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 【水戸八景を学び、訪ねる旅】 
 

まえがき 

 

八景とは ?、普段、近江八景、金沢八景など良く「○○八景」と言うフレーズを耳にする。三

名園のように語呂のいい数を選んで名前を付けることは洋の東西を問わず行われているが、

とくに八景は、歴史的に富む名数である。 

八景の始まりは、中国、北宋の「瀟湘八景(しょうしょうはっけい)」と言われ、中国湖南省の洞庭

湖に面した瀟湘地方の景勝から選ばれた「瀟湘八景」にある。「瀟湘八景」は、水墨画の題材し

として 11世紀ごろ成立し、これ以降、中国、朝鮮、台湾、日本など東アジア各地で多くの八景

が生まれた。 

また、八景はたんなる名所に止まらず、漢詩、和歌、水墨画、浮世絵など八景を題材にした

優れた文学・芸術作品が生まれたことが特徴的である。 

今回の主役「水戸八景」もその一つであり、水戸藩第九代藩主徳川斉昭(とくがわなりあき)が

水戸領内の景勝および「八景」の様式に倣って８つを選んだ風景評価の一つで、斉昭作の「水

戸八景」の漢詩による詩吟および詩舞の演目の一つでもある。 

   ちなみに、近江八景とは、室町時代(明応 9年)に近衛政家が琵琶湖で遊んだ時に、瀟湘八

景に倣って琵琶湖の南・西岸から選んだ景勝地、金沢八景は、江戸時代元禄時(1700年頃)に

明の僧心越禅師が神奈川金沢近辺の景勝を選んだものである。これらは狩野探幽・北斎・広

重などによって描かれ、全国的に有名になった。 

なお、八景以外にも、四景、十景、十二景などの例も見られる。 

   八景とは、ある地域にある八つの優れた風景を選ぶ、風景評価の様式で、八つの風景の組

み合わせは「瀟湘八景」をなぞらえている場合と、知名度の高い名所を中心に選出した場合が

あり、近年では後者が増えている。前者のような伝統的な形式では、八景を構成する個々の項

目は、風景の対象地とそこでの事象や物事を組み合わせている。 

   事象・物事の内容は、 

① 晴嵐: 本来は春又は秋の霞。青嵐と混同して強風としたり、嵐の後の凪とする例もある 

② 晩鐘: 沈む夕日と山中の寺院の鐘楼の組み合わせ 

③ 夜雨: 夜中に降る雨の風景 

④ 夕照: 夕日を反射した赤い水面と、同じく夕日を受けた物事の組み合わせ 

⑤ 帰帆: 夕暮れの中を舟が一斉に港に戻る風景 

⑥ 秋月: 秋の夜の月と、それが水面に反射する姿の組み合わせ 

⑦ 落雁: 広い空間で飛ぶ雁の群れ 

⑧ 暮雪: 夕方ないし夜の、雪が積もった山 

   の八つである。 
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水戸八景の概要 

「水戸八景」は、水戸藩の第九代藩主徳川斉昭(とくがわなりあき)烈公が、天保４年(1833)に江

戸小石川邸より水戸に下り、藩内の景勝の地８箇所を選んで選定したものです。選定過程は

斉昭自ら領内を巡り、かつ、複数の者から候補地の提案を受け選んだようである。提案の中で

は江戸駒込の大乗寺住職であり、かつ、光圀の母の菩提寺である久昌寺の僧侶でもあった、

日華の案が多く取り入られたとされ「瀟湘八景」の各主題に沿って選ばれたものである。当初

は「常陸八景」と呼んでいた。 

 

中国北宋(979 年から 1127 年)の文人画家宋廸(そうてき)が創始した「瀟湘八景」にならったも

ので、瀟湘八景では「江天の暮雪、瀟湘の夜雨、山市の晴嵐、遠浦の帰帆、煙寺の晩鐘、平

沙の落雁、漁村の夕照、洞庭の秋月」の８箇所が選定されています。これらは特定の場所を選

定したものではないと言われ、場所を特定する水戸八景など日本で用いられている「○○八景」

とは少し違っています。 

 

 水戸八景の地には、翌天保５年に斉昭自筆の書を刻んだ名勝碑をそれぞれ建てました。

今残る八景の碑はいずれもこの当時のものです。碑の意匠は各碑毎に異なり、石の種類・形・

文字の配置に工夫が見られます。碑は一つとして同じ形状のものはなく、野趣あふれるたたず

まいは見応えがあります。だが、決して単独では目立つこともなく、周囲の景観に溶け込ませる

配置は見事である。 

 

