
問題1

今回の検定テーマは「家康公の平和外交 ～世界
だいこうかい

との出会い、日本の大航海時代～」です。家康公
が生まれた時代、世界では大航海時代が始まって

で き ごと

いました。この大航海時代の大きな出来事として
知られるのは、アメリカ大陸の発見ですが、この

たんけん か だれ

新大陸を発見した探検家は誰だったでしょうか？

⑴ ヴァスコ・ダ・ガマ ⑵ ジェームズ・クック
⑶ コロンブス ⑷ マゼラン

解説 イタリア人のコロンブスは、若い頃から
とうほうけんぶんろく

マルコ・ポーロの「東方見聞録」などを読み、
こう ろ

大西洋航路を西に進めば中国、日本などに到達でき
ると考えていました。当初はポルトガルの国王に航

せいがん

海の請願をしましたが認められず、後にスペインの
イザベル女王から許可を得て、1492年サンタマリア
号など3隻の船でパロス港（スペ
イン）を出港、キューバ島やハイ
チ島などのバハマ諸島にたどり着
いたのです。コロンブスはこれら
の地域をアジアと判断し女王にも
報告をしました。ここからスペイ
ンによる植民地計画が始まり、後
に日本に影響を及ぼすようにも
なったのです。

問題2

１４９２年、アメリカ大陸を発見した前問の探検家は、
そのとき、発見した土地はアジアの一部だと思い
ちが

違いをしていました。アジアのどこだと思われて
いたのでしょうか？

⑴ インド ⑵ 中国
⑶ 日本 ⑷ ペルシャ

解説 コロンブスは、発見した地はアジアの一
部であると思い込み、サンタマリア号に乗

船させて連れ帰った現地民を「インディオ」と呼んで
いたことが記録に残されています。つまりインドに
到達したと判断したのです。以後、ドミニカやジャ

にゅうしょく

マイカなどにも到達し、盛んに入植活動が行われま
そうぐう

したが、原住民たちの反乱にも遭遇し、最終的には
ひ なん

スペイン本国からも非難されてしまう結果となりま
した。このコロンブスの発見により、この海域（中
部アメリカ、
カリブ海周
辺）の諸島を
「西インド諸
島」と呼んで
いるのです。

コロンブスの像
（ジェノバ／イタリア） コロンブスルート（１６世紀）

解答… ⑶ 解答… ⑴

「家康公検定 ２０２２」 「家康公検定 ２０２２」
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問題3

大航海時代が始まる以前の１３世紀末、アジア旅行
とうほうけんぶんろく

記「東方見聞録」の中で、日本はどんな国として
ヨーロッパの人々に紹介されたでしょうか？

おうごん

⑴ 黄金の国 ⑵ 武士の国
⑶ 不老長寿の国 ⑷ 楽園の国

解説 ベネチアの商人マルコ・ポーロの東方旅
行（１２７１～９５）の体験談を、作家であったル

あらわ

スティケロが旅行記として著したのが「東方見聞録」
です。マルコ・ポーロは、小アジア、イランなどか

ちょうあん せいあん

ら長安（西安）を経て中国北辺を横断し、モンゴルで
えっけん げんちょう

フビライ・ハンに謁見してそのまま元朝に仕えまし
た。「東方見聞録」には旅行地域（中国やアジア諸国）
の風俗、慣習のほかに、日本をジパングの名称で「黄
金の国」として初めてヨー
ロッパに紹介しました。

あこが

ヨーロッパの人々が憧れる
「黄金の国」ジパング。日本
への航路を発見することは、
コロンブスの航海の大きな
目的のひとつであり、結果
としてアメリカの発見につ
ながったと考えられていま
す。

問題4
ちょしゃ

前問の「東方見聞録」の著者は誰でしょうか？

⑴ コペルニクス
さんぞうほう し

⑵ 三蔵法師
⑶ マルコ・ポーロ
⑷ レオナルド・ダ・ヴィンチ

解説 マルコ・ポーロは「東方見聞録」の中で日
本を「黄金の国」として紹介しました。しか

し、実はマルコ・ポーロ自身は日本を訪れていませ
ばくだい

ん。「東方見聞録」には、日本について「莫大な金を
産出し、宮殿（寺院）や民家は黄金でできているなど

あふ

財宝に溢れている」といった記述がありますが、こ
れは中国の役人から聞いた話をもとにした内容です。
ちゅうそん じ こんじきどう だいかいしゃく

中尊寺金色堂の話が拡大解釈されたのではないかと
さいくつ

いうことや、岩手県あたりで金が採掘されていたこ
さ きん

と、また中国への使節が砂金を献上していたことな
どがその理由
と考えられて
います。

マルコ・ポーロの肖像画
出典：ウィキメディア・コモンズ、

フリーメディアリポジトリより 中尊寺金色堂（岩手県平泉町）

解答… ⑴ 解答… ⑶

「家康公検定 ２０２２」 「家康公検定 ２０２２」
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問題5

家康公が生まれ育った戦国時代。一般的に戦国時
代の始まりとされる、１４６７年に起こった戦いは何
でしょうか？

おうにん じょうきゅう へん

⑴ 応仁の乱 ⑵ 承久の変
たいらのまさかど

⑶ 平将門の乱 ⑷ 南北朝の争乱

けん い

解説 「戦国時代」と呼ばれるのは、幕府の権威
しっつい

が失墜し、全国の大名や在地の武士たちが、
うば かくとく

土地の奪い合いや利権の獲得のために争いを繰り返
した時代を意味しています。一般的には、応仁元年

ぼっぱつ

（１４６７）に京都で勃発した「応仁の乱」から始まり、慶
長5年（１６００）の「関ヶ原の戦い」まで、あるいは慶長
8年（１６０３）の「江戸幕府開府」までの説の他、家康公

げん な えん ぶ

が平和社会の到来を告げる「元和偃武」を宣言した、
げん な

元和元年（１６１５）までの１４９年間を指す説など諸説が
てんぶん まん

あります。家康公は天文１１年（１５４２）、戦国時代の真
なか

中に生まれ、その
しょうがい

生涯は戦国乱世の
きび

中で戦い続けた厳
しいものでした。

問題6

特に戦国時代にみられるようになった、この時代
とくちょう ふうちょう

の特徴的な社会風潮とは何でしょうか？
げ こくじょう ひとじち

⑴ 下剋上 ⑵ 人質制度
じゅん し う

⑶ 殉死 ⑷ 無礼討ち

しん い

解説 「下極（剋）上の基、神威を失うべきノ条、
もっ ほか し だい

以ての外の次第なり」
もんぜき

応仁の乱勃発の最中、興福寺大乗院門跡が自衛す
や ま と ふ る ごう なげ のこ

る大和布留郷の民の動きを嘆いて遺した記録です。
いっ

税に苦しむ農民などが荘園領主に対して起こした一
き

揆のことを表しているのでしょう。下剋上という言
葉が記されていますが、地位の下の者が上の者をし
のぎ、あるいはとって
代わることを意味する
語として登場してきま
す。このような動きを
「もっての外」のことと
して嘆いているのです。
戦国時代はこれまでの
ちつじょ は かい

秩序を破壊するもので
したが、同時に身分の

こわ

上下をも打ち壊す大き
な社会変革でもあった
のです。

下剋上の申し子「斎藤道三」像
（常在寺／岐阜市）

出典：ウィキメディア・コモンズ、
フリーメディアリポジトリより応仁の乱勃発地碑（京都市上京区）

解答… ⑴ 解答… ⑴

「家康公検定 ２０２２」 「家康公検定 ２０２２」
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問題7
さき が

世界に先駆け大航海時代をリードする2つの国は、
じょうやく

１４９４年、「トリデシリャス条約」を結び大西洋で世
ぶんかつ しょくみん ち きょうかいせん

界を東西に二分割する植民地境界線を定めました。
この2つの国とは、どことどこでしょうか？

⑴ イギリスとオランダ ⑵ イギリスとスペイン
⑶ オランダとポルトガル ⑷ スペインとポルトガル

解説 １４９４年6月、スペインのトルデシリャス
でスペインとポルトガル間に結ばれた海外

領土の分割条約をトルデシリャス条約と呼んでいま
きょうこう

す。この条約により、１４９３年にローマ教皇アレクサ
し ご せん

ンデル6世の定めた子午線による植民地分界線は西
方へ移動し、１５００年、ポルトガルの航海者カブラル

こんきょ

の到達したブラジルをポルトガル領とする根拠と
なったのです。１５２９年には新たにサラゴサ条約とし
て改訂され、境界線の適用は大西洋に限るとされま
したが、これによりポルトガルのアジアにおける優
位が決定的となりました。ただ１６世紀後半以降、イ
ギリス、フランス、オ

たいとう

ランダなどが台頭し、
イベリア半島の両国が

か

制海権を失っていく過
てい

程で有名無実化して
いったのです。

問題8
なんたん

１４９８年、大西洋を南下し、アフリカの南端を回り
とうたつ こう ろ

インドに到達するインド航路を発見したポルトガ
ルの探検家は誰でしょうか？

⑴ ヴァスコ・ダ・ガマ ⑵ ジェームズ・クック
⑶ コロンブス ⑷ マゼラン

解説 ヴァスコ・ダ・ガマはポルトガルの航海
者です。下級貴族の子としてポルトガル南

部のシネスで生まれました。１４９７年インドに向かう
き ぼう

ポルトガル船隊の司令官となり、南アフリカの喜望
ほう けい ゆ

峰を経由してモザンビークに到達、そこでアラブ人
やと

の案内人を雇い、翌年インドのカリカットに到達し
ました。その結果、ポルトガルはカリカットを通じ
こうしんりょう

て香辛料や綿などを入手でき
るようになり、大きな利益を
生んだのです。１５０２年にもふ
たたび司令官となってインド
に赴きましたが、これはポル
トガルの進出を恐れたイスラ
ム商人たちの抵抗を抑えるた
めでした。晩年もインドに副
王として赴きますが、その地
で病死しています。 ヴァスコ・ダ・ガマ肖像画

（アンティガ国立美術館蔵／ポルトガル）
出典：ウィキメディア・コモンズ、

フリーメディアリポジトリより
カンティーノ地図ポルトガル領

（１６世紀初頭）

解答… ⑷ 解答… ⑴

「家康公検定 ２０２２」 「家康公検定 ２０２２」
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問題9
みん

１４世紀後半から１６世紀前半にかけて、明（中国）が
かいきんせいさく あやま

行っていた「海禁政策」で誤っている説明はどれで
しょうか？

かいぞく し ちつじょ

⑴ 海賊を取り締まり、海上秩序を回復することを目的とした。
こうえき

⑵ 民間商船の海外渡航や交易を禁止した。
さくほう ちょうこうせん きょ か

⑶ 冊封関係を持つ諸国の国王からの朝貢船との交易は許可した。
⑷ 海外との全ての交易を固く禁止した。

解説 海禁とは、海上の交通や貿易などに制限
を加えることを表しています。国内の治安

ふんそう さ

を保ち、密貿易を取り締まり、外国との紛争を避け
るのを目的としていました。中国では、4世紀以来、
何度か海禁政策がとられてきましたが、制度として
完成したのは明王朝初期のことと考えられています。

たい そ しゅげんしょう

明の太祖 朱元璋は１３７１年、
わ こう ぼうぎょさく げ かいつう

倭寇の防御策として「下海通
ばん

蕃」（外国との交易や渡海）の
みつぎぶね

禁令を出し、貢船（明王朝へ
せきさい

の献上船）とその積載する貨
物の交易は許すが、民間の商
船には認めないことにしまし
た。この禁令は厳しく実施さ

や

れましたが、密貿易が止むこ
とはありませんでした。

問題10
たいえい まつだいらきよやす

大永4年（１５２４）、家康公の祖父にあたる松平清康
ほんきょ うつ

は本拠を岡崎に移しました。岡崎に移る前に本拠
としていたのはどこだったでしょうか？

あんじょうじょう いわ づ

⑴ 安城城 ⑵ 岩津城
お ぎゅう かり や

⑶ 大給城 ⑷ 刈谷城

かんしょう

解説 岩津を本拠としていた松平信光は、寛正
ぬか た ごおり ちんあつ

6年（１４６５）に起きた額田郡一揆を鎮圧して
以降、西三河を中心とする支配権を拡大しました。
さらに、安城・岡崎への進出を果たし、安城城を四
ちかただ ながただ

男親忠に与えます。親忠の子・長忠は、今川氏と伊
えいしょう しりぞ

勢氏の岡崎攻略（永正三河の大乱）を退けると、松平
そう け

一族の実権は安城家に移り、以来、安城家が宗家と
しての地位を認められるようになりました。孫にあ

きよやす

たる清康は、大永4年（１５２４）岡崎の山中城を攻めこ
かんらく

れを陥落させると（※大永6年説あり）、本拠地を安
城から岡崎に移します。後に現岡崎城の位置に本拠
を移し、家康公もここで生まれることになるのです。

こんりゅう

清康が建立した大樹寺の
た ほうとう せ ら た

多宝塔心柱には「世良田
次郎三郎清康 安城四代
岡崎殿」と記されていま
す。明の太祖「朱元璋」肖像画

（故宮博物館蔵／台湾）
出典：ウィキメディア・コモンズ、

フリーメディアリポジトリより 安城城址（安城市）

解答… ⑷ 解答… ⑴

「家康公検定 ２０２２」 「家康公検定 ２０２２」

14 15



問題11
じょうやく

第7問の「トリデシリャス条約」を結んだ2つの国
は、大西洋を西と東に進んだ結果、地球の反対側
のアジアで出会うことになり、１５２９年、日本の東
部を南北に走るもう一つの境界線を定めました。

りょうゆうけん

これにより、基本的にアジアの領有権を得たのは
どの国でしょうか？

⑴ イギリス ⑵ オランダ
⑶ スペイン ⑷ ポルトガル

解説 ヴァスコ・ダ・ガマが「キリスト教の布
ていしょう

教と香料」を提唱して以来、アジアにはき
わめて活発な地域間の交易が成立していました。し

ていけつ

かしサラゴサ条約の締結により優位に立ったポルト
ガルは、圧倒的な火器の使用により、イスラム教徒

はい

などの抵抗を廃しつつアジア市場に割り込むことに
なったのです。インド洋西部に進出したポルトガル
人は、１６世紀初頭のうちにインド西海岸のゴアなど
を占領しました。またマラッカ海峡を制圧後はマカ
オ（中国）を拠点に
中国や日本の交易
も活発に行うよう
になったのです。

問題12
きょうこう

ローマ教皇が二つの国に世界を二分割する許可を
じょうけん

与えた最大の条件とは何だったでしょうか？
しんりょう ど ふ きょう

⑴ 新領土でのキリスト教の布教
い きょう と ぼくめつ

⑵ 異教徒の撲滅
かくとく き ふ

⑶ 新領土獲得で得た利益の教会への寄付
⑷ 世界の様々な出来事や産物、風習等の記録と
報告

解説 スペインとポルトガルの二国間の植民地
しょうとつ

における衝突を避けるために、ローマ教皇
ちゅうさい

の仲裁を受けながら定められたのがトルデシリャス
条約でした。この基本となった世界分割ラインが「教
皇子午線」と呼ばれるものです。このラインに納得
しなかった両国が協議を重ね
てトリデシリャス条約が締結
されました。その際、ローマ
教皇が両国に求めたのは、新
開地におけるキリスト教の布
教でした。これには、急成長
する反カトリック（＝プロテ
スタント）勢力の活動にロー
マ教会が危機感を抱いていた
という背景がありました。

プロテスタントが誕生した宗教改革の中心人物
マルティン・ルター肖像画

（ウフィツィ美術館蔵／イタリア）
出典：ウィキメディア・コモンズ、

フリーメディアリポジトリよりインドのゴアに残る教会群（ゴア州）

解答… ⑷ 解答… ⑴

「家康公検定 ２０２２」 「家康公検定 ２０２２」
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問題13
てんぶん たんじょう

天文１１年（１５４２）、家康公誕生。家康公は松平家の
何代目の当主として誕生したでしょうか？

⑴ 3代 ⑵ 6代
⑶ 9代 ⑷12代

ちかうじ

解説 松平宗家は初代親氏から始まり、家康公
で九代目とされています。岡崎市の大樹寺

には松平八代の墓に加えて家康公の墓が建てられて
いますが、もともとの「松平廟」にはありませんでし
た。これは家康公の時代から徳川姓に代わったとい
う事情も考えられます。また松平宗家というのは、

ちゃく し こうけい

常に嫡子が相続したわけではなく、当主が後継を決
めたり、一族の中から有力な者が認められて相続し

やすちか

て行きました。例えば、二代泰親は親氏の子ではな
ちかただ

く弟であったと考えられています。また、四代親忠
は初めから当主であったのではなく、あくまでも岩
津松平家が宗家
であって、安城
の二代目に当た
る長忠が宗家に
なった時点で四
代目として位置
付けられたとも
考えられます。

