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【主人公】
徳川 宗春　とくがわ むねはる 
(1696-1764) 
尾張藩第７代藩主。 
幼名：萬五郎。 
最初は松平通春と名乗った。 

尾張藩主・徳川綱誠（つななり）の 
20男として名古屋で生まれる。 

20男だったため 
家柄やしきたりにとらわれず自由に育ったが、 
日の目を見ない年月を長く過ごす。



34歳にしてようやく 
奥州梁川藩3万石の藩主となり独立。 

1730年、兄・継友の死によって 
尾張藩62万石の藩主に就任。 

・祭りを盛大に行う 
・遊廓や芝居小屋への規制を緩める 
・死刑の廃止 
など、次々と独自の政策を打ち出していく。 

将軍・吉宗の 
倹約路線（享保の改革）とは 
真逆の規制緩和、自由経済政策によって 
名古屋の街は大いににぎわった。



しかし、 
次第に幕府との対立を深め 

幕府との関係悪化を恐れた 
尾張藩・家老たちの 
クーデターをきっかけに失脚。 

藩主の身分を奪われ、 
謹慎処分を課せられてしまう。 

謹慎は宗春が死ぬまで 
解かれることはなく、 
宗春の名誉が回復されたのは 
死後75年後のことであった。



【絵コンテ集】



【絵コンテ1】
サムネイルの宗春。 

謹慎処分を受けた 
「罪人」である 
宗春の肖像画は 
残されていません。 

ちなみに徳川宗春で 
検索すると出てくる 
この姿は本人ではなく、 
宗春を演じた役者を 
描いたものだといいます。



【絵コンテ2】

絵コンテの順番が 
前後するのは 
よくあります（笑）

死者なので左前。 
この表現は 
福沢諭吉伝でも 
やりました。 
定番。



【絵コンテ3】

宗春には 
遊女を身請けして 
側室にしたという 
エピソードも残っています。

宗春は 
絵画や書道など 
芸術にも 
精通していました。

江戸は単身赴任の武士など 
男性の比率が非常に高く、 
ファーストフードである 
屋台が流行りました。 

特に、寿司・天ぷらは 
人気のファーストフード 
だったようです。



【絵コンテ4】

江戸時代がキライに 
なる理由第１位。 
「徳川多すぎ問題」

この４コマだけで 
徳川５人登場！



【絵コンテ5】

上様登場！

この「宗春伝」の 
もう一人の主役です。

将軍の後継ぎがいない 
場合は「御三家」の尾張か 
紀州から養子を出すことに 
なっていました。 

「御三家」筆頭は 
尾張藩でしたが、 
紀州が8代吉宗、14代家茂 
水戸からは15代慶喜と 
将軍を出しているのに対し、 

尾張からは結局幕末まで 
将軍が出ることは 
ありませんでした。



【絵コンテ6】

ちなみに吉宗と 
将軍の座を争ったのは 
宗春ではなく、 
兄の継友です。 

よくカン違いされて 
いますが・・・

このときの 
宗春の心境って 
どんな感じ 
だったんでしょうか？

吉宗と宗春。 
運命の出会い。



【絵コンテ7】 尾張藩主になる前の 
宗春は「松平通春」 
と名乗っていましたが、 
ややこしいので本編では 
宗春に統一しています。

宗春は吉宗に 
大変可愛がられたそうです。 

謹慎処分後も、 
「気鬱になっていないか？」 
と常に気遣ったんだとか。

吉宗をいかに 
魅力的に描くか？ 
というのは今回もっとも 
苦心した点のひとつです。 

どうしても吉宗か宗春、 
どちらかが 
悪役になりかねないので。



【絵コンテ8】

いよいよ主人公・宗春の 
活躍が始まります！

梁川藩主時代の 
エピソード。 

ちなみに、宗春は 
ずっと江戸にいたため 
梁川の地には一度も行って 
いません。 

