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11）ウドとタラノキとコシアブラ＝独活と楤木と漉油 
ウドはウコギ科の多年草で、日本各地の山野に自生するほか、食用としても栽培

されている。草丈は大きく1.5～2mに達し、葉は鋸歯のある2回羽状復葉で、夏、茎

の上部に淡緑色で小さな 5 弁の雌雄異花を散形花序につける。果実は小さな球形で

黒く熟す。和名の由来は芽が土中にあるものを食用とするために『埋』が転じたも

ので埋所(ウド)の意とする説。ウはウツボで、トは土からとする説などの諸説がある。

別称としてヤマクジラ、ドッカ、セナー、シガ、トーゼンなどさまざまで、アイヌでは

チマキナ＝カサブタ草と呼んでいる。これはカサブタの腫れを直す働きがあるからだ

という。学名は『Aralia cordata』で、属名はカナダのケベック市の医師から送られて

きた標本についていた地名が、Aralia であったためで、種小辞は心臓形のという意味

である。イギリスでの呼称も『udo』、中国での呼称は『独活』『独揺草』などである。 

ウドの若い芽には独特の風味があり、日本の古来からの野菜であるフキやセリなど

と共通した『和』の味わいがある。平安時代の『延喜式』によれば、諸国からウドが

供進され、宮中では薬の材料として用いられていた。生薬名を『独活』(ドッカツ)と称

して、根茎を乾燥させたものを煎じて、リュウマチや神経痛などに用いていた。

江戸時代になると、京都や江戸などの都市部では軟化栽培が行なわれるようになり、

元禄 8 年(1695 年)に人見必大によって著され、江戸庶民の日常の食糧などにまで

言及した本草書『本朝食鑑』でも取り上げられている。 

一方タラノキはウコギ科の落葉低木で、日本各地の山野に生え、幹は直立して､

高さ 3～4m になる。樹皮には鋭い刺があり、幹の上部で枝分かれする他はあまり分枝

しない。学名は『Aralia elata』で、種小辞は背が高いという意味。葉は2回羽状複葉

で、幹の上部に集まって互生する。夏、茎頂に大型の円錐花序を出して、淡黄白色の

小花を密集してつけ、果実は球茎で黒熟する。和名の由来は定かではなく、朝鮮語に

由来するという説が有力である。別称としてはウドモドキ、マンシュウダラ、オニダラ､

タランボ、タラッペ、ホンダラ、また鋭い刺が多く出ているためヘビノボラズとかトリ

トマラズ、オニノカナボウなどという呼び名もある。イギリスでは『angelica tree』

の他『Hercule's club』『devil's walking stick』などという呼称があり、それぞれ

ヘラクレスの棍棒、悪魔の杖という意味である。 

タラノキの若芽はタラノ芽と称して、天ぷらを始め、和え物、煮物、お浸しなど

にして春を告げる野菜として食用にする。このため最近では品種改良も進み、刺の

ない品種も生まれている。また根皮にはサポニンを含み、糖尿病の民間薬として利用

される。樹皮を剥がして乾燥させたものはタンニンの他コリン、プロトカテク酸､

タラリンなどを含み、煎じて糖尿病、腎臓病、胃腸病などに服用すると効果があると

されている。このため琵琶湖西岸沿いの『鯖街道』周辺にはタラの若い樹皮やヨモギ､

クマ笹などをブレンドした健康茶を販売する店が多い。 
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ところでこの近江の国一帯は戦国時代には紆余曲折はあったものの、浅井長政の

