正学として取り上げられ、その政治思

われたのであるが、家綱の代からは勅

吉備国際大学客員教授

た。

歳で将軍に就任したこと、

また病弱でもあったために、幕政の実

家綱は
なった。このことは既に家光の治世初

権は重臣たちの手に移ることになっ

使が江戸城に下向して行われるように

儀礼の整備、人民の教化、学芸の奨励

期に決定されていたことであった。家

た。家光が死に臨んで、わが子の補佐

想が幕府政治に影響を与えて、制度・

五代綱吉は明君か暗君か？ （前編） 飛島 章

徳 川 将 軍 のリーダーシップ
第二話
ぶん ち

文治政治の時代
慶安４年（１ ６ ５ １）に３代将軍

などが行われた。文治政治は４代家綱

光の将軍宣下が終わって間もなく伏見

けい あん

家光が亡くなると、幼少の嫡男家綱が

から５代綱吉を経て、６代家宣・７代

役として命じたのは、保科正之（会津

いえのぶ

跡を継いだ。それに乗じて牢人の由井

城は解体され、重要な建物は京都二条

じゅかん

大老の酒井忠勝、そして老中の松平信

いえつぐ

家 継のもとで儒官（朱子学者）新井白

城へ移築された。また、家臣たちは京

綱や阿部忠秋といった譜代上位の忠臣

ち

の守りの拠点である淀城へ移されてい

しょうとく

ることから、その計画的な意図が窺え

たちであった。家綱は温厚な性格で、

しょう せつ

正 雪らが幕府転覆をはかっているこ

石による正徳の治において頂点に達し

るのである。この時代には、将軍宣下

自らの考えを口に出すことが少なかっ

この結果、大名の改易・転封を強行し
ぶ だん

たそれまでの武断政治では、ますます

た。第二話はこの時代を取り上げる。

よりも新将軍の就任を世間に伝えるこ

たため、家臣からみれば扱い易い将軍

てんぽう

慶安４年８月、家綱は将軍宣下を受

とのほうが重要となっていた。した

であった。当初はこの幕閣たちが集団

かいえき

牢人を増加させ、社会不安の原因とな

けて第４代将軍に就任し、内大臣に任

がって、将軍自らが朝廷へ将軍宣下の

四代家綱の将軍宣下

るとの反省が生まれた。そこで外様大

じられた。家康・秀忠・家光のときは

指導という形で将軍の判断を支えてい

つなよし

せん げ

名の敵視や武力抑圧の政策が改められ

御礼に参上することも行われなくなっ

30
上洛のうえ、宣下の儀式は伏見城で行

鎮圧された。これを慶安事件という。

万石）を始め井伊直孝（彦根 万石）
、

とが発覚するが、事件は未遂のうちに

11

た。続いて５代綱吉のときには儒教が

23

44
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たが、やがてこれらの者が死去・引退

か ぞう

た。父親が 歳の時に２歳になる子は

して顔ぶれも代わり、酒井 忠 清が老

いた。末期養子とは、そのような手続

続をさせることは従来から認められて

ない大名・旗本が養子を迎えて家督相

る。この問題を回避するために設けら

の破綻を招かざるをえないことにな

なく増大して行き、いずれは幕府財政

昇進が積み重ねられて加増知行は際限

また家禄として世襲された。すると、

性である。天樹院の後ろ盾はあるもの

に豊臣秀頼に嫁して千姫と呼ばれた女

なった。天樹院とは家光の姉で、幼時

は出生直後に天樹院に養われることに

でも信じられていた。その結果、長松

一家一門にたたるという俗説が将軍家

（加増という）をともなうが、それも

中、ついで大老に就くと、おとなしい

きをしないままに末期に臨み、お家断

れた新しい制度が役料制である。寛文

（領知没収）となる。そのため実子の

将軍をいいことに権力を一手に握り、

絶を避けるために急いで養子相続を願

ただ きよ

あたかも将軍のごとくふるまった。忠

い出ることをいう。

の、長松は将軍家の子とはみなされな

せんひめ

てんじゅいん