問題14
お だい

家康公の母、於大の父は誰でしょうか？
あ すけじょうしゅ すず き しげまさ

⑴ 足助城主 鈴木重政
しょばた お だ のぶひで

⑵ 勝幡城主 織田信秀
みず の ただまさ

⑶ 刈谷城主 水野忠政
た はら と だ やすみつ

⑷ 田原城主 戸田康光

解説 刈谷城主の水野忠政は、当初は尾張国の
お がわ

緒川城（愛知県東浦町）を拠点に、知多半島
北部をその支配下に置いていました。天文2年
（１５３３）には、三河国刈谷に新城（刈谷城）を築き本拠
地を移したと考えられています。つまり、領地拡大
の過程で尾張と三河をまたぐ領主となったのです。
そのため、織田信秀の西三河進攻に協力しつつも、

ひろただ

他方では岡崎城主 松平広忠や、形原城主 松平家
とつ

広などに娘を嫁がせることによって、領土の保全を
図っていたのでしょう。もともと、水野家と松平家
にはこれまでにも
いんせき

姻戚関係があり、
於大の結婚が政略
的なものであった
ことは取り立てて
珍しいことではあ
りませんでした。

松平八代の墓（大樹寺／岡崎市）
けんこん

水野忠政（右）像（乾坤院／東浦町）左は忠善

解答… ⑶ 解答… ⑶

「家康公検定 ２０２２」 「家康公検定 ２０２２」
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問題15
たね が しま

家康公が生まれた翌年、海外から日本の種子島に
初めてもたらされたものは次のうちどれでしょう
か？

ひ なわじゅう ぶっきょう

⑴ 火縄銃 ⑵ 仏教
も めん ら しんばん

⑶ 木綿 ⑷ 羅針盤

解説 家康公が生まれた翌年の天文１２年（１５４３）、
種子島に火縄銃がもたらされました。さら

にこの数年後には、キリスト教の布教が日本でも開
始されているように、家康公の生涯は、西洋と日本
が初めて出会った時期に、ほぼそのまま重なります。
特に家康公の後半生に
おいて、貿易とキリス
ト教への対応は大きな
課題でした。国内での
合戦に注目されがちな

じ せき

家康公の事蹟ですが、
２６５年におよぶ「徳川の
平和」創出を考える上
で、外交政策も欠かす
ことができない重要な
功績と言えるでしょう。

問題16

天文１８年（１５４９）、日本にキリスト教を伝えたとさ
せんきょう し

れる宣教師 フランシスコ・ザビエルが上陸した
地はどこでしょうか？

か ご しま せんだい

⑴ 鹿児島 ⑵ 仙台
つしま ひら ど

⑶ 対馬 ⑷ 平戸

解説 フランシスコ・ザビエルは天文１８年
（１５４９）8月に鹿児島に上陸しました。ザビ
しょかん

エルの書簡によれば、「風により日本の他の港に寄
ることができず、聖信のパウロ（日本人ヤジロウの
洗礼名）の郷里である鹿児島にやって来ました。こ

しんせき

こで私たちは彼の親戚や親戚でない人たちすべてよ
かんげい

り、心からの歓迎を受けました」と、ザビエル一行
かんたい

が歓待された様子が記されています。後に領主であ
しま づ たかひさ えっけん

る島津貴久にも謁見し、ポルトガル人の品の高さを
しょうさん

称賛されると、「日本人が数ある民族の中でも最も
優秀であり理性的
である」と感想を
述べたとあります。
こうしてキリスト
教が受け入れられ、
この後、九州一円
に信者が拡大して
いったのです。

びょう ぶ

長篠合戦図屏風（摸本、部分）
出典：ColBase国立博物館所蔵品

統合検索システム ザビエル上陸記念碑（鹿児島市）

解答… ⑴ 解答… ⑴

「家康公検定 ２０２２」 「家康公検定 ２０２２」
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問題17
おとず ぞく

日本に訪れたフランシスコ・ザビエルが属していた
イエズス会とは、どのような会だったでしょうか？

しゅうどうかい

⑴ カトリック（旧教）教会に属する男子の修道会
⑵ カトリック（旧教）教会の日本支部

ふくいん は

⑶ プロテスタント（新教）教会の中で福音派と呼ばれる会派
きょくとう

⑷ プロテスタント（新教）教会の極東部会

解説 １６世紀にイグナティウス・デ・ロヨラに
よって創立された、カトリック教会に属す

る男子修道会をイエズス会と呼んでいます。日本で
や そ

は耶蘇会とも呼ばれていました。もともとイエズス
会はプロテスタント主義の考え方に反対するために
創立されたのではありませんでしたが、その当時起
きていたルターやカルビンの宗教改革に対して、カ

たたか

トリック復興のために教会の最前線で闘ったのです。
このため、１６～１７世紀のヨーロッパの大部分がカト
リック信仰にとどまることになりました。また、当
時新しく発見された東洋やアメリカ大陸にもキリス
ト教を布教するために
こうけん

貢献したのです。ザビ
エルはロヨラの仲間で

けんしんてき

もあり、献身的な布教
活動を行ったと伝えら
れます。

問題18
でんらい

日本にキリスト教が伝来した天文１８年（１５４９）、8
たけ ち よ ようみょう

歳の竹千代（家康公の幼名）に起こった出来事は何
だったでしょうか？

り えん

⑴ 母の於大が離縁され生き別れとなった。
ひろただ ま き ひめ さいこん ままはは

⑵ 父 広忠が戸田康光の娘 真喜姫と再婚し継母を迎えた。
ひとじち

⑶ 今川家に人質に出されるはずが織田家の人質となった。
⑷ 人質交換により、織田家の人質から今川家の人質となった。

解説 家康公の父である松平広忠について、定
説では「天文6年に岡崎城主になってのち
ぼっ

同１８年に没するまでの間ずっと岡崎城主としての地
位を保ち続けた」ということになっています。しか

うば ぞく

し近年では「岡崎城は織田信秀に奪われ織田方に属
きょうぼう

していた」「織田と今川が共謀して岡崎を攻めた」
等々、様々な論説が存在しています。竹千代の人質
こうかん

交換が行われたのは天文１８年（１５４９）であり、織田方
すん ぷ

から今川義元の駿府に移されたのは確かです。ただ
しこの件についても
「人質」ではなく、あ
くまでも「保護」「客
人」扱いであったと
する見方もあります。

イエズス会修道士たち（黒服）
灰服はフランシスコ会（南蛮屏風より抜粋） 広忠廟（松応寺／岡崎市）

解答… ⑴ 解答… ⑷

「家康公検定 ２０２２」 「家康公検定 ２０２２」
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問題19
がんたん か しん ねん が

天文２０年（１５５１）元旦、今川の家臣たちが年賀のた
やかた れつ ざ さい

め今川館に列座しているなかで、１０歳の竹千代が
えんさき おどろ

座を立って縁先に行き、一同が驚く行動をしたと
伝わりますが、何をしたのでしょうか？

にわ しょうべん

⑴ 庭に小便をした ⑵ 酒を飲みほした
たか はな

⑶ 鷹を庭に放った ⑷ 池に飛び込んだ

解説 駿府に送られた竹千代の生活については、
江戸時代に記された伝承話がほとんどです。

とうしょうぐう ご じっ き

「東照宮御実記」によれば、「（太守義元の御前の中に
座る竹千代を見て誰かが）いかなる人の子ならんと

まご

いふに 松平淸康が孫なりといふ者あれど信ずる者
そのとき み ざ たた

なし 其時君御座をたち縁先に立せられ なにげなく
べんてき たま じ じゃく しゅう そ

便溺し給ふに 自若として羞怎のさま おはしまさ
ず」と記されています。重臣たちの中でも気後れす

たいぜん

ることなく、泰然自若としていた様子が描かれてい
ます。同様の伝承話としては、側近

も ず たか

の鳥居元忠に「百舌鳥を鷹のように
しつ

躾けよ」という無理難題を命じ、で
のきさき あし げ

きなかった元忠を軒先から足蹴にし
て突き落としたというものもあり、
くったく わんぱく

「屈託ない、腕白で元気な少年」（「徳
けんせい

川家康と其周囲」柴田顕正）という姿
が浮かび上がってきます。

問題20
こう じ すん ぷ せんげん げんぷく ぎ しき

弘治元年（１５５５）、駿府の浅間神社で元服の儀式を
よしもと たまわ

行った竹千代は、今川義元から元の一字を賜り、
な の

なんと名乗ったでしょうか？
もとただ もとちか

⑴ 元忠 ⑵ 元親
もとのぶ もとやす

⑶ 元信 ⑷ 元康

解説 幼名から改名した最初の名は「元信」です。
か かん

これは加冠親でもあった今川義元の一字を
賜ったものです。正しくは松平当主の通称でもあっ
た「次郎三郎」を付け、次郎三郎元信と名乗りました。

ういじん くらんどのすけ

１７歳での初陣時には「蔵人佐元康」と名乗っており、
尊敬する祖父 清康の一字に変えたとされています。

そう そ ふ

私称ですが「蔵人佐」を官職名としたのは、曾祖父で
ある松平信忠が「蔵人佐」を名乗っており、そこから
取ったのではないかと推測
されています。父の広忠も
祖父の清康も官職名がな
かったからです。これは義
元による計らいであること
が考えられ、人質としての
扱いではなかったのではな
いかと考える一つの理由で
す。ぎみ

竹千代君像
（JR静岡駅前）

元服の際、義元から贈られた腹巻
（静岡浅間神社蔵／静岡市）

解答… ⑴ 解答… ⑶

「家康公検定 ２０２２」 「家康公検定 ２０２２」
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問題21
えいろく せんぽう お わり

永禄3年（１５６０）、今川軍の先鋒として尾張 大高
ひょうろう おけはざ ま

城の兵糧入れに成功した家康公ですが、桶狭間に
たいきゃく ぼ

て今川義元が戦死。家康公が退却した松平家の菩
だい じ

提寺はどこでしょうか？
だいじゅ じ ほうぞう

⑴ 大樹寺 ⑵ 法蔵寺
みょうげん りゅうかいいん

⑶ 妙源寺 ⑷ 龍海院

解説 大樹寺は松平宗家の菩提寺であり、松平
びょう

廟には歴代当主の墓が並んでいます。桶狭
うちじに きゅう ち

間の合戦で義元が討死をし、大高城で窮地に立たさ
れた元康（後の家康公）は、そこからの脱出を図りま
した。当初は岡崎城に入る予定であったのを、その
時点ではまだ今川氏の重臣が城に残っており、逃げ
帰っていくことができなかったと伝えられています。
元康一行は矢作川を渡り、菩提寺である大樹寺に逃
げ込んだのです。当時の大樹寺は数百人の学僧が学

たっちゅう

ぶ大寺院であり、広い境内地に十以上の塔頭寺院が
建ち並んでいました。元康はここで保護され、一命
を取り止めたのです。

おん り え ど

その際に「厭離穢土、
ごん ぐ じょう ど

欣求浄土」の法語を教
はた ざ

えられ、自分の旗差し
にしたと伝えられてい
ます。

問題22
いっこういっ

永禄6年（１５６３）、家臣団を二分する「三河一向一
き

揆」が起こりました。当時、一向宗と呼ばれたの
は、仏教のどの宗派でしょうか？

じょう ど しんしゅう てんだい

⑴ 浄土真宗 ⑵ 天台宗
にちれん りんざい

⑶ 日蓮宗 ⑷ 臨済宗

解説 西三河の地域には浄土真宗の寺院が多い
しん

ことに気がつきます。これは鎌倉初期に親
らん や はぎ

鸞の高弟が矢作（岡崎市）の地で念仏説法を行い、そ
いく

れが多くの人々に受け入れられて幾つかの道場が開
かれたことに起因しています。その高弟たちは親鸞

しもつけ せんじゅ じ

が開いた下野（栃木県）の高田専修寺からやってきま
したので、真宗高田派の寺院が多く開かれました。

れんにょ へきなん

しかし応仁元年（１４６７）、蓮如が大浜（現碧南市）に上
陸し、道場（応仁寺）を開いて一向専修念仏説法を行

またた

うと、その教えは瞬く間に西三河一円に広がり、高
田派から本願寺派に改宗する寺院が増大しました。
一揆の中心となったのはその本願寺派寺院だったの
です。「一向宗」という呼
称は、領主などに反抗す

や ゆ

る本願寺派を揶揄して呼
んだもので、内部では決
して使用していなかった
とされています。大樹寺三門（岡崎市） 応仁寺（碧南市）

解答… ⑴ 解答… ⑴

「家康公検定 ２０２２」 「家康公検定 ２０２２」
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問題23

フランシスコ・ザビエルと同じイエズス会の宣教
せっきん

師 ルイス・フロイスが特に接近した、有力な戦
だいみょう

国大名は誰だったでしょうか？
うえすぎけんしん お だ のぶなが

⑴ 上杉謙信 ⑵ 織田信長
たけ だ しんげん とくがわいえやす

⑶ 武田信玄 ⑷ 徳川家康

解説 ルイス・フロイスはザビエルと同じカト
リック教会イエズス会の宣教師です。永禄

ひ ぜんのくに

6年（１５６３）、３１歳で肥前国の横瀬浦（当時大村領、
さいかい

現在の長崎県西海市）に上陸し、念願だった日本で
の布教活動を開始しました。翌永禄7年に京都入り
を果たしたフロイスは永禄１２年（１５６９）、二条城の建

えっけん

築現場で初めて信長に謁見します。「背は中くらい
で、家臣に恐れられていた」という記録が残されて
いますが、以来、フロイスは信長の信頼を得、いく
つかの教会の建造を許可されました。信長にとって
宣教師であるフロイス
は異教徒という存在の
前に、海外の事情や珍
しい文物をもたらして

き ちょう

くれる貴重な礼儀正し
い外国人としての存在
だったのでしょう。

問題24
しょうさい しる

当時の日本の政情などを詳細に記した「日本史」を
あらわ

著し、本国に送っていた宣教師は誰でしょうか？

⑴ アレッサンドロ・ヴァリニャーノ
⑵ ジェロニモ・デ・ジェズス
⑶ フランシスコ・ザビエル
⑷ ルイス・フロイス

解説 信長と親しく通じたフロイスは、１８回も
謁見したという記録が残されています。そ

ぎ ふ あ づ ち

の間、岐阜や安土の様子などを本国に送っており、
大変興味深く読まれたと伝えられています。信長の
死後、フロイスは日本での布教活動の歴史と記録を

しっぴつ

残すよう命じられ、「日本史」の執筆にとりかかりま
した。その内容は、日本の国の現状から諸地域の風
土や習慣まで詳細に記され、信長や秀吉、その他関
わった武将たちの様子なども年代順に著されていま

こちょう ご か い

す。内容は誇張や誤解なども
散見されますが、地名の読み
方や人名の読み方なども含め、
貴重な史料として位置付けら
れています。

ルイス・フロイス像
（長崎県西海市）

宣教師の描いた信長
（三宝寺／天童市）

解答… ⑵ 解答… ⑷

「家康公検定 ２０２２」 「家康公検定 ２０２２」
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問題25
か て い いくにん

日本国内にキリスト教が広まる過程で、幾人かの
キリシタン大名が誕生しました。次のなかで、キ
リシタン大名でないのは誰でしょうか？

ありまはるのぶ おおむらすみただ

⑴ 有馬晴信 ⑵ 大村純忠
たかやまう こ ん ほそかわただおき

⑶ 高山右近 ⑷ 細川忠興

解説 ザビエルが鹿児島に上陸し、領主の島津
氏から受け入れられたことで、キリスト教

は当然のことながら九州を中心に広がりを見せまし
ひ ぜんのくに みずか

た。特に肥前国の大村純忠は自らが洗礼を受けキリ
スト教信者になったのですが、このような大名を特
にキリシタン大名と呼んでいます。キリシタン大名

ぶん ご おおとも

としては他に同じ肥前国の有馬晴信、豊後国の大友
そうりん

宗麟などが有名です。また
こ にしゆきなが が もう

高山右近や小西行長、蒲生
うじさと き ない

氏郷など畿内でもキリシタ
ン大名が増えて行きました。
細川忠興については妻のガ

けいけん

ラシャ夫人が敬虔なキリシ
タンとして有名ですが、本
人はキリシタンではありま
せん。

問題26
きょてん

アジアに進出し、１５１０年にインドのゴアに拠点を
置いたポルトガルは、さらに東アジアに進出し、

きょてん

１５５７年、中国に新たな拠点を置きました。その地
はどこでしょうか？

ペキン ホンコン

⑴ 北京 ⑵ 香港
ナンキン マ カ オ

⑶ 南京 ⑷ 澳門

解説 ポルトガルの東南アジア進出については、
ようしょう

１５１１年には東南アジア交易圏の要衝マラッ
カを占領して、インドネシア東部のモルッカ諸島（別
名「香料諸島」）との交易を開始しています。この地

しょうとつ

域でスペインとの衝突が発生しサラゴサ条約が結ば
れたのです。その後はマカオを拠点として、中国や
日本との交易も行いました。ただ、ポルトガルの貿
易は、基本的には国営の企業が行っており、いわゆ
る植民地、領域の支配というよりは、貿易拠点の確
保が彼らの方針でした。したがって、アジアの内部、
ことにインド内陸
部の交易などは、
彼らの手中には入
らず、ゴアやマカ
オなどの拠点活動
が中心となって行
われたのです。

