家諸法度」を公布。以後、朝廷の行

動全般が京都所司代を通じ幕府の管理下、運営も摂政・関

白が朝議を主宰、決定を武家伝奏を通じて幕府承諾。摂家

以外の公卿や上皇は朝廷政策決定過程から排除。 

女官との間に皇子（夭逝）・皇女が発覚、秀忠は娘和子の入

内を破談恫喝、詫びて、元和6年（1620年）和子が入内。 

寛永2年（1625年）皇子高仁親王が誕生。寛永4年（1627年）

紫衣事件、家光乳母福（春日局）が朝廷参内など天皇権威を

失墜に耐えかね、幕府無断で、二女の興子内親王（明正天

皇）に譲位。 

以後、霊元天皇まで4代天皇のて院政。幕府も寛永11年

（1634年）の将軍徳川家光の上洛をきっかけに認める。その

後も上皇（後に法皇）と幕府との確執。また、東福門院（和

子）に対する配慮から、幕府の朝廷に対する公然・非公然の

圧力が続いた。一方、院政を認めざるを得なかった。 

徳川家光の朝廷との協調姿勢]とともに東福門院が夫の政

治方針に理解を示し擁護。 晩年霊元天皇若年ゆえの浅慮

や不行跡うに幕府支援。 

延宝8年（1680年）85歳の長寿で崩御、泉涌寺内の月輪陵

（つきのわのみささぎ）に葬られた。 

昭和60年（1985年）までは歴代最長寿の天皇。記録を抜いた

昭和天皇.。 

 

 

現在、京都市にある京都御苑内には京都御所の南東に 

仙洞御所が位置。1627年（寛永4年） 
後水尾上皇のために造営されたもので、正式名称は桜町殿

という。 

小堀遠州によって作事された庭園が広がる。建築群

は1854年（安政元年）火災後再建されず、現在は庭園のみ

が残る。 

仙洞御所東北に隣接する京都大宮御所は後水尾天皇中宮

の東福門院女院御所として造営されたものが元。 現在、京

都大宮御所は天皇、皇后、皇太子及び皇太子妃の京都府へ

の行幸啓（旅行）の宿泊や国賓宿泊に用。 

 

仙洞御所（大宮御所ふくむ）の地は、かつて聚楽第後身とし

て豊臣家の本邸の地、当時は京都新城（旧聚楽第に対して）

と呼ばれる。豊臣秀頼は大坂城に常時居住していたが、京

都新城には豊臣秀吉の正室・高台院（北政所）が入り、居住。

阿古瀬淵は豊臣家邸宅庭園の遺構と伝える。 

 

＊仙洞御所（せんとうごしょ）とは、 

退位した天皇（上皇・法皇）の御所。仙洞とは本来仙人の住

み処をいい「せんどう」とも読まれる。そこから転じて退位した

天皇（上皇・法皇）の御所をいい、さらに転じ上皇・法皇の異

称と。上皇・法皇は退位後、内裏から退去して仙洞御所に移

るのを常とし、里内裏が多くそれに。 

仙洞御所はまた「院（いん）」とも呼ばれ、これも上皇・法皇の

別称として使われた。仙洞御所には家政機関としての院庁

初代池坊専好 
（天文5年（1536年）? - 元和7年（1621年） 

 池坊家31世。 

立花構成理論に儒学を取り入れ、 

それまでの立花に画期的な変化をもたらした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1599年（慶長4年） 

京都の大雲院で催した 

百瓶華会（ひゃくへいかかい）

は絶賛された。 

 

 

リンク 

二代池坊専好 
 
（天正3年（1575年） - 万治元年11月7日（1658

年12月1日）） 池坊家32世。元は専朝。 

 

後水尾天皇に召し出されて立花を指導し、

宮中における立花会の判者にもなっており、

法橋に叙された。 

 

立花の大成者で、立花の構成理論に仏教を

採り入れた。 

 

作品図は池坊・曼殊院・陽明文庫な

どに残されている。 

 