文字も水戸八分隷書(みとはっぷんれいしょ)の一つと呼ばれる独特の書体が用いられているだ

けではなく、古典文字と呼ばれる装飾的な文字が用いられています。碑は台座や周囲の柵が

ないのが本来の姿ですが、多くの碑が石垣の台座に乗せられたり、石柵で周りを囲われたりし

ているなど何らかの改修を受けています。 

 

これらの碑を結んで一巡すると約 30里、おおよそ 110Kmの道のりで、水戸藩士子弟の鍛錬

のために徒歩による、この八景巡りが奨励されました。『水戸名勝誌』では「風流文雅の徒事で

はなく、武士を鍛錬し、藩子弟の士気鼓舞のために、八景の地が藩士の健脚に命ずる遠距離

にある」と指摘し、『水戸名勝誌』では「当年八景を巡りて健脚を誇らんとするの藩士は、伴侶を

結び行程を整へ、天明に先ちて草鞋(わらじ)を踏み、那珂川を渡って先ず、青柳－大田－山寺

－村松－水門－岩船－広浦－仙湖」と記されています。 
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詩吟『水戸八景』 

徳川斉昭及び家臣は、水戸八景を題材に漢詩や和歌の創作を行っているが、詩吟『水戸八

景』はそれらの作品のうち、斉昭が作った次の七言律詩の漢詩『水戸八景』を吟じたものである。 

 

徳川斉昭、水戸烈公詩歌文集 

雨夜更遊青柳頭   雨夜更に遊ぶ青柳の頭(ほとり) 

大田落雁渡芳洲   大田落雁芳洲(ほうしゅう)を渡る 

山寺晩鐘幽壑遊    山寺の晩鐘幽壑(ばんしょうゆうがく)に響き 

遥望村松晴嵐後   遥かに望む村松晴嵐(むらまつせいらん)の後 

水門帰帆高楼      水門(みなと)の帰帆高楼に映ず 

霞光爛漫岩船夕    霞光爛漫(かこうらんまん)たり岩船の夕 

月色玲瓏広浦秋    月色玲瓏(げつしょくれいろう)たり広浦の秋 

雪時嘗賞仙湖      雪時嘗て(せつじかつて)賞す仙湖の景 

 

詩舞『水戸八景』 

詩舞『水戸八景』は、『水戸八景』の吟詠に併せ、８つの情景を扇子などを使用し表現する詩

舞、又は扇舞である。吟剣詩舞界においては、日本吟剣詩舞振興会の各種コンクールでの指

定吟題に採用されている項目でもある。 

 

 

 

 

 

水戸八景  水戸藩第九代藩主 徳川斉昭公撰 

 

青柳夜雨 (あおやぎのやう)      太田落雁 (おおたのらくがん)   

山寺晩鐘 (やまでらのばんしょう)   村松晴嵐 (むらまつのせいらん)   

水門帰帆 (みなとのきはん)      巌船夕照 (いわふねのせきしょう)   

廣浦秋月 (ひろうらのしゅうげつ)   僊湖暮雪 (せんこのぼせつ)  
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水戸八景の詳細説明 

 

大田落雁（おおたのらくがん）  常陸太田市栄町 

 

碑のある場所  常陸太田市栄町 東崖の展望台 

碑の形状     横１４０ｃｍ、縦１７０ｃｍの赤味を帯びた花崗岩 

景  観       かつては、この地域には真弓千石とよばれた水田が広がっており、眼下に 

水田遠方に阿武隈山地の眺望があった。 

 

 

常陸太田市街地東側の崖の中腹に、「大田落雁」の碑があります。 

近年行われた急傾斜地対策事業とともに全面的に周辺整備が行われました。眼下には

かって「真弓千石」と呼ばれる水田

地帯が真弓山麓の方に広がってい

ましたが、現在では開発が進み、新

しい市街地が形成されています。 

彼方には寒水石(大理石)産地であ

る真弓山など阿武隈の山々が連な

り、眺望も優れています。 

青田の初夏、実り田の秋、刈田

の落雁など風趣がありましたが雁

の群れはあまり見られなくなってし    

まいました。 

さして行く越路の雁の越えかねて 大田のおも面にしはしやすらふ 烈公 
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山寺晩鐘（やまでらのばんしょう）  常陸太田市稲木町 

 

碑のある場所  常陸太田市稲木町 西山研修所内東端 

碑の形状     横８７ｃｍ、縦２２０ｃｍの黒灰色の大理石 

景  観      この地は、旧久昌寺の付属施設「三昧堂檀林(さんまいどうだんりん)」があっ

た場所であり、近隣には佐竹寺、白鳥寺などの寺院があった。 

     

 