ガラシャ夫人壁画
（玉造教会／大阪市） マカオ歴史地区（中国）

解答… ⑷ 解答… ⑷

「家康公検定 ２０２２」 「家康公検定 ２０２２」
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問題27

１６世紀、アジアに進出したスペインが拠点とした
地はどこでしょうか？

⑴ アユタヤ ⑵ シンガポール
⑶ パタニ ⑷ マニラ

解説 トリデシリャス条約により、スペインの
アジア進出はポルトガルから大きく後れを

取ることになりました。後にサラゴサ条約が結ばれ
ると、ラインから大きく西に入ったフィリピンにつ
いては、1521年のマゼランのフィリピン発見以来、
スペインによる植民地化が進められていたこともあ
り、スペインの進出が認められたのです。これは資
源としての魅力に乏しく、ポルトガルもあまり興味
を示していなかったということも要因と考えられて
います。スペインによる
マニラを首都とする整備
が進むと、そこを中継拠
点とした中国との交易が
盛んになりました。スペ
イン領メキシコとマニラ
を結ぶ大型の交易船はガ
レオン船と呼ばれ、スペ
インに大きな利益をもた
らすことになったのです。

問題28
とおとうみ げん き きょじょう

遠江を平定した家康公は、元亀元年（１５７０）、居城
を岡崎城から浜松城に移しました。家康公のあと、
岡崎城主になったのは誰でしょうか？

いしかわかずまさ さか い ただつぐ

⑴ 石川数正 ⑵ 酒井忠次
ほん だ しげつぐ のぶやす

⑶ 本多重次 ⑷ 松平信康

とくひめ

解説 永禄１０年（１５６７）、信康は信長の娘・徳姫
と9歳で結婚しましたが、その一ヶ月後に

岡崎城主となりました。元服前の子供であったため、
みつぞなえ

徳川の軍制（三備の制）には含まれず命令系統も明確
にされないままであったと考えられます。このこと
が後々混乱を生むことになったのでしょう。１５歳で

ゆうもう か かん

初陣を果たし、勇猛果敢な武将として成長した信康
は、三河の国人衆を岡崎城下に呼び寄せ、城主とし

ふこうず

ての振る舞いを見せるようになるのです。深溝（額
いえただ はたがしら

田郡幸田町）の松平家忠日記には、東三河旗頭の酒
井忠次配下でありながら、岡崎城の信康に出仕する
という二重支配の構造
が明確に記されていま

む じゅん

す。この矛盾に家康公
は気づくのですが、信
康は言うことを聞かな
かったことが信康事件
に繋がったのでしょう。

復元されたガレオン船サン・
ファン・バウティスタ号
（宮城県石巻市）

せいりゅう じ

信康廟（清瀧寺／浜松市）

解答… ⑷ 解答… ⑷

「家康公検定 ２０２２」 「家康公検定 ２０２２」
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問題29
お う み あねがわ たたか

元亀元年（１５７０）、近江「姉川の戦い」で織田信長・
徳川家康連合軍が戦った相手は誰でしょうか？

あざ い ながまさ あさくらよしかげ きょうごくたかつぐ

⑴ 浅井長政・朝倉義景連合軍 ⑵ 京極高次
まつながひさひで ろっかくよしかた

⑶ 松永久秀 ⑷ 六角義賢

むこ む ほん

解説 織田信長は妹婿である浅井長政の謀反を
怒り、元亀元年（１５７０）6月１９日に岐阜を出

陣しました。信長は援軍である家康公の軍勢と合わ
せ、その数およそ3万余といわれ、対する長政も朝
倉義景の援軍を求め、その数2万余と数えられてい
ます。戦いは6月２８日早朝から姉川を挟んだ形で繰
り広げられ、初め浅井・朝倉軍が優勢であったが、
家康軍の善戦により織田・徳川連合軍の大勝利に終

えちぜん

わりました。義景の援軍は越前に敗走し、長政の軍
お だに めつぼう

勢も小谷城に逃げ込み、浅井、朝倉両氏滅亡の遠因
となったのです。この戦いは徳川氏の記録から「姉
川の合戦」と
呼ばれていま
すが、現地で
は「野村合戦」
とか「三田村
合戦」などと
も呼ばれてい
ます。

問題30
ひとことざか ほん だ ただかつ かつ

元亀3年（１５７２）、「一言坂の戦い」での本多忠勝の活
やく しょうさん す

躍を称賛した言葉に、「家康に 過ぎたるものが二つ
から かしら へいはち

あり 唐の頭に本多平八」というものがあります。こ
の中にある「唐の頭」とは次のうちどれでしょうか？

や た がらす かざ もの

⑴ 神の使い八咫烏の羽根と伝わる飾り物
せいそく

⑵ チベットなどに生息する牛科の動物ヤクの毛の飾り物
こうてい かんむり

⑶ 中国において皇帝など高位の者が着用した冠
はいりょう なんばんかぶと

⑷ 信長から拝領した西洋製の南蛮兜

じ せき しる

解説 このエピソードは、武田氏の事蹟を記し
こうようぐんかん けいさい

た『甲陽軍鑑』に掲載されています。この当
とおとうみ

時の家康公は、ようやく三河一国を収め、遠江を巡っ
て武田信玄と争っている時期で、直接、海外と交流
ができるほどの存在ではありま
せんでした。輸入品で貴重な唐

けい

の頭を、家康公はどのような経
い

緯で入手できていたのでしょう
か。唐の頭は、榊原康政が家康

かぶと

公から拝領した南蛮胴具足の兜
うしろだて

の後立に用いられています。ま
た有名な本多忠勝の肖像画にも、
唐の頭と思われる黒い毛が、兜

よう す

の後ろにたなびいている様子が
描かれています。

南蛮胴具足（東京国立博物館蔵）
出典：ColBase国立博物館所蔵品

統合検索システム姉川合戦図屏風より（福井県立歴史博物館蔵）

解答… ⑴ 解答… ⑵

「家康公検定 ２０２２」 「家康公検定 ２０２２」
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問題31
み かた が はら げき

前問の戦いに引き続き、徳川軍が「三方ヶ原」で激
とつ

突した戦国武将は誰でしょうか？
さっ さ なりまさ

⑴ 上杉謙信 ⑵ 佐々成政
ほうじょううじまさ

⑶ 武田信玄 ⑷ 北条氏政

解説 元亀3年（１５７２）、家康公が武田信玄と激
突した三方ヶ原の合戦は徳川方の大敗とし

て有名な戦いです。武田信玄が大軍を率いて西上を
目指し、その過程での戦いだったというのがこれま
での見方でした。しかし近年は様々な史料などから、
信玄はまず三河の支配を考えていたのではないかと
いう説が有力となっています。領国に海を持たない
信玄にとって、三河は大変魅力的な土地でした。実

し た ら

際、信玄は北設楽、東三河、そして遠江三方向から
三河への侵入を図っています。浜松城は信玄の本隊
が攻略を目指したのですが、結局、落城させること
ができないまま越冬し、東三河の野田まで進出した
時に、信玄
は落命する
ことになっ
てしまいま
した。

問題32
なんばんぼうえき り ゆう

織田信長が南蛮貿易を進めた大きな理由と考えら
れることは何でしょうか？

き え

⑴ キリスト教に深く帰依したため
⑵ 外国人を兵士として買い入れるため
⑶ 西洋の力を借りて明国に進出するため

てっぽう か やく しょう

⑷ 鉄砲に必要な黒色火薬（またはその原料の硝
せき え

石）を大量に得るため

解説 信長の南蛮貿易は鉄砲の入手がその大き
な目的でした。数多くの鉄砲を集団で使用

し、合戦で生かしたのです。鉄砲そのものは種子島
さかい おう み

に伝わって以来、国産化が進められ、堺や近江国の
くにとも か じ

国友村などでは数多くの鉄砲鍛冶が従事しました。
しゃげき よう い

ただ、射撃に必要な火薬は容易に生産できなかった
のです。鉄砲に使われたのは発火力や爆発力の強い

い お う しょうせき

黒色火薬です。その原料は硫黄、木炭、硝石ですが、
この中で硝石だけは当時
の日本ではほとんど生産
されていませんでした。
そのような理由から、信
長だけではなく、鉄砲に
目を付けた大名たちはこ
ぞって黒色火薬を求めた
のです。

黒色火薬
出典：ウィキメディア・コモンズ、

フリーメディアリポジトリより三方ヶ原合戦錦絵（江戸時代）

解答… ⑶ 解答… ⑷

「家康公検定 ２０２２」 「家康公検定 ２０２２」
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問題33
てんしょう

天正3年（１５７５）、鉄砲を活用した織田・徳川連合
ながしの したらがはら

軍は「長篠・設楽原の戦い」で大勝利を収めました。
かいめつてき ひ がい ぶ しょう

壊滅的な被害を受けた相手の戦国武将は誰だった
でしょうか？

おくだいらのぶまさ き そ よしまさ

⑴ 奥平信昌 ⑵ 木曽義昌
かつより

⑶ 武田勝頼 ⑷ 武田信玄

解説 長篠・設楽原の合戦は、東三河に侵攻し
た武田勝頼を織田・徳川の連合軍が撃ち

破った戦いで有名です。その際、織田信長が用意し
た数千丁の鉄砲が効果的に使われ、最強と呼ばれた
武田の騎馬隊を撃ち破ったことでも有名になりまし
た。ただこのような記録は後年になって誇張した表
現で描かれたものとされており、実際は織田・徳川

じんじょう

両軍の築いた圧倒的な陣城（城のように堀や土塁を
備えた頑強な陣地）によって武田の攻撃がほとんど
機能しなかったため
だとも考えられてい
ます。いずれにせよ、
この戦いで武田氏は

こうむ

大変な損失を被り、
信玄以来の多くの重
臣たちも命を落とし
てしまいました。

問題34
ないつう うたが

天正7年（１５７９）、武田氏への内通を疑われ（諸説
つま じ がい

あります）家康公の妻 と長男が自害に追い込まれ
せっぷく

ました。長男の信康が切腹した場所はどこだった
でしょうか？

ふたまた ほり え

⑴ 遠江 二俣城 ⑵ 遠江 堀江城
りんざい じ しょうみょう じ

⑶ 駿府 臨済寺 ⑷ 三河大浜 称名寺

解説 信康事件に関しては不明な点も多く、多
くの研究者が様々な見解を示しています。

この事件の渦中にあった深溝松平家忠の残した「家
忠日記」を調べてみると、次のような事実が浮かび
上がってきます。①家康公の定めた軍制では、家忠
は東三河旗頭である酒井忠次の配下になっていまし
たが、岡崎城の信康にも出仕し屋敷も構えていたと
いうこと。②信康が家康の嫡子であるということか
ら、当主としての振る舞いを盛んに見せるように
なったこと。③家康公が心配をして岡崎から浜松に
連れ出し、武田との戦い
に参陣させたこと、など
が挙げられます。少なく
とも信康が武田氏に内通
していた事実はなかった
のではないかと思われま
す。

三段構え＝堀・土塁・馬防柵
（設楽原古戦場／愛知県新城市）

松平信康供養塔
（西念寺／東京都新宿区）

解答… ⑶ 解答… ⑴

「家康公検定 ２０２２」 「家康公検定 ２０２２」
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問題35

天正１０年（１５８２）にローマ教皇のもとを訪れた4人
けんおう し せつ みょうだい は けん

の「天正遣欧少年使節」は、誰の名代として派遣さ
れたのでしょうか？

おお ぎ まちてんのう

⑴ 第１０６代 正親町天皇
ばく ふ しょうぐん あしかがよしあき

⑵ 室町幕府第１５代将軍 足利義昭
⑶ 織田信長
⑷ 九州の3人のキリシタン大名

解説 天正10年（1582）、九州のキリシタン大名、
大友義鎮（宗麟）・大村純忠・有馬晴信の名

代としてローマへ派遣された、4名の少年を中心と
した使節団を遣欧少年使節と呼んでいます。イエズ
ス会宣教師アレッサンドロ・ヴァリニャーノが発案、
実現しました。渡欧中、秀吉による禁教令が出され、
一時帰国できなくなりましたが、天正18年（1590）に
帰国、使節団によってヨーロッパの人々に日本の存
在が知られるようになりました。また彼らの持ち
帰ったグーテンベルク
印刷機によって、日本
語書物の活版印刷が初
めて行われ、キリシタ
ン版と呼ばれる印刷物
も人々の手に渡るよう
になったのです。

問題36
こ まき なが く て

天正１２年（１５８４）、尾張「小牧・長久手の戦い」で織
のぶかつ

田信雄・徳川家康連合軍が戦った相手の大将は誰
でしょうか？

あしかがよしあき とうどうたかとら

⑴ 足利義昭 ⑵ 藤堂高虎
は しばひでよし もう り てるもと

⑶ 羽柴秀吉 ⑷ 毛利輝元

解説 信長が本能寺の変で倒れると、次に台頭
してきたのが羽柴秀吉です。明智光秀を山

が ぜん

崎の合戦で破ると織田家中で俄然発言権を増しまし
きよ す

た。織田家の後継者を決める清洲会議では、信長の
のぶたか

三男である信孝を退け、幼少の三法師丸を決定させ
ます。また信孝側の柴田勝家を北ノ庄城に滅ぼし、
信孝も自害させました。そのような状況下で危機感
を持ったのが二男の信雄です。信雄は家康公に救援
を頼み、家康公も信長との盟
約を大義に秀吉と対立しまし
た。秀吉は信雄の居城であっ
た清洲城を攻めようと犬山城
まで押し寄せましたが、小牧
山に陣取った徳川軍に手を焼
き、長久手の合戦では大敗を
きっ

喫しました。

豊臣秀吉像
ほうこく

（大阪城豊国神社／大阪市）
ヴァリニャーノの銅像
（長崎県南島原市）

解答… ⑷ 解答… ⑶

「家康公検定 ２０２２」 「家康公検定 ２０２２」

40 41



問題37

天正１３年（１５８５）、徳川の軍勢は旧武田方の武将の
こも し な の うえ だ じょう

籠る信濃 上田城（長野県）を攻撃しましたが、散々
はいぼく

に敗北してしまいました。数倍の徳川軍を追い返
した上田城の城主は誰だったでしょうか？

あきやまとらしげ さな だ まさゆき

⑴ 秋山虎繁 ⑵ 真田昌幸
やまもとかんすけ よ だ のぶしげ

⑶ 山本勘助 ⑷ 依田信蕃

ゆきたか あ わ のかみ

解説 真田昌幸は幸隆の三男、安房守と称して
いました。初め武田信玄に仕え、後に信濃

こうずけの くに

上田城主となり、天正８年（１５８０）上野国沼田城を攻
略してこれを領しました。武田氏滅亡後は織田信長
に、本能寺の変後は家康公に属しますが、家康公が

ほうじょううじなお わ ぼく

小田原北条氏直と和睦し昌幸に沼田城の引渡しを命
じたことで対立します。天正１３年（１５８５）、家康公は
昌幸の立て籠もる上田城を攻めましたが失敗（第一
次上田合戦）、退却を余儀なくさ
れました。以後、昌幸は豊臣秀吉
に属し、関ヶ原の戦いでは西軍に

のぶしげ

応じて次男信繁と共に再び上田城
そ し

で徳川秀忠の大軍を阻止します
（第二次上田合戦）。西軍敗北後は

く ど やま ゆうきょ ぼっ

紀州九度山に幽居し、そこで没し
ました。

問題38
か ろう

前問の上田合戦の年の１１月、家康公の家老で岡崎
じょうだい じゅうしん しゅっぽん

城代を務める重臣が対立する秀吉のもとに出奔
するという大事件が起きます。この重臣とは誰で
しょうか？

かずまさ か とうよしあき

⑴ 石川数正 ⑵ 加藤嘉明
ただなお やすただ

⑶ 酒井忠尚 ⑷ 松平康忠

解説 石川数正は対豊臣の交渉役として、早く
から秀吉とも顔を合わせていました。秀吉

みょうだい

が柴田勝家と戦い勝利した後には、家康公の名代と
して戦勝祝いに赴き、祝いの品として天下の三大名

はつはな

物の一つに数えられた「初花」の茶入れを持参しまし
た。信長が家宝としていたものを受け取ったことで、
「跡を継ぐ者」としての格が備わったということで
しょうか。大変喜んだ秀吉がこの茶入れについて数
正に尋ねると「五千石ほどの価値があるのでは」と答
えました。秀吉はすかさず「自
分なら数正に十万石は出そう」
と返したと伝えられます。数正
がそのような誘いに乗ったとは
考えにくく、豊臣との争いを避
けるために自ら豊臣方に身を投
じたとも考えられています。真田昌幸肖像画