梁川藩主だったのは 
わずか、1年ちょっとの 
期間でしたが 
それでも領民から 
大変慕われたそうです。



【絵コンテ9】
将軍・徳川吉宗の 
「享保の改革」 

吉宗は率先して倹約に 
努めました。 

衣装は高価な絹ではなく、 
安価な木綿を着用。 

普段の食事は 
将軍ながら一汁一菜で 
しかも一日二食という 
徹底ぶり。

ほぼ”節約マニア”ですね。 

そして、 
倹約のターゲットは「大奥」 
も例外では 
ありませんでした。 

美人はすぐにもらい手が 
現れるだろう、と 
吉宗は大奥の美女ばかりを 
集めて全員クビにしたと 
いう・・・



【絵コンテ10】

倹約によって 
幕府の財政は復活しました 
が、増税や経済の縮小、 
文化の衰退といった 
負の側面もありました。

兄・継友の死。 

これによって20男の宗春が 
尾張藩主に！

自分にも厳しいが、 
他人にも厳しい。 

それが将軍・吉宗でした。 
宗春とは対照的ですね。



【絵コンテ11】 「温知政要」の内容は 
現代の私たちが読んでも 
すごく納得できるものです。 

ぜひ、「温知政要」もどこか 
でご紹介したいですね。

規制は少ない方がいい。 
行き過ぎた倹約は 
かえって大きな出費になる。 

など、将軍・吉宗を批判 
しているとも取れる内容 
でした。

「温知政要」は 
宗春が尾張藩主就任の 
翌年に出版した本。 

自身の政治方針を 
発表した現代で言えば 
”マニフェスト” 
みたいなものです。 

そして、宗春は 
このマニフェスト通りの 
政策を次々に 
実行していきます。



【絵コンテ12】

宗春は 
倹約令で規模を縮小していた 
名古屋東照宮祭を 
元のように盛大に 
行いました。 

祭りは当時の人々にとって 
非常に楽しみなことの１つ 
でした。

ド派手な衣装での 
お国入り。 

倹約倹約で活気を失って 
いた人々も 

「なんか今度の殿さまは 
　違うぞ！」 

と思ったことでしょう。



【絵コンテ13】

「温知政要」でも、 
”規制が多いことはよくない 
ことだ。” 
と、持論を述べています。

武士は面子が大事 
だったので、芝居のような 
庶民の娯楽を 
表立って楽しむことは 
できませんでした。 

しかし、宗春は 
「良いものは良い」 
と、規制緩和を 
進めていきます。



【絵コンテ14】 活気がある名古屋の街には 
人が集まってきます。 

宗春の時代、 

「江戸を見し者もあきれ 
　申し候」 

「名古屋の繁華に興（京） 
　がさめた」 

と言われるほど名古屋は 
栄え、 
現在の大都市・名古屋の 
基礎を築きました。

・武士の芝居見物を許可 
・遊郭を許可 
・相撲も許可 
・歌舞音曲・鳴物も許可 

名古屋弁で言うと 
「まあええがやー」 
ってことですね。 

為政者・リーダーに 
必要な心構え。



【絵コンテ15】

次第に幕府との対立を 
深めていくことに・・・

しかし、当然ながら 
こんな政策を続けていれば 
幕府から目を付けられる 
わけで・・・



【絵コンテ16】

最終的には 
幕府との関係悪化を恐れた 
重臣たちのクーデター 

という思いもよらない 
幕切れとなります。

宗春事件は、 
宗春と吉宗の 
価値観・信念の違い 

宗春・吉宗という 
お互いを認めながらも 
相容れない 
強烈な個性のキャラクター 
がぶつかり合った結果 
起こりましたが、 

朝廷の存在も大きかった 
ようです。歴史物では必ず 
出てくる「朝廷黒幕説」😅



【絵コンテ17】

名古屋の街は 
大混乱におちいります。

１年おきに江戸と国元を 
行き来するというのが 
江戸時代の大名のルール。 