清は、家康の少年期以前から徳川家に

５年（１ ６ ６ ５）および６年、幕府

いで、２歳下の四男徳松（のちの綱吉）

う た の か み ただ よ

尽くしてきた酒井雅樂頭 忠 世の孫で、
この時期には、家光の代に設置され

は役職に応じた役料を定め、それを役

とくまつ

徳川家と親戚の間柄でもあった。忠清
た幕府機構上で老中に次ぐ役割を担っ

げ ば

はその屋敷が江戸城大手門外の「下馬

より格下の扱いを受けていた。

くらまい

職に就任している期間に限り、蔵米で

長松の劣勢をひっくり返したのは当

ろく にん しゅう

ていた「六 人 衆 」は、人員の減少な

支給することとした。この制度の導入

時老中の酒井忠清であった。忠清の理

ふだ

札」近くにあったことから、「下馬将軍」

どでその役割を終えて、いったんは

によって、これ以降幕僚組織の充実が

屈は単純に長幼の序であった。盤石な

いた。そこで老中たちは次期将軍を誰

翌８年３月には病状がかなり悪化して

（１ ６ ７ ９）の冬から病がちとなり、

り出しに戻った。

が病死したことから、この件は再び振

のであった。ところが延宝６年に綱重

はないかと主張し、綱重を推していた

の中から年齢順に世嗣を選べばよいで

将軍に世継ぎがないのであれば、兄弟

すようなことをするべきではなく、現

徳川の世に、戦国時代の俗説を持ち出

ただきよ

と呼ばれるほどになった。

老中に吸収されたものの、寛文２年

はかられることになる。

えん ぽう

年目の延宝７年

にするかで、侃々諤々の議論になって

幕閣の間では、綱吉は感情の起伏が

家綱は治世

後継将軍の座

（１６６２）に形を変えて旗本・御家

末期養子禁止の緩和
わかどしより

のなかに正式に位置づけられることに

人を統括する若年寄として、幕政機構

であった末期養子を条件付きで認める
なった。

まつ ご

慶安４年 月、幕府はこれまで禁制

こととした。大名・旗本が 歳以下で

幕府で働く大名や旗本は、その知行

いた。それは、
家綱に跡継ぎがいなかっ

激しく、たびたび家臣たちとの間でト

やくりょう

は世襲であるが、職位は世襲されるこ

たからである。次期将軍の候補となっ

あり、養子が筋目正しい場合には、末

とはなかった。いちど幕

たのは、家綱のすぐ下の弟で家光の三

役 料 制の導入

たのである。大名あるいは旗本が嗣子

府から与えられた知行は、

４代将軍家綱

期の養子であっても許可することとし

なくして死亡した場合、その家は改易

何らかの違法行為や失敗

ラブルを起こしていたことが知られて

いことを理由に、綱重の子綱豊、綱吉

つなとよ

男の綱重の嫡男、甲府藩主綱豊と、家

いた。忠清は、綱吉が将軍の器量でな
実はここに至るまでには長く複雑な

の子徳松あるいは尾張徳川家に嫁した

つなしげ

を犯さない限り、原則と

光の四男の舘林藩主綱吉であった。

50

して親から子に相続され、
減少あるいは没収される

経緯があった。家光の三男綱重（幼

つななり

ことはないのである。昇

千代姫の子綱誠の中から選べばよいと

ちょう まつ

名 長 松）は家光 歳の時の子であっ

9

2020.
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進には一般に知行の増加

41
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29

12

発言したのに対し、前年に老中になっ
同じ苦労をさせたくないと考えての決

御殿に入ることになった。前年に生ま

くの準備もないまま、７月江戸城本丸

にとっては突然の将軍職への就任で全

て、みずから熱心に再吟味を行った。

の事件の記録や証拠の再調査を命じ

綱吉はあらかじめ幕府の評定所にこ

酒井忠清の裁定で判決が下っていた。

件は綱吉が将軍に就く前の年に、大老