（真田幸正氏蔵）
出典：ウィキメディア・コモンズ、

フリーメディアリポジトリより 初花茶入（德川記念財団蔵）

解答… ⑵ 解答… ⑴

「家康公検定 ２０２２」 「家康公検定 ２０２２」
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問題39
かんぱく とよとみひでよし ほうじょう

天正１８年（１５９０）、家康公は関白 豊臣秀吉の北条
せ さんじん こうふく

攻めに参陣、北条氏は降伏しました。関東を支配
してきた北条氏の拠点はどこだったでしょうか？

い ず しゅぜん じ え ど

⑴ 伊豆修善寺 ⑵ 江戸
お だ わら かまくら

⑶ 小田原 ⑷ 鎌倉

さがみのくに

解説 小田原城の前身は、室町時代に相模国西
部を支配していた大森氏が１５世紀の中頃に

そううん

築いた山城でした。１５世紀末、北条早雲が小田原に
ご

進出し、以後は後北条氏が5代約１００年にわたって
関東での勢力拡大拠点としたのです。そしてさらに
整備拡張を重ね、豊臣秀吉の来攻に備えて城下を囲

そうかまえ

む総構は全長9㎞に達しました。しかし、天正１８年
（１５９０）の秀吉の小田原攻めにより北条氏は滅亡、後

ただ よ

には家康公の重臣であった大久保忠世が城主となり、
じょうかく

城は近世城郭の姿に改修されました。小田原城は東
海道で箱根の関
所を控えた関東

ぼうぎょ かなめ

地方の防御の要
として幕末に至
ります。

問題40
い りょう くに が

天正１８年（１５９０）、北条氏の遺領である関東への国替
か しんだん りょうないはい ち こく

えを命じられた家康公は、家臣団の領内配置と石
だか

高を決定していきました。このとき、家臣団最高の
しょりょう

１２万石の所領を得たのは誰だったでしょうか？
い い なおまさ おお く ぼ ただ よ

⑴ 井伊直政 ⑵ 大久保忠世
とり い もとただ

⑶ 鳥居元忠 ⑷ 本多忠勝

解説 家康公の関東移封に際しては、家臣たち
を江戸城を中心に同心円のように配置しま

ふ だい

した。江戸城に近い地には譜代家臣たちを、また主
街道の関東への入り口付近には兵力のある軍事的に
すぐ

優れた家臣たちを配置したのです。特に酒井氏を除
さんけつ

く三傑（本多・榊原・井伊）には秀吉が１０万石以上の
石高を示したと考えられています。その中でも井伊

みの わ

直政には箕輪（後、高崎）１２万石を与えました。これ
おおまんどころ

は大政所（秀吉の母）が岡崎に赴いた際、直政の接し
方が素晴らしく、
秀吉が大いに感謝
したからだという
逸話が伝えられて
います。

あかがねもん

小田原城銅門（神奈川県小田原市） 高崎城の石垣（群馬県高崎市）

解答… ⑶ 解答… ⑴

「家康公検定 ２０２２」 「家康公検定 ２０２２」
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問題41
ちょうこうようきゅう

秀吉は周辺のアジア諸国に対し「朝貢要求」を出し
ちょうせん

ました。朝鮮国に対する要求は誰を通じて出され
たでしょうか？

えち ご か ご しま しま づ

⑴ 越後の上杉氏 ⑵ 鹿児島の島津氏
つしま そう ながさき

⑶ 対馬の宗氏 ⑷ 長崎の大村氏

解説 秀吉はもともと征明思想を持っており、
九州を平定したあたりから具体的に考えて

うかが

いた様子が、後の関白秀次への書状からも窺えます。
こうらい

特に、高麗（朝鮮）国王は諸大名と同じように日本国
り し

王（秀吉）への出仕義務があるとして、李氏朝鮮に対
ふくぞくちょうこう

馬の宗氏を介して服属朝貢を要求しました。朝鮮国
は当然拒否し、このことが朝鮮出兵の引き金になっ
たことは言うまでもありません。秀吉は他にも島津
氏を介して琉球王国へ朝貢を要求し、またポルトガ
ル領インド副王に宛てて来日要求をしています。さ
らに、スペイン領マニラ総督にも服属を要求したの
ですが、これらは明
国へ進出するための
けん い ねら

権威付けが狙いで
あったとする説もあ
ります。

問題42
ぶんろく

天正２０年・文禄元年（１５９２）、秀吉による朝鮮出兵
と かい

に際し、渡海した日本軍が最初に集結した都市は
どこでしょうか？

うるさん かんじょう

⑴ 蔚山 ⑵ 漢城（ソウル）
へいじょう ぷ さん

⑶ 平壌（ピョンヤン） ⑷ 釜山

から つ

解説 現在の佐賀県唐津市に築城された名護屋
城は、朝鮮出兵を命じられた大名たちが集

結したこともあり、非常に規模の大きな城構えにな
りました。全国からおよそ３０万近くの兵が集められ
たとも伝えられています。実際に朝鮮国に出兵した
のは１５万～１９万ほどの兵たちでしたが、彼らの先陣
が集結したのが釜山港でした。そこから釜山城を一

ちん こ にしゆき

気に攻め落とします（釜山鎮の戦い）。中でも小西行
なが きよまさ ソウ ル

長と加藤清正の軍は先を競って漢城に攻め入りまし
た。釜山は日本から対馬を経由して朝鮮に至る重要
なルートの玄関口
となり、以後、軍
事物資などの補給
拠点となったので
す。

とん ね ゆうじょう

復元された東莱邑城（釜山市／大韓民国）
日本軍が釜山城に続き攻略した城です。

かね だ じょう

対馬金田城石垣遺跡（長崎県対馬市）

解答… ⑶ 解答… ⑷

「家康公検定 ２０２２」 「家康公検定 ２０２２」
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問題43
えき

朝鮮出兵「文禄の役」の際、家康公はどうしていた
のでしょうか？

⑴ 日本軍の総大将として朝鮮に出陣した。
ひ ぜん な ご や じょう から つ たいじん

⑵ 肥前名護屋城（佐賀県唐津市）まで出陣し、そのまま滞陣した。
ふし み じょう ぶ ぎょう にな

⑶ 京都 伏見城に入り、五奉行とともに国内の政治を担った。
せんねん

⑷ 江戸に残り、関東の開発と江戸のまちづくりに専念した。

解説 秀吉の命で肥前名護屋城に出陣した家康
公でしたが、伴っていた兵数は1万2千ほ

ゆう

どと伝えられ、関東六ヶ国を領する大名としては優
ぐう じょうざん き だん

遇されていたと考えることもできます。『常山紀談』
たず

には、本多正信が「殿は渡海なされますか」と尋ねた
ところ、家康公が「箱根を誰に守らせるのか」と答え
たエピソードは有名であり、秀吉もそのことを認識
していたのでしょう。さらに『家忠日記』には、この

だ て まさむね なん ぶ のぶなお かげかつ さ たけよしのぶ

時に伊達政宗・南部信直・上杉景勝・佐竹義宣が家
し き か

康の指揮下にあった
と記してあります。
東北の大名たちを従
わせるためにも、家
康公に出陣の命令を
出しましたが、渡海
させることはありま
せんでした。

問題44

文禄3年（１５９４）、家康公は太平の世の治め方を学
じょうがんせいよう こう ぎ

ぶため「貞観政要」の講義を受けています。家康公
じゅがくしゃ

に講義した儒学者は誰だったでしょうか？
あめのもりほうしゅう あら い はくせき

⑴ 雨森芳洲 ⑵ 新井白石
きのしたじゅんあん ふじわらせい か

⑶ 木下順庵 ⑷ 藤原惺窩

はりまのくに

解説 永禄４年（１５６１）、播磨国三木郡に生まれ
しょうこく じ たっちゅう

た藤原惺窩は、若くして京都相国寺の塔頭
いそ

に入って禅学に勤しんだと伝えられます。中国の文
化・思想を取り入れた禅学は、惺窩にとって新鮮に
感じられたのでしょう。その頃の相国寺９２世住持が
さいしょうじょうたい

西笑承兌でした。西笑承兌は家康公のブレーンの
しょはっ と

一人として知られ、幕府の諸法度
しょうれいさく

や外交文書の起草、学問奨励策や
寺社行政の立案など、重要な役割
を果たしていました。承兌に啓発
された惺窩はやがて儒学に傾倒し、

こ

３３歳の時に家康公に請われて江戸
おもむ

に赴き「貞観政要」を講じます。後
年、それまで五山の禅僧の間での
教養の一部であった儒学を体系化

はやし ら

して京学派として独立させ、林羅
ざん

山などの優秀な弟子達を送り出し
たのです。

藤原惺窩像
わたなべ か ざん

（渡辺崋山画／東京国立博物館蔵）名護屋城の徳川家康陣所跡（佐賀県唐津市）

解答… ⑵ 解答… ⑷

「家康公検定 ２０２２」 「家康公検定 ２０２２」
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問題45
こうしょう けつ

文禄2年（１５９３）、「文禄の役」の後、和平交渉は決
れつ けいちょう

裂し、慶長2年（１５９７）に再び朝鮮に出兵しました。
次の中で、朝鮮に出兵しなかった武将は誰でしょ
うか？

か とうきよまさ くろ だ ながまさ

⑴ 加藤清正 ⑵ 黒田長政
ふくしままさのり まえ だ としいえ

⑶ 福島正則 ⑷ 前田利家

解説 前田利家は天文７年（１５３８）に尾張国荒子
村（名古屋市中川区）で生まれました。秀吉

とはほぼ同年であり、若い頃より信長に仕えた旧友
でもありました。秀吉にとっては最も心を許せる大
名でもあり、文禄の役では一番に名護屋城まで出陣
しています。ただ、出兵そのものよりも、秀吉自身
の渡海について家康公と共に反対をしていました。

ひでより

文禄の役の途中、秀頼の誕生
が伝えられて秀吉が陣を離れ
ると、利家と家康公が代わり

し き と

に戦いの指揮を執ったとも伝
えられます。この頃から「五
大老」の中心となり政務を担
当する下地もできていたので
しょう。利家は慶長の役の頃

おとろ

には体も衰え出陣することは
ありませんでした。

問題46
なんばんせん き こう

南蛮船を徳川家の領国である関東に寄港させるた
せい び みなと

め、家康公が整備した港はどこだったでしょう
か？

うら が

⑴ 浦賀（神奈川県横須賀市）
しながわ

⑵ 品川（東京都品川区）
しも だ

⑶ 下田（静岡県下田市）
たてやま

⑷ 館山（千葉県館山市）

解説 家康公が関東に入封すると、三浦半島は
ちょっかつ

その直轄領となります。それで、太平洋航
みなと

路を開いていたスペイン商船と浦賀の湊での交易を
考え、特にフランシスコ会の宣教師を介して交渉し
ましたが、進展は見られませんでした。その後の慶
長5年（１６００）、家康公は漂着したオランダ商船リー
フデ号の乗組員ウイリアム・アダムスを外交顧問と
して重用し、交渉を行った結果、4年後の慶長9年
（１６０４）、ついに浦賀にスペイン商船（マニラ・ガレ
オン船）が入港しました。
以後、明国以外の来航船
の入港が平戸・長崎に限
定される元和2年（１６１６）
まで、毎年、浦賀にスペ
イン商船が入港するよう
になったのです。

浦賀に寄港した頃のものと同型の
ガレオン船レプリカ

（ケベックシティ／カナダ）

けんぽん

絹本着色前田利家画像
（石川県立美術館蔵／金沢市）

解答… ⑷ 解答… ⑴

「家康公検定 ２０２２」 「家康公検定 ２０２２」
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問題47
と さ ひょうちゃく

文禄5年（１５９６）、土佐に漂着したサン・フェリペ号の
じょう む いん しょうげん せいじんだいじゅんきょう

乗務員の証言がきっかけで、「２６聖人大殉教」事件が
起きました。乗務員が証言したスペインの日本進出の
目的とはどのような内容だったのでしょうか？

ど れい ばいばい

⑴ キリスト教に改宗した日本人を奴隷として売買すること
しょくみん ち

⑵ 明国を植民地とするため、日本の武力を利用すること
⑶ ペルー、メキシコ、フィリピンと同じように日本を武力で征服すること
⑷ 日本近海にあるという金銀島を発見しスペインのものとすること

解説 サン・フェリペ号の乗組員の代表は大坂
まし た ながもり

より派遣された増田長盛に対し、違法に没
収された積み荷の返還や、乗組員の安全の確保を要
求しました。その際に世界地図を広げて見せ、スペ
インの国力を示したという記録が残されています。

ひろ

増田長盛はどのようにしてスペインが支配地を拡げ
たず

たのか尋ねたところ、「スペイン国王は宣教師を世
界中に派遣し、布教とともに征服を事業としている。

しこう

それはまず、その土地の民を教化し、而して後その
へいどん

信徒を内応せしめ、兵力をもってこれを併呑するに
あり」（「日本王国記」ヒロン著）と
答えたことから、秀吉の怒りに触
れることになり、「２６聖人大殉教」
事件が起きることになったのです。

問題48
ぶん ご おき ひょうちゃく

慶長5年（１６００）、豊後沖に漂着したリーフデ号の
乗務員と対面した家康公は、ウイリアム・アダム

がいこう こ もん め

スとヤン・ヨーステンの二人を外交顧問として召
かか や しき

し抱え江戸に屋敷を与えました。アダムスは英国
こくせき

人でしたが、ヨーステンの国籍はどこでしょうか？

⑴ イギリス ⑵ イタリア
⑶ オランダ ⑷ フランス

解説 ヤン・ヨーステンはオランダの船員です。
もともとは貿易家でした。オランダ船リー

フデ号に乗り込みウィリアム・アダムスらとともに
慶長5年（１６００） 3月、豊後に漂着しました。豊富
な国際知識から江戸に出て家康公に外交のブレーン
として仕え、屋敷を与えられ日本の女性と結婚、そ
の間に子女がありました。その地は彼の名前から八

が し

重洲河岸と呼ばれるようになります。朱印状を得て
日本の貿易家たちと共にシャム（タ
イ）、コーチ（ベトナム）、カンボジ
ア、トンキン（ベトナムハノイ）に赴
き手広く貿易を営みました。オラン
ダ東インド会社の日本貿易開始以後
は平戸商館に協力し、自らも海外に

そうなん

出ていましたが途中で遭難し死亡し
ています。

二十六聖人大殉教
（版画／１８６２年スペイン）

ヤン・ヨーステン記念像
（東京駅八重洲地下街）

解答… ⑶ 解答… ⑶

「家康公検定 ２０２２」 「家康公検定 ２０２２」

52 53



問題49
はたもと

前問の二人は後に旗本に取り立てられ、日本人と
しての名前を与えられました。ウイリアム・アダ
ムスの日本名は何だったでしょうか？

こ いずみ や くも み うらあんじん

⑴ 小泉八雲 ⑵ 三浦按針
や ぎゅうしゅ め や よう す

⑶ 柳生主馬 ⑷ 耶 揚子

解説 後にスペインとの交易交渉でも力を発揮
したウィリアム・アダムスは、ヤン・ヨー

ステンと同様、オランダ商船リーフデ号の航海士と
して慶長5年（1600）に豊後に漂着、家康公に見出さ

き か

れました。西洋の進んだ幾何学、地理学、造船技術
など高い知識で信頼も厚く、家康公の外交顧問とし

たいぐう さ が み

て、また旗本待遇として「三浦按針」を名乗り、相模
へ み

国三浦郡逸見村（横須賀市）で200石と江戸日本橋に
せき

屋敷を与えられたのです。按針の建造した2隻の
はんせん

ヨーロッパ式帆船のうち1隻は120トンの当時最大
級のガレオン船であ
り、上総（千葉県）に
漂着したフィリピン
の前総督ドン・ロド
リゴがメキシコに帰
るときに使用されま
した。

問題50

家康公は前問のアダムスらとの対面から4ヶ月後、
む ほん うたが たいろう かげかつ せい

謀反の疑いにより、五大老の一人、上杉景勝の征
ばつ め ざ

伐に進発します。家康公らが目指した上杉家の本
拠地はどこだったでしょうか？

あい づ えち ご

⑴ 会津 ⑵ 越後
こうずけ ひ た ち

⑶ 上野 ⑷ 常陸

解説 慶長3年（1598）、越後の上杉景勝は秀吉
の命により会津120万石に加増移封され、

ちゅう な ごん

以後は「会津中納言」と呼ばれました。旧領地から引
さ ど

き続き統治が認められたのは、佐渡および越後国の
で わ のくにしょうない

ごく一部と出羽国庄内のみで、後は伊達政宗が征服
ち ぎょう ち へだ

した会津地方でした。新しい知行地は山地で隔てら
れ、峠道で結ばれているだけでしたが、北側に境を

も がみよしあき

接する最上義光や伊達政
宗と衝突する危険性もあ
り、東北諸大名と関東の

かん し けんせい

家康公の監視と牽制とい
う重大な使命が科せられ
ていたのです。石田三成
と通じたこともあり、結
果的に家康公との対立は
さ

避けられないものとなっ
てしまいました。

上杉景勝像
（上杉神社蔵／山形県米沢市）
出典：ウィキメディア・コモンズ、

フリーメディアリポジトリより
三浦按針の菩提寺「浄土寺」
（神奈川県横須賀市逸見）

解答… ⑵ 解答… ⑴

「家康公検定 ２０２２」 「家康公検定 ２０２２」
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問題51
いし だ みつなり きょへい

