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⦿本ニュース３０1号は、１１～１２月号です。 

（３００号は、９～１０月号に訂正します） 

11月・１２月休講と今後の方向 
当会のゼミは、11月・１２月も休講とします。 

９月末のコロナ感染は第2波で、首都圏、近畿圏、東

海圏・福岡・沖縄で増加し、全国の感染者総数は 8 万

人を超え、中国の９万人に迫っています。こうした事態

に対して、政府は経済優先策を基調にして、各種キャ

ンペーンを継続・拡大しています。感染増加に対しての

政府の政策は科学に基づかず、国民の自己責任に委

ねています。当会の再開の条件は、現在実効性がみえ

てきたワクチンの普及が必須です。たとえ感染しても重

症化しないワクチンや特効薬に期待しましょう。 

年会費について 
1、１０月以降入会会員への請求は当分の間延期しま

す。 即ち、来年の再開時は不透明ですが、再開決

定時に請求も再開します。 

2、今回の会費の考え方は、２年間（２０２０～２１年）のゼ

ミ稼働月数をベースに算出します。但し、固定費（通

信費・印刷費・ＨＰ費・会議費キャンセル料等）分を考

慮して、端数を切上げ千円単位とします。 

⦿例えば、来年５月再開とすれば、２年間の稼働月数

は１0か月となります。  

①ゼミ稼働ベースでの２年間の算出金額は、10か月

÷24 か月×5千円×2年間＝4200円となります。 

②但し、固定費を勘案した 2年間の会費は、4200円で

はなく、5000円となります。 

結果、会員の２年間の会費は以下の通りとなります。 

〇2020年に年会費を納入済みの会員は、2021年の会

費はゼロとなる。2020 年に年会費未納会員は、2021

年の会費は、5千円となります。 

遠隔講演方式について 
一部の会員から要望があった遠隔講演方式は、世話

人会で検討の結果、引き受け可能なマンパワーが見当

たらず、見送る事としました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

田沼意次の経済政策―賄賂汚職の悪徳者か、そ

れとも開明的政治家か― 清野 敬三会員記― 

◇はじめに◇ 
僕はヘソ曲がりのせいか、歴史上評判の悪い人物に

特に興味を持っている。蘇我馬子・弓削道鏡・平清盛

などである。田沼意
おき

次
つぐ

もその一人である。 

 意次は、江戸中期の徳川家重・家治の時代に、600

石の旗本から 5万 7000石の大名に異例の大出世を遂

げ、側用人と老中を兼任して独裁的権力を握った人物

である。しかし、失脚後は、賄賂汚職の金権腐敗の悪

徳政治家であるとされ、現在でも「田沼時代」と云うと賄

賂が横行した汚職の時代という悪の印象が強い。 

しかし近年は、米穀を基本とした農本主義から、貨幣

の流通を促進し経済を活性化させ重商主義に転換さ

せる経済・財政政策が評価されるようになった。さらに

彼は清廉潔白な政治家だったとする動きさえある(大石

慎三郎『田沼意次の時代』･後藤一朗『田沼意次その虚

実』)。その実像はどうなのかをみていきたい。 

◇生い立ち、紀伊藩士から幕臣へ◇ 

 田沼家の先祖は、鎌倉時代に下野国阿蘇郡田沼邑

に移り住み、もとの名の佐野から地名の田沼を称するよ

うになったという。その後、主家を転々と変え、意次の４

代前の吉次が紀伊藩に仕えた。 

 意次の父意
もと

行
ゆき

は、徳川吉宗の奥小姓を務め、吉宗が

第８代将軍となると江戸に召し連れられて将軍の小姓と

なり、従五位下主
との

殿頭
ものかみ

に叙され 600 石の知行を与えら

れ、のち小納戸役頭取に昇進している。紀伊藩士から

江戸入りし幕臣となった吉宗子飼いの家来と云える。

(『寛政重修諸家譜』1219) 