たちが成敗された事件であった。この

断であった。優柔不断といわれた家綱

れた綱吉の嫡男、徳松は舘林藩主を継

その上で、綱吉は江戸城大広間に御三

延宝８年（１ ６ ８ ０）５月、綱吉

た新参の堀田 正 俊がひとり異議を唱

が最後に示した意気地であった。将軍

承した。綱吉に従い幕臣となったのは、

は、若年で将軍に就いた自分の苦労と

えた。正俊は、先代家光公からの血の

職の養子相続は徳川家にとっては初め

神田御殿家臣のうち家老牧野成貞と小

まさ とし

濃さを理由にして、綱吉を強く主張し

てのことになる。綱吉登城の翌々日、

は、お家騒動の両派が召し出されて、

言い分を開陳した。綱吉は将軍親裁と

して清忠の判決を覆し、喧嘩両成敗の

慣例に従って、お家騒動を起こした双

方に処罰を与えた。処罰は小栗らの切

翌 天 和元年（１ ６ ８ １）６月、将

だけで裁決を下したことは、大目付と

大老酒井忠清や老中久世広之らの指図

理由は「綱貞が事実関係を確認せず、

側 用 人の新設

天和元年 月新たに「側用人」を新

46
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かすがのつぼね

たのであった。春日局の血縁につなが

家綱は息を引き取った。家綱 歳、綱

綱吉は同年 月、大老酒井忠清を罷
とくまつ

腹と他の家老たちの八丈島への流刑で

おお め つけ

れて、藩主の松平光長は伊予松山藩に

お預けとなり、さらに幕府大目付の渡

軍綱吉が最初に手掛けたのは、前将軍

して職務怠慢」というものであった。

辺綱貞は八丈島に配流となった。その

時代に決裁された「越後高田藩の御家
間を江戸神田の舘林藩江戸

件は親藩高田藩 万石を巡って起きた

く ぜ

時代ということになる。し

騒動」を再審することであった。この
屋敷
（
「神田御殿」
と呼ばれた）

お家騒動で、藩主松平光長の下の家老・

そばようにん

で過ごしており、舘林藩主

小栗美作が藩政を私物化した廉で訴え

設し、最初の側用人に舘林藩主時代か

かど

というよりも将軍の弟君と

られたものであるが、結局小栗派が逆

みまさか

しての立場を強く意識して

らの家臣牧野成貞を抜擢した。牧野は

20

転勝訴し、訴えを出した側の他の家老

かし、藩主綱吉はその

年

てん な

越後高田藩騒動の再審

た。

あった。高田藩 万石は改易に処せら

年間を幕府の重鎮とし

の中枢にある者を集めた。評定の場に

家、譜代大名、老中、若年寄など幕府

数 名であった。この中に将来綱吉の

姓７名、小納戸 数名、医師５名など

なりさだ

る正俊は、幼い時から家綱の小姓とし

吉 歳のときであった。

て仕え、親と同じ老中にまで登ってき
ていた。将軍家綱を意のままに操って
いる、大老忠清への反発の気持ちが強

やすあきら

右腕となる、小姓組番士柳沢保 明（後

徳川綱吉は３代将軍家光の子として

免した。老中になってから 年、大老

よしやす

そうした折の５月６日、綱吉は呼び

正保３年（１ ６ ４ ６）正月に生まれ

に就任して

に吉保）がいた。

出しを受け江戸城に登城したところ、

た。母は側室お玉の方、家光死後は桂

て実権を握り続けた忠清が去り、大手

けい

家綱から直接、世継ぎがいないので養

昌 院と呼ばれた。綱吉の幼名は徳松。

家綱にとって、綱吉は幼いころより

27

門前の屋敷は老中堀田正俊に与えられ

14

12

26

しょういん

徳松が６歳のとき、父家光が没して長

５代将軍綱吉の就任

10

子にするとの上意をうけた。

兄家綱が４代将軍に就いた。そして

たて

親しんできた上に今や血を分けた唯一

歳の寛文元年（１６６１）
、上野国 舘

こうずけ

の兄弟であった。また、綱豊など若い

林 城主（ 万石）に就いた。その後、

ばやし

世代に将軍職を引き継ぐことについて

16
年間が、綱吉の舘林藩主