支配下にあり、北方の福井には朝倉義景が南には織田信長がいた。浅井氏は朝倉氏

と長い間、盟友関係にあったが、朝倉義景と織田信長は不仲にあった。ところが

それを知りながら信長は長政との同盟を提案してきたのである。しかもこの条件

は長政にとっては、よすぎるぐらいのものだった。信長にしてみれば美濃の国斉藤氏

との膠着状態を打破するため最後の切り札として、長政を自らの陣営に取り込みた

かったのである。しかし長政は、朝倉氏との関係もあってこの同盟案を鵜呑みにする

ことはできなかった。そこで長政は「同盟がある限り、織田は朝倉に進軍せず。また､

どのような事態でも朝倉に進軍する時には必ず一報をいれる」という条件の元、信長

との同盟を受け入れて、信長の娘とも、妹ともいわれた「お市の方」を妻として迎える

こととした。信長は大いに喜び、この結婚の費用をすべて負担したという。 

お市の方は映画やテレビドラマではたびたび登場するものの、その出自は必ずしも

定かではない。一般的には信長の娘ということになっているが、妹とする説もある。

筆者も後者の説が正しいような気がする。というのはいかに冷酷な信長だったと

しても、自らの娘を後述するような過酷な条件下に落とし込むことが出来ただろうか

と考えるからである。おそらく腹違いの妹だったからこそ、兄弟は他人の始まりで､

自らの野望のために長政を執拗に攻め落としたのだろう。それはさておきお市の方の

母親は側室であったが、後に継室になった『土田御前』と伝えられている。またお市

の方は背がすらりと高く戦国一の美女だったとも伝えられているが、容姿はともかく

として、中国の「楊貴妃」や古代エジプトの「クレオパトラ」などと同様、特に知性

に富んだ賢明な女性だったようで、その肖像画は高野山持明院に残されている。

さらに付け加えればお市の方は秀吉を特に嫌っており、一方その秀吉はといえば

生涯、彼女に好意を抱き続けていたとも言われている。彼女の出自がどうあれ、彼女

の果たした大きな役割は、後の時代を築いていった諸武将の妻となった 3 人の娘たち

と二人の息子を生んだことであろうか。しかしお市の方の人生は戦国武将たちの野望

の狭間に浮沈する木の葉にも似て、極めて過酷なものだった。そして彼女の不幸は

正にこの長政と信長との同盟に始まるものであった。 

元亀(ゲンキ)元年(1570年）、信長は長政と交わした「朝倉への不戦の誓い」を破り､

徳川家康を誘って琵琶湖西岸を迂回して、越前の朝倉方の攻撃を開始する。一方､

長政は義景との同盟関係を重視して、織田・徳川軍を背後から急襲した。このため

信長は羽柴秀吉らに助けられて、命からがら近江を脱出したといわれている。とり

あえず最初の危機は克服したとはいえ、これを機に長政の内部にも織田側に付く

べきか、朝倉氏との盟友関係を重視すべきかの対立が生じた。そして同年6月には

『姉川の合戦』で、長政・朝倉軍は織田・徳川連合軍と激戦を交える。最終決着は

付かなかったものの織田・徳川連合軍優勢のまま一段落するところとなった。しかし
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その後、武田、上杉、毛利などの戦国諸大名は織田への反抗心を強めて、時の将軍

足利義昭の謀略もあって信長包囲網が確立されるところとなった。また無名の戦士､

藤堂高虎が武勲を立てて、次の時代への名乗りをあげたことは大きな足跡と見ること

も出来よう。彼は後に築城の名手として活躍し、宇和島城や今治城、膳所城、丹波

篠山城、伊賀上野城などを建設し、加藤清正と対比されている人物なのである。 

さて元亀3年（1572年）7月になると、信長は5万の大軍を率い北近江に来襲する。

長政は朝倉義景に援軍を要請、義景は 1 万 5,000 の軍勢を率いて、近江に駆けつけ

たが、これを見ると信長は強行突破することを控えて、睨み合いが続いた。しかし

浅井・朝倉連合軍は織田軍には数においてもまた軍備においても劣っており、苦戦

が続いた。ところが同年 9 月、朗報が入る。武田信玄が甲斐を出立し、進軍を開始

したのである。これは将軍足利義昭の要請に応えたもので、信玄は長政に書状を送り

｢只今出馬候 この上は猶予なく行(ﾃﾀﾞﾃ)に及ぶべく候」と記し、その後、信玄は

遠江の『三方ヶ原の戦い』で織田・徳川連合軍を蹴散らして三河に進軍した。ここ

にいたって浅井・朝倉軍の任務は、北近江の織田軍を釘付けにして、織田軍を退却

させないことであった。信玄の軍勢が三河で勝利すれば、信長連合軍は浅井・朝倉

軍と信玄に囲まれて反信長連合軍の勝機は高まる。形勢不利が続いていた長政に

とって、信玄の進軍は何としても成功させたい重要な作戦であった。 

ところが同年 12 月、北近江に布陣していた朝倉義景の軍は、兵の疲労と積雪を

理由にあっさりと越前に帰国してしまった。義景のいわば裏切りである。義景の

撤退を待ち望んでいた織田軍は長政のみの兵力では追撃する力がないと見て、悠々

と美濃に戻った。信玄は義景の単独撤退に激怒して再出兵を促す書状を義景に送った

が、義景はそれに応じることなく、「洞ヶ峠｣を決め込んだ。それでも信玄は義景

の再出兵を期待し続けたが、翌年元亀3年2月、信玄は何の返事も示さない義景の態度

に業を煮やして、家康支配下の三河の野田城を攻め落とした。しかし歴史は長政に

味方することはなかった。その後信玄は持病の肺結核が悪化して喀血、療養もかねて

長篠城（ナガシノジョウ＝現在の愛知県新城市長篠）に退いたのである。そして元亀 4 年

4 月 12 日(1573 年 5 月 13 日）信玄は信濃国駒場（現在は長野県下伊那郡阿智村）

で 53 歳の生涯を閉じた。このため、武田軍は甲斐に退却せざるを得なくなり、足利

義昭の提唱した信長包囲網はあっけなく破綻、将軍足利義昭は追放されて室町幕府は

終焉した。そして 7 月 28 日には元号を元亀から天正へと改めたのである。 

翌、天正元年(1573 年)7 月、信長は 3 万の軍を率いて再度北近江に襲いかかる。

長政は義景に援軍を要請し、義景もこれに応えて 2 万の軍をもって応援に駆けつけ

たが、織田軍が優勢と見ると、まともに交戦もしないうちに越前に撤退を始めた。

信長は朝倉氏が一向一揆後の復興が不十分で、朝倉軍に戦闘意欲がないと見ると､

退却する朝倉軍を追撃し、これを近江、越前境の刀根坂の戦(トネザカノタタカイ)で
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壊滅させてしまった。義景は何とか本拠地であった一乗谷城(イチジョウダニジョウ)へ

