
【特別講演会】

京都の歴史遺産とまちおこし
NHK大河ドラマゆかりの地に石碑を建てる

歴史地理史学・京都女子大学等非常勤講師

中村武生

NHK大河ドラマと経済効果

この講演のサブタイトルは、「NHK 大河ドラ

マゆかりの地に石碑を建てる」としました。

NHK 大河ドラマは、1963 年の「花の生涯」か

ら始まり、今も続いています。この大河ドラマ

の舞台となった地域には、観光客が増加すると

いう現象が起きます。

2008 年に放映された、幕末期の島津家のお

姫さまが、徳川 13 代将軍家定の正室になって

波瀾万丈の生涯を送った、宮崎あおい主演の

「篤姫」では、ゆかりの地である鹿児島県に、

280 億円の経済効果があったそうです。

翌年の 2009 年は、戦国から徳川初期にかけ

て、越後の上杉謙信の跡を継いだ上杉景勝の家

老直江兼続を、妻夫木聡が演じた「天地人」で

した。ドラマの舞台の一つである春日山城があ

る新潟県には、200 億円の経済効果をもたらし

たそうです。

2011 年は、上野樹里主演の「江～姫たちの

戦国」。「江」は、織田信長の妹「お市」の 3人

娘の末っ子で、徳川 2代将軍秀忠の正妻になり、

3 代家光将軍を産みました。「江」が生まれた

のが滋賀県長浜市で、滋賀県商工観光労働部の

調べによると、144 億 4000 万円の効果があっ

たそうです。

その 3年後に「軍師官兵衛」が放映されまし

た。戦国時代から安土桃山時代にかけて、秀吉

に仕えた黒田官兵衛こと黒田如水を、岡田准一

が演じました。姫路城は官兵衛とゆかりが深く、

兵庫県立大学の経済指標研究会が、生産誘発額

計算をし、243 億円という数字が出ています。

144 億円から 243 億円と数字に差はあります

が、100 億円単位の効果があります。

京都はというと、2004 年の「新撰組」が放

映された時は、たくさんの観光客が京都に来ら

れました。私の専門は幕末史で、とくに新撰組

を有名にした「池田屋事件」は、専門中の専門

ですから、このドラマには深い思い入れがあり

ます。壬生寺を中心としたあの狭い地域に、芋

の子を洗うように人が押し寄せたのが忘れられ

ません。新撰組と縁があるところは、相当に儲

かったそうです。そのため「もう一回来ないか

な」と言われています。

しかし、忘れてはいけません。京都はそんな

ショボいところではない。京都は、794 年（延

暦 13 年）の平安遷都から 1869 年（明治 2年）

の東京遷都までの間、ずっと首都でした。1100

年近く首都だったのですから、大河ドラマの主

役になる人物で、京都と縁のない人はいない。

極端に言えば「NHK 大河ドラマは、いつも京都

が舞台地」です。

秀吉が築いた「聚楽城」と大名屋敷

「天地人」の直江兼続が仕えた上杉景勝は、

豊臣の大名です。秀吉は一時、本拠地を京都の

「聚楽城」に置いていたので、舞台地は新潟県

ではなく、基本的に京都です。「大坂」の人は、
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本拠地を「大坂」だと思っていますが、豊臣の