 意次は、享保 4 年(1719)意行の長男として生まれた。

意次 16歳の時、次期将軍予定の家重の小姓に選ばれ、

同年父意行が亡くなり、知行 600 石を相続し、のち父と

同じ従五位下主殿頭に叙された。 

◇異例の大出世、小姓から 1万石の大名へ◇ 

 延享 2年(1745)家重が第 9 代将軍となると、意次も本

月 

報  
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丸に移り将軍の小姓となった。翌年小姓頭取に昇進し、

ここから意次の目覚ましい出世が始まる。 

 29歳の時、御用取次見習となり、足高 1400石を支給

され知行 2000 石の旗本になる。翌年には小姓組番頭
ばんがしら

に昇進し、33 歳の時御用取次兼務となる。その 4 年後

5000石の上級の旗本となった。 

 宝暦 8 年(1758)評定所に出席を命じられ、美濃郡上

一揆の難事件を処理し、その褒賞として相良 5000石を

加増され 1万石の大名となった。 

 宝暦 10年(1760)意次が仕えた将軍家重が引退し、家

治が第 10代将軍になった。普通なら意次も御用取次を

辞職するのが慣例であったが、そのまま御用取次留任

を命じられた。新将軍の下その信任を受け、さらに目覚

ましい出世を遂げていく。 

◇側用人と老中を兼務し権力集中◇ 

 宝暦 12年(1762)に 1万 5000石の大名になり、明和 4

年(1767)には側用人に昇進し、位階も従四位下に上が

り 2 万石の大名になった。さらに相良に築城を許され、

城持ち大名となる。 

 明和 6 年(1769)に老中格となり、3 年後には正式の老

中となり、加増を重ね 3万石の大名となる。しかも、奥兼

帯を命じられ側用人と老中兼務となった。将軍の側に

仕える中奥
なかおく

のトップである側用人と幕府政治の表
おもて

のトッ

プである老中を兼務し、権力が集中することになった。 

 安永 8 年(1779)将軍後継予定の家基が急死したため、

養子選定の大役を意次は命じられた。天明元年(1781)