県立西山研修所構内東南の高台の端に，「山寺晩鐘」の碑があります。 

寒水石に四文字が深々と刻み込まれた碑面は、東南の方向を向いています。この地は久

昌寺の付随施設として設けられた学寮の三昧堂檀林跡地です。構内の北方入口近くには、

横山大観の揮毫による画僧雪村の碑があり、赤松の樹間を通して久昌寺の甍(いらか)や

市街地が望めます。往時には、佐竹

寺や久昌寺の打ち鳴らす鐘の音が、

林に余韻を残して響き渡ったことでし

よう。 

なお、久昌寺は、現在北側に隣接

して存在しますが、現在地に所存し

た末寺のひとつが、蓮華寺と明治 3

年に合併して現在に至っています。

旧の久昌寺跡地は西方約１Km にあ

り、現在は久昌寺遺蹟という碑が立

てられ残されています。 

つくつくと聞こつけても山寺の しもよ霧夜の鐘の音そ淋しき  烈公  
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青柳夜雨（あおやぎのやう）  水戸市青柳町 

 

碑のある場所  水戸市青柳町 鹿島香取神社境内南の那珂川堤防の柳の木の下 

碑の形状     横１２０ｃｍ、縦１０３ｃｍの黒灰色の自然石 

景  観      かつて川岸に柳が植えられていたこの地からは、那珂川を渡る渡し船、那

珂川越しの水戸の城下町などの眺望があった。 

 

 

那珂川の万代橋(よろずよはし)の近くにシダレヤナギの大木が一本立っていて、ヤナギの

根本に「青柳夜雨」の碑があります。 

「夜」の文字に古典文字を用い、４字

を２列に割って独特の形状の石に刻ま

れています。 

最近の洪水対策により那珂川の堤

防も高くなって、往時の面影はありま

せんが、かつては那珂川を隔てて前

方に、馬の背を思わせる水戸市街地

の台地が伸び、台地の左突端の水戸

城それに続く城下町などが碑の位置

から望むことができました。 

 江戸時代には、この所には橋はなく

渡し舟に頼っており、往時には、那珂

川畔の夜の雨の風情を顧みることが

出来たことでしょう。 

夜さめに小舟くたには夏陰の 柳をわたる風の涼しさ  烈公  
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僊湖暮雪（せんこのぼせつ）  水戸市常磐町 

 

碑のある場所  水戸市常磐町 偕楽園南崖 

碑の形状     横１１９ｃｍ、縦１２８ｃｍの自然石 

景  観      「僊湖」は水戸市の千波湖のこと。「僊」は資料によっては「仙」、「千」とも表

記される。 

 

 

偕楽園の南崖の見晴広場から階段を下りた途中に「仙湖暮雪」の碑があります。「暮」の 

字に古典文字の「莫」と言う字を当てています。「仙湖」を「僊湖」としていますが、いずれも

千波湖のことを表しています。 

偕楽園から眺める千波湖の風景は

美しく、観梅の探勝、萩の観月、いず

れも千波湖の水辺風景であって引き

立っています。「仙湖暮雪」は、雪の千

波湖の夕景色を表現したもので、雪は

年に数回しか降りませんが、雪景色は

こときれいであったことでしょう。 

なお、碑は偕楽園開園(天保 13 年)

以前に建てられているため、位置が当

初の位置と異なる可能性があります。

幕末と明治の博物館に所蔵されてい

る偕楽園の図面には本碑が描かれて

います。 

千重の波よりてはつつく山々を 越すかとそみる雪の夕ぐれ  烈公 
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広浦秋月（ひろうらのしゅうげつ）  茨城町下石崎 

 

碑のある場所  茨城町下石崎 涸沼湖畔キャンプ場湖岸 

碑の形状     横７０ｃｍ、縦２６３ｃｍの黒灰色の自然石 

景  観        “広浦“は、当時の地元民による涸沼の呼称である。かつてはこの地は砂

丘であり、周囲には老松が茂っており、涸沼の湖面、西に筑波山の眺望が

あった。 “広“は資料によって“廣“とも表記される。 

 

 

涸沼の北岸の湖面に突き出した砂州の南側を広浦と言い、広浦の砂州の突端近くに

「広浦秋月」の碑があります。この辺りから眺める涸沼の景色は、広大な水面と筑波山が望

めてとても美しいものです。 

広浦の湖水に映る秋の月

は、昔から風雅な人々によっ

て賞賛されてきました。天の

橋立のように湖心へ向けて

長くのびる岬、姿形の面白い

松の並木が続き、その松林

越しにぽっかりと上がる月、

その光が湖面に優しい光の

影を映し出す光景は素晴ら

しかったことでしょう。 

 碑の左には「保勝碑」があ

り、水戸八景選定の経緯な

どが記されていますが、風化

のため判読が一部困難にな

っています。 

大空のかけをうつしてひろ浦の なみ間をわたる月そさやけき  烈公 
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巌船夕照（いわふねのゆうしょう）  大洗町祝町 