城郭は京都の「聚楽城」です。

城郭史研究では、「屋敷」と「城郭」の区分

けの一つとして、攻撃施設に注目します。「聚

楽第（じゅらくてい）」としている教科書もあり

ますが、「三井文庫」、現在の「三井記念美術

館」が所蔵している図には、天守や、巨大な水

堀、石垣が描かれ、鉄砲を突き出して攻撃する、

三角形の「鉄砲狭間」があるので、小さくても

城郭だと、私は思っています。

秀吉は大坂城が大好きです。亡くなる直前ま

で拡張しました。秀吉は、信長が死んで後継者

になった当時は、大坂を本拠地にしようとしま

した。天皇、有力寺社を大坂に移す「大坂遷都

構想」がつくられたこともありました。

家康の家臣・本田忠勝がやってきた時、「今、

大坂城をつくっている。来年の春には京都を大

坂に引き取るべきとの由」という噂話をキャッ

チしています。当時、日本にいた宣教師ルイ

ス・フロイスが国元に宛てた手紙には、「秀吉

が、大坂城に自分に従う各国の、大名屋敷をつ

くらせている」と伝えています。禅宗、臨済宗

の「五山」と称する 5つの主要な僧院をはじめ、

すべての宗派に建物の移転を命じました。さら

に、天皇の元に人を遣わせ、信長が安土につく

った屋敷よりもっと立派なものを造るからと、

大坂に移ることを請うたという話を、キャッチ

しています。

しかし、この計画は挫折しました。どうして

挫折したのかは明らかになっていませんが、考

えられる一つは、秀吉は、征夷大将軍にはなら

ず、近衛家の養子に入り、関白太政大臣になっ

たことです。関白は公家のトップで、天皇の側

にいなければならない。つまり、自分が京都に

いる必要があったため、京都が本拠地になった

というのものです。

秀吉は、聚楽城に天皇の行幸を仰ぎます。臣

下が、天皇に自分の屋敷に来てもらうのを「行

幸」といい、最高の名誉です。天皇が城に来て、

秀吉をトップに諸大名たちが頭を下げる。秀吉

は天皇の代理として社会を治める。身分が低か

った秀吉が、天皇の権威を借りて、天下統一を

するための正当性を確保したということです。

フロイスによると、「聚楽城」は、「それは疑

いもなく壮大かつ華麗で見事に構築されており、

木造建築として、これ以上望めない」「とりわ

けこれらはこの上なく清潔且つ新鮮に装飾され、

ヨーロッパのどこに建てられても大いに称賛さ

れ、感嘆せずにはおかれないだろう。なぜなら

ば部屋という部屋、広間という広間、その内外、

上下をゆうに見渡せる台所までが、その用具、

机に至るまで、すべて“金”が塗られている。

これらの家屋がいかばかりに清潔で清々しいか

は、それを目撃した者でなければわからない」

と書いています。「しかも、さらに驚くことに、

これらの家屋は、ほとんど無数といえる場所を

占めるほど広大であるのに、5 カ月で落成し

た」と絶賛です。

ところが、この城は長く、場所が特定できま

せんでした。徳川時代の観光ガイドブックには、

南北は「一条」と「二条」の間で、東は「堀

川」、西は「内野」（千本丸太町あたり）と書か

れています。千本丸太町には、応仁の乱前後か

らの「内裏」が残っていて、「内野」と言われ

ていました。他の資料では、北は「一条」、南

は「春日」。「春日」は丸太町です。西は「千

本」、東は「大宮」と書かれています。大分、

大きさが違います。ですから、おおよそはわか

っていましたが、正確にはわからなかった。

わかったのは、私が大学院生の時です。大き

な発見がありました。1992 年 2 月 7 日の新聞

に、「聚楽第の旧郭瓦出土。太古の栄華、掘り

起こした掘り跡から破片約 600 件」や「壮麗秀

吉の遺産。聚楽第の金箔瓦 600 点」という見出

しが躍りました。そして、これらが「東堀跡か

ら出土」したことで、東端がわかりました。今

の京都西陣ハローワークの当たりです。

また、最古の京都図の一つである「京都図屏
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図 1 「聚楽城」直江兼続・上杉景勝邸跡推定図