（参勤交代） 

参勤交代で宗春が 
江戸にいるスキを狙って 
国元の家老たちが 
クーデターを起こしました。



【絵コンテ18】

謹慎処分に対し、 
宗春は 

「尾張初物よ」 

と笑い飛ばしたと言います。

宗春が幕府から下された 
処分は「蟄居謹慎」。 

幕府によって 
御三家筆頭・尾張藩の 
藩主が辞めさせられる 
という前代未聞の出来事 
でした。



【絵コンテ19】

倹約令が出された名古屋の 
街は火が消えたように 
静かになりました。 

宗春の謹慎生活は、 
悠々自適な隠居生活の 
ような感じだったみたい 
ですが、外出は一切 
許されなかったと言われて 
います。

尾張藩は宗春のいとこの 
徳川宗勝が相続します。 

通常は藩主の養子となって 
相続するのですが、 

幕府は一旦、尾張藩を 
宗春から没収した上で 
宗勝に相続させます。 

宗春が藩主だった事実 
さえ認めない！という 
厳しい処分でした。



【絵コンテ20】

しかし、 
公式の「歴史書」からは 
消されても・・・ 

名古屋の人々の心の中から 
宗春の存在が消えることは 
ありませんでした。

物語のクライマックス。 
宗春の提灯のお話。 

罪人・宗春に関しての 
尾張藩の記録は不自然に 
”消されて”います。



【絵コンテ21】 毎年冬になると、 
名古屋のメインストリート 
広小路通りでは 
イルミネーションが 
点灯されます。 

広小路通りの 
イルミネーションを見た 
ときには、ぜひ徳川宗春の 
話を思い出してくださいね。 

あの灯りを最初に灯したのは 
宗春なのですから・・・

結局、生涯 
謹慎処分を解かれることは 
ないまま、 
宗春は亡くなります。 

死後、75年経った1839年。 
ようやく宗春は幕府から 
許され、歴代藩主に復帰 
しました。



【絵コンテ22】 外（人）に対しては 
”慈愛の心”を 
すみずみまで！ 

自分の内側に対しては 
”忍耐の心”を。 

宗春は、派手な生活や 
贅沢ざんまいをして 
藩財政の危機を招き、 
幕府に罰せられた 

”残念なお殿さま”なんか 
では決して無いのです。

宗春は著書「温知政要」 
の中で、 

”慈”と”忍”の二字を 
心の戒めとする。 

と述べています。



【登場人物解説】



徳川 吉宗　とくがわ よしむね 
(1684-1751) 
江戸幕府・第8代将軍。 
元・紀州藩主。 
「暴れん坊将軍」で有名な人。 

紀州藩主・徳川光貞の四男として生まれるが、 
父や兄が相次いで亡くなったため 
22歳にして紀州藩主となる。 

質素倹約を徹底し、 
紀州藩の財政再建に成功。



その実績をもって 
7代将軍・家継の死後、 
江戸幕府第8代将軍に就任する。 

後の世に「享保の改革」 
と呼ばれる改革を行い、 
幕府の財政・権力を立て直した。 

そのため吉宗は 
江戸時代の将軍の中でも 
特に名君と評判が高く、 
「江戸幕府中興の祖」 
と呼ばれる。



幕府財政の立て直しには 
成功した「享保の改革」だが、 

一方で 
増税により 
農民の生活が苦しくなり 
百姓一揆が頻発。 

庶民にも倹約を強制したために 
経済や文化の停滞を招くという 
負の側面もあった。



徳川 綱誠　とくがわ つななり 
(1652-1699) 
宗春の父。 
尾張藩3代目藩主。 

13人の側室との間に40人の子をもうけるが、 
ほとんどが幼いときに亡くなり 
成人したのは 
吉通、継友、宗春など6人しかいない。 
多産多死の時代であった。 

1699年、宗春3歳のとき 
食あたりが原因で亡くなってしまう。



徳川 吉通　とくがわ よしみち 
(1689-1713) 