 

碑のある場所  大洗町祝町 願入寺裏の西側 

碑の形状     横１７０ｃｍ、縦１４８ｃｍの大理石 

景  観      涸沼川と那珂川の合流地点で、周囲に水田、西に筑波山、加波山の眺望

があった。“巌“は資料によって“岩“とも表記される。 

 

 

願入寺の奥、那珂川と涸沼川が合流する所の右岸に、「巌船夕照」の碑があります。夕

日に照らされる水面を眺めながら、しばし黙考するにふさわしい所です。  

涸沼川と水田の彼方にゆっくりと落

ちていく夕陽を木の間越しにみること

ができます。 

碑から眺める対岸の那珂湊の景色

は素晴らしく、居賓閣跡や幕末に大砲

を造った那珂湊反射炉跡も見えます。

往時には、上り下りの船が那珂川を通

りにぎやかな港風景を見せていたこと

でしょう。なお、ここからは水門帰帆を

見通すことができます。 

 

 

筑波山あなたは暮れて岩船に 日影ぞ残る岸のもみち葉  烈公 
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水門帰帆（みなとのきはん）  ひたちなか市和田町 

 

碑のある場所  ひたちなか市和田町 ひたちなか市那珂湊支総合支所裏手 

碑の形状     横１２５ｃｍ、縦２１５ｃｍの大理石 

景  観        この地は古くから“湊“と呼ばれ、“水門“は“湊“をもじったものである。この

地は高台にあり、那珂湊漁港を見下ろす眺望があった。 

 

 

ひたちなか市役所那珂湊支所の近くに、「水門帰帆」の碑があります。碑のある高台か

らは、東に太平洋、南に鹿島灘、西に筑波山、遠くに日光の連山を眺望することができ、絶

景の場所でありました。 

那珂川は、明治時代まで、碑の下、現在の海洋高校の辺りを流れており、白い帆の出

船・入船を見降ろすことができました。碑はもともと現在地より若干前方に所在しており、明

治期と大正期に改修され現在に至っています。 

碑は、高さ 2.15m、幅 1.25m の寒水

石(大理石)を使用し、碑文字は一列で

「帆」の文に古文字を当てています。石

工は那珂湊の大内石了と伝えられて

います。 

２基の副碑があり、明治 34 年の「水

門帰帆修繕乃碑」と昭和 13 年建碑の                                

藤田東湖の七言絶句「遠望誰弁鳥邪

雲・但見霏凝落揮・一陣東風水門夕・

吹成千片布帆帰」です。 

 

 

雪のさかひしられぬ沖に真帆上 みなとの方によするつり舟  烈公 
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村松晴嵐（むらまつのせいらん）  那珂郡東海村村松 

 

    碑のある場所  那珂郡東海村村松 村松虚空蔵尊裏手の砂丘 

碑の形状     横９５ｃｍ、縦９０ｃｍの黒褐色の自然石 

景  観      かつては、この地から太平洋を見ることが出来た。「村松晴嵐」の碑は東

海の指定文化財(記念物)である。 

 

  

村松虚空蔵尊裏手、大神宮西側の小高い砂丘の上に、「村松晴嵐」の碑があります。 

碑は４文字を２つに割って、丸型の自然石に深く刻まれており、「村」の字に古典文字を当

てています。 

水戸八景を定めた烈公よりも先に、光圀(義公)がこの地を訪ねて村松皇大神宮に参拝

しましたが、その時に義公は、「村

松の梢に波の音きいて夜半の嵐に

夢も結ばず」と詠んでいます。 

松吹く風の音は義・烈両公時代と

は変わりませんが、現在は原子力

施設の立地により周辺の光景は大

きく変わりました。 

烈公がこの地を選んだ頃は、素

朴な田舎で村松虚空蔵尊の門前町

の賑わいが見られる程度であったこ

とでしょう。 

 

真砂地に雪の波かとみるまてに 塩霧はれて吹く嵐かな  烈公 
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参考資料 

徳川 斉昭の生涯 

第 7 代藩主・徳川治紀の三男として生まれる。母は公家（日野家一門）の外山氏（瑛想院）。 

幼名は虎三郎、敬三郎。初めは父・治紀より偏諱を受けて紀教（としのり）、藩主就任後は第 11

代将軍徳川家斉より偏諱を受けて斉昭と名乗った。諡号は烈公、字は子信、号は景山、潜龍

閣。 

神号は「押健男国之御楯命」（おしたけおくにのみたてのみこと）・「奈里安紀良之命」（なりあ

きらのみこと）など。官位は従三位権中納言だが、薨後、正一位権大納言が贈られている。  

藩政改革に成功した幕末期の名君の一人である。しかし将軍継嗣争いで井伊直弼との政争に

敗れて永蟄居となり、そのまま死去した。  

 