前問の上杉征伐に合わせて石田三成らが挙兵した
せき が はら

「関ヶ原の戦い」において、家康公の東軍に対し、
ぞく

次の中で西軍に属した武将は誰でしょうか？
おおたによしつぐ た なかよしまさ

⑴ 大谷吉継 ⑵ 田中吉政
ふくしままさのり やまのうちかずとよ

⑶ 福島正則 ⑷ 山内一豊

ほり お

解説 田中吉政と山内一豊は、浜松の堀尾氏、
駿府の中村氏と共にもともとは関白秀次の

宿老たちでした。彼らは秀次を死に追いやった石田
きら

三成を嫌っていたことから、家康公の東軍に属した
すじ

とも言われますが、実情は領国が「東海道筋」に位置
していたことから東軍の大軍を通すことになり、抵
抗ができなかったということもあったのでしょう。
大谷吉継は石田三成の挙兵に反対していたようです
が、説得されて西軍に加わったとされています。そ
の友情から一族

あ

を挙げて三成の
そう

軍に加わり、壮
ぜつ

絶な死を遂げた
ことで美談とし
て語られること
が多い武将です。

問題52
せい い たいしょうぐん にん

慶長8年（１６０３）、家康公は征夷大将軍に任じられ
たいせい

江戸に幕府を開きました。以後、徳川将軍は大政
ほうかん

奉還まで何代続いたのでしょうか？

⑴ 9代 ⑵15代
⑶18代 ⑷22代

解説 家康公が慶長8年（1603）に征夷大将軍に
就任し江戸幕府を創設して以来、慶応3年

よしのぶ

（1867）に15代慶喜が大政奉還をするまでの、15代265
とうりょう

年の間、徳川家が将軍職を継承、武門の棟梁として
せ しゅう

継続しました。家康公は将軍職を世襲する体制を固
ゆず

めるために、2年後には三男秀忠に将軍職を譲りま
いえみつ

した。秀忠は次男家光（長男長丸がいたが、既に早
世していた）に将軍職を譲って
第3代将軍とします。徳川宗家
の男子による将軍職の世襲を確
立するため、多くの側室を大奥
かか

に抱えて血統の保持に努めまし
し し

た。しかしたびたび実嗣子を欠
き、家康公の血を引く徳川御三

さんきょう

家や御三卿から養子を迎えて家
系をつなぐことが少なくありま
せんでした。 最後の将軍徳川慶喜の

肖像写真（１８６６年頃撮影）
出典：ウィキメディア・コモンズ、

フリーメディアリポジトリより
大谷吉継の墓

（関ヶ原古戦場／岐阜県関ケ原町）

解答… ⑴ 解答… ⑵

「家康公検定 ２０２２」 「家康公検定 ２０２２」
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問題53
どくせんてき みん

ポルトガルが独占的に明（中国）から仕入れ、日本
こうえき り えき

との交易で大きな利益を得ていた重要な品目は何
だったでしょうか？

あ えん き いと

⑴ 亜鉛 ⑵ 生糸
どう とうけん

⑶ 銅 ⑷ 刀剣

解説 生糸は古代から中世にかけて、日本でも
生産されていました。ただ、一般庶民など

がた

の需要は少なく、産業としては成立し難いものだっ
たと考えられます。ところが中世の後期になると、
公家衆に加えて武士や豪商たちも絹織物を好むよう

しら

になりました。そこで良く使われたのが中国産の「白
いと

糸」と呼ばれる生糸です。ただ、当時の中国（明）は
沿岸部での交易を制限していましたので生糸の輸入
も大変困難な状況になっていました。そこに目を付

たく

けたのがポルトガルです。宣教師を通じて巧みに明
の国王に近づき、生糸を独占したのです。その結果、

よ ぎ

日本はポルトガルの提示価格での生糸の購入を余儀
なくされたので
す。

問題54
とりひき

慶長9年（１６０４）、前問の取引によるポルトガルの
たいこう か かくけっていけん

独占に対抗し、日本側が価格決定権を持てるよう
まさずみ

家康公の側近 本多正純などが打ち出した制度を
何というでしょうか？

いとわっ ぷ かんごう ふ

⑴ 糸割符制度 ⑵ 勘合符制度
しゅいんせん そうせつ

⑶ 朱印船制度 ⑷ 日本人町創設

解説 ポルトガルの中国産生糸（白糸）独占販売
に対し、幕府の指名業者である糸割符仲間

としより

が、年1回、その代表者である「糸年寄」と外国商人
せっしょう

との折衝で決められた固定価格で一括購入し、これ
を仲間内や幕府指定の特許商人に分売することにし
ました。これを糸割符制度と呼んでいます。慶長9

いたくらかつしげ ほうしょ

年（1604）、本多正純と板倉勝重が連署で奉書を下し、
はく

当時、輸入価額の主要部分を占めたポルトガル船舶
さい

載の白糸について、堺、京、長崎の有力町人を糸年
寄に定め、彼らの折衝による糸価決定まで、諸商人
の長崎立入りを禁じたこ
とがその始まりとされて
います。これにより、ポ

さまた

ルトガルの独占は妨げら
れることになったのです。

「糸割符奉書」／糸割符由緒書より
※外国船を黒船と記している）生糸（イメージ）

解答… ⑵ 解答… ⑴

「家康公検定 ２０２２」 「家康公検定 ２０２２」
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問題55

オランダやイギリスが江戸幕府と貿易を行うこと
を許された最大の理由は何でしょうか？

やくそう こうぼく ゆ にゅう

⑴ 大量の南蛮の薬草や香木を輸入できるため
い りょう

⑵ 最新の医療の提供があるため
⑶ キリスト教の布教を貿易の条件にしないため

ぞうせん ぎ じゅつ

⑷ 南蛮船の造船技術を教えてもらえるため

解説 富強のため、火器・弾薬や、西洋や東南
アジアの珍しい品々が欲しい幕府にとって、

東南アジアに拠点を持つ西欧諸国は交易相手として
非常に重要でした。しかし、その反面、キリスト教

そ し

が広まることを阻止したかった幕府にしてみれば、
もろ は つるぎ

西欧諸国との交易は諸刃の剣でした。
交易と布教が一体となった旧教（カトリック）国で
あるスペインやポルトガルとは異なり、新教（プロ
テスタント）国で
あるオランダやイ
ギリスは、交易と
布教を切り離して
対応することがで
きたため、幕府は、
両国との関係を強
化したのです。

問題56

ヨーロッパ諸国との南蛮貿易において、日本から
の輸出品で中心となったものは何でしょうか？

うき よ え ぎん

⑴ 浮世絵 ⑵ 銀
こめ めんおりもの

⑶ 米 ⑷ 綿織物

解説 南蛮貿易はマカオを拠点としたポルトガ
ル人を中心に営まれ、重要な交易品には日

本の銀と中国の生糸がありました。日本では16世紀
はいふきほう

前半に朝鮮半島から「灰吹法」（金・銀を含む鉛から
金・銀を抽出する方法）が伝わると銀の産出量が増
加し、倭銀とも呼ばれてポルトガルやスペインなど
から求められたのです。明は海禁政策で日本との貿
易は制限されていたことから、ポルトガル商人は、

ちゅうけい

日本の銀で明の生糸を購入して日中の中継貿易を行
うようになりました。明も国家の財政上、銀を必要
としていたのです。

ローマ・カトリックの総本山
「サン・ピエトロ大聖堂」（バチカン市国） ポルトガルの貿易業者が日本に上陸する様子（１６世紀・作者不明）

解答… ⑶ 解答… ⑵

「家康公検定 ２０２２」 「家康公検定 ２０２２」
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問題57
かんえい

慶長9年（１６０４）から寛永１２年（１６３５）までの３２年間
にわたり、日本と東南アジア諸国との間で朱印船
貿易が行われました。この間、最も多くの朱印船
が渡航した国は「交趾（コーチ）」ですが、現在のど
この国のことでしょうか？

⑴ カンボジア ⑵ タイ
⑶ フィリピン ⑷ ベトナム

ひ ご

解説 幕府の庇護のもと、およそ30年間にわた
り朱印船貿易は盛んに行われ、東南アジア

各地に約10万人もの日本人が渡航しました。この間、
記録（「国史大辞典」）に残る朱印船の数は356隻にの
ぼり、交趾には5分の1にあたる71隻が渡航してい
ます。交趾は現在のベトナム
にあった国で、朱印船は同じ

アンナン トンキン

ベトナムにあった安南、東京、
チャンパ

占城にも渡航しています。交
易の振興に伴い移住する人も
増え、交趾のツーランとフェ
フォはじめ東南アジア各地に
8ヶ所の日本町が誕生しまし
た。この日本人町におよそ
7000人から1万人の移住者が
いたと考えられています。

問題58

朱印船貿易の活発化と共に、東南アジア各地に日
本人町が形成されました。なかでも現地の国王の
しんらい かつやく やま だ ながまさ とう ち

信頼を得るほどの活躍をした山田長政が統治した
アユタヤの日本人町は、現在のどこの国にあった
のでしょうか？

⑴ カンボジア ⑵ タイ
⑶ ビルマ ⑷ ベトナム

解説 山田長政は駿河国の生まれです。慶長16
年（1611）、朱印船に乗ってシャム（タイ国）

に渡り、国都アユタヤ郊外の日本町に入りました。
当時は2000人近くの多数の日本人が居住しており、
一人の「首長」の統率下にシャムの兵士として軍に属
する者や、金融業・貿易業に従事する者などがいた
と伝えられています。やがて長政はその才幹を認め
られ首長となります。元和7年（1621）にはシャムの
官爵を授けられ、日本への使節の渡航にあたっては
自分の部下を差し遣わしました。ま
た老中に書を送り、使節のための居
住地斡旋などの依頼も行ったようで
す。その後も両国の親善に努め、か
たわら商船を派遣して貿易を行い、
シャムの外交・貿易に活躍しました。

つぼ

交趾焼の壺
中国南部で生産された陶磁器の一種。
交趾船によりもたらされたことから
交趾焼と呼ばれる。

山田長政肖像画
（静岡浅間神社蔵）
出典：ウィキメディア・コモンズ、

フリーメディアリポジトリより

解答… ⑷ 解答… ⑵

「家康公検定 ２０２２」 「家康公検定 ２０２２」
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問題59
こう わ こっこう

慶長１０年（１６０５）、家康公は朝鮮国との講和と国交
かいふく そう ユ ジョン しょううんたい

回復に向け、朝鮮の国使である僧 惟政（松雲大
し

師）らと会見を行いました。両者が会見した場所
はどこだったでしょうか？

から つ

⑴ 江戸城 ⑵ 唐津城
すん ぷ ふし み

⑶ 駿府城 ⑷ 伏見城

解説 惟政は、尊称を「松雲大師」と言います。
文禄・慶長の役では義僧兵を組織し、日本

か かん も さく

軍と果敢に戦いました。戦後、講和を模索していた
たんぞく し

両国ですが、朝鮮国から「探賊使」として派遣されて
いた惟政と家康公の会見が伏見城で実現しました。
この会談は、日本と朝鮮の国交回復に大きな役割を

ほ りょ

果たし、数千人の朝鮮人捕虜
の帰国も実現させたのです。

よしみ まこと

「互いに誼を交わし信を通わ
せよう」―「通信使」の意味で
すね。惟政と会談した家康公
は、彼の人となりに感服した
と言います。惟政は漢詩を作
るのも巧みで、日本滞在中、
西笑承兌ら日本側の知識人と
も漢詩の交換も行ったと伝え
られます。

問題60
じ ひでただ

慶長１０年（１６０５）に将軍職を2年で辞し、秀忠に
ゆず

譲った家康公は、その後、何と呼ばれたでしょう
か？

おお ご しょ こうもん

⑴ 大御所 ⑵ 黄門
ご いんきょ たいこう

⑶ 御隠居 ⑷ 太閤

いんたい さきの

解説 一般的には隠退した前将軍に対する敬称
を「大御所」と呼んでいますが、本来は天皇
せっかん け

や皇族・摂関家の貴族など、高位の人の住居である
「御所」という呼び方が、そのまま敬称として用いら
れるようになったことから「御所様」「大御所」などの
呼称が始まったようです。鎌倉幕府においても、源

げ こう

氏将軍の血筋が絶え、朝廷から下向された摂家将軍
や宮将軍が実現すると、隠退した前将軍を大御所と
呼ぶ慣例が生まれました。江戸時代、特に家康公や

いえなり

秀忠、および11代将軍家斉は隠退して後に「大御所」
と呼ばれ、政治
の実権を保持し
つつ将軍家を補
佐しました。

松雲大師像
出典：ウィキメディア・コモンズ、

フリーメディアリポジトリより 大御所家康公像（駿府城公園／静岡市）

解答… ⑷ 解答… ⑴

「家康公検定 ２０２２」 「家康公検定 ２０２２」
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問題61

慶長１１年（１６０６）、家康公は占城（チャンパ）、柬埔
寨（カンボチャ）、暹羅（シャム）、田弾（タタン）の

ごくじょう

国王に宛て、極上の“あるもの”を求める文書を出
しています。家康公が強く求めたものとは何で
しょうか？

き なんこう きゃ ら きぬおりもの

⑴ 奇楠香（伽羅） ⑵ 絹織物
くろ ざ とう とらかわ しきもの

⑶ 黒砂糖 ⑷ 虎皮の敷物

こうぼく じんこう

解説 奇楠香（伽羅）は、香木の沈香のうち最上
のものをいいます。桃山時代、茶道ととも

こうどう

に香道も盛んとなりましたが、家康公は特に香木の
しゅうしん

収集に執心していました。特に香木の王者といわれ
る伽羅に対する愛着にはなみなみならぬものがあっ

アンナン チャンパ カンボチャ シャ ム

たようで、安南・占城・柬埔寨・暹羅といった東南
アジア諸国の国主に親書を送り、極上の香木の贈与
を願ったほどです。家康公は健康への意識が高く、
自身で薬草を育て薬を調合していたことはよく知ら
れています。香についても健康法の一環として、伽
羅の香りがもたらすリラック

いや

ス効果、癒しによる健康維持
を目的とするものであったの
でしょう。（久能山東照宮Ｈ
Ｐより抜粋）

問題62
ごうしょう さいごく

朱印船貿易では、豪商だけでなく、西国大名や外
国人、幕府関係者など多くの人々が船を出してい
ますが、次の中で、朱印船を出していないのは誰
でしょうか？

そくしつ いま い そうくん

⑴ 家康公の側室 お夏 ⑵ 今井宗薫
とよとみひでより

⑶ 豊臣秀頼 ⑷ ヤン・ヨーステン

解説 幕府公認の御朱印船貿易は、豪商だけで
なく、大名やその関係者たちも盛んに行う

すみのくらりょう い

ようになってきました。豪商では京都の角倉了以や
すえつぐへいぞう

茶屋四郎次郎、長崎の末次平蔵が有名ですが、他に
も60名あまりの商人が朱印状を交付されていました。
また、大名では特に九州の大名が中心となりました

ただつね なべしまかつしげ

が、島津忠恒や有馬晴信、細川忠興、鍋島勝茂、加
藤清正ら10家程が朱印状を持っていたようです。さ
らには、ヤン・ヨーステンやウィリアム・アダムス
（三浦按針）などの外国人も朱印船貿易を行いました。
また女性も二人いた
ようですが、一人は
家康公の側室お夏の
方の名が記録されて
います。大坂城の秀
頼は朱印船貿易には
関わっていません。

徳川家康所用「伽羅」
（国重文・久能山東照宮蔵／静岡市） 角倉了以像（嵐山公園／京都市）

解答… ⑴ 解答… ⑶

「家康公検定 ２０２２」 「家康公検定 ２０２２」
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問題63
ちょうせん し せつ

慶長１２年（１６０７）、第1回の朝鮮使節（第1回から
かいとうけんさっかん し

3回は回答兼刷還使）が来日し、朝鮮との国交が
回復しました。以来、朝鮮使節（第4回より朝鮮
つうしん

通信使）は江戸期を通じて、何回、日本を訪れて
いるでしょうか？

⑴ 9回 ⑵ １２回 ⑶ １５回 ⑷ １８回

解説 江戸時代の朝鮮通信使は、慶長10年
（1605）に朝鮮国の僧惟政と家康公が伏見城

で会談を行った2年後の、慶長12年（1607）から始ま
り、文化8年（1811）まで12回実施されました。日本
側はこれらをすべて通信使と捉えていますが、朝鮮
側では初めの3回は徳川将軍からの国書（宗氏の偽