と辿り着いたが、もはや本拠地周辺の士族も武将も義景に味方して追随するものは

なく、もともと人徳の薄かった義景の手勢は 500 人程度で、義景は信長の軍勢が押し

寄せる中、一乗谷を逃れて、大野郡へと退避していたが内部に裏切る者も現れて 8 月

20 日自刃して果てた。一方この 2 日前の 8 月 18 日、信長は一乗谷の市街地を襲撃

して制圧、これを焼き払った。往時は1万人余の人口を誇り、当時としては繁栄を

ほしいままにした街は、灰燼に帰して朝倉氏は滅亡した。信長は命乞いする義景の

係累を護送中にことごとく処刑して、この戦は集結したのである。 

さて信長軍は全軍を浅井長政に向けて進軍する。しかし孤立無援の長政にはもはや

反撃のすべはなかった。浅井氏の本拠地小谷城(オダニジョウ＝現在滋賀県長浜市)

は堅牢な山城で、信長軍は幾度かこれを包囲せんと試みたが、小谷城から下野城､

山本山城、さらに琵琶湖まで東西に長く続く山城は包囲しにくく、信長も攻めあぐねて

いた。ところが天正元年8月8日(1573年)長政の内部に裏切り者が出た。山本山城の

守将である阿閉貞征(アツジサダユキ)が羽柴秀吉の策謀に乗って、織田方に寝返った

のである。これを見た信長は同年８月 27 日すかさず小谷城を攻撃、阿閉貞征に導か

れて山本山城から進入を開始する。このため翌 28 日には長政の父久政は潔く自刃

して62歳の生涯を閉じた。長政も自刃する覚悟を決めてこれより先、お市の方と3人

の娘たちを信長の下に送り返した。信長は娘婿である長政に開城を条件に助命する

旨を、再三申し入れたが、長政は自らの名誉を重んじてこれを拒否した。そして9月

1 日父の自刃を知ると、浅井家の家老赤尾美作守の宿所で 29 歳の生涯を自らの手で

閉じた。長男『万福丸』は、一度は家来とともに逃亡するものの織田軍に捕らえられ

斬首。まだ幼かった二男『万寿丸』は僧侶となることを許されて、近江の長沢村､

福田寺の住職となって浅井一族の菩提を弔って生涯をおえた(これには諸説がある）。 

さてその後のお市の方である。三人の娘とともに柴田勝家の下に再嫁するが、その

後も平穏な日々ではなかった。では柴田勝家とはどんな人物だったのだろうか。

彼の出自も必ずしも明らかでなく、尾張の国の土豪族の出身と思われ、一時は信長と

戦ったこともあったが、その後は信長に従い、信長を支える武将の一人に数えられる

ようになっていた。足利義昭の追放に際しては、京都で反対勢力を攻撃していくつか

の功名を立てたものの、必ずしも大きな戦果ではなかった。勝家が信長に重用される

ようになったのは、むしろ朝倉氏滅亡後のことである。信長は朝倉の旧臣であった

前波吉継(マエバヨシツグ)を越前の守護としたが、同じく朝倉旧臣であった富田長繁

が一向宗を誘って内乱を起こし、前波を殺害する。さらに一揆勢は今度は富田をも

殺して、一時、越前は一揆の連続で不穏な状態が続いていた。これに対して信長は

全軍を率いて出陣し、一向宗一派の平定に本腰を入れはじめたのである。ここで勝家

は武功を立てて、越前国八郡 49 万石、北ノ庄城(現在の福井市)を与えられること
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となった。この際、後に加賀百万石の基礎を築いた前田利家をはじめ、佐々成政､

不破光治らの与力をも付与され、90 年間続いた一向一揆はこれで終止符を打ち､

勝家は北陸方面軍の総司令官に任命されたのである。だが歴史は人々の予測をはる

かに超えて、めまぐるしく変転していた。明智光秀の『本能寺の変』勃発である。

この『変』を短期間で終結させたのは羽柴秀吉であったが、その後、秀吉の発言力も、

軍事力も著しく増大した。勝家は信長の後継者問題で信長の三男『信孝』を推したが、

明智光秀の討伐に力を発揮した秀吉が信長の長男・信忠の子『三法師』(後の織田秀信)