家督相続 

寛政 12年（1800年）3月 11日、水戸藩江戸小石川藩邸で生まれる。治紀の子たちの侍読を

任されていた会沢正志斎のもとで水戸学を学び、聡明さを示した。 

治紀には成長した男子が 4人いた。長兄の斉脩は次代藩主であり、次兄の松平頼恕は文化 

12 年（1815 年）に高松藩松平家に養子に、弟・松平頼筠は文化 4 年（1807 年）に宍戸藩松平

家に養子に（両松平家とも水戸家の連枝）、と早くに行く先が決まったが、三男の斉昭は 30 歳

まで部屋住みであり、斉脩の控えとして残されたと思われる。なお、生前の治紀から、「他家に

養子に入る機会があっても、譜代大名の養子に入ってはいけない。譜代大名となれば、朝廷と

幕府が敵対したとき、幕府について朝廷に弓をひかねばならないことがある」と言われていたと

いう（『武公遺事』）。  

文政 12年（1829年）、第 8代藩主・斉脩が継嗣を決めないまま病となった。大名昇進を画策

する附家老の中山信守を中心とした門閥派より、第 11 代将軍・徳川家斉の第 20 子で斉脩正

室・峰姫の弟である恒之丞（のちの紀州藩主徳川斉彊）を養子に迎える動きがあったが、学者

や下士層は斉昭を推し、斉昭派 40 名余りが無断で江戸に上り陳情するなどの騒ぎとなった。

斉脩の死後ほどなく遺書が見つかり、斉昭が家督を継いだ。  

 

藩政改革 

天保 2 年（1832 年）、有栖川宮織仁親王の娘・登美宮吉子と結婚する。藩政では藩校・弘道

館を設立し、門閥派を押さえて、下士層から広く人材を登用することに努めた。こうして、戸田

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%B3%E5%B7%9D%E6%B2%BB%E7%B4%80
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E9%87%8E%E5%AE%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%BC%E5%90%8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%81%8F%E8%AB%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%B3%E5%B7%9D%E5%AE%B6%E6%96%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AB%A1%E5%8F%B7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AD%97
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%B7_(%E7%A7%B0%E5%8F%B7)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%98%E4%BD%8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%93%E4%B8%89%E4%BD%8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E7%B4%8D%E8%A8%80
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A3%E4%B8%80%E4%BD%8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E7%B4%8D%E8%A8%80
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%97%A9%E6%94%BF%E6%94%B9%E9%9D%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%86%E8%BB%8D%E7%B6%99%E5%97%A3%E5%95%8F%E9%A1%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%95%E4%BC%8A%E7%9B%B4%E5%BC%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%9B%E6%94%BF
https://ja.wikipedia.org/wiki/1800%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4%E6%88%B8%E8%97%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%9F%E6%88%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E7%9F%B3%E5%B7%9D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%9F%E6%88%B8%E8%97%A9%E9%82%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%9A%E6%B2%A2%E6%AD%A3%E5%BF%97%E6%96%8E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4%E6%88%B8%E5%AD%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%B3%E5%B7%9D%E6%96%89%E8%84%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E5%B9%B3%E9%A0%BC%E6%81%95
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E5%8C%96_(%E5%85%83%E5%8F%B7)
https://ja.wikipedia.org/wiki/1815%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E6%9D%BE%E6%9D%BE%E5%B9%B3%E5%AE%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E5%B9%B3%E9%A0%BC%E3%81%8B%E3%81%9F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E5%8C%96_(%E5%85%83%E5%8F%B7)
https://ja.wikipedia.org/wiki/1807%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%8D%E6%88%B8%E8%97%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%A1%E9%80%A3%E6%9E%9D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AD%9C%E4%BB%A3%E5%A4%A7%E5%90%8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E6%94%BF
https://ja.wikipedia.org/wiki/1829%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%A1%E9%99%84%E5%AE%B6%E8%80%81
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%B1%B1%E4%BF%A1%E5%AE%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%B3%E5%B7%9D%E5%AE%B6%E6%96%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B3%B0%E5%A7%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%80%E5%B7%9E%E8%97%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%B3%E5%B7%9D%E6%96%89%E5%BD%8A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%B6%E7%9D%A3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E4%BF%9D
https://ja.wikipedia.org/wiki/1832%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E6%A0%96%E5%B7%9D%E5%AE%AE%E7%B9%94%E4%BB%81%E8%A6%AA%E7%8E%8B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%89%E5%AD%90%E5%A5%B3%E7%8E%8B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%97%A9%E6%A0%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%98%E9%81%93%E9%A4%A8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%98%E9%81%93%E9%A4%A8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%B8%E7%94%B0%E5%BF%A0%E5%A4%AA%E5%A4%AB