徳川綱誠の10男。宗春の兄。 
父・綱誠の死後 
11歳で尾張藩第4代藩主となる。 

非常に聡明で、 
6代将軍・家宣（いえのぶ）からは、 

「自分の子はまだ幼いので 
　吉通に将軍職を譲りたい」 

と言われたほど。



宗春とは非常に仲が良く、 
夕食は常に 
宗春と一緒に食べた 
というほど可愛がっていた。 

吉通は聡明と評判だったが 

一方で 
寒中水泳をしようとしたときに 
「水が冷たい！」 
と文句を言い、

日本初の温水プールを 
作らせたものの・・・ 
温水プールは水漏れがして 
1回しか使えなかった。 
という謎エピソードも残っている。

1713年、25歳の若さで 
不審死を遂げた。



徳川 継友　とくがわ つぐとも 
(1692-1731) 

徳川綱誠の11男。宗春の兄。 

兄で尾張藩主の徳川吉通と、 
その後を継いだ甥の五郎太が 
相次いで亡くなったため 
第6代尾張藩主に就任した。 

藩主就任を喜び、五郎太が亡くなった 
翌日に宴会を開いたため 
家老から 
「不謹慎だ」と咎められる。



もともと病弱だった 
江戸幕府7代将軍の徳川家継（いえつぐ）が 
危篤におちいると 

次期将軍の最有力候補となるが、 
結局、将軍には 
紀州の徳川吉宗が選ばれる。 

経費削減により 
藩財政の立て直しに成功するも 
1731年、39歳で麻疹のため亡くなる。



ちなみに・・・ 

動画内で継友は 
「1730年に亡くなった」 
としていますが、 
当時は旧暦のためズレが生じてしまうのです＾＾



松平 乗邑　まつだいら のりさと 
(1686-1746) 

江戸幕府老中。 
老中として将軍・吉宗の 
「享保の改革」を支える。 

歴史の教科書にも出てくる 
「足高の制」を提案したり、 

刑事裁判の判例集 
「公事方御定書」 
の制定に携わったりしている 
実はスゴイ人。



あの大岡越前こと大岡忠相も 

「彼の才智には自分がハシゴをかけても及ばない」 

と乗邑を高く評価している。 

吉宗の次男の田安宗武を 
次期将軍に推していたため、 
吉宗の長男・家重が9代将軍になると 
老中を解任された。



徳川 宗勝　とくがわ むねかつ 
(1705-1761) 

尾張藩第8代藩主。 
宗春のいとこ。 
宗春の謹慎処分後、尾張藩主となる。 

通常、実子以外が 
藩主の後を継ぐときには 
「養子」になるのだが、 
（※宗春も前藩主・継友の養子になっている） 

宗勝は宗春の養子にはならず、 
尾張藩は一旦幕府に没収された上で 
改めて宗勝に下すという形をとった。



徳川 家継　とくがわ いえつぐ 
(1709-1716) 

父・6代将軍家宣（いえのぶ）が亡くなったため 
わずか4歳で7代将軍となる。 

実際の政治は 
新井白石（あらいはくせき）や 
間部詮房（まなべあきふさ）と 
いった側近が行った。 

大変利発な子だった 
と言われているが、 
1716年、わずか8歳で病死してしまう。



【史跡紹介】

お絵かき日本史
徳川宗春伝



名古屋城 
〒460-0031 
愛知県名古屋市中区本丸１-１ 

宗春ら尾張藩主の居城。 
「尾張名古屋は城で持つ」 
と言われた。

徳川園 
〒461-0023 
愛知県名古屋市東区徳川町１００１ 

尾張藩主の大名庭園。



建中寺 
〒461-0003 
愛知県名古屋市東区筒井１丁目７-５７ 

尾張徳川家の菩提寺。 
謹慎後の宗春が、両親の墓参りに行く 
ことを許されたときのお寺。 平和公園（宗春の墓碑） 

〒464-0022 
愛知県名古屋市千種区平和公園１-３ 

戦後、名古屋市内の墓地が 
多く移転された。 
宗春の墓（墓碑）も平和公園内にある。