を擁立したため、織田氏の家督はまだ３歳だった三法師が継ぐこととなり、信長の

遺領地の配分においても秀吉に大きく差をつけられ、勝家の面目はつぶれたばかりか、

その後の命運をも左右されることとなった。しかし勝家は秀吉(一説では信孝)の仲介を

受け入れて、その後お市の方を妻として迎えることとなったのである。とはいえこの秀吉

との確執は勝家の心に傷跡として残り、その後勝家は、織田信孝、滝川一益と組んで

秀吉と対抗するが、天正 11 年(1583 年)の賤ヶ岳(シズガダケ＝滋賀県長浜市)の戦で

秀吉に敗れ、越前北ノ庄にてお市と共に自害した。勝家にとっては変乱と抗争に明け

暮れた62年の波乱万丈の生涯だったが、お市の方はまだ37 歳の若さだった。勝家は自害

の直前、お市に城から逃れるように勧めたが、お市は「浅井落城で逃げた身であり、

またもや…」として拒絶したという。このとき勝家自身は腹を十文字に割いて自害し、

80 人の家臣とともに潔く果てたと歴史書は書き残している。勝家はその風貌ゆえか、

とかく戦国の荒くれ武将として描かれることが多いが、その実像は秀でた政治家でも

あった。そもそも『刀狩』を最初に行ったのは勝家とも言われている。一向一揆に

懲りた末の政策で、武器を農具に作り変えることにより、農業の促進と経済の発展

を狙ったものであった。これを見た豊臣秀吉がいち早く見習ったらしい。勝家は

人情に篤く、賤ヶ岳の戦いで自分よりも先に兵を引いた前田利家に対しても咎める

ことなく、今までの労に感謝の意を表し、秀吉と今後うまくやるように諭したという

逸話が残っている。お市の方が25歳も年が違ったこの醜男と最後まで運命を供にした

のも、秀吉を嫌っていたからだとする一方、こんな勝家の高潔な人格に従ってのこと

だったのだろう。勝家は辞世の句として以下のものを残している。 

夏の夜の夢路はかなき後の名を 雲井にあげよ山ほととぎす 

勝家は戦国絵巻では常に脇役にまわり、歴史家もそして脚本家も彼の事跡よりも､

お市の方の再婚相手としてスポットライトを当てている。信長や秀吉、さらには家康

の影に隠れて、彼の真の才能も人格も、とかく軽んじられてしまったのだろう。

しかし自らの命よりも、正義と名誉と人情を重んじた彼こそ、真の意味での戦国武将

だったのかも知れない。 

さてその後の 3 人の娘は秀吉が引き取った。長女の『茶々姫』は秀吉の側室と

なって長男鶴松を生んで『淀殿』となった。秀吉が茶々姫を側室として迎えたのは
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上左は戦国時代初期の覇者、織田信長像。戦国武将 

の中でも、最も好男子だったと言われている。 

上右は織田信長の覇権を継承した豊臣秀吉像。 

下右は病のため野望を挫かれた武田信玄像。 

下左はお市の方の最初の夫だった浅井長政像。 

(いずれもウィキペディアより借用） 

 



花の縁 08－02－11 

                                                      