一橋家の家斉に決定し、その褒賞として 1 万石加増さ

れ、合計 4万 7000石の大名になった。 

◇絶頂期から没落へ◇ 

 この頃が田沼家の絶頂期と云える。先輩の老中が相

次いで亡くなり、意次は幕府の権力を一手に握ることに

なった。天明 3 年(1783)には、長男の意
おき

知
とも

が奏者番か

ら若年寄に昇進した。父が老中、子が若年寄で、ともに

将軍側近として奥の職務を担うことになり、意次・意知

父子に幕府の権力が集中することになった。 

ところが、翌天明 4年(1784)事態は暗転する。長男意

知が江戸城中で、旗本佐野善左衛門により斬殺される

事件が起きた。翌年、意次は 1万石加増され 5万 7000

石の大名になったが、意知の死を契機に田沼家は衰

運に向かう。 

◇意次の経済政策◇ 

  意次の経済政策は一言で云えば、税制改革と通貨制

度の改革である。農本主義から貨幣経済振興をめざす

重商主義的政策への転換である。従来の幕府の税制

は米を基礎にした年貢が主体であったのを、商品流通

に課税し業界に冥加金を課し、株仲間に独占権を与え

る方式をとった。 

吉宗の時代は、享保の改革で質素倹約を最優先さ

せ、財政支出削減のため厳しい倹約を命じ、増収策と

しては農民に対する年貢率引き上げと新田開発策をと

った。これにより財政収支は改善したものの米価が乱高

下し百姓一揆の頻発など無理が生じてきた。 

 それを受けた意次の政策の特徴は、年貢以外からの

財政収入を増やすための利益追求にあった。利益追

求のために、輸入物資の国産化・新たな鉱山開発・産

業の創出や流通の仕組みの改善が奨励された。商品

経済・貨幣経済を活性化し、その結果利益を得た商人

に課税し、幕府財政を健全化しようとした。 

 通貨制度の改革では、当時、金・銀・銭の３種の通貨

が別建てで相互間の相場が常に変動していたのを、

「明和五匁銀」「南鐐二朱判」などを発行し通貨の一本

化を目指し、貨幣経済の発展を図った。 

◇利益追求と山師◇ 

 意次は、鉱山開発・朝鮮人参の国産化・白砂糖の国

産化など殖産興業策に積極的に取り組んだ。そのため

の技術・知識のある人材を民間から登用し、幕府の興

利策に活用した。そこで活躍した人々は「山師」と呼ば

れ、その射倖的・場当たり的なマイナスの側面が非難さ

れたが、利益追求という積極面をみるべきであろう。 

 意次の施策で注目すべきは蝦夷地の開発である。ロ

シアの進出に対抗し北方の調査開発を進め探検隊を

組織し蝦夷地の開発に取り組んだ。仙台藩の蘭医学者

工藤平助の『赤蝦夷風説考』に興味を持ち、ロシアと公

式に交易を開始することまで企図していた。 

 新田開発政策の柱に、印旛沼干拓工事がある。3,900

町歩の新田を目指す大開発計画であった。工事は順

調に進捗し完成も間近かであったが、天明 6 年の未曾

有の大洪水により堤防が崩壊し、やむなく中止に追い

込まれ、計画推進者の意次には大きな痛手になった。  

◇意次の人柄◇ 

意次の風貌は、汚職まみれの悪徳政治家という悪評

から、歌舞伎の敵役「赤面
あかづら

」がイメージされるが、画像で

見ると痩身細面の端正な容貌でいかにも切れ者という

感じである。意次を評するとき「はつめいの人」と表現さ

れることが多い。「はつめいの人」とは、当時、学問や知

識に優れた人の意味に使われていた。幕末の能吏川
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路聖謨は、美濃郡上一揆の処理に関する意次の手腕

