江戸時代【入門編】
①みるだけ江戸時代（１６０３～１８６７年）
江戸幕府の成立 初代～３代将軍

交通・産業

・１徳川家康が ２関ヶ原の戦いに勝利
→征夷大将軍に任命され ３江戸幕府を開く

・27五街道：東海道、中山道など
・農具：備中ぐわ、28千歯こきなど
・大阪：「29天下の台所」とよばれる
→各藩が 30蔵屋敷を設置
・31株仲間：商人らの同業者組織

・４武家諸法度：大名を統制する法律
・５鎖国の完成：３代将軍６徳川家光のとき
幕政の安定 ４～７代将軍

元禄文化

・ 生類憐みの令：５代将軍 徳川綱吉が出す
７

８

・９新井白石の政治：6・7代将軍のとき

・32近松門左衛門：人形浄瑠璃の台本
・俳諧：33松尾芭蕉の「奥の細道」
・34菱川師宣の「見返り美人図」

幕政の改革 ８～12代将軍
・10享保の改革：８代将軍11徳川吉宗の改革
→公事方御定書、目安箱など
・田沼の政治：老中12田沼意次の政治
→13株仲間の結成を積極的にすすめる
・14寛政の改革：老中15松平定信の改革
→内容が厳しすぎて６年で失敗
・16天保の改革：老中17水野忠邦の改革

新しい学問、化政文化
・35国学：36本居宣長が大成した学問
・蘭学：37杉田玄白らの「38解体新書」
39
伊能忠敬が全国を測量
・40葛飾北斎の「富嶽三十六景」
・41歌川広重の「東海道五十三次」

→上知令（中止）など。２年で失敗

開国、幕府の滅亡 12～15代将軍
・18ペリーの来航：19日米和親条約に調印・開国
・20日米修好通商条約：不平等条約
⇒尊王攘夷運動がさかんに
※大老21井伊直弼：反対派を弾圧⇒暗殺
・22薩長同盟：23坂本龍馬の仲介で成立
・24大政奉還：将軍25徳川慶喜が政権を返上
・26王政復古の大号令：新政府の樹立を宣言

社会の動揺
・42異国船打払令：鎖国を守るため
・大塩の乱：43大塩平八郎が反乱
・天保の改革：水野忠邦（失敗）

②よむだけ江戸時代
江戸幕府の成立 1600年、１徳川家康が ２関ヶ原の戦いに勝利し、1603年に征夷
大将軍に任命されて ３江戸幕府を開きました。
・江戸幕府は全国の大名の行動を取りしまるため、４武家諸法度という法律を出しま
した。
・３代将軍５徳川家光のときには、６鎖国が完成しました。幕末まで、限られた国とだ
け貿易を行うしくみができあがりました。

交通・産業 江戸時代には陸上・海上の交通が整備されました。陸上交通では、全国
を支配するため、幕府は東海道や中山道などの ７五街道を整備しました。
・農村では ８備中ぐわ、千歯こきなどの農具が普及し、農業が効率的になりました。
・江戸・大阪・京都を三都といいます。なかでも大阪は、全国の商業の中心地であっ
たため、
「９天下の台所」と呼ばれました。各藩は大阪に 10蔵屋敷を設置し、年貢米
や特産物を販売しました。
・商人らの同業者組織を 11株仲間といいます。彼らは幕府や藩に税を納め、営業を独
占することを認められて大きな利益を得ました。

幕政の安定 ４～７代将軍の時期は、幕府の政治が安定した時代でもありました。
・５代将軍12徳川綱吉は極端な動物愛護を命じる 13生類憐みの令を出しました。
・６・７代将軍の時期は、儒学者の 14新井白石が政治を担当し、長崎での貿易額を制
限するなどの政策を行いました。
15

元禄文化 ５代将軍徳川綱吉の時代を中心に、おもに上方で栄えた町人文化です。

・16近松門左衛門は人形浄瑠璃の脚本家で、多くの台本を書きました。
・俳諧では 17松尾芭蕉が「奥の細道」を残しています。
・絵画では、18菱川師宣の「見返り美人図」が有名です。

幕政の改革 ８～12代将軍の時期は、幕藩体制が揺らいでいく時代です。相次いで改
革が行われました。
・18世紀前半、８代将軍19徳川吉宗によって 20享保の改革が行われ、裁判の基準を定
めた公事方御定書や、庶民の意見を聞くための目安箱が設置されました。
・18世紀後半には、老中21田沼意次が政治の中心となりました（22田沼の政治）。田沼

意次は 23株仲間の結成を積極的にすすめ、かわりに税を納めさせることで財政難を
解消しようとしました。しかし、わいろ政治との批判を受け、失脚しました。
・田沼のあと、老中24松平定信が政治の実権をにぎり、25寛政の改革を行いました。し
かし、厳しい改革に人々の不満も強く、改革は６年で失敗に終わりました。
・19世紀半ばには、老中26水野忠邦が 27天保の改革を行いました。江戸・大阪周辺の
土地を直轄領（幕領）にする上知令を出しましたが、大名らの強い反対で実行でき
ませんでした。結局、改革は２年ほどで失敗に終わりました。

新しい学問、化政文化 18世紀後半、２つの新しい学問がさかんになりました。その
１つが、日本人古来の思想を研究する 28国学で、
「古事記伝」を書いた 29本居宣長が
大成しました。
・一方、30杉田玄白らは西洋の医学書を翻訳し、
「31解体新書」を出版しました。こう
し、オランダ語でヨーロッパの学問を学ぶ

32

蘭学の基礎が築かれました。

・33伊能忠敬は全国を測量し、その死後に正確な日本地図が完成しました。
・19世紀前半、江戸を中心に庶民の文化が栄えました。これを 34化政文化といいま
す。絵画（風景画）では、35葛飾北斎が「富嶽三十六景」、36歌川広重（安藤広重）
が「東海道五十三次」を残しました。

社会の動揺 19世紀になると、ロシア、イギリス、アメリカなどの船が日本に石器に
してきました。1825年、幕府は鎖国を守るために 37異国船打払令を出し、日本に
近づく外国船を砲撃して追い払うことを命じました。
・1830年代に発生した天保のききんで苦しむ人々を救うために、幕府の元役人であ
る 38大塩平八郎が反乱を起こしました（39大塩の乱）。
・このような状況のなかで、老中水野忠邦による天保の改革が行われましたが、失敗
に終わってしまいました。

開国、幕府の滅亡 12～15代将軍の時期は、江戸幕府が滅亡に向かっていく時代で
もあります。
・1853年、アメリカから１ペリーが来航し、日本に開国を求めてきました。翌年、幕
府は 40日米和親条約に調印して開国しました。こうして、200年以上続いた鎖国が
終わりを迎えました。
・さらに1858年には 41日米修好通商条約に調印しました。この条約は不平等条約で
もありました。このころから、国内では幕府に対する批判とともに、天皇を尊び外
国の勢力を追い払う尊王攘夷運動がさかんになりました。
・幕府の大老42井伊直弼は、反対派を弾圧する厳しい態度で臨みましたが、その後暗
殺されてしまいました。
・外国の軍事力の前に攘夷運動が不可能であることをさとった薩摩藩と長州藩は、土
佐藩出身の 43坂本龍馬の仲介により、幕府をたおすことを目的として 44薩長同盟を
結びました。
・1867年、15代将軍45徳川慶喜が朝廷に政権を返上しました。これを 46大政奉還と
いいます。その後、朝廷は 47王政復古の大号令を発表し、新政府の樹立を宣言しま
した。これにより、260年以上続いた江戸幕府は滅亡しました。

江戸時代【入門編・演習】
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