没年は1659年（万治2年）とも。 

リンク 

楽 道入            

三代目楽吉左衛門家当主  
（ らく どうにゅう）   1599年（慶長4

年） - 1656年3月20日（明暦2年2月25

日）） 日本の安土桃山時代から江戸

時代初頭にかけての陶芸家。      

黒釉茶碗に妙技をふるった。 

リンク 

二代目吉野太夫 

本名：松田徳子 

 
慶長11年3月3日（1606年4月10

日） - 寛永20年8月25日（1643年

10月7日）） は六条三筋町（後に

嶋原に移転）の太夫。生まれは

京都の方広寺近く。実父はもと西

国の武士。 六条三筋町「七人

衆」の筆頭。また夕霧太夫、高尾

太夫とともに寛永三名妓。彼女

の命日は吉野忌として俳句の季

語。 

 幼少のころに禿（かむろ、遊女

の世話をする少女）として林家に

抱えられ、禿名は林弥（りんや）。

14歳で太夫になる。和歌、連歌、

俳諧に優れていて、琴、琵琶、笙

が巧みであり、さらに書道、茶道、

香道、華道、貝覆い、囲碁、双六

を極めたという。圧倒的な存在感

を放ったといわれる美貌。才色兼

備、遠くは明国にまで「東に林羅

八条宮智仁親王 

 
天正7年（1579年）～寛永6年（1629

年） 

戦国時代から江戸時代前期にかけて

の皇族・歌人。八条宮（桂宮）家の初

代。正親町天皇の孫にして、誠仁親王

の第六皇子。母は勧修寺晴右の女・

新上東門院（藤原晴子）。 

兄は後陽成天皇・興意法親王ら。幼称

は六宮・胡佐麿（古佐麿）・員丸、通称

は幸丸・友輔。一般には八条の皇子と

呼ばれた。  

天正14年（1586年）今出川晴季の斡旋によって豊

臣秀吉の猶子、将来の関白職を約束。しかし、同

17年（1589年）秀吉の実子鶴丸が生まれ解約、同

年12月秀吉の奏請によって八条宮家を創設。慶

長５年（1600年）細川幽斎から古今伝授を受け、

寛永2年（1625年）12月これを甥の後水尾天皇に

相伝し、御所伝授の道が開かれた。 

造庭の才にも優れ、元和6年（1620年）から家領

の下桂村に別業を造営。この桂御別業が現在の

桂離宮、八条宮は後に桂宮と呼ばれた。 

 

関ヶ原の戦い直後、兄の後陽成天皇は智仁に皇

位を譲ろうと徳川家康に譲位の旨を打診したが、

秀吉猶子を理由に反対。結局、皇位は慶長16年

（1611年）の第三皇子政仁親王（後水尾天皇）が

継ぐこととなった。 

寛永6年（1629年）4月腫物を患って薨去。享年51。

子孫は八条宮（桂宮）家や清華の広幡家として栄

えた。 

リンク 

灰屋紹益 
 慶長15（1610）年～ 

元禄4（1691）年 

 

江戸前期の京都の豪商,文人。

灰屋は屋号で,家名は佐野。父

は本阿弥光悦の甥光益。のち

佐野紹由 の養子となった。名

は重厚,承益,又三郎,通称は三

郎左衛門。 

晩年の光悦に親しみ,その影

響を受けて松永貞徳,烏丸光

広らに和歌を学んだのをはじ

め,茶の湯,蹴鞠などにも通じて,

後水尾天皇,八条宮智忠親王

らと交わった。文筆にすぐれ,

随筆「にぎはひ草」は風流

人としての紹益の思想をよく表

狩野 山雪 

 
天正18年（1590年） - 慶安4年

3月12日（1651年5月1日））は、

江戸時代初期の狩野派の絵師。

京狩野の画人狩野山楽(光頼)