ら ち

作）への回答と、文禄・慶長の役で日本に拉致され
た朝鮮人の刷還（返還）を目的とする「回答兼刷還使」
と呼んでいます。通信使一行は正使以下300人から
500人で構成され、大坂までは
海路、それ以東は陸路をとりま

い

した。通信使の来日は両国の威
しん

信をかけた外交行事であり、一
行が日本国内を往来する際の交

きょうおう

通宿泊費や饗応費はすべて日本
ばくだい

側の負担のため莫大な費用が発
生しました。

問題64

慶長１４年（１６０９）、メキシコに向かっていたフィリ
そうとく

ピン総督のスペイン人 ドン・ロドリゴ一行が乗
ぼうそうはんとうおき ざ しょう きゅうじょ

る船が房総半島沖で座礁し、住民に救助されまし
ほ ご おお た き はんしゅ

た。一行を手厚く保護した大多喜藩主は、徳川四
し そく

天王の子息ですが、誰でしょうか？
なおたか いえつぐ

⑴ 井伊直孝 ⑵ 酒井家次
さかきばらやすかつ ただとも

⑶ 榊原康勝 ⑷ 本多忠朝

りん じ

解説 フィリピンの臨時総督であったドン・ロ
ドリゴは、慶長14年（1609）、次期総督と交

代のためガレオン船3隻の艦隊でマニラからアカプ
ルコ（メキシコ）へ向けての航海中に房総沖で難破し

い すみぐんおんじゅくまち

ました。上総国の岩和田村（現千葉県夷隅郡御宿町）
の浜に漂着、地元民に救助されましたが、大多喜城
の本多忠朝（本多忠勝二男）も300人余りの家臣を率

そ ち

いてロドリゴのもとを訪れ、温情ある措置をとった
のです。ロドリゴ一行は、本多忠朝の計らいで大多
喜城から江戸城に立ち寄り、さらに駿府城で家康公
と会見しました。この時、
家康公はかねてから望ん

みなと

でいた関東浦賀湊でのス
ペイン領メキシコとの交
易について、国王に伝え
るよう依頼したのです。

とら

江戸城内（三の丸）で陶器や虎の
れいたん

皮等の礼単（進物）を準備する朝
鮮通信使（江戸図屏風より）
出典：ウィキメディア・コモンズ、

フリーメディアリポジトリより
ドン・ロドリゴ上陸の地
（千葉県御宿町岩和田海岸）

解答… ⑵ 解答… ⑷

「家康公検定 ２０２２」 「家康公検定 ２０２２」
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問題65

慶長１４年（１６０９）、駿府で家康公、江戸で将軍 秀
りゅうきゅう

忠と対面した琉球王は誰でしょうか？
たまぐすく は に じ

⑴ 英祖王統 玉城 ⑵ 北山王 怕尼芝
しょうねい しょうさっ と

⑶ 中山王 尚寧 ⑷ 南山王 承察度

解説 ロドリゴ会見と同じ年、慶長14年（1609）
には、琉球からも中山王尚寧が薩摩藩主で
いえひさ

ある島津家久と共に駿府と江戸にやってきました。
これはこの年の3月に起きた薩摩藩による琉球侵攻
に敗北した琉球王が、徳川幕府との新たな交易上の
取り決めをするためですが、内容は薩摩藩の琉球に

かつじょう

対する支配権を承認したことと、奄美群島を割譲し
ちょっかつ ち

薩摩藩の直轄地としたことでした。このことにより
薩摩藩は琉球との独占的な交易が幕府にも認められ
ることとなり、琉球国を介した中国との交易が鎖国
後も継続されることになったのです。

問題66

慶長１５年（１６１０）、家康公は第６４問のドン・ロドリ
ゴ一行をメキシコに帰国させましたが、メキシコ
との交易を望み、日本の貿易商人を使節として同
行させました。日本人として初めて太平洋を往復
したこの商人は誰でしょうか？

すみのくらりょう い た なかしょうすけ

⑴ 角倉了以 ⑵ 田中勝介
ちゃ や きよのぶ やま だ ながまさ

⑶ 茶屋清延 ⑷ 山田長政

解説 ロドリゴ一行は日本滞在の後、家康公が
ウィリアム・アダムスに命じて建造させた

ガレオン船（日本名：按針丸）の提供を受けました。
この120トンのガレオン船はスペインの本格的な船

そんしょく

と遜色ないもので、「サン・ブエナ・ベントゥーラ
号」と命名されます。慶長15年（1610）8月1日に日
本を出航し、11月13日アカプルコに帰還しました。
この時にこの船に乗船した日本人が田中勝介です。
田中は京都の貿易商人で、記録上では初めて太平洋
を横断・往復した日
本人でした。メキシ
コ（スペイン）との通
商を望んでの渡航で
したが、合意には至
らなかったとされて
います。

「琉球人行列彩色」 １８３２年の「江戸上り」の様子を描いた浮世絵（部分）
出典：ウィキメディア・コモンズ、フリーメディアリポジトリより

サン・ブエナ・ベントゥーラ号と按針の像
（按針メモリアルパーク／静岡県伊東市）

解答… ⑶ 解答… ⑵

「家康公検定 ２０２２」 「家康公検定 ２０２２」
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問題67

慶長１６年（１６１１）、家康公がドン・ロドリゴ一行をメ
とうれい し

キシコに送り届けたお礼に、メキシコ副王の答礼使
あず

としてビスカイノが来日し、スペイン国王から預
かった西洋時計を家康公に贈りました。この時計は
げんそん ほ ぞん

現存しますが、どこに保存されているでしょうか？
く のうさんとうしょうぐう せんげん

⑴ 久能山東照宮 ⑵ 静岡浅間神社
ぞうじょう じ

⑶ 増上寺 ⑷ 東京国立博物館

解説 久能山東照宮には、スペイン国王フェリ
ペ3世から海難救助のお礼として家康公に

贈られた洋時計が神宝として残されています。元和
こうきょ

2年（1616）に家康公が薨去の後、久能山東照宮に納
められ、大切に保管されてきました。後に家康公の

しゅたくひん

愛用した手沢品のひとつとして、国の重要文化財に
指定されています。―（中略）―ゼンマイ式の時打付

こくめい

時計としては日本現存最古の品です。刻銘に1581年
スペインのマドリッドでハンス・デ・エバロが製作
したとあります。（久能山東照宮ＨＰより）
これはロドリゴ一行を送還したスペイン国王答礼
使ビスカイノが持参した
ものですが、交易の交渉
が進展することはありま
せんでした。

問題68
おかもとだいはち

慶長１７年（１６１２）、本多正純の家臣 岡本大八が起
ぞうしゅうわい じ けん れん ざ し ざい

こした贈収賄事件に連座し、死罪となったキリシ
タン大名は誰でしょうか？

おおともそうりん

⑴ 有馬晴信 ⑵ 大友宗麟
こ にしゆきなが まつ ら たかのぶ

⑶ 小西行長 ⑷ 松浦隆信

ひ の え

解説 肥前日野江藩（後に島原藩）主であった有
馬晴信と、家康公の側近本多正純の与力で

あった岡本大八の間にあった贈収賄事件を「岡本大
八事件」と呼んでいます。朱印船を派遣していた有
馬晴信は、慶長14年（1609）、ポルトガル領のマカオ

いさか

で諍いから船員など数十名を失い、翌年、弁明に長
崎に来航したポルトガル船を報復として攻撃、沈没
させました。その功から旧領返還を願い出ますが、

あっせん さ しゅ

岡本大八はその斡旋にかこつけて多額の金品を詐取
ごく

したのです。このことが明るみに出ると、大八は獄
に入れられ、後に安部河原で火あぶりの刑に処せら

かい

れました。晴信は改
えき

易・甲州配流後に自決
したのです。この二人
がキリシタンであった

けい き

ことが契機となり、家
康公は禁教令を発する
ことになりました。

洋時計の内部と概観
（久能山東照宮蔵／静岡市）

有馬晴信木像
（有馬キリシタン遺産記念館／南島原市）

解答… ⑴ 解答… ⑴

「家康公検定 ２０２２」 「家康公検定 ２０２２」
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問題69
きんきょうせいさく てんかん

禁教政策に転換した家康公は、慶長１８年（１６１３）、
ば て れんついほうぶん き そう

「伴天連追放文」を起草させ、全国的に禁教を命じ
こく い さい

ました。この「伴天連追放文」を起草した黒衣の宰
しょう りんざいしゅう そうりょ

相と呼ばれた臨済宗の僧侶は誰でしょうか？
かんしつげんきつ こん ち いんすうでん

⑴ 閑室元佶 ⑵ 金地院崇伝
さいしょうじょうたい なんこうぼうてんかい

⑶ 西笑承兌 ⑷ 南光坊天海

いっ

解説 金地院崇伝はもともと足利幕府の名門一
しき

色氏の子として生まれました。信長の入京
おびや

により足利将軍家の地位が脅かされるようになると
出家し、臨済宗の総本山南禅寺に入りました。慶長

すいせん

13年（1608）、相国寺の西笑承兌の推薦により家康公
おもむ

に招かれて駿府に赴き幕政に参画します。主に外交
事務を担当するようになり、慶長15
年（1610）、崇伝は駿府城内に建立し
た金地院を与えられました。その後
は貿易立国を目指す家康公の下、明
や朝鮮をはじめタイ（アユタヤ王朝）、
ベトナムなど、東南アジア諸国との
交易や西欧諸国との接触、外交文書
の起草や朱印状の発行など一手に引
き受けるようになりました。この「伴
天連追放文」も崇伝が起草したもの
です。

問題70
だ て

慶長１８年（１６１３）、家康公の許可を得た仙台の伊達
まさむね けんおう

政宗は、太平洋航路での交易実現を目指し、遣欧
し せつ は けん

使節を派遣しました。この使節団の代表としてス
ペインに向かったのは誰でしょうか？

かたくらかげつな はせくらつねなが

⑴ 片倉景綱 ⑵ 支倉常長
ただてる

⑶ ビスカイノ ⑷ 松平忠輝

解説 支倉常長は仙台藩伊達政宗の家臣です。
伊達政宗がスペインとの交易を強く望んだ

ことから、慶長18年（1613）に政宗の書状を携え、ス
ペイン人宣教師ルイス・ソテロとともに、仙台藩で
建造された日本船で太平洋を渡り、さらに大西洋を
横断してスペインに至りました。スペイン国王フェ
リペ3世に謁見し、後にローマ
法王にも謁見が許され洗礼を受
けます（洗礼名フランシスコ）。
仙台藩との交易を実現すること
はできませんでしたが、数々の

つ

西洋の品を携えて帰国の途に就
きました。苦難の航海の末、元
和6年（1620）に帰国を果たしま
すが、その時には幕府が禁教令
を出しており、失意のうちに亡
くなりました。

金地院崇伝像
（金地院蔵／京都市）
出典：ウィキメディア・コモンズ、

フリーメディアリポジトリより

支倉常長の肖像画
（アムステルダム国立美術館／オランダ）
出典：ウィキメディア・コモンズ、

フリーメディアリポジトリより

解答… ⑵ 解答… ⑵

「家康公検定 ２０２２」 「家康公検定 ２０２２」
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問題71

オランダとは慶長１４年（１６０９）に、イギリスとは慶
長１８年（１６１３）に交易が開始されましたが、この二

しょうかん

つの国が最初に商館を置いた地はどこだったで
しょうか？

さかい ながさき

⑴ 堺 ⑵ 長崎
はか た ひら ど

⑶ 博多 ⑷ 平戸

解説 オランダ人の日本来航は、慶長５年
う す き

（１６００）、豊後臼杵湾に漂着した「リーフデ」
号に始まります。その後オランダ本国で東インド会
社が設立され、東洋貿易はバタヴィア（ジャカルタ）
を中心に進められました。慶長１４年（１６０９）に来航し
たオランダ船は家康公から通商許可（朱印状）を得て
平戸に商館を開設、本格的に交易を始めました。一
方、慶長１８年（１６１３）、イギリス東インド会社の指揮
官であったジョン・セーリスが国王ジェームズ1世

あっ

の国書を家康公に献じ、ウィリアム・アダムズの斡
せん

旋により、オランダと同じく家康公から朱印状を得
て商館を開設したのです。
しかし、家康公死後はオ
ランダとの商戦に押され、
１０年で閉鎖を余儀なくさ
れました。

問題72
あま

慶長１９年（１６１４）、３００名余りのキリシタンが国外
ついほう そ ち

に追放されました。「大追放」と呼ばれるこの措置
で、マニラに追放されたキリシタン大名は誰で
しょうか？

が もううじさと

⑴ 大村純忠 ⑵ 蒲生氏郷
くろ だ よしたか

⑶ 黒田孝高 ⑷ 高山右近

解説 高山右近はキリシタン大名の代表的な存
在です。人徳の人としても知られ、蒲生氏

郷や黒田孝高など多くの大名が彼の影響を受けてキ
リシタンとなりました。細川忠興・前田利家は洗礼
を受けませんでしたが、右近に影響を受けてキリシ
タンに対して好意的であったと伝えられます。ただ

たかつき

一方で、自分の高槻領内の神社仏閣を破壊し、神官
や僧侶に迫害を加えたため、現在でも高槻周辺の古
い神社仏閣の建物や仏像などは数が少ないと言われ
ます。右近は秀吉の伴天連追放の際、領地や身分を
捨てて信仰を選んだこ
とで有名ですが、晩年
は家康公の国外追放令
を受けてマニラに追放
され、到着してすぐに
発病し亡くなっていま
す。

復元された平戸オランダ商館
（長崎県平戸市）

カトリック高槻教会高山右近記念聖堂
（大阪府高槻市）

解答… ⑷ 解答… ⑷

「家康公検定 ２０２２」 「家康公検定 ２０２２」
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問題73
じん

前問と同年の１１～１２月に「大坂冬の陣」が起こりま
した。次の中で大坂方の武将でないのは誰でしょ
うか？

き むらしげなり さな だ ゆきむら

⑴ 木村重成 ⑵ 真田幸村
ちょう そ か べ もりちか まえ だ としつね

⑶ 長宗我部盛親 ⑷ 前田利常

解説 家康公最後の戦いと呼ばれる大坂の陣で
すが、大坂方の武将たちの特徴はその多く

ろうにん

が浪人たちであったということでしょう。特に関ヶ
原の合戦後、西軍に属していた武将たちは再び活躍
の場が与えられる戦乱の時代を望んでいたのです。

のぶしげ

その代表が真田信繁（幸村）であり、長宗我部盛親、
もう り かつなが ご とうもとつぐ あ か しでるずみ

毛利勝永、後藤基次、明石全登と合わせ「大坂五人
おお の はるなが

衆」などと呼ばれました。木村重成は大野治長らと
同じ「豊臣の譜代衆」であ
り、秀頼を補佐する存在
でした。前田利常はどち
らかというと大坂方に理
解を示していましたが、
徳川軍として真田信繁の
軍と「真田丸」で戦い、大
きな損害を出すことに
なってしまいました。

問題74
めつぼう

翌 慶長２０年（１６１５）、「大坂夏の陣」により滅亡し
た大坂城の城主は誰だったでしょうか？

ひでつぐ ひでなが

⑴ 豊臣秀次 ⑵ 豊臣秀長
ひでよし ひでより

⑶ 豊臣秀吉 ⑷ 豊臣秀頼

わ ぼく

解説 大坂冬の陣で家康公と和睦をした豊臣秀
頼でしたが、その条件であった二の丸、三

は きゃく そうぼり う

の丸の破却や惣堀・外堀の埋め立てについて、特に
浪人衆から不満が起こり、不穏な動きが見られるよ

へい

うになりました。結果、堀は掘り返され、塀が造ら
れるなど再軍備が進んでいるという報告を受けた家

かんこう

康公は、再び大坂攻めを敢行します。大坂夏の陣の
勃発ですが、惣堀の大部分を埋め立てられた大坂方
は、外に出て戦う作戦をとりました。特に毛利勝永
と真田信繁は大いに奮戦し、家康公の本陣近くまで
攻め入ったと伝
えられます。そ
の後は徳川方が
押し返し、最後

よど

は、大坂城の淀
どの じ じん

殿と秀頼は自刃
して果てること
となりました。な た でら

前田利常像（那谷寺蔵／石川県小松市）
出典：ウィキメディア・コモンズ、

フリーメディアリポジトリより 家康公茶臼山本陣跡（天王寺公園／大阪市）

解答… ⑷ 解答… ⑷

「家康公検定 ２０２２」 「家康公検定 ２０２２」
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問題75
げん な しょうがい