に改めて感心し、「正直の豪傑」と高く評価している(藤

田覚『田沼意次』)。 

また、将軍家重は次の将軍家治に、意次は「またうど

のもの」だから続けて召仕えさすようにと遺言している。

「またうどのもの」とは全き人の略語で、正直者・律義者

という意味である。 

意次は幕府の最高権力を握ったが、権勢を誇ること

なく、どんな相手でも、へりくだった慇懃な態度で接した

と云われている。このことは、意次を厳しく批判した神沢

杜口が『翁草』で「外面は菩薩に似、内面は夜叉の如

し」と、内面は夜叉であることを強く指弾しているが、逆

にみると、人々に接する態度は柔和で温厚であったこと

が分かる。 

◇賄賂と手入れ◇ 

 それでは、意次は賄賂とは無縁の清廉潔白であった

かというと、そうとは云えないと思う。ものを頼まれた謝礼

として、当然のように金品を受け取っていたのではない

か。但し、これは当時の慣習であり、誰でも行っていた

ことで、意次だけが殊更に悪く云われるいわれはない。 

 当時、諸々の頼み事や官位・役職の昇進などのため

に金品を贈って工作することは、半ば常識になってい

た。これを「御手入れ」と称していた。諸藩では、河川の

修理などの賦役を命じられると大変な負担になる。それ

を避けるために幕閣に「御手入れ」をする。或いは藩主

の官位昇進のために要路に贈り物を届ける。これらは

江戸駐在の家老たちにとって、重要な仕事であった。 

 例えば、仙台藩主の伊達重村は、官位を中将に昇進

してもらうために「手入れ」の工作をするよう家老に指示

したことが『伊達家文書』に残っている。渡辺崋山筆の

国宝「鷹見泉石像」で有名な鷹見泉石は古河藩の江戸

詰家老であったが、その『泉石日記』には、藩主の養子

土井利
とし

位
つら

の役職昇進のために方々へ「手入れ」をした

ことが記されている。寛政の改革を行った松平定信さえ

も、役職に就く前、家格を「溜詰め」に引上げてもらうた

めに金銀を贈ったことを、定信本人が書き残している。 

 では、「手入れ」は公認されていたかというと、賄賂禁

止の法度が出されており、当時でも公然と行うこと憚わ

れていた。しかし、儀礼的な贈答は高価なものでない限

り認められており、さらには年中恒例の進物は「付届」と

称し、役人にとって義務的なものとされていた。寛政の

改革の最中に進物の数を減らしたり取止めたりする者

がいた為、きちんと贈るようにという触書さえ出ている。こう

なると賄賂禁止も尻抜けであり、程度問題となってしまう。 

◇意次の没落◇ 

 天明4年(1784)長男の若年寄意知が江戸城内で暗殺

されたのを契機に、田沼家の権勢は衰運に向かう。 

天明 6 年(1786)将軍家治が死亡すると、意次は周囲

の圧力で、病気理由による老中辞職やむなきに至る。2

万石の返上と上屋敷と大坂蔵屋敷が没収され、さらに

追い打ちをかけて、2万 7000石の没収と隠居謹慎を命

じられ、相良城も没収された。家督を継いだ孫の意
おき

明
あき

が、辛うじて１万石の大名として存続を許されたが、陸

奥国下村への転封を命じられた。 

 意次が厳罰に処せられた理由としては、松平定信が

寛政の改革を進める上で、田沼政治を転換し幕政改革

をアッピールするためと云われている。定信は、以前か

ら意次に敵意を抱いており、二度までも刺し殺そうとし

たと、自らの将軍宛意見書で述べている。相良城も没

収だけでは飽きたらず、それを破壊し、痕跡を全て消し

去ったのもそれ故であろう。 

◇おわりに◇ 

 この時代、最大の課題は幕府財政の立て直しであっ

た。意次は、従来の米穀中心主義を転換し、諸々の商

品の生産・流通・営業から利益を生み出す政策をとった。

開明的で革新的な重商主義の経済政策であったが、

拙速で杜撰な点があり足をすくわれた。 

 御三家三卿や譜代門閥派から見れば、意次は低い

身分から大出世を遂げた成り上がり者である。その成り

上がり者が権勢を振るうことに、鬱積した反感を持った

のは当然であったろう。しかも、利益追求を忌み嫌う儒

教的な考えの保守的な階層にとって、山師的な利益重

視の政策は許し難いものであったろう。意次の庇護者

であった将軍家治の代替わりを機に、譜代門閥派によ

って一気に滅亡に追い込まれたと云えよう。 了       

【 追記 】 

 田沼意次を主人公にした小説に、平岩弓枝『魚の棲

む城』と、村上元三『田沼意次』がある。どちらも意次を

開明的な政治家としている。 

平岩本は、幼馴染の初恋の相手と別の人生を歩み

ながら晩年には結ばれる話を軸にして、意次の魅力に

周囲の者が心酔し協力を惜しまない様を描いており、

読んでいて爽快な気分になる作品である。 

村上本は、意次の冤罪を雪ぐ意図をもった小説で、

文庫本でも全３巻の力作である。時代小説の大家の手

になるものだけに、当時の江戸城内の仕来たりなどがく
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わしく書かれていて興味を引く。 