7

7 

彼女が一番母親のお市の方に似ていたからだとも言われている。次女の『初姫』は

京極高次(キョウゴクタカツグ)の妻となった。京極家は北近江の守護職であったが､

浅井氏の下克上にあい、浅井氏の庇護のもと高次はその居城内で生を受けたという。

この点では初姫とは幼馴染の関係でもあったといえようか。ともあれ京極家は後に

若狭の小浜藩の初代当主となり戦国の世を生き抜いた(その後の京極家はＰ.10 中程を

参照)。三女の『江姫』(ゴウヒメ＝督姫とも言う。諡号は崇源院＝ソウゲンイン)は

天正12年に佐治一成の正室となったとされるが、彼女はまだ12～13歳ぐらいであった。

佐治氏は知多半島一帯を支配した一族で、伊勢湾の海上交通を掌握し、佐治水軍を

率いていた。一説によれば美男美女揃いの織田家でもひときわ美人だったと伝えられ

る信長の妹『犬』が、一成の父である佐治信方に嫁いでおり、もともと織田一族だった

とする説もあるが、これもまた定かではない。ただ一つ言えることはこうした政略結婚

の筋書を描いたのは、あくまでも秀吉だったはずだから、佐治氏では『江姫』の嫁ぎ

先としては、いささか物足りなさが残るのと、秀吉にとってたいしたメリットがない

ようにも見え、異説も多い。信長亡き後の継嗣問題、及び遺領地の再分配に関して

信長の次男織田信雄の懐柔を意図していたとする説もある。 

天正 12 年(1584 年)3 月、小牧・長久手(ナガクテ)の戦で秀吉は、徳川家康・織田

信雄の連合軍と一戦を交える。この時、一成は合戦後に家康が三河へ敗走する途中

の佐屋街道の｢渡｣において家康に船を提供し、秀吉の怒りをかって、婚後まもなく

離縁させられたという説もある。しかしこの間の結婚生活はほんの数ヶ月となり、

一成の年齢も 15～17 歳ぐらいだったと思われ、それ以前に破談になっていた可能性

も否定できない。そもそもこの戦いは前年の天正 11 年(1583 年）、秀吉が織田信雄

を安土城から退去させたことに端を発したものであった。このことで信雄は秀吉

に恨みを持っており、これが引き金となって小牧・長久手の戦になったとされ、これ

は秀吉VS 家康のいわば『関ヶ原』(1600 年)の前哨戦でもあった。 

 その後江姫は秀吉の養子で甥に当たる、秀勝の正室となり、娘の完子(サダコ)を生む。

しかし秀勝は 23 歳の若さで病没してしまったため、江姫は若くして後家となり、その

後２代将軍徳川秀忠の正室(継室)となった。このため娘の完子は叔母であった淀殿

に引き取られて実子同様に育てられ、後には豊臣完子を名乗ったという。その後の

完子は九条幸家の正室となり、九条道房、二条康道、松殿道基の息子たちを生み、栄厳、

通君、序君の娘たちにも恵まれた。栄厳は定かではないが、通君は西本願寺良如光円

の内室に、序君は東本願寺の法主(ﾎｯｽ)宣如光従の内室となっている。 

 さて徳川の正室(継室)となった江姫は三代将軍家光、それに次男の忠長を生み、さらに

千姫、珠姫、勝姫、初姫、和子(マサコ)、など秀忠との間に 2 男・5 女に恵まれたが、

徳川家のこの 5 人の姫たちは幼くして他家に嫁がされて、必ずしも幸せではなかった

ようにも見える。姫たちにとっての戦国は、まだまだ続いていたのである。  
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上左は戦国時代一の美女と言われたお市の方像。 

右はお市の方の２番目の夫となった柴田勝家 

の像、お市の方とともに壮絶な自刃を遂げた。 

下はお市の方の末娘、江姫、後の崇源院の像。 

(いずれもウィキペディアより借用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 いつの世も歴史は人の世の道理を無視して廻る。力があっても覇者となるとは限らない。

時には運命が味方し、時には躊躇いが災いする。どんな知恵をもってしても、どんな勇気を

もってしても歴史の必然を逆流させることはできない。男たちは欲望の嵐の中で戦い続け、

女たちはひたすらこれに耐えた。それは農民が天候に振り回されて大地を耕す姿にも似ている。

農民にとっての太陽と同じように、武将にとっては武運が付きまとう。常に『漢楚攻防』の 

｢時に利あらずして騅(ｽｲ)逝かず」であり、「拳土従来いまだ知るべからず」だったのである。 
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秀吉の側室となった茶々姫は天承17 年(1589 年)長男｢鶴松｣を生む。秀吉はいたく

喜んで、山城の国に淀城を与えたために、茶々姫は以後、淀の方と言われるようにな

った。しかし鶴松は天承19年(1591年)8月、わずか3歳で死んでしまう。秀吉はもう

自分には子供は持てないものと諦め、秀吉の姉の子で甥にあたる秀次を自分の後継者と

することを覚悟し、同年11月には養子として迎え、秀次は 12月には関白となった。

関白就任後の秀次は『聚楽第』に居住して政務を執ったが、秀吉は全権を移譲した

わけではなく、むしろ二元政治的側面が強くなった。その後、秀吉が文禄元年(1592年)

に、文禄・慶長の役を起こし朝鮮に出兵するに及んで、秀次は秀吉の代わりに内政

を司ることがますます多くなった。ところが、淀君は文禄2 年(1593 年)に次男秀頼

を生んで、秀吉を再度喜ばせた。しかし街中ではよからぬ噂が流れた。その噂とは淀の

子は秀吉の子ではなく、淀殿が浮気をして身籠った子だというのである。というのも

秀吉には 15 人もの側室がいたが、誰一人として子を生んだものはなく、秀吉には

もともと種がないと思われていたのである。秀吉はこうした噂に激怒し、噂を流した

と思われる 113 人を処刑したと伝えられている。しかし淀殿の乳兄妹である大野治長

との子であるという説も否定できない。ともかく秀吉は再び実子が生まれると、養子

とした秀次の存在が次第に邪魔になり、紆余曲折はあったものの、結局文禄 4 年

(1595 年)7 月、秀次は秀吉の命令で高野山に追放され、出家することとなった。しかし

秀吉の秀次に対する追及の手はとどまるところを知らず、同年7月15日に謀反の疑い

により切腹を命じられ、秀次の首は秀吉によって京都の三条河原に曝されたという。さらに

秀次の一族・妻妾・息子・娘・家臣の多くが粛清され、その数は 39 人になったと伝えられ

ている。また残された遺臣の多くは前田利家をはじめ、徳川家康らに仕えることとなり､

その後豊臣方に不利益を及ぼすことになったことは見逃せない。 

 豊臣秀吉は晩年になると、まだ幼い嫡子秀頼の将来に心を悩ませていた。そこで

慶長 2 年(1597 年)徳川家に千姫が誕生すると、千姫を秀頼の正室に迎えることで

徳川の全面支援を得ようと画策する。そして翌慶長３年(1598 年）、まだ２歳の千姫

がこれまたまだ６歳の秀頼と婚約の儀を行う運びとなったのである。さらに秀吉は

自分の死が近いことを悟ると同年 7 月 4 日に自らの居城である伏見城に徳川家康ら

諸大名を呼び寄せて、特に家康に対して秀頼の後見人になるように依頼した。同年 

8 月 5 日、秀吉は、徳川家康、毛利輝元、小早川隆景、前田利家などの、五大老宛

てに二度目の遺言書を記し、その直後の慶長３年 8 月 18 日(1598 年 9 月 18 日）、

｢露と落ち露と消えにし我が身かな 浪速のことは夢のまた夢｣との辞世の句を残して､

伏見城で 61 年間の生涯に終止符を打った。乱世の世をまっしぐらに突き進んで､

権謀術策を駆使して戦乱を乗り越えてきた戦国出世頭のあっけない死だった。 

一方、秀吉の死後、淀殿は秀頼の将来を案じ、関白家として豊臣の安泰を図るべく

朝廷に接近するよう努めた。朝廷と縁の深い寺院や神社の修復等を積極的に行う一方、
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先にも述べたように江姫と豊臣秀勝との子完子を九条幸家の正室とするなど、ひたすら