元和2年（１６１６）、家康公は７５年の生涯を閉じまし
ゆいごん まいそう

た。遺言により、遺体は久能山に埋葬されました
そう ぎ と

が、葬儀はどこで執り行われたでしょうか？
かんえい じ ぞうじょう じ

⑴ 寛永寺（江戸・上野） ⑵ 増上寺（江戸・芝）
⑶ 大樹寺（岡崎） ⑷ 臨済寺（駿府）

解説 家康公の遺言として、徳川御実記には、
たいぜん

「御大漸（病が次第に重くなること）の後は
たてまつ ほう え

久能山に納め奉り、御法会は江戸増上寺にて行はれ、
れいぱい おか しゅう き おえ しもつけ

霊牌は三州大樹寺に置れ、御周忌終て後、下野の国
なんぜん

日光山へ小堂を営造して祭尊すべし。京都には南禪
じ こん ち いん

寺中金地院へ小堂をいとなみ、所司代はじめ武家の
やからしんぱい

輩進拜せしむべしと命ぜらる」と記されています。
自分が死んだら久能山に葬り、葬式は江戸の増上寺
で行い、位牌は三河の大樹寺に置き、一周忌を過ぎ

ほこら まつ

たら下野の日光に小さな祠を建て神として祀りなさ
い。京都では南禅寺
の金地院に小さな祠
を建て、京都所司代
を始め武家の者たち
に進んでお参りさせ
なさいと命じられま
した。葬儀は増上寺
で行われたのです。

問題76
かんえい つしまはん やながわしげおき

寛永１０年（１６３３）、対馬藩家老の柳川調興が、藩主の
そうよしなり ぎ ぞう うった

宗義成による国書偽造の事実を幕府に訴え出た「柳
川一件」の結末として、正しいのはどれでしょうか？

はっかく だんぜつ しょばつ

⑴ 国書の偽造が発覚したことにより、朝鮮との国交が一時断絶し、両国の関係者が処罰された。
せっぷく

⑵ 対馬藩主 宗義成は切腹、家老の柳川調興が朝鮮との交渉担当責任者となった。
む ざい ひろさき る ざい

⑶ 対馬藩主 宗義成は無罪、家老の柳川調興は弘前（青森県）に流罪となった。
⑷ 主君を訴えた柳川調興に全ての責任が押し付けられ、朝鮮へ送られた。

じん

解説 日朝両国の仲介役として、国交回復に尽
りょく

力した対馬藩でしたが、その過程で両国の
国書を偽造するという重大事を働いていました。対
馬藩家老の柳川調興は、旗本への復帰を目指して幕
府にそれを訴え出ますが、結果は対馬藩主の宗義成

とが

はお咎めなし、柳川調興が流罪となります。この結
き ひ

果は、幕府が無用な混乱を忌避したためともされま
す。実務を担っていた柳川調興が失脚して以降は、

い ていあん りんばん

臨済宗の僧が対馬の寺院以酊庵に輪番で派遣され、
朝鮮との外交を担
当しました。以後、
朝鮮との外交は、

かん し か

幕府の監視下で進
められていきます。

対馬宗家文書（九州国立博物館蔵）
出典：ColBase国立博物館所蔵品統合検索システム

さん げ だつ

増上寺三解脱門（東京都港区芝）

解答… ⑵ 解答… ⑶

「家康公検定 ２０２２」 「家康公検定 ２０２２」
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問題77
しょうかんちょう さん ぷ

オランダ商館長カピタンの江戸参府は、寛永１０年
（１６３３）より定例化され、幕末まで続きましたが、

かんかく

どれ位の間隔で行われたでしょうか？
ふにん

⑴ カピタンの任期は基本1年であり、原則として毎年春に、新しく赴任したカピタンが参府した。
⑵ 原則として5年に一度、任期を終えたカピタンが、秋に、新任者と共に参府した。
⑶ 任期に関係なく、将軍の代替わりの際に、祝いのため参府した。
⑷ 特に間隔は定めず、幕府の求めに応じて参府した。

解説 オランダ本国からカピタンとして日本に
は けん

派遣されオランダ人は、出島で１５８代、平
戸時代からあわせると１６６代続きました。慶長１４年
（１６０９）、最初にカピタンとして派遣されたのは、ヤッ
クス・スペックスでした。原則1年任期のカピタン
は、１１月に就任したのち、早々に江戸参府の準備を

あいさつ

始め、新春の1月に将軍へ挨拶をします。2月には
出島に戻り、出島でオランダ船の到着対応などの職
務に励み、１０月にはオラン

と つ

ダへ向けて帰国の途に就き
らんぺき

ます。長崎御用や蘭癖大名
が視察や交流のために訪れ
るので、その対応もする必

あわ

要がありました。非常に慌
ただしいスケジュールだっ
たことでしょう。

問題78
で じま

寛永１３年（１６３６）、長崎に造られた「出島」はどのよ
うに利用されたのでしょうか？

かく り ち

⑴ 異国人の隔離地 ⑵ ごみ捨て場
ざいにん る けい ち ぶ ぎょうしょ

⑶ 罪人の流刑地 ⑷ 奉行所の建設地

解説 キリスト教の布教や広がりを阻止しつつ、
ポルトガルを始めとした西洋各国との貿易

を続けたい幕府は、長崎に滞在しているポルトガル
人と日本人の接点を極力減らすために対策を講じま

ちくぞう

す。その一つが出島の築造でした。長崎の有力町人
たちに出資させ、2年をかけて造られたこの人口島
は、寛永１３年に長崎に入港したポルトガル船の乗員
８００人が最初の住人となったといわれています。ポ
ルトガルとの交易が打ち切りになり一旦無人となり
ましたが、寛永１８
年（１６４１）にオラン
ダ商館が平戸から
長崎へ移され、出
島はオランダ人の
隔離地となりまし
た。

初代平戸商館長
ヤックス・スペックス肖像画
出典：ウィキメディア・コモンズ、

フリーメディアリポジトリより

お らん だ や しきけい

出島阿蘭陀屋舗景
出典：ウィキメディア・コモンズ、

フリーメディアリポジトリより

解答… ⑴ 解答… ⑴

「家康公検定 ２０２２」 「家康公検定 ２０２２」
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問題79
しまばら あまくさいっ き

寛永１４年（１６３７）、「島原・天草一揆」を起こした農
こ

民たちが島原城を攻めた後、立て籠もった城はど
こでしょうか？

⑴ 熊本城 ⑵ 唐津城
⑶ 原城 ⑷ 平戸城

ほう き

解説 島原藩主 松倉氏の圧政に対して蜂起し
た一揆勢は、島原城下町を焼き払い、大手

門や桜門を攻撃しましたが、防備に優れた城を攻め
落とすことが出来ず、退却します。島原から退却し
た一揆勢が本拠地として入城したのが原城でした。
三方を海に囲まれた原城は、旧領主 有馬晴信が肥

わ じょう じょうかく

前名護屋城や倭城に用いられた豊臣系城郭の築城技
術を盛り込んで築城した堅城でした。旧有馬家臣団

は あく

も参戦していた一揆勢にとって、構造を把握してい
る原城は、立て籠もるのに最適の城だったのです。

問題80
ちんあつ

前問の「島原・天草一揆」の鎮圧のために、約3万
ひき ふこうず

4千人の幕府軍を率いて城攻めをした三河 深溝
藩主は誰だったでしょうか？

あ べ ただあき いたくらしげまさ

⑴ 阿部忠秋 ⑵ 板倉重昌
いな ば まさかつ いえただ

⑶ 稲葉正勝 ⑷ 松平家忠

ちょめい かつしげ

解説 板倉重昌は京都所司代で著名な板倉勝重
の次男であり、深溝城を藩庁とする1万5

千石の藩主として、一揆の鎮圧のために約3万4千
人の幕府軍を率いました。ところが、なかなか城を

あせ じゅうだん

攻め落とせず、焦った重昌は総攻撃をかけ、銃弾に
あ い がい

当たり戦死してしまいます。戦死した重昌の遺骸は
こうとう じ

江東寺（島原市）で火葬され、墓石は江東寺、板倉6
ぼ だい じ ちょうえん

家の菩提寺である長圓
じ

寺（西尾市）、江戸の菩
ほうせん じ

提寺である宝泉寺（東
こんりゅう

京都中野区）に建立さ
れました。また原城に
も重昌の子孫から出た

にわ せ はん

福島藩板倉家・庭瀬藩
板倉家・深溝陣屋板倉

えんぽう

家の3家によって延宝
く ようとう

9年（１６８１）に供養塔が
建立されました。

板倉重昌墓碑
（原城跡／長崎県南島原市）原城跡（長崎県南島原市）

解答… ⑶ 解答… ⑵

「家康公検定 ２０２２」 「家康公検定 ２０２２」
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問題81

前問の幕府軍の大将の戦死の報を受け、幕府は新
ろうじゅう

たに老中を派遣し、１２万を超える大軍で「島原・
天草一揆」を鎮圧しました。この老中は誰でしょ
うか？

ただかつ ど い としかつ

⑴ 酒井忠勝 ⑵ 土井利勝
ほ しなまさゆき のぶつな

⑶ 保科正之 ⑷ 松平信綱

い ずのかみ

解説 一揆鎮圧に派遣された松平伊豆守信綱は
おお こ うち

松平の一族である大河内（長沢）松平家の当
む さし おし ぎょう だ

主であり、その当時は武蔵 忍藩（埼玉県行田市）3
万石の藩主でした。“知恵伊豆”とも称された信綱は、

ち すじ

老中という立場や松平一族という血筋もあり、大国
と ざま

の多い九州の外様諸藩をしっかりと統制しました。
１２万を超える大軍でしたが、一揆勢の勢いが強いう

けん ご

え、原城が非常に堅固な城であったので、なかなか
攻め落とすことが出来ませんでした。信綱はオラン

えん ご

ダ船に援護を依
頼するなど、ま
さに総動員で原
城を攻め落とし、
一揆を鎮圧しま
した。

問題82

「島原・天草一揆」を鎮圧した幕府は、寛永１６年
（１６３９）、キリスト教の禁教を強化するため、ある
国との交易を打ち切りました。ある国とはどこで
しょうか？

⑴ イギリス ⑵ オランダ
⑶ ポルトガル ⑷ 明

解説 一揆を鎮圧した幕府は、キリスト教の取
り締まりを強化するための方策の一つとし

て、交易と共に布教活動も行っていたポルトガル人
を追放し、ポルトガルとの交易を打ち切りました。
交易を打ち切ったポルトガルに対する幕府の対応は、

か れつ てっ

非常に苛烈でした。寛永１７年（１６４０）に来航禁止の撤
かい

回を求めて長崎に入港したポルトガル船を焼き沈め、
乗船者（使節団）７４名の内６１名を処刑し、１３名をポル
トガルのアジア拠点であるマカオへ送り返していま
す（「ポルトガル使節団長崎受難事件」）。この交易打
ち切りにより、日
本が交易する西洋
の国はオランダ一
国となりました。

唐船・南蛮船図屏風（一部）
出典：国立文化財機構所蔵品統合検索システム忍城址・行田市郷土博物館（埼玉県行田市）

解答… ⑷ 解答… ⑶

「家康公検定 ２０２２」 「家康公検定 ２０２２」
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問題83
つな

江戸時代に、日本が海外と繋がる窓口となってい
た地を、「四つの口」と呼んでいます。四つの口の

あやま

うち、誤っているのはどれでしょうか？
つしま ながさき

⑴ 対馬 ⑵ 長崎
まつまえ りゅうきゅう

⑶ 松前 ⑷ 琉球

解説 対馬は朝鮮と、長崎はオランダ・中国と、
松前はアイヌとの交流・交易の窓口となっ

ていました。江戸時代の琉
球は、独立した一つの王国
です。日本側の窓口は薩摩

しっ き

で、琉球漆器や砂糖などを
ばくだい

輸入し、莫大な利益を得ま
した。対馬・長崎・松前・
薩摩は「四つの口」と呼ばれ、
海外の文物や情報がもたら
される窓口となっていまし
た。江戸時代の外交体制は
「鎖国」と言われますが、海

しゃだん

外との交流を完全に遮断す
るものではなく、幕府が外
交・交易をコントロールす
るために制限したものとい
とら

う捉え方が適切です。

問題84

「四つの口」に関連して、「通信の国」・「通商の国」
の説明として正しいのはどれでしょうか？

⑴「通信の国」は、日本と正式な国交を結んでいない国のことである。
⑵「通信の国」からは、将軍の代替わりごとなどに、日本へ使節が派遣された。
⑶「通商の国」には、オランダと琉球がある。
⑷「通信の国」は、朝鮮国だけである。

解説 「通信」と聞くと、現在では情報やデータ
のやりとりをイメージしますが、「よしみ

かいしゃく

を通じる」というふうに解釈されています。「通信の
国」とは、単に貿易するだけの関係ではなく、国交
じゅりつ

を樹立した国ということを考えれば、朝鮮通信使と
つか

琉球使節を遣わした朝鮮・琉球の2国が該当すると
おもむ

思い至るでしょうか。オランダ商館長も江戸に赴い
ていますが、これはあくまで東インド会社と幕府と
の関係。オランダと日本の国どうしの関係ではあり
ません。「四つの口」と呼
ばれる外交の窓口ですが、
その性格や成立背景には
違いがあることは、江戸
時代の「鎖国」を考える上
でも重要です。

こうしんせん

貢進船図・琉球船図
（東京国立博物館蔵）

出典：ColBase国立博物館所蔵品
統合検索システム

長崎出島の古写真
（明治5年頃／東京国立博物館蔵）

出典：ColBase国立博物館所蔵品
統合検索システム

解答… ⑷ 解答… ⑵

「家康公検定 ２０２２」 「家康公検定 ２０２２」
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問題85
さ こく

江戸幕府の「鎖国」と呼ばれる海外政策が成立した
のは何代将軍の時だったでしょうか？

⑴ 初代 家康 ⑵ 2代 秀忠
いえみつ いえつな

⑶ 3代 家光 ⑷ 4代 家綱

解説 一般的には三代将軍家光の時代、寛永１６
か

年（１６３９）のポルトガル船入港禁止から、嘉
えい わ しん

永7年（１８５４）の日米和親条約締結までの期間を「鎖
国」と呼んでいます。ただ、「鎖国」という語は、江

らんがく し づきただ お

戸時代の蘭学者 志筑忠雄が、『鎖国論』（１８０１年）に
い い なおすけ へいよう の

おいて初めて使用したもので、井伊直弼が「閉洋之
み の り

御法」と表現していたように、国全体を閉ざすとい
う意味合いではなかったとされています。実際、１７
世紀末には中国（清）とも交易が認められるようにな
り、琉球を通じて盛んに交易が行われました。また
オランダ、朝鮮、アイヌとも交易を行い、四つの海
外への窓口は保
持しています。
貿易上の管理と
制限を行った対
外政策と捉える
べきでしょう。

問題86
せいじん うやま

キリスト教の世界で聖人と敬われるフランシス
コ・ザビエルは、天文２１年（１５５２）、日本から中国

びょうぼつ

へ向かう途中、本土を目前にして病没しました。
い たい

その後、ザビエルの遺体はどうされたでしょうか？
な じょうせんとう かんとん か そう

⑴ 亡くなった中国の上川島（中国広東省）で火葬された。
⑵ ザビエルが生まれたスペインのハビエル城に移され埋葬された。

まつ

⑶ 教会の総本山であるバチカンのサンピエトロ寺院に祀られた。
⑷ インドのゴアの教会に移され、現在も１０年に１度、公開されている。

解説 イエズス会のリーダーでもあったザビエ
ルは、「東洋の使徒」、「世界保護の聖人」と

仰がれています。これは、インド人に対する布教に
重点をおき、インドの文化や習慣を尊重した上で現
地民の暮らしに適応しなが
ら布教活動を進めたからで
す。その後、日本に渡り、
日本での布教から一旦イン
ドに戻った翌年の１５５２年、
中国に向かう途中、広東沖
の上川島（サンショアン島）
で病死しました。遺骸はゴ
アのボム・ジェズ教会にあ

ひつぎ

り、１０年に一度、棺の開帳
が行われています。

ひつぎ

ザビエルの遺体が安置された棺
（ゴアのボム・ジェズ教会／インド）長崎湾出島の風景（シーボルトの著書「日本」より）

解答… ⑶ 解答… ⑷

「家康公検定 ２０２２」 「家康公検定 ２０２２」
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問題87
ふっ

秀吉の政策によって断絶した国交を、家康公が復
かつ

活させた国はどこでしょうか？

⑴ アメリカ ⑵ 朝鮮
⑶ 明 ⑷ ポルトガル

解説 秀吉の朝鮮出兵によって断絶した、明・
朝鮮との関係回復は、天下人となった家康

きっきん

公にとって、喫緊の課題でした。両国からの報復を
き ぐ

家康公は危惧しており、実際にその可能性もゼロで
はありませんでした。家康公は対馬を介して朝鮮と
交渉を行い、慶長１２年（１６０７）の回答兼刷還使の派遣
に至って和平が果たされました。
一方で明とは、琉球を仲介としての交渉などを試
みますが果たせず、ついには明が滅亡し、清に交代
します。結局日本と中国は、江戸時代を通じて、私
貿易による通商のみが行われました。