26

40

将軍家を相続するまでの約

25

20

育った。

12

かったのであろう。

10

35

５代将軍綱吉
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れた同じ日に、老中の堀田正俊が大老

下に叙された。牧野が側用人に登用さ

側用人に任命されると同時に、従四位

点である。新しい社会秩序は忠孝すな

孝の道」が上位となることを明記した

士の心得として「弓馬の道」よりも「忠

更を行った。綱吉の法度の特徴は、武

知って、老中の大久保忠朝、戸田忠昌、

を取った正俊は深手を負った。それを

脇差で刺すという事件が起きた。不覚

部屋付近で、いきなり大老堀田正俊を

のへんは何とも不自然である。

撃で致命傷を負うものであろうか。こ

意を衝かれたとしても、脇差による攻

とも武道の心得のある者が、いかに不

を討ち果たすようなことをするであろ

に昇進している。

うか、という点である。普通に考えれ

そして何より、騒ぎを聞きつけて走

のうちに息を引き取ってしまった、と

ば、騒ぎが起きればまずは腕に自信の

阿部正武の３人が走り寄ってきて、そ

いうのが幕府の公式記録に残されてい

ある者を呼び、乱暴者を取り押さえさ

わち人としての道、道徳が基本である

この時代には、戦国時代の「かぶき

る事件の顛末である。他の記録には、

せ、然るのちに担当の役人が吟味を加

これは、将軍綱吉が堀田と牧野の２

者」がまだ横行していた。些細なこと

事件の原因を「稲葉石見守正休、発狂

えて処分を申し渡すということであろ

り寄った３名の老中が、事情も分か

の政治は堀田、将軍の生活空間＝奥向

で他人に喧嘩を売る、犬を食らって戦

して大老堀田筑前守正俊を刺したり」

う。現在の我々がこの事件の真相を究

らぬまま各々が脇差で応戦して、正休

きは牧野に担当させるということであ

国の名残を誇示する、奇抜な服装で道

とある。

明する手立てはないが、公式の記録に

の場で正休を討ち果たした。正俊は駕

る。側用人の仕事は、側衆・小姓・小

をわがもの顔に歩き、粋がる、乱暴を

稲葉正休は１万２ ０ ０ ０ 石の大名

籠でそのまま屋敷に戻ったが、その日

納戸など「奥」に所属する者の統括、

働く。こうした武士たちを押さえ込む

で、堀田正俊の父親の従兄に当たる。

という綱吉の気持ちから定められたも

桂昌院・将軍正室・鶴姫など将軍家族

必要があった。この新しい社会秩序宣

のであった。

の公務、病気・天候見舞いの奉書発給

言が二年後の「生類憐みの令」という

は辻褄の合わない点が数多くある。い

人を中心に政治を行おうとしたこと

などの他、日常的な政務の取り次ぎ、

つまり春日局の実子の血筋であり、堀

を示していた。つまり、行政機構＝表

つまり将軍の命を大老・老中に伝達し、

形で具体化されることになる。
徳松の死によって、舘林藩神田御殿

た。正俊 歳、正休 歳であった。こ

田の引きで若年寄に昇ったのであっ

ある。私は将軍綱吉がこの事件に大き

や、おかしな点が多くありすぎるので

0 0

大老・老中の上申を将軍に伝える職務
であった。

の藩士たちはほとんど全員幕臣として

の事件は不可解なことがいくつかあ

く関わっていると見ている。

取り立てられた。その数５００人を超

る。まず、老中や若年寄の御用部屋

この事件を、少し時間を遡ったとこ

嫡男徳松の死

えたとの記録がある。これらの幕臣た

は本丸御殿「奥」の将軍の御座所近く

ろから推理してみたい。まだ先代家綱

が将軍職にあった時のことである。綱

事件の真相を推理する

天和３年（１ ６ ８ ３）５月、綱吉

ちは、幕政改革の担い手として活躍し

にある。もし仮に正休が正俊を襲うこ

「奥」をわざわざ選んで実行に及ぶだ

おく

のあとを継いで六代将軍となるはずの

とを計画したとしても、幕府の重臣が