風」に、「聚楽城」が描かれているのが発見さ

れました。位置が分かる唯一の図です。研究者

の森嶋靖男さんが、発掘調査をされて作られた

「復元聚楽第」が、「京都図」にピタッとはま

りました。それによって、「聚楽第」は地上に

出現したわけです。1993 年から 94 年頃のこと

です。ようやく「聚楽城」の姿が見えたことで、

豊臣政治史の研究が進みだしました。

注目されるのは、城の周りに大名屋敷をつく

り、そこに妻子を一緒に住まわせたことです。

尼崎市が所蔵する「洛中洛外図屏風」にも、

「聚楽」が描かれています。二条城も描かれて

いるので、豊臣期のものではないのですが、保

存状態が良く、他の図にはないものがいっぱい

描かれています。この図には、中立売通りを挟

んだところに、敷地の大きい区画が続いていま

す。大名屋敷です。大名屋敷地域も、この 20

年、発掘調査が進んでいます。

「聚楽城」のあたりには、いろいろな地名が

残っています。「甲斐守町」や「常陸町」「平園

町」などの地名は、全国から来た大名たちが住

んでいた証拠です。「浮田町」「中村町」「長門

町」。今はなくなりましたが、「本丸町」「多門

町」。「高台院町」は、秀吉の死後「高台院」と

名乗った「ねね」が住んでいた場所です。

秀吉であった直江兼続や上杉景勝も、京都で

妻子と暮らしました。「春日山城」や「越後」

は、税を得るだけの領地で、日常は京都に住ん

でいます。そこで、直江兼続が住んでいた上杉

景勝の屋敷を探していたら、上杉家の資料に

「一条戻橋に秀吉から屋敷をもらった」と書か

れていた。もちろん、橋に屋敷は建ちませんか

ら「一条戻橋あたり」という意味です。現在の

「堀川一条」あたりですね。

図 1を見て下さい。一条戻橋を西に入ったと

ころに、「弾正町①」があります。「弾正」とは

「弾正台」のことで、平安時代の裁判所です。

上杉景勝は「弾正少弼」の位でしたから、「上

杉弾正」と名乗っています。したがって「弾正

町」は上杉景勝邸の跡地だと思いますが、「弾

正」を名乗る人は他にもいるので、地名だけで

は決定打に欠けます。ところが、伊達正宗の家

来が書いた「京日記」に、1592 年（天正 20

年）3 月 1 日に秀吉が朝鮮出兵するさい「出発

は戻橋を景勝屋敷の前より大宮通りなり」とい
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う記述がありました。こ