13 

 

忠太夫、藤田東湖、安島帯刀、会沢正志斎、武田耕雲斎、青山拙斎ら、斉昭擁立に加わった

比較的軽輩の藩士を用い藩政改革を実施した。  

斉昭の改革は、水野忠邦の天保の改革に示唆を与えたといわれる。 

天保 8年（1837年）7月、斉昭は、  

1. 「経界の義」（全領検地） 

2. 「土着の義」（藩士の土着） 

3. 学校の義（藩校弘道館及び郷校建設） 

4. 「総交代の義」（江戸定府制の廃止） 

を掲げた。また、「追鳥狩」と称する大規模軍事訓練を実施したり、農村救済に稗倉の設置をす

るなどした。さらに国民皆兵路線を唱えて西洋近代兵器の国産化を推進していた。蝦夷地開拓

や大船建造の解禁なども幕府に提言している。その影響力は幕府のみならず全国に及んだ。

またこれにより水戸、紀州、尾張の附家老 5家の大名昇格運動は停滞する。  

宗教の面では、寺院の釣鐘や仏像を没収して大砲の材料とし、廃寺や道端の地蔵の撤去を

行った。また、村ごとに神社を設置することを義務付け、従来は僧侶が行っていた人別改など

民衆管理の制度を神官の管理へと移行した。このような仏教抑圧および神道重視の政策は、

明治初期の神仏分離・廃仏毀釈の先駆けとなった。この政策は、藩政を牛耳る家老たちと、藩

政改革を進めようとする中級・下級の藩士たちの間で激しい派閥抗争が繰り広げられた中、藩

を一つにまとめる必要もあって行われた。  

しかし、弘化元年（1844 年）に鉄砲斉射の事件をはじめ、前年の仏教弾圧事件などを罪に問

われて、幕命により家督を嫡男の慶篤に譲った上で強制隠居と謹慎処分を命じられた。その後、

水戸藩は門閥派の結城寅寿が実権を握って専横を行なうが、斉昭を支持する下士層の復権

運動などもあって弘化 3 年（1846 年）に謹慎を解除され、嘉永 2 年（1849 年）に藩政関与が許

された。 

  

幕政参与 

嘉永 6 年（1853 年）6 月、ペリーの浦賀来航に際して、老中首座・阿部正弘の要請により海

防参与として幕政に関わったが、水戸学の立場から斉昭は強硬な攘夷論を主張した。このとき

江戸防備のために大砲 74 門を鋳造し弾薬と共に幕府に献上している（うち 1 門が水戸の常磐

神社に現存）。また、江戸の石川島で洋式軍艦「旭日丸」を建造し、幕府に献上した。  

安政 2 年（1855 年）に軍制改革参与に任じられるが、同年の安政の大地震で藤田東湖や戸

田忠太夫らのブレーンが死去してしまうなどの不幸もあった。安政 4 年（1857 年）に阿部正弘

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%B8%E7%94%B0%E5%BF%A0%E5%A4%AA%E5%A4%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%97%A4%E7%94%B0%E6%9D%B1%E6%B9%96
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E5%B3%B6%E5%B8%AF%E5%88%80
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A6%E7%94%B0%E8%80%95%E9%9B%B2%E6%96%8E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%92%E5%B1%B1%E5%BB%B6%E4%BA%8E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%97%A9%E6%94%BF%E6%94%B9%E9%9D%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4%E9%87%8E%E5%BF%A0%E9%82%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E4%BF%9D%E3%81%AE%E6%94%B9%E9%9D%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/1837%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%9A%E5%BA%9C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%9D%A6%E5%A4%B7%E5%9C%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%BE%E5%BC%B5%E8%97%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E5%88%A5%E6%94%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%8F%E6%95%99
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E9%81%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E4%BB%8F%E5%88%86%E9%9B%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BB%83%E4%BB%8F%E6%AF%80%E9%87%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%98%E5%8C%96
https://ja.wikipedia.org/wiki/1844%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%B3%E5%B7%9D%E6%85%B6%E7%AF%A4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9A%A0%E5%B1%85
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%90%E5%9F%8E%E6%9C%9D%E9%81%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/1846%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%98%89%E6%B0%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/1849%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1853%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%9A%E3%83%AA%E3%83%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%A6%E8%B3%80
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%80%81%E4%B8%AD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%98%BF%E9%83%A8%E6%AD%A3%E5%BC%98
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%98%E5%A4%B7%E8%AB%96
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%9F%E6%88%B8%E5%B9%95%E5%BA%9C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%B8%E7%A3%90%E7%A5%9E%E7%A4%BE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%B8%E7%A3%90%E7%A5%9E%E7%A4%BE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%AD%E6%97%A5%E4%B8%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E6%94%BF
https://ja.wikipedia.org/wiki/1855%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E6%94%BF%E3%81%AE%E5%A4%A7%E5%9C%B0%E9%9C%87
https://ja.wikipedia.org/wiki/1857%E5%B9%B4
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が死去して堀田正睦が名実共に老中首座になると、さらに開国論に対して猛反対し、開国を推