つな

を生んだのは、その姉で紀伊藩主 綱
のり

吉が、時折ご機嫌伺に訪れる江戸城の

教への輿入れが決まっていた鶴姫の生

ろうか、という疑問である。また、襲

明けて天和４年は、２月に改元され

主、家綱は覇気のない、おとなしく幕

母でもあるお伝の方である。徳松の死

われた正俊にしても無抵抗のまま刺さ

閣たちの言いなりになっている将軍で
いな ば まさ やす

て 貞 享 元年となる。その年の８月

じょうきょう

れるか、脇差で命を落とすほどの深手

あった。特に治世の後半は、「下馬将軍」

し

日、幕府を揺るがす大事件が起きた。

を負うか、という次の疑問。多少なり

は、善政を布こうとしていた綱吉の気
持ちを著しく落ち込ませることになっ

若年寄 稲 葉 正 休が江戸城本丸の御用

大老堀田正俊刺殺事件

ていくのであった。

45

嫡男徳松が僅か５歳で夭折した。徳松

51

たが、同年７月に「武家諸法度」の変
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28

忠清のなすがままであった。忠清は、
こともあろうに京都の公家から次の将
軍を迎えようと画策していたというで
はないか。
「断じて許せない」綱吉は

ぬし

ろう。儂を襲ったのは、お主というこ

れ、その分岐点に幼い徳松と大老堀田

正俊の死があり、綱吉の人生にも幕府

うえさま

とにせよ。上様は一切関わっていない。

の政治にも大きな転機となっていると

される。

よいな！頼んだぞ！」
そう言い残して、正俊は駕籠で屋敷

ちに大老堀田の最後の言葉を伝えた

うに見える。綱吉の政治をどう評価す

私には何か重要な視点が欠けているよ

果たしてそれで良いのであろうか。

あと、静かに自刃したのであった。

るかについて、以下に掘り下げてみた

へ運ばれた。一方の正休は、老中た

……稚拙な表現ながら、私の想像する

い。

える。自分が贔屓にしている能役者を

俊に近づき「筑前、そこへ直れ。成敗

る太刀を奪い取り、その鞘を払って正

くるのを感じた。綱吉は、小姓の捧げ

へ、さらにそれに伴う側用人政治への

れまでの大老・老中政治から将軍親政

も心理的にも遠くなった。そして、そ

部屋よりも将軍からの距離は物理的に

ており、それによって側用人や小姓の

「表」に近い「奥」の入り口に移され

の総称である。明らかにされているだ

て出されたものではなく、複数の法令

いてであるが、これは一本の法令とし

と思われる。まず、生類憐みの令につ

るかは綱吉政治の評価と直結している

うに、
「生類憐みの令」をどう評価す

綱吉が「犬公方」と揶揄されるよ

生 類 憐 みの令

しょうるいあわれ

事の顛末は以上の通りである。
この事件を契機に老中・若年寄の御

あまり近づけるなとか、昨年鍋松が

してくれる！」と、太刀を振り下ろし

転換が進むこととなったのである。

せられた、人間を含む動物などへの愛

や ゆ

逝ったあと、「早くお世継ぎを！」とか、

た。初めて握った真剣は予想外に重く、

護、保護に関する法令全体を称して生

用部屋が将軍の御座所から離されて、

である。

勢いのついた刃は正俊の頸動脈を捉え

綱吉政権の立ち上がりの時期は、前

類憐みの令と呼んだものである。例え
貞享初年以降元禄の時代は、生類憐み

する、老いた馬の脚の筋を伸ばして動

ば、鳥を撃つ銃を発砲することを禁止

年間に、１３５回にわたって次々に発

の令を中心とした悪政の時代であった

けなくして捨て去ることを禁止、大八

48
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そう考えた。
幸いにも、老中の堀田正俊がそれを
阻止したから、自分に将軍の座が回っ
てきたのである。その功に報い、正俊
を大老に取り立てた。就任直後の正俊
は、側用人の牧野ともよく連携を取
り、指示した通りに忠実に仕事をこな