の当たりの黒門通りに

「弾正町」がありますか

ら、この資料と地名の 2

つで、「弾正町」が「上

杉邸」だと確信すること

ができましたので、2009

年に石碑「聚楽城上杉景

勝屋敷跡」を建てました。

どうして石碑を建てる

のか、不思議に思われる

かのしれませんが、じつ

は、2008 年から「NHK 大河ドラマゆかりの地に

石碑を建てる」という活動を始めていたのです。

石碑を建てる時に、そこの土地を買うことはあ

りません。基本的に、無償提供してもらいます。

そのためには、私を信用してもらう必要がある。

土地の所有者から、「あなたの気持ちはわかっ

た。しかしあなたが死んだらどうなるのだ」と

言われたら返事ができないので、「京都歴史地

理同好会」という NPO 法人を立ち上げました。

法人を作った 2008 年は、大河ドラマが「篤

姫」でしたので、篤姫が 1週間だけ京都に滞在

した、伏見の薩摩屋敷に石碑を建てました。島

津家の家老・小松帯刀の屋敷跡と推定した場所

にも石碑を建てたのですが、これは間違いでし

た。後になって、小松帯刀の屋敷跡は室町鞍馬

口にあったとわかり、ここに建てました。

上杉邸の石碑を建てた後、なんと家老の直江

兼続も屋敷をもっていたことがわかりました。

同じ越後に大宝寺という大名がいます。大宝寺

の元服していない少年当主が、秀吉に仕えるた

め京都へ来たとき、「直江山城守が居宅を旅館

に命ず」と書かれた資料がみつかった。直江兼

続も屋敷を持っていた。「天地人」は直江兼続

が主役なので、屋敷跡に石碑を建てることが、

2009 年の目標になりました。

資料はこれしかなかったのですが、直江兼続

屋敷跡らしい地名が 1カ所ありました。それが

「直江町」です。堀川丸太町交差を北西に入っ

たところです。徳川時代の「京町鑑（きょうま

ちかがみ）」という観光ガイドブックに、「この

町はいつ頃か知らんが、直江何某という武勇の

人が住んでいたから、この名がついた」と書か

れています。ところが、他の説もあって、「秀

吉の婿の浮田直家の屋敷があったから」という

のもありました。しかし、浮田直家は、聚楽城

が建てられた時には死んでいたので、屋敷があ

るわけがない。

また、「京町鑑」は、1762 年（宝暦 10 年）

に書かれたものです。関ヶ原の戦いが 1600 年

ですから、162 年後で、遠い昔すぎるので使え

る話ではありません。この情報だけでは「ここ

が直江兼続の屋敷だ」と判断できない。困った

結果、「直家町」は遠い昔からずっとこの名前

なのかと思い、古い地名がわかる地図類を探し

てみました。そうしたら予想通り、「徳川町」

という名前だった。そうだとしたら、話が崩壊

します。

ところが、崩壊しなかったんです。今のとこ

ろ最古級の地図「洛中絵図」や、「聚楽城」が

書かれていた「京都図」では、「なおい町」と

書かれていました。「なおえ」ではなく「なお

い」。「直江兼続」は「なおい」の方が「なお

え」に近い。「なおい」が「なおいえ」と

「え」が足されたことがわかりました。

また、同じ頃、京都にいた中国地方の大名に

毛利元就の孫・毛利輝元がいます。毛利輝元の

家来も「毛利輝元上洛日記」という日記を書い

ていて、そこに屋敷の場所が書かれていました。

「聚楽より辰巳の方」。「辰巳」は南東方向です。

屋敷の右は備前宰相殿の館、左は越後上杉の館、

南は前野但馬守の屋敷。備前宰相殿は、秀吉の

婿の浮田秀家です。関ヶ原の戦いで石田光成と

一緒に戦った人です。左側の越後上杉の館は、

一条戻橋とは違いますから、屋敷を 2つ以上持

っていたことになります。問題は、「右」とか

「左」です。これがどこかわかればと思ったと
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き、頼るのは地名です。浮田秀家の屋敷跡とい