の婿養子で後継者。本姓は秦

氏。諱は光家。号は「蛇足軒」

「桃源子」「松柏山人」。息子は

狩野永納。垂直や水平、二等

辺三角形を強調した幾何学的

構図で知られる。 

リンク 

土佐光信  
 

（とさ みつのぶ、永享6年（1434年）? - 大

永5年5月20日（1525年6月10日）?） 

土佐派11世 
 

室町時代中期から戦国時代にかけての

大和絵の絵師。土佐広周の嗣子で、実際

は土佐光弘の子。子に土佐光茂がいる。

土佐（常盤）光長、土佐光起とともに土佐

派三筆と称され、土佐派中興の祖とされ

る。官位は従四位下・刑部大輔。 

土佐派確立 
義政に近侍し寵愛 

文明元年（1469年）10月に絵

所預に輔任 

明応10年（1501年）2月9日に

は従四位下に昇叙し、絵師と

しては最高の位 

永正3年（1506年）越前の朝

倉貞景のために「京中図」を

描き（現存せず）、礼に太刀

一腰を贈られた。これが洛中

洛外図の文献上の初見  源

氏物語の学習 

百鬼夜行絵巻 京都市・大徳

寺真珠庵蔵本 - 室町時代、

伝土佐光信画（重要文化財） 

リンク 

土佐派リンク 

土佐光吉 
 
1539年（天文11年） - 

1613年6月22日（慶長18

年5月5日）） 

土佐派14世。光茂の次子

とされるが、門人説が有力。

従五位下左近衛将監。 

 

室町時代から安土桃山時

代の大和絵土佐派の絵師。

子に土佐光則。住吉如慶

は子とされることもあるが、

弟子説が有力。官位は従

五位下・左近衛将監。 

 
狩野永徳や狩野山楽らから上

洛を促されつつも、終生堺で活

動した。堺に移居した理由は、

近くの和泉国上神谷に絵所預

の所領があり、今井宗久をはじ

めとする町衆との繋がりあった

ことなどが考えられる。光元の

遺児のその後は分からないが、

光元の娘を狩野光信に嫁が

せている。 

 

 

桃山という時代精神を反映

した、それまでの土佐派の

絵師には見られないスケー

ルの大きさと装飾性はある

けれども、同時代の絵師と

比べると、土佐派の伝統と

様式を重んじた保守的な作

風は、新興勢力の好みとは

合わず、腕を奮うのに十分

な機会や条件を与えられな

かったと考えられる。現存

する作品は、源氏物語を題

材とする絵が多い 

 

源氏物語手鑑 
（和泉市久保惣記念美術

館） 1帖80面 1612年（慶長

17年） 

 

 源氏物語画帖 
（京都国立博物館） 紙本著

色 27図 1613年（慶長18

年）頃 製作途中に光吉が

亡くなったらしく後半は弟子

とみられる長次郎の筆にな

る。 以上2点は確実に光吉

の作品で、基準作として重

要。 

 

 

リンク 

狩野 永徳 
   

         （かのう えいとく、天文12年1月13

日（1543年2月16日） - 天正18年9

月4日（1590年10月12日））は安土

桃山時代の絵師である。狩野派（室

町時代から江戸時代まで日本画壇

の中心にあった画派）の代表的な

画人であり、日本美術史上もっとも

著名な画人の1人である。現存する

代表作       『唐獅子図屏風』

-宮内庁三の丸尚蔵館、         

（国宝） 『洛中洛外図屏風』- 上杉

博物館、         （国宝） 『聚

光院障壁画』など                              

聚光院は大徳寺塔頭で、永徳は方

丈の障壁画を父松栄と共に描いた。

永徳が担当したのは『花鳥図』16面

および『琴棋書画図』8面。制作年

代は従来聚光院創建の年である永

禄9年（1566年）24歳、  天正11年

（1583年）の説も有力。平成18年

（2006年）より順次複製が制作され、

オリジナルは京都国立博物館に寄

託  

リンク 

狩野 松栄  

 （かのう しょうえい、永正16

年（1519年） - 天正20年10月

21日（1592年11月24日）） 狩

野元信の三男。名は直信、

通称は源七、松栄は剃髪後

の号。長男は狩野永徳、次

男は狩野宗秀、三男 神田

松永町狩野家を興す狩野宗

也、四男 表絵師の下谷御

徒町狩野家の祖狩野長信。                

永禄9年（1566年）永徳と共に

描いた大徳寺聚光院の障

壁画が有名。 この2年後に

は大友宗麟の招きで旅に出

て、途中の厳島で絵馬奉納。

永徳の死の2年後、74歳逝去。 

元信様式を忠実に継承、狩

野派の伝統的祖法として定

着。画風、筆致は柔軟で温か

みがある。 
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