秀頼の将来の地盤作りに腐心した。東寺や醍醐寺の修復など全国の100以上の寺院の

修復を行い、京都の町の整備にも尽力した。また秀吉を神として祀るために豊国神社を

創建、お市の方および浅井長政ら父母ら血縁の菩提を弔うために、養源院を建立する

などその功績は大きい。一方徳川家康も、二条城を作る一方、尾張名古屋城や近江

彦根城、丹波篠山城などを築城してこれに対抗した。 

こうして千姫は 7 歳のときに秀頼の元に嫁がされ、乳母の刑部卿局(ギョウブノ

キョウノツボネ)とともに大坂城に入ったが、慶長19年(1614年)9月、家康は秀頼に対

して大阪城の明け渡しを要求。豊臣方は妥協案を提案するなど、ひたすら和平を模索

したが、家康はこれを拒否、同年11月大阪城を攻撃した。そして慶長20年(1615年)

千姫 19 歳のときに大阪夏の陣となった。しかし祖父家康の命により、また乳母の刑部

卿局の懸命な努力や機転もあって、落城寸前に大阪城から救出される。その後、千姫は

夫の秀頼と側室との間に生まれた、奈阿姫(ナアヒメ)が大阪城落城後、処刑されそうに

なった時には、彼女を自らの養女にして命を助けたことでも知られ、長く歴史に刻まれる

こととなった。奈阿姫は出家して天秀尼となり、縁切り寺として有名な鎌倉の東慶寺に

入る。この際、縁切り法を確立させたと伝えられ、後に20世住職となったのである。 

さて大阪城から救出された千姫は元和 2 年(1616 年)になると、桑名藩主本多忠政

の嫡男、本多忠刻(タダトキ)と再婚。本多家はこれにより 10 万石が化粧料として加増

されたといわれている。そして翌年の元和3年(1617年）、本多家が播磨の姫路に移封

されると、彼女は播磨姫君と呼ばれるようになった。やがて長女勝姫、長男幸千代

に恵まれるが、幸千代は 3 歳で病没、さらに寛永3 年(1626 年)には夫・忠刻、姑・

熊姫、母・江姫が相次いで没したため世を儚んで、その後、出家して天樹院となり、

晩年には長女勝姫と2人で、江戸城近くの竹橋の邸ですごしたという。 

江姫の次女の珠姫は慶長4年(1599年)江戸城で誕生。慶長6年(1601年)にはわずか

3歳で、加賀藩100万石の第2代藩主・前田利常に嫁いだ。また3女勝姫は慶長6年(1601

年)江戸城で誕生、慶長16 年(1611 年)には10歳で、越前藩主・松平忠直に嫁いだ。4女

初姫は慶長7年(1602年）、伏見城(一説には、江戸城)で誕生。伯母にあたる常高院(江姫

の姉・初姫)に子供がなかったため養女となり、慶長16年(1611年)には、これも9歳で

京極忠高に嫁いだ。忠高の父は京極高次で姉は秀吉の側室竜子、高次の母は浅井長政の姉、

マリア。従って忠高の両親は従兄弟結婚であり、忠高は高次の庶長子であった。常高院(は

父浅井長政以来の戦国の苦しみを知り尽くしていたからであろうか、出家すると姉である

茶々姫が嫁した豊臣と、妹である江姫が嫁した徳川と、両家の間に入って仲介に奔走､

こうして冬の陣での講和は、常高院を仲介役として、京極忠高の陣にて行われた。この

ため忠高は講和条件であった大坂城外堀を埋める作業の工事奉行となり、寛永元年

(1624 年)には越前国敦賀郡が加増され、さらに徳川の京極への信頼は篤く、毛利氏への
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対抗上、出雲国と隠岐国二ヶ国へ加増転封となり、合計26万石を所有した。当然、近隣