進する井伊直弼と対立する。  

さらに、第 13 代将軍・徳川家定の将軍継嗣問題で、徳川慶福を擁して南紀派を形成する井

伊直弼らに対して、実子である一橋慶喜を擁して一橋派を形成して直弼と争った。しかしこの

政争で斉昭は敗れ、安政 5 年（1858 年）に直弼が大老となって日米修好通商条約を独断で調

印し、さらに慶福（家茂）を第 14代将軍とした。  

このため、安政 5 年（1858 年）6 月に将軍継嗣問題及び条約調印をめぐり、越前藩主・松平

慶永と尾張藩主・徳川慶恕、一橋慶喜らと江戸城無断登城の上で井伊直弼を詰問したため、

逆に直弼から 7月に江戸の水戸屋敷での謹慎を命じられ、幕府中枢から排除された。  

孝明天皇による戊午の密勅が水戸藩に下されたことに井伊直弼が激怒、安政 6年（1859年）

には、水戸での永蟄居を命じられることになり、事実上は政治生命を絶たれる形となった（安政

の大獄）。  

 

最 期 

万延元年（1860 年）8 月 15 日、蟄居処分が解けぬまま水戸で急逝した。享年 61（満 60 歳

没）。満月を観覧し、厠に立った後に倒れたと伝えられ、壮年の頃から狭心症の症状がみられ

ることから、死因は心筋梗塞と推定されている。また、脚気も患っており、長期間に及ぶ蟄居が

相当なダメージになっていたと考えられる。  

3月に起こった桜田門外の変から間もない時期であったために、彦根藩士に暗殺されたので

はないかとの風説があったが、当時の彦根藩の調査では否定されている。  

 