う伝承がある「浮田町④」という地名がありま

す。「長尾町⑥」もあります。「長尾町」は、

「長尾景勝」こと「上杉景勝」。「浮田町」と

「長尾町」の間に毛利の屋敷があった。「毛利

町」という地名はありませんが、「森中町⑤」

があることに気づきました。「毛利（もうり）」

は、もとは「森（もり）」でした。徳川初期の

「京都図」に書かれている「洛中絵図」には、

「毛利」ではなく「森」を使っています。徳川

時代のどこかで、「森」から「毛利」に変わっ

た。したがって「森中町」は「毛利屋敷」であ

ることがわかりました。これを指摘したのは、

私が最初です。確認のため、一番古い地図を見

たら、なんと「森中町」ではなく、「もりとの

中町（毛利殿町）」と、敬語がついていた。今

も、伏見の毛利屋敷跡に「毛利橋」あります。

あれも古い地図を見たら「もうりとの橋」です。

さらに、「直家町③」も、「長尾町」のすぐ南

にある。殿さまの上杉景勝の屋敷のすぐそばに、

家来の直江兼続が住んでいたのは、偶然ではな

い。伏見城の周りの武家屋敷では、徳川家康や

前田利家本人と、その息子たちは隣同士に住ん

でいたことがわかっています。東北大名の伊達

正宗と、その母や伯父、甥も隣同士です。それ

がわかったらどうするか。そうです。石碑を建

てました。

ここで問題が起きた。そこの人たちは、石碑

を建てさせてくれませんでした。石碑を建てた

い時には、一軒ごとに呼び鈴を押して、出てき

た人に「こういう者で、こういうことをしてる

んですけど、ここ貸してくれませんか」と頼み

ます。だいたいは「玄関狭いんで」とか「車に

ぶつかったら困るし」と言って断られます。私

の魅力で、その家の高齢女子に「ウン」と言わ

せたのに、帰って来たら「息子にアカンと言わ

れた」と電話かかってきたこともあります。

「長尾町」と「直家町」の間に、もう 1つ小

さいですが、「強堂町」があります。そこにあ

った風呂屋さんの

空き地が、三井パ

ーキングになって

いました。駐車場

ですから土地が広

い。ここは、即刻

OK してくれまし

た。そこで気づい

たのが、上杉邸と

直江邸の両方を刻

んで石碑を建てる

こと。「怪我の功名」です。解説版も置いてい

ます。こうやって、大河ドラマゆかりの地は、

京都だと示す努力をしています。

京都は、1100 年の間、都でした、古代、中

世、近世、あるいは明治以降の近代も含めて、

重要なポイントでした。そんな京都の重層的な

歴史を示す場所に、大河ドラマのネタだけ置く

というのはもったいないし、観光客に誤解を招

きます。石碑は四面です、一面は、いつ、誰が

建てた、お金は誰が出したと刻まないといけな

いので、残りの三面に、古代、中世、近代のも

のも含めて刻むよう心がけています。

石碑の文面にはランクがあって、間違いない

時は「跡」、研究の結果、多分そうだという時

は「推定地」、研究できてないけど、資料や図

にあって、多分そうだと思われる場合は「伝承

地」とします。一番下が「参考地」。可能性は

あるが、他にもある時は「参考地」です。解説

版も置きます。最近はカラー写真がつくように

なりました。

石碑は、全部、寄付で建てています。徳川時

代は、死んだ人の供養に石碑が建てられました。

知らない人が「ここはこういう場所だったの

か」と知ったり、旅人の道しるべになったりし

ます。人の役に立つ。仏教ではそれを「功徳

が生まれる」といいます。石碑には、先祖供養

のためとか、先祖菩提のためと刻まれているこ

とが多い。ですから、口説くときは、「寺に墓
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を造らなくても、石碑を建てたらどうですか」