問題88
とも ふくぜん じ うしまど ほんれん じ

鞆の浦の福禅寺（広島県福山市）、牛窓の本蓮寺（岡
い せき

山県瀬戸内市）とともに、朝鮮通信使遺跡として
し せき

国の史跡に指定されている静岡県の寺院はどこで
しょうか？

い い のや りょうたん じ おき つ せいけん じ

⑴ 井伊谷の龍潭寺 ⑵ 興津の清見寺
と げっぽうさいおく じ はっ た さんそんえい じ

⑶ 吐月峰柴屋寺 ⑷ 法多山尊永寺

りんざいしゅう

解説 清見寺は臨済宗妙心寺派の寺院で、今川
たいげんせっさい

時代には義元の軍師でもあった太原雪斎が
住職を務めました。そのため、家康公の幼少時代（竹

ひ ご

千代時代）には義元の庇護のもと、駿府の臨済寺と
同様にこの寺でも雪斎から学問を学んだと伝えられ
ています。家康公が江戸に幕府を開くと、三葉葵の
紋を許され江戸時代２６５年の間、二百余石の朱印地

き え

を有し徳川一門の帰依を受けることになったのです。
すじ

さらに東海道筋
に立地していた
ことから、朝鮮
通信使や琉球使
節などの接待所
としても使われ、
その遺跡は国指
定史跡となって
います。

さだめがき

豊臣秀吉定書（九州国立博物館蔵）
出典：ColBase国立博物館所蔵品統合検索システム 清見寺仏殿（静岡市清水区興津）

解答… ⑵ 解答… ⑵

「家康公検定 ２０２２」 「家康公検定 ２０２２」
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問題89
ちょうせんつうしん し りゅうきゅう し せつ

朝鮮通信使と琉球使節に対する日本の対応で、
あやま

誤っているのはどれでしょうか？
ぶ れい

⑴ 使節への無礼がないように、道中での民衆との面会や交流は一切禁止された。
は

⑵ 使節が通行する際には、事前に道を掃き清めることなど、細かな達しが出された。
たば

⑶ 使節の宿泊所には、書画や漢詩を書いてもらうための紙の束が積まれるなど、各地で文化交流が図られた。
えが

⑷ 朝鮮通信使の行列を描いた浮世絵には、店先で飲食をしながら見物している人の姿も描かれている。

解説 朝鮮通信使・琉球使節は、江戸時代の日
本の人びとには、外国を従えているかのよ

うに見せつけ、使節には日本の豊かさや幕府の支配
い こう

が及んでいることを示すことで、幕府の威光をア
ピールするための一大プロジェクトでした。そのた
め幕府は、事前に細かな達しを出し、無礼が無いよ
う細心の注意を払いました。

しょみん

一方で当時の日本の庶民にとっては、数少ない外
国との直接の交流
の機会であり、使
節の滞在先には、
使節との交流や書

き ごう

画の揮毫を求めて
多くの人が訪れた
ため、使節は夜を
てっ

徹して対応したと
も記されています。

問題90
ぜんりんゆうこう そんちょう

家康公による日本外交の善隣友好と異文化尊重を
示すものとして、平成２９年（２０１７）に交流関連記録

き おく い さん とうろく

（資料）が「世界記憶遺産」に登録されたのは、次の
うちどれでしょうか。

⑴ アイヌの生活・祭礼用具
せんぷく

⑵ 潜伏キリシタン
⑶ 朝鮮通信使
⑷ 琉球王国のグスク

解説 平成２９年に、朝鮮通信使が世界記憶遺産
として、日韓両国の記録１１１件３３３点が登録

されました。記録は外交の記録、旅程の記録、文化
交流の記録の3種類に分類され、日本側の記録は、

たど

朝鮮通信使の行程を辿るように、日本中に存在して
います。

朝鮮通信使人物図（東京国立博物館蔵）
出典：ColBase国立博物館所蔵品統合検索システム

しょうとく

正徳元年朝鮮通信使参着帰路行列図巻（九州国立博物館蔵）
出典：ColBase国立博物館所蔵品統合検索システム

解答… ⑴ 解答… ⑶

「家康公検定 ２０２２」 「家康公検定 ２０２２」
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問題91

江戸時代を通じて、琉球の支配を行ったのはどこ
でしょうか？

さつ ま はん

⑴ 薩摩藩 ⑵ 対馬藩
⑶ 長崎奉行所 ⑷ 松前藩

解説 慶長１４年（１６０９）の薩摩藩の侵攻以後、琉
球は江戸時代を通じて薩摩藩の支配を受け

ました。しかしその間も、琉球は独立した1つの王
さくほう

国として存立し、中国（明・清）とも冊封関係を持ち
あつれき

続けています。薩摩そして日本は、中国との軋轢を
さ

避け、さらに中国と日本との関係回復のために、琉
球の独立と両属を黙認したとされます。
独立国琉球が日本に編入されたのは、明治に入っ
てからですが、そのルーツは、家康公が薩摩の琉球

さかのぼ

侵攻を認めたことに遡ります。琉球は明治１２年
（１８７９）の「琉球処分」以降は沖縄と呼ばれ、昭和２０年
（１９４５）、太平洋戦争の結果、アメリカの占領統治下
に置かれました。そし
て昭和４７年（１９７２）に日
本復帰を果たし、２０２２
年は、沖縄の日本復帰
５０周年の節目の年に当
たります。

問題92
こんじき きん だ み ぐ そく

家康公が金色の「金陀美具足」を着用したと伝わる
戦いはどれでしょうか？

⑴ 大高城の兵糧入れ（桶狭間の戦い）
⑵ 姉川の戦い
⑶ 三方ヶ原の戦い
⑷ 関ヶ原の戦い

解説 元康（家康公）が桶狭間の敗戦から岡崎城
に戻り、自立のきっかけとなった永禄3年

（１５６０）当時に着用していた具足が「金陀美具足」です。
別名を「大高城兵糧入れ具足」と呼んでいますが、家
康公が困難に打ち勝ち、戦国大名への足掛かりと

よろい

なった開運の鎧として、江戸時代を通じて江戸城大
たま

名溜りの間に展示してあっ
たといわれます。具足は全

きんでい ため ぬ ほどこ

体に金泥の溜塗りが施され、
かぶと ひ ね の なりかぶと

兜は日根野形兜で前立はあ
りません。また胴も仏胴と
呼ばれる、二枚の鉄板を前
後に合わせたもので、至っ
て実践的な造りになってい
るのが特徴です。若い家康
公の躍動感が伝わってくる
具足です。

「金陀美具足」レプリカ
（三河武士のやかた家康館蔵／岡崎市）

※本物は久能山東照宮蔵首里城（沖縄県那覇市）

解答… ⑴ 解答… ⑴

「家康公検定 ２０２２」 「家康公検定 ２０２２」
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問題93
いえがら

松平家の代々の家老の家柄に生まれ、三河家臣団
ひっとう しょう お じ

の筆頭と称され、家康公の義理の叔父にもあたる
か しん

家臣は誰でしょうか？
いえなり ただかず

⑴ 石川家成 ⑵ 大久保忠員
しげつぐ

⑶ 酒井忠次 ⑷ 本多重次

解説 酒井氏はその先祖が松平初代親氏の子で
ひろちか

あると伝えられています（広親）。同時に、
松平家中における最古参の家臣でもあり、忠次も松

うす い ひめ

平氏とは深い血縁関係にありました。正室の碓井姫
け よういん

は家康公の祖父 松平清康と華陽院（法名）の娘であ
り、家康公の母 於大の義妹となります。忠次は家

お じ

康公にとっては義理の叔父という関係にありました。
年齢も１５歳年長であり、家臣たちをまとめる立場に
あったことは言うまでもありません。家康公の三河

はたがしら

統一期には、東三河の旗頭として吉田城主となりま
した。以後、家康公の数々の戦いに活躍、長篠の合

とび が す とりで きゅうしゅう

戦では勝利に直結する「鳶ヶ巣砦」の急襲が有名です。
いんきょ

隠居後は秀吉か
ら京都に屋敷を
はいりょう

拝領し、その地
で没しました。

問題94
めいそう と ん ぼきり かぶと

家康公の家臣で、名槍「蜻蛉切」と鹿角の兜で知ら
のぞ とうしょう お

れ、生涯５７度の戦に臨み、一度も刀傷を負わなかっ
たと伝わる勇士は誰でしょうか？

なおまさ

⑴ 井伊直政 ⑵ 大久保忠世
やすまさ

⑶ 榊原康政 ⑷ 本多忠勝

解説 本多氏は松平氏の古くからの譜代家臣で、
にしくらまえ

忠勝は三河国西蔵前（岡崎市）の生まれです。
幼名は平八郎、幼い時に父を安城の合戦で亡くし、

ただざね

叔父の忠眞に育てられたと伝わります。永禄3年
（1560）、13歳の時に家康公の大高城兵糧入れに従っ
たのを初陣に数多くの合戦に参加、一度も手傷を負

ゆうもう

わなかったことで有名です。その勇猛ぶりは、三方
せんえき ぜんしょうせん ひとことざか はっ き

ヶ原戦役の前哨戦「一言坂の合戦」で発揮され、武田
の家臣に「家康に過ぎたるも
のが二つあり、唐の頭に本多

うた

平八」と謳われるほどでした。
か じつけん び

信長からは「花実兼備の勇将」
と、秀吉からも「古今無双の

たた

勇士」と称えられ、家康公の
関東移封時には上総大多喜城
10万石を拝領します。関ヶ原
合戦後には伊勢桑名に移封さ
れこの地で亡くなりました。

本多忠勝像
（岡崎公園／岡崎市）錦絵浜松城の「酒井の太鼓」（明治時代）

解答… ⑶ 解答… ⑷

「家康公検定 ２０２２」 「家康公検定 ２０２２」
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問題95
はんぞう

「伊賀の半蔵」の名で知られ、後年、本や映画など
で伊賀忍者の代表のように扱われることが多い家
康公の家臣は誰でしょうか？

こうりききよなが はっとりまさなり

⑴ 高力清長 ⑵ 服部正成
や ぎゅうむねのり わたなべもりつな

⑶ 柳生宗矩 ⑷ 渡辺守綱

解説 服部半蔵正成はれっきとした三河生まれ
の武士であり、もともと忍者ではありませ

ん。若い頃から家康公に従い、「鬼の半蔵」の異名で
知られたとも伝わります。一躍有名になったのが、
本能寺の変の後の「伊賀越え」です。「伊賀者」たちを
集めて家康公一行を守りながら、無事、伊勢国まで
送り届けたということですが、そのような事実は史
料にはなく、伊賀の在地の武士たちが協力して家康
公一行を助け、この者たちが後に半蔵の与力として
召し抱えられたのです。家康公
が江戸に幕府を開くと、将軍を
守る側近として江戸城の門付近
に屋敷地を拝領し居住しました。
この門を「半蔵門」と呼んでいま
す。与力たちも甲州街道沿いに
屋敷を持ち、将軍を守る役目を
果たしたと伝えられます。

問題96
ちょっきょ ちょうてい

家康公が勅許（朝廷の許可）を得て、姓を松平から
徳川に改姓（復姓）し、徳川家康を名乗ったのは何
歳のときでしょうか？

⑴ 岡崎城に戻り、今川家から独立した１９歳のとき
み かわのかみ

⑵ 三河を統一し、三河守の官職を得た２５歳のとき
じょうらく

⑶ 信長に従って初めて京都に上洛した２９歳のとき
⑷ 征夷大将軍に任じられ幕府を開いた６２歳のとき

解説 家康公は、岡崎に帰還した当時は「元康」
と名乗っていました。その後、今川氏から

の独立を決意し、名を「家康」と改めます。家の一字
みなもとの よし いえ

は源氏の棟梁であった八幡太郎源義家の家の字を付
ちんあつ

したとされています。さらに三河一向一揆を鎮圧し、
東三河の平定を成し遂げ、
三河一国の大名としての
力を有したということで、
正式な官位を朝廷から
たまわ じゅ ご いの

賜ったのです。「従五位
げ みかわのかみ りつりょう

下三河守」、これは律令
制で定められた正式な国
司としての官職名でもあ
りました。この時、家康
公25歳、「徳川家康」誕生
の歳です。

服部正成墓
（西念寺／東京都新宿区）

徳川家康公像（岡崎市）
25歳の家康公をイメージしています。

解答… ⑵ 解答… ⑵

「家康公検定 ２０２２」 「家康公検定 ２０２２」
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問題97

家康公の浜松時代に起きた出来事ではないのはど
れでしょうか？

⑴ 小牧・長久手の戦い ⑵ 関ヶ原の戦い
たかてんじんじょう

⑶ 高天神城の戦い ⑷ 長篠・設楽原の戦い

解説 家康公の浜松時代は、浜松城を築城した
元亀元年（1570）から、天正14年（1586）に秀

吉に臣従し駿府へ移るまでの17年間を指します。年
齢で言えば29歳から45歳まで、正に青壮年期を浜松
で過ごしたことになります。この間は戦国大名とし
て成長しようとする家康公にとって苦難の連続でし
た。特に長年にわたる武田氏との戦いは、常に生死

か

を賭けた戦いであり、三方ヶ原の合戦では多くの家
臣たちを失いました。また信長の死後は台頭する羽
柴秀吉との争いがあり、一つ間違えば、後の北条氏

めつぼう

などと同じように滅亡する危険性をはらんでいたの
です。秀吉の死
後、江戸に移っ
ていた家康公は
関ヶ原の合戦で
つい

遂に天下平定の
大業を成し遂げ
ました。

問題98
ご

家康公の九男、十男、十一男から続く家を徳川御
さん け

三家と言いますが、次の中で御三家に入らないの
はどの家でしょうか？

お わり き い

⑴ 尾張徳川家 ⑵ 紀伊徳川家
こう ふ み と

⑶ 甲府徳川家 ⑷ 水戸徳川家

よしなお

解説 徳川御三家とは、家康公の子、九男義直
よりのぶ

の「尾張徳川家」、十男頼宣の「紀州徳川家」、
よりふさ

十一男頼房の「水戸徳川家」です。このうち「尾張家」
あと つ

と「紀州家」からは、将軍家に跡継ぎが無いときに養
子を出すことが出来ましたが、「水戸家」については
許されていませんでした。代わりに常に副将軍とし
て江戸城で将軍を補佐できる立場にありました。徳
みつくに なりあき

川光圀や斉昭らが有名です。「甲府徳川家」とは四代
いえつな つなしげ つな

将軍 家綱の弟で甲府城主となった綱重とその子 綱
とよ つなよし

豊を指します。後に綱豊は五代将軍 綱吉の養子と
いえのぶ

なって家宣を名
乗り、六代将軍
を継承していま
す。

浜松時代の家康公像（浜松城公園／浜松市） 甲府城跡（舞鶴城公園／山梨県甲府市）

解答… ⑵ 解答… ⑶

「家康公検定 ２０２２」 「家康公検定 ２０２２」
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問題99

今年、令和4年は、家康公が生まれた天文１１年と
え と

同じ干支です。６０年に一度巡ってくる家康公の干
支は何でしょうか？

きのえね ひのえたつ

⑴ 甲子 ⑵ 丙辰
みずのえとら みずのと う

⑶ 壬寅 ⑷ 癸卯

じっかんじゅう に し

解説 干支と言うのは、正しくは「十干十二支」
こう

のことを指します。十干というのは甲・
おつ へい てい ぼ き こう しん じん き

乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸の総称です。
いんよう ご ぎょう き ひ つち か みず

陰陽五行の木・火・土・金・水と結びつけて、それ
え と きのえ きのと

ぞれに兄と弟を当て、甲（木ノ兄）・乙（木ノ弟）・
ひのえ ひのと つちのえ つちのと

丙（火ノ兄）・丁（火ノ弟）・戊（土ノ兄）・己（土ノ
かのえ かのと みずのえ みずのと

弟）・庚（金ノ兄）・辛（金ノ弟）・壬（水ノ兄）・癸
（水ノ弟）と読ませます。十二支と組み合わせて年や
日の表示などに用いています。家康公が生まれたの
は1542年、この年は「壬寅」です。次にこの壬寅がやっ
てくるのが60年後、

かんれき

つまり還暦となる
わけです。今年
（2022年）は壬寅の
年、家康公8回目
の還暦を迎える年
です。

問題100

今年、令和4年（２０２２）の１２月２６日、家康公は満何
歳の誕生日を迎えるでしょうか？

⑴430年 ⑵480年
⑶530年 ⑷580年

解説 前問で解説したとおり、家康公は今年で
8回目の還暦、つまり480歳を迎えること

になります。壬寅の年は60年に一度しか巡って来な
いわけですから、今年は特別な年となるわけです。
「家康公に学ぶ会」では、「家康公検定」をはじめ各種

かんむり

講演会やシンポジウムなどに「生誕480年記念」の冠
を付けています。これを機会に家康公に関する興味
や関心を高め、学びを深め、来る大河ドラマも大い
に興味を持って視聴したいものです。

十二支の守護神、中央が寅年の守護神
しん だ ら ほうらい じ

「真達羅大将」（鳳来寺薬師堂／愛知県新城市）

解答… ⑶ 解答… ⑵

「家康公検定 ２０２２」 「家康公検定 ２０２２」

104 105
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