人物像 

⚫ 諡号の「烈公」にも示されるように、まさに幕末をその荒々しい気性で生き抜いてきた人

物であった。 

⚫ 斉昭は単に艶福家であったのみならず、女色に淫すること甚だしく、先代藩主である兄

の正室で養母であった峯寿院峰姫（徳川家斉の娘）の上臈、唐橋（元大奥女中）に手を

出したと言われる（峯寿院の御殿では大奥の風習がそのまま持ち込まれており、上臈は

生涯不犯の“お清”であった）。その他に、長男の慶篤の正室・線姫の急逝に対し、斉昭

が線姫に手を出したために自害したなどという噂もあった。また大奥の女性達に対して、

今で言うセクハラまがいの発言も多かったと指摘されている。加えて、大奥の浪費を嫌

っており、大奥と密接な関係を持っていた仏教寺院にも否定的であった。このため、大

奥の女性達に忌み嫌われており、息子である慶喜の将軍継承争いにも影響したとされ

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A0%80%E7%94%B0%E6%AD%A3%E7%9D%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%95%E4%BC%8A%E7%9B%B4%E5%BC%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%B3%E5%B7%9D%E5%AE%B6%E5%AE%9A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%86%E8%BB%8D%E7%B6%99%E5%97%A3%E5%95%8F%E9%A1%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%B3%E5%B7%9D%E5%AE%B6%E8%8C%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E7%B4%80%E6%B4%BE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%B3%E5%B7%9D%E6%85%B6%E5%96%9C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%80%E6%A9%8B%E6%B4%BE
https://ja.wikipedia.org/wiki/1858%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E8%80%81
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E7%B1%B3%E4%BF%AE%E5%A5%BD%E9%80%9A%E5%95%86%E6%9D%A1%E7%B4%84
https://ja.wikipedia.org/wiki/1858%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B6%8A%E5%89%8D%E8%97%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E5%B9%B3%E6%98%A5%E5%B6%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E5%B9%B3%E6%98%A5%E5%B6%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%BE%E5%BC%B5%E8%97%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%B3%E5%B7%9D%E6%85%B6%E5%8B%9D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%9F%E6%88%B8%E5%9F%8E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AD%9D%E6%98%8E%E5%A4%A9%E7%9A%87
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%8A%E5%8D%88%E3%81%AE%E5%AF%86%E5%8B%85
https://ja.wikipedia.org/wiki/1859%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E6%94%BF%E3%81%AE%E5%A4%A7%E7%8D%84
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E6%94%BF%E3%81%AE%E5%A4%A7%E7%8D%84
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%87%E5%BB%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/1860%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%AB%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8B%AD%E5%BF%83%E7%97%87
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%83%E7%AD%8B%E6%A2%97%E5%A1%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A1%9C%E7%94%B0%E9%96%80%E5%A4%96%E3%81%AE%E5%A4%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BD%A6%E6%A0%B9%E8%97%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B3%B0%E5%A7%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%94%90%E6%A9%8B_(%E5%A4%A7%E5%A5%A5%E5%A5%B3%E4%B8%AD)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%A5%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%9F%E5%AD%90%E5%A5%B3%E7%8E%8B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BB%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB%E3%83%8F%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88
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る。なお、斉昭は生涯に男女あわせて 37 人の子供をもうけたが、その多くが各地の藩

主になったり、藩主に嫁いだりしている。 

⚫ 礼儀作法に厳しい性格であるため、幼い頃、寝相が悪かった息子の慶喜が寝る際に、

枕の両脇に剃刀を立てて寝かせていた。 

⚫ 幼少期から水戸学の影響を受けたため、開国には猛反対していたが、西洋の物品に対

しては大いに興味を示したといわれる。 

⚫ 幕末期に人材の少なかった徳川家では唯一のカリスマ性と行動力を持ち合わせた人物

であり、その死は幕府にとって痛手となった。斉昭の死後、水戸藩では内紛が起こり、彼

が見出した人材はことごとく自滅することとなる。 

⚫ 徳川光圀と共に、茨城県の常磐神社に祭神として祀られている。 

⚫ 斉昭の詠んだ歌から水戸藩中屋敷址に弥生という地名が生まれたため、弥生時代の間

接的な名付け親である。 

⚫ 斉昭は寵愛していた側室の地位を引き上げた。その側室は大喜びして金を無心したの

で斉昭は理由を尋ねた。すると「今までより地位が上がりましたので、衣装に費用が多く

かかりますから」と答えた。斉昭は「それには及ばぬ。これまでの衣装で我が前に務めよ」

と申し渡したが、側室は「それでは体面が保てず、奉公が務まりません」と答えた。する

と斉昭は激怒し「このようなときにおねだりするとは心違いも甚だしい。奉公が務まらな

いというならば出仕は無用だ」と述べて出て行った。その後、斉昭はその側室の目通り

を許さなかったという。 

⚫ 水戸家は毎年幕府から 1 万両の援助金を受けていた。だが斉昭は「祖公以来、35 万石

で暮らすことが本意であり、倹約するのはこの石高で暮らすためである。以後は奢侈を

固く禁止し節約を心がけて拝領した石高で暮らすべきである。その事始めとして、1 万両

は幕府に返上し、持高に応じた忠勤に励むよう。諸役人はこの趣旨に沿って生計をたて

よ」と述べた。 

⚫ 水戸家を相続して間もない頃、家臣らは先代藩主の兄である斉脩が食べていたものと

同じ食事を用意した。斉昭はそれを見て「余はこれまで日陰者であったが、兄が亡くなっ

てはからずも水戸家を継いだ。御三家の格式は非常に重いので表向きのことは変更で

きないだろうが、内向きのことである食事などには金などかけることはない」と述べ、翌

日から部屋住みの頃の食事に変えさせた。 

⚫ 武術にも堪能で、自ら神発流砲術、常山流薙刀術を創始し、弘道館で指導させた。 

⚫ 大の肉好きとして知られており、彦根藩から近江の牛を贈られた時には、返礼の手紙を

書いている。 

⚫ 水戸藩領内の景勝地『水戸八景』を選定した。 

 

 

  

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%B3%E5%B7%9D%E5%85%89%E5%9C%80
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%B8%E7%A3%90%E7%A5%9E%E7%A4%BE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%A5%E7%94%9F_(%E6%96%87%E4%BA%AC%E5%8C%BA)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%A5%E7%94%9F%E6%99%82%E4%BB%A3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%B3%E5%B7%9D%E9%A0%BC%E6%88%BF
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A0%B2%E8%A1%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%96%99%E5%88%80%E8%A1%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BD%A6%E6%A0%B9%E8%97%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BF%91%E6%B1%9F%E7%89%9B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4%E6%88%B8%E5%85%AB%E6%99%AF
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