と言います。それで、今まで 20 本近く建ちま

した。

鷹峯の薬園跡には、唯一、大河ドラマ関連で

はなく、文化財保護のために建てた石碑があり

ます。息子さんを早く亡くされた方で、ご主人

は薬学を研究されていたので、寄付をしてくれ

ました。「金額の上限を問わない」と言われた

ので、カラー写真入れました。

全国の大名が永住した伏見城周辺

秀吉は、伏見に城郭をつくりました。その周

りにも大名の屋敷群があります。

秀吉は、甥の秀次に関白の座を譲るのと同時

に聚楽城も譲り、伏見城に移ります。伏見城は

50 年の歴史があって、一回、場所が変わって

います。最初は「指月城」、後は「木幡城」と

言います。現在の明治天皇陵に「木幡城」があ

りました。関ヶ原の戦いの直前に石田光成らに

襲われて落城しました。

明治天皇陵は、2009 年に初めて、研究者の

立ち入りが許され、「木幡城」の立派な石垣が

残っていることがわかりました。その時は限ら

れた研究者しか入れませんでしたが、その後、

学会で改めて調査することができ、私も参加し

ました。本丸中心部には「天守台」が残ってい

ます。そのすぐ北側には、石がたくさん置かれ

ています。北東部に「松の丸」があって、そこ

にあった建物は、今、広島県福山市の「福山

城」にあります。解体修理したら、梁に「松ノ

丸ノ東やくら」の陰刻が発見されました。

秀次に関白の座を譲った跡、秀吉に、嫡子・

秀頼が誕生しました。そのため、秀次が邪魔に

なり、秀次は強制的に出家させられ、高野山青

巌寺に蟄居した後、切腹させられます。その際、

一家もことごとく処刑されます。これによって

豊臣の権威が落ちたため、秀吉は改めて権威の

立て直しをする必要に迫られました。大名には、

秀頼への絶対的な忠誠心が求められ、伏見城近

辺に屋敷替え、国に帰ることもできなくなりま

した。妻子ともども永住することが求められた

わけです。徳川時代の参勤交代は、これより規

制緩和されたものです。

こうして伏見城の周辺に全国の大名の屋敷が

造られ、武家を中心とした首都になりました。

現在の伏見区の地名には、そこに住んだ大名

に因んだと思われる名前がたくさんあります。

「毛利長野東町」「福島大輔西町」「筒井東町」。

一番は「永井久太郎町」です。これ地名ですか

らね。京都市伏見区桃山永井久太郎という住所

を見たら、知らない人は「永井久太郎」さんの

家かと思います。

図 2 は、徳川時代の後期、1800 年に書かれ

たものです。たくさん大名の名前が書いてあり

ます。「長岡越中守」は細川忠興です。「山内土

佐守」は山内一豊。「仙台中納言政宗」は、言

うまでもなく伊達政宗。大河ドラマの主人公が

集中しています。

この図は、関ヶ原の戦いから 200 年も経って

いますから、あまり信用できません。しかし、

この図を裏付ける資料が見つかりました。1625

年（寛永 2年）の「検地帳」です。そこに、政

宗屋敷」「堀久太郎屋敷」などと書かれていま

した。「検地帳」とは、年貢などを取るために、

耕地や屋敷などを調査した記録です。「上田」

「中田」「下田」「下々田」「荒畑」とランク分

けされています。「寛永 2 年」は、伏見城廃城

の直後です。伏見城が廃城し、大名屋敷が取り

壊された年から 1 年、2 年しか経っていません

から、誰が住んでいたか、まだみんな記憶して

います。その時代に書かれた地名ですから、信

憑性があります。これが現在の地名と一致すれ

ば、誰が住んでいたかがわかるわけです。

地図に書かれた地名と、考古遺物が合致した

例では、「佐竹屋敷」があります。地図に「佐

竹屋敷」と書かれた場所から、佐竹の家紋が現

れました。また、「伊達政宗屋敷跡」と思われ

京都の歴史遺産とまちおこし 13



図 2 『伏見御城郭並屋敷取之図』1880 年（寛永 12 年）、京都市蔵

る「桃山町政宗」からは、伊達家の家紋である

「竹に雀」が描かれた瓦が出てきました。こう

して、2 つの事例から、この図は信用できるこ

とになりました。

地図では、「山内一豊」と「細川忠興」の屋

敷が、道を挟んで向かいに建っています。山内

一豊とその妻を描いた、2006 年の大河ドラマ

「功名が辻」で、一豊の弟・泰豊が細川ガラシ

ャに横恋慕し、屋敷から見つめるシーンがあり

ます。そのシーンは、この地図で立証できます。

脚本家に会ったら、言ってあげようと思ってい

るのですが、未だに会えていません。学術研究

の成果とあのドラマは、見事に一致しました。

この地図に書かれている場所は、全国の大名

の名前が、今も生きている唯一の場所です。こ

れだけ、大河ドラマの主役級の名前が揃ってい

るのは、日本広しと言えども、ここだけです。

ところが、碑は「仙台中納言政宗邸」の一カ

所を除いて、まったく建っていません。海宝寺

の境内に、「伊達政宗邸」の解説板があるだけ

です。それをよく見ると、建立者は、京都市で

はなく、仙台市です。仙台市が、自分のところ

のお殿さまの屋敷だった場所だと解説している。

これにヒントを得て、屋敷があったと分かっ

ている大名の、都道府県知事に対して、「あな

たのところのお殿さまの、伏見時代の屋敷地が、

誰にも知らされずに放置されていますよ。惜し

いと思いませんか。仙台市はすでに碑を建立し

ていますよ」と、写真を入れて手紙を送りまし

た。全部じゃなくてもいい。1 割でも応じてく

れたらと思っています。

また、伏見区長にも、「“伏見”という場所に
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は、全国に誇れる地名がある。“伏見”をタダ

で宣伝する方策がある」と、2 代にわたって言

ってきたのですが、「おもろいね」と言うだけ

で、受け流されています。もう一回、行こうか

と思ったら、また区長さん替わっていました。

2年ごとに替わるんですね。

いつも京都は、大河ドラマの舞台地

このように、京都の、大河ドラマにまつわる

場所に、毎年、石碑を建てています。ただし学

術的研究や調査したうえです。まだ確定できな

いと判断したときは、それを解説板に書きます。

大河ドラマの「龍馬伝」では、龍馬の屋敷跡

の石碑を、三十三間堂の横に建てました。「平

清盛」の時には、住んでいた六波羅とか西八条

には碑が建っていますので、死んだ屋敷跡に建

てました。新島 襄の妻を主人公にした「八重

の桜」では、八重の兄で、明治初期、京都府の

幹部だった山本覚馬の屋敷が、京都市役所の真

ん前にあります。今はそこが道路になっている

ので、すぐ横の「スギ薬局」の前に建てさせて

もらいました。

京都は、1100 年の間、ずっと首都でした。

桓武天皇から明治天皇までの間、日本の著名な

人で、来ていない人はいません。辻という辻は、

全部「史跡」です。つまり、京都は、全部「史

跡」なのです。

大河ドラマは、いつも京都が舞台地です。こ

れからも、地域の観光資源を放置することなく、

見つけていきたいと思います。
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