晩夏のその日、綱吉は体調がすぐれ

た。血がたちまち噴き出した。血に染

代の弊政を改めて幕府の規律を正した

してくれたのであるが、最近は時々自

なかった。大老の正俊がいつものよう

まってうずくまる正俊の姿を見て、綱

賞賛すべき治世であったのに対して、

抱きかかえられながら御用部屋へ下

との評価が一般的である。それに従え

分を諫めることが多くなったように思

に御座所に現われた。正俊は一通りの

吉はようやく我に返った。そして、
「早

てほしいと願い出たのであった。億劫

がった正俊は、応急の手当てを受けな

た ち

挨拶ののち、淀川普請が予想外の難工

う、手当てしてやれ」と小姓に命じて、

けでも貞享２年から宝永６年までの

事で大幅な予算の増額が必要になった

な反応を示す将軍に、正俊は執拗にこ

30

どの善政期と以後の悪政期とに区分さ

ない、などである。

車で犬を轢き殺すことがあってはなら
て命じた。
「儂は恐らく助からんであ

わし

ば、 年近い治世の中で当初の４年ほ

綱吉は突然激しい怒りがこみあげて

がら若年寄稲葉正休を近くに呼び寄せ

やいば

旨を言上し、担当する若年寄の稲葉が

太刀をその場に打ち捨てて去った。

25

の件の裁可を迫った。

綱吉政治の評価

江戸に帰参しているので直接話を聞い

六義園（柳沢吉保邸跡）

明 治 、大 正 、昭 和 、平 成 、令 和 の ガ バ ナ ン ス

偏執狂的性格のゆえに、結果を早く出

禁制には処罰が伴う。また、綱吉の
を下す性質のものではないだろうか。

らしたのか、という広い視点から評価

た。やがて、側用人は新たな役割を果

揮する権限を有する役職ではなかっ

最終的に保明は、５００石余の陪臣

たすようになっていった。それは、吉

て老中格に昇った。

から 万石余の大名にまで、また老中

員をつぎ込んだのであった。その所為

与える続けることにまで幕府の金と人

を建設し４万２千匹の犬を集めて餌を

は、中野と大久保に大規模な犬収容所

牧野が側用人に起用されたことを述べ

に綱吉の将軍就任直後に、舘林藩家老

人の起用」の方がより重要である。先

いう観点からは、綱吉が始めた「側用

本論が対象としている幕府の統治と

滞しがちな幕府重臣たちのものの考え

とであったと思われるが、形式化し停

ましくもあり、また大いに不愉快なこ

たち（親藩や門閥譜代）にとっては妬

れは老中に任じられる高い家柄の大名

め、権勢をふるえる地位に就いた。こ

より上席の大老格側用人にまで上り詰

政状況であったものの、直轄鉱山か

江戸幕府発足当初は比較的裕福な財

ことと関係がある。

体的な動きをとることが可能となった

つあった幕府財政の悪化への対策に具

人規模で移動させたことで、進行しつ

ら勘定方の役人を幕臣幹部として数

保が古巣の舘林藩神田御殿の家臣団か

すことを求めて家臣に厳しく接してい

で、人間の命よりも犬の命の方が重く

たが、牧野は天和３年には下総国関 宿

方に改革を迫る要因となったのは、疑

らの採掘量減少や海外貿易の縮小、ま

側用人柳沢吉保の登用

扱われたという極端な事例が記録に残

城主（５万３ ０ ０ ０ 石）となり、２

いのないことであった。

たことも影響したと思われる。ついに

された。

年後の貞享２年には老中格に昇った。

なお、
（柳沢）保明は

た家綱治世で起きた明暦の大火のあと

する意識が芽生えることを求めてい

しており、人々の心に生命を大切に

増を度々受けて、１万２０００石の大

した。このときまでに保明は俸禄の加

わって柳沢保明が２代目側用人に就任

したい。

で、以下本論でも吉保を用いることと

れるが、一般的に吉保で通っているの

を高めていた。これに対応するには、

り、この時代には幕府財政は逼迫の度

の江戸大改造による歳出増加などによ

た。綱吉自身、若いころより四書五

名に取り立てられている。その後も加

を増やすことや、貨幣経済化への対応

が必要となっていた。新しい社会には

新しい能力を有する新しい人材が必要

年寄の取り次ぎを行う補佐

ではなく、将軍と老中・若

の根幹に変更を加えたもの

の時代に設置された老中制

老中たちにとって、側用人は目障りな

ある。その意味からも前例主義の門閥

役割を側用人が担うことになったので

政策へ舵を切る「改革のリーダー」の

その新しい人材を取り纏め、新しい

であった。

役として新設されたもので

（以下次号）

がらも役に立つ存在となっていた。
うに、配下の役人を直接指

あった。老中・若年寄のよ

側用人の立場は、３代家光

まず農業生産力を上げて年貢の徴収量

経に親しみ、将軍に就任して以降も

柳沢吉保

柳沢吉保が出世の階段を駆け上った

側用人とは何であったか
増を続け元禄７年には７万２ ０ ０ ０

せきやど

しかし、将軍の気持ちとしては「生

綱吉が将軍に就任してから８年後の

10

湯島聖堂を建立し、家臣たちを相手

年になって正式に「吉保」と改名さ

年後の元禄

命の尊さを知る」という真摯なもので

元禄元年（１６８８）には、牧野に代

13

石を領し、武蔵国川越城主に任じられ

いのち

あった。綱吉の政治は「仁政」を目指

15

に『 大 学 』
『易経』を講じることま
で行っている。武断政治から文治政
治 の時代への歴史的転換期において、
意識改革という長期的に取り組まなけ
れば成果の見えてこない難しい課題に
も挑戦したのである。これは単なる将
軍の個人的な思考や趣味のはなしとし
て扱うものではなく、生類憐みの令が
その後の社会にどのような変化をもた
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