にあった石見銀山の見張り役も兼ねていたのである。そして末娘の和子(マサコ)は慶長

12年(1607年)江戸城で誕生。元和6年(1620年）、後水尾天皇女御として入内し、第109

代女帝明正天皇の母となった。このため江姫は明正天皇の外祖母ともなったのである。 

一方の淀殿は最後の合戦が近づいていることを予知して、諸国武将に対して豊臣方

に加勢するよう自ら書状をしたためたが、すでに徳川優位の形成を見てとった諸武将

に手を挙げるものはなかった。そして夏の陣に際しては自ら甲冑を身に着け、豊臣方

10 万の兵の総指揮に当たったが、徳川方 20 万の前にあっけない最期を遂げた。淀殿

は秀頼と最後まで苦楽をともにした家臣大野治長とともに、大阪城内で自害したと伝え

られている。秀頼23歳、淀殿47歳の生涯だった(薩摩に逃げたという異説もある)。 

こうして戦国時代を見渡してみると、天下統一にかかわった多くの武将達は戦乱の中

で自害したり、病没したり、織田、豊臣、徳川の三家のみがかろうじて余命を保った。

移り変わる時の流れと運命の中で翻弄された織田信長、跡継ぎには恵まれなかった

ものの、強引な手法で信長の築いた組織や血筋までも横取りした豊臣秀吉、ひたすら

運命の好転を祈りながら、流れに逆うことなく身を任せた徳川家康、それぞれに生き様は

異なるものの、戦国下克上の中で、がむしゃらに生きてきたことに変わりない。ただ

悲しきは美しく生まれたが故の、お市の方の数寄な人生と、子供たちの生涯である。

乱世に生きたとはいえ、淀殿は父である浅井長政の死と、継父である柴田勝家の自害と

母の死、こうした不幸を乗り越えるには、並々ならぬ勇気と忍耐が必要であったことは

想像に難くない。彼女をひたすら権力へ走らせたのも、このためだったのだろうか。

戦国の武将も生き抜くことは並大抵ではなかったが、その背後を支えた女性たちの

人生は、それ以上の悲愁に満ちあふれていたに違いない。常に時代の転換点には

悲劇的なドラマが付きまとう。しかし歴史はどんなに困難な時代があったとしても、

やがて平穏な時代がやって来ることを約束している。

 
左は千姫像。右は茶々姫(後の淀殿)像(インターネットGoogleに蓄積のキャッシュよりより借用） 
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ではこの頃のヨーロッパは、いかがな時代だったのだろうか。海外に目を向けて見ると

カルヴァンの宗教改革はその後プロテスタント(改革派)に受け継がれ、フランスはもと

よりドイツでも、オランダでも盛んに宗教闘争が繰り広げられた。そして 1572 年には

聖バーソロミューの大虐殺となったのである(01-03-10-9 参照)。一方 1581 年には

オランダがスペインから独立し、1588 年にはネルソン提督率いるイギリス海軍が、

スペイン無敵艦隊に勝利し、制海権がスペインからイギリスに移り始めた。エリザベス

Ⅰ世の時代である。このことが何を意味するかといえば、かつてはスペインの下請け

として羊毛産業を支えてきたイギリス・オランダ両国が、世界の海に最初に船出した

ポルトガル、スペインを追い越して、新たな秩序を作り出そうとしていたことに他

ならない。コロンブスがアメリカ大陸を発見してからちょうど100年、ヨーロッパ諸国

は新大陸との羊毛貿易により、莫大な利益を蓄積して経済成長を続けて来た。その

結果、新興国のオランダやイギリスが急速に台頭し、次なる時代を準備していたと

見ることもできよう。違う見方をすれば、新大陸からの大量の銀の流入が、ヨーロッパ

中世経済の根幹であった『封建制』を、土台から蝕み始めて行ったことに他ならない。

つまり封建領主に対する労役の提供は、貨幣経済の浸透とともに、次第に銀納へと変化し、

封建制の終焉となったのである。この結果ヨーロッパ諸国は、近代へ向かって大きく舵

を切り始めたと見るべきであろう。 

一方、日本では 1543 年ポルトガル船が種子島に漂着し、鉄砲が伝来するに及んで、

時代は大きく変わり始めた。しかしこの鉄砲伝来説には異説も多い。そもそも火薬

武器は中国では10世紀初頭には開発され、これがヨーロッパで火縄銃になったとする

説もあり、『明』では 15 世紀初頭より用いられていた。特に鄭和(明の武将=永楽帝に

重用された)が、全長120mもある『宝船(ﾎｳｾﾝ)』と称する大型船に乗り、東南アジア

はもとより、インド洋からアラビア半島、アフリカまで数回に及ぶ遠征を繰り返した。

これを契機に、明と東南アジアの交易は急速に広がり、鉄砲は早い時期に東南アジア

方面に伝わり、広く用いられていたのである。明は『勘合符』という貿易の許可証を発行

して、これを持つ者を正規の貿易相手としたが、やがて日明貿易が途絶えると、後期倭寇

による密貿易が活発となり、倭寇は東南アジアから琉球王国にまで、行動範囲を拡げて行

った。彼らは日本にも1543年以前に、鉄砲を伝えたとも言われている。しかし伝来の

経緯がどうであれ、この武器は日本の産業構造を大変換させたものと筆者は見ている。

というのはいつの時代も武器は国の命運を左右する。日本でも鉄砲の研究開発は種子島を

中心に、急速に進められることとなった。しかし当初、銃の形状は模倣できても、銃底

を塞ぐ方法が分からなかったため、発射の衝撃に耐えられる強度を得ることができな

かった。このため、領主であった種子島時尭(トキタカ)より銃の開発を命じられた

八板金兵衛は、自分の娘｢若狭｣をポルトガル船の船長に与えて、その製法を探らせよう

と試みた。しかしこれを果たせぬままポルトガル船は若狭を載せて出航してしまった。
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ところがその翌年若狭はポルトガル人からネジで塞ぐ製造法を教えられて再び種子島