 意次の蝦夷地開拓は、司馬遼太郎の小説『菜の花の

沖』にも登場する。意次は蝦夷地に着目し大規模な調

査・探検団を送ったことで、江戸史上大きな光芒を放っ

ているとし、政敵松平定信は、意次を骨髄まで憎み、蝦

夷地のことをすべてもとに戻したばかりか、その功労者

まですべて処罰したと嘆いている。以上 

 日本語の源流をもとめて 

    ―磐城妙三郎会員記― 

先学の比較言語学者は日本語を主にアルタイ諸語、オ

ーストロネシア諸語、トラヴィダ諸語の３系統にその源流

を求めている。アルタイ諸語とはユーラシア大陸に分布

する諸言語で、一般にテュルク語族、モンゴル語族、ツ

ングース語族を含み、広義にはこれらに 日本語族、朝

鮮語族も加えられる。オーストロネシア諸語（語族）は台

湾からフィリピン、インドネシア、マレー半島と南下し、西

暦 5 世紀にインド洋を越えてマダガスカル島に達し、

さらに東の太平洋の島々に拡散したとされる。かつては

スンダランドやサフールランドの北部といった地域からメ

ラネシア（フィジー、トンガ、サモアなど）、ミクロネシア

（マリアナ諸島、マーシャル諸島など）、ポリネシア（タヒ

チ、ハワイ、ニュージーランドなど）といった環太平洋の

島嶼部へ広く分布している。トラヴィダ諸語（語族）は主

として南インドとスリランカで話されている言語で、中で

もタミル語を日本語の祖語とする説がある。比較言語学

では主に文法構造、基礎語彙、音韻関係の比較によっ

て諸言語間の同系性や親縁性（語族、語派）を見出し

たり、あるいは共通祖語を再構することを目的としてい

る。アルタイ諸語では文法と音韻、オーストロネシア諸

語では語彙と音韻、トラヴィダ諸語では文法と語彙に日

本語との共通性があることが指摘されているが未だ結

論には至っていない。他にも多くの言語学者が提唱す

る学説が多岐にのぼる。 

近年、分子人類学によるホモサピエンスの遺伝的系譜

や多様性の研究成果と考古学的な証拠を融合してホ

モサピエンスの地球上への拡散の様子が解明されつ

つある。ホモサピエンスは２０万年前ほど前にアフリカ大

陸で誕生し、７万年から６万年ほど前にアフリカを出発

し西アジア地域に進出し、その後西アジアを拠点として

各地へ拡散したとされる。その主要な拡散ルートは海

岸線を利用したものだと考えられ、アラビア半島、インド

亜大陸の沿岸部を進み、５万年前にはスンダランドとい

われたインドシナ半島とジャワ島、ボルネオ島などの島

嶼部が一体化した地域に到達したとされる。その中の

一部の集団がニューギニアとオーストラリアが一体化し

たサフールランドへ進出してフィリピンのネグリト、ニュー

ギニアの高地先住民、オーストラリアのアボリジニの祖

先となったと考えられている。４万年から３万年ほど前に

なるとスンダランドに残った集団の中から東アジアや日

本列島へ進出したとされる。福島県の三貫地貝塚から

発掘された３千年前の縄文人のゲノム解析の結果、こ

の集団の系統であることが示された。この集団がオース

トロネシア諸語の共通祖語を使っていた可能性がある

のではなかろうか。 

一方西アジア地域から、ユーラシア大陸の内陸部を東

に向かう集団とヨーロッパ大陸へ向かう集団が出て、４

万年ほど前になると前者はシベリアや極東へ進出した。

その一部が南下して朝鮮半島経由日本列島へも到達

した可能性があるとされる。彼らがアルタイ諸語の共通

祖語を使う集団であれば日本列島でオーストロネシア

祖語とアルタイ祖語を使う集団が出合い、両者が融合

し、日本語の祖語が形成された可能性が指摘できる。 

実はこの説は言語学者の説としても古くからありロシア

の言語学者エフゲニー・ポリワーノフ（1891 年～1938

年）の仮説をその嚆矢とする。村山七郎（1908 年～

1995 年、言語学者）がポワリーノフノの仮説を再発見し、

その後、崎山理（1937 年～、人類学者・言語学者、国

立民族学博物館・滋賀県立大学名誉教授）がこの説を

継承している。 

しかしオーストロネシア諸語（語族）の拡散の過程はもっ

と複雑であり、言語学的系統関係と考古学的な証拠か

ら台湾の先住民の使う言語がオーストロネシア語の原

郷であるとする学説が提唱されている。分子人類学的

にも４万年から３万年ほど前に東アジアに定着した集団

が農耕技術を習得後、６千年前から５千年前に台湾を

出発し、３千４百年前にメラネシア（フィジー、トンガ、サ

モアなど）に到達しラピタ文化を生み出したと考えられ

ている。更にポリネシア（（タヒチ、ハワイ、ニュージーラ

ンドなど）やミクロネシア（マリアナ諸島、マーシャル諸島

など）へ拡散していくが、モアイ像で有名なイー 

スター島への到達が千 5 百年前、マオリ人で有名なニ

ュージーランドへは千年前と推定されている。これに従

えばアルタイ語を使う集団が縄文人の祖先であり、その

後オーストロネシア語を使う農耕民が弥生人として渡来

したとする推測も成り立つのではなかろうか。 了。 