に戻り、八板金兵衛は製造技術を完璧に習得し、数十挺を製造することに成功したの

である(この若狭の説は異説も多い)。その頃、種子島には堺の商人橘屋又三郎と紀州

根来寺の僧兵津田算長(ツダカズナガ)が在島しており、彼らは最新の兵器鉄砲を本土

に持ち帰り、足利将軍家にも献上している。特に津田は鍛冶職人であった芝辻清右衛門

に鉄砲を複製させた。このため鉄砲は関西を中心として和泉(大阪)の堺、紀伊(和歌山)

の雑賀、根来、近江(滋賀)の国友などで、次第に量産化が図られるようになった。こう

して鉄砲は国産化が可能になったばかりか、当時の鉄鋼業や、弾丸や火薬を作るための

化学工業の進歩を伴いながら発展して行ったのである。事実 1570 年織田信長と戦った

石山本願寺の軍は､8,000挺の銃を用いたとされ、1575年の長篠の戦では織田・徳川連合

軍は、3,000挺の銃を3隊に分けて、武田勝頼の騎馬隊を壊滅させたと伝えられている。

話はこればかりではない。16 世紀末の日本における鉄砲の数は、ヨーロッパ列強の

どの国よりも多かったという説もある。1570 年頃イギリスで所有される鉄砲の数は

約 6,000 挺。一方 1584 年九州の戦国大名の一人であった竜造寺隆信の軍は総勢

25,000、このうち鉄砲隊は 9,000 だったという。しかも当時日本では独自の工夫により、

銃の性能を数段向上させており、雨中でも火縄銃が打てる雨よけの付属装置も考案して

いた。当時から日本人は、弾丸と火薬を一体化させた早合(ハヤゴウ)と称する『弾薬包』

も開発している(西欧でもこれに近いペパーカートリッジが 1300 年頃開発されている)。

こうして見るとこの時代は、日本人が始めて経験した技術革新の時代だったのかもしれない。

というより日本でもそしてヨーロッパでも、経済的な大変革期に突入していたのだろう。

戦国時代とは単なる群雄割拠ではなく、日本国内における経済の発展に伴って発生した

各領主の拡張競争が発端だったのではあるまいか。因みに 16 世紀当時の日本の人口は約

2,500万､フランスは1,600万、スペインは700万、イギリスは450万人程度だった。 

さてイギリスでは1603年エリザベス女王の治世は終焉したものの、ヨーロッパでは

フランスに革命が起こり、ナポレオンが出現するまで、比較的平穏な時代が続く。この

時代、舞台はヨーロッパから植民地へ移り、数回の『英蘭戦争』と『英仏戦争』、さらには

『スペイン継承戦争』、『オーストリア継承戦争』を除いて大きな戦争はなかった。 

こうして見ると日本での戦国時代も、ヨーロッパの混乱時代も、東西で同時進行して

いたわけで、これは単なる偶然ではないように思える。筆者はあらゆる歴史は経済から

始動して政治や宗教に及ぶものと考えている。このことは産業革命を契機にヨーロッパ

経済が大発展を遂げた結果、日本に黒船がやって来た幕末の混乱期にも当てはめること

が出来る(06-01-11 アオキの項参照)。ただこの時期の日本の技術が、著しく欧米諸国

に劣って見えるのは、長い鎖国時代があったからだろう。しかし地球規模の視野に立って

見渡せば、世界経済は一つの軸によって動いていたような気がしてならないのである。 

さて肝心のタラの材は軽くて加工しやすいため、下駄、盆、杓子などに用いる。 
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ウドの花はヤツデの花に似ており、同じウコギ科に属する(埼玉県寄居町）。 
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タラの花、タラの芽を摘んだら、すぐに料理するか、氷漬けにしておかないと茶色く変色して

しまう。また新芽を根こそぎ採ると、木を枯らしてしまうことも少なくない(埼玉県嵐山町）。 

 
タラの芽採りは春の楽しみの一つだが、木には棘があってしばしばヒッカかれる。 
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山野に花のない季節に咲くので、地味な花だが意外と目立つ(群馬県安中市)。 

 
新芽を食用とする植物に、このタラと次ページ以降のコシアブラがある。 
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コシアブラはタラの芽よりも貴重品で、食通好みのスパイスといえようか。 
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コシアブラの学名は『Eleutherococcus sciadophylloides』である。陽当たりを好み、暑さに

弱いものの関東北部では平地でも育てることが出来る。まだ伸びきっていない新芽を、天婦羅

などにして食べるが、強い苦味があり、おひたしや和え物、塩漬けなどにすることも多い。

新芽をスパゲッティに入れると、コクが出て美味しくなるともいわれている。またコシアブラは

樹皮を傷つけると、樹脂を分泌し、これを集めて塗料にして用いる。この塗料は古来『金漆』 

(ゴンゼツ)と呼ばれ黄金色をしており、工芸用の塗料として珍重された。 



花の縁 08－02－11 

                                                      

19

19 

      
コシアブラは秋になると黄葉ではなく白葉化するのでよく目立つ。ウコギ科ウコギ属の落葉

高木で、種子でよく殖える。樹高は10～20ｍに達する。          目次に戻る 


