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いまさら聞けない江戸城のこと、会員になってまもない方、入会されるのに躊躇されて
いる方、仲間を誘ってどうぞご覧ください。 

認定NPO法人江戸城天守を再建する会 

 

ようこそ江戸城へ（江戸城天守再建に向けて） 
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認定NPO法人江戸城天守を再建する会 
2022年度 

江戸城天守再建に向けて 

ようこそ江戸城へ 

当講話は私たちの活動に賛同し 

これから一緒に取り組みたい方々に 

再建に向けての基本コンセプトをご提供します 



●大河ドラマ「真田丸(2016)」で話題になりましたが、石垣山城の「関東連
れ小便」、真偽の程は別にして、滅亡間近の北条の小田原城を眼下に！ 

１．はじめに 

●秀吉：「関八州をやる代わりに江戸 
           に移ってもらうから。駿河や 
           三河はもういらんだろ?」  

●家康：「はぁ？」  

決して喜ばしいことではありませんが、 

●150万石の家康が250万石の領地を得たことは、秀吉亡き後の歴史
に大きく影響することになりました。 

石垣山の上から関八州を望んで！ 

秀吉にしてみれば領民ともども強 

い結束力のある徳川の勢力を衰えさせ、 

秀
吉 

家
康 

※こうして 

(関東連れ小便) 

1.はじめに(関東連れ小便) 

〝しかし〟 

※世界の大都市東京は誕生しました。 

しかも、自分が拠点としている 

京都・大坂から更に遠ざける狙いもあったと思われます。 
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つまり連れ小便の最中に「国替え(移
封)」を命令されたわけです。自分の領
地に基盤を築いている家康にとって、 

4代氏政 
 弟氏照 
 弟氏規 
5代氏直 



※今でも皇居の中に上(中・下)道灌濠という名称が存在しています。 

※道灌が菅原道真を祀り、梅を植えた梅林坂が今も残っています。 

■衣川の戦いにおける源義家(1039-1106)と安倍貞任
(1019-1062)との和歌による歌問答についてその
内容、歌などを詳しく教えてください。 

 -義家:衣のたてはほころびにけり 

  -貞任:年を経し糸の乱れの苦しさに(アベノサダトウ) 

●義家が衣川の館（たち）と衣類の縦糸をかけて「衣のたちは
ほころびにけり」と詠んだところ、貞任は裏切りを知っ
ていたため、「年を経し糸の乱れの苦しさに」と詠み
返した。と言われています。 

 貞任の歌の解釈は、衣を何年も着ていると糸がほつれて、
組織も何年か経つと統率が乱れてと解釈されます。 

■前九年の役で、義家が活躍しはじめる。この時期辺境の砦
は「柵」と呼ばれたが、義家は次々と破った。ある時「
衣川柵」（岩手県・平泉町附近）も落した。その衣川
に安倍貞任がいた。敗走する貞任を、義家が馬で追
った。追いながら  「衣のたて（館）はほころびにけり」  
と歌の下の句を貞任に投げつけた。と貞任は振り返
り、にっこり笑い「年を経し糸の乱れの苦しさに」と上
の句を返してきた。義家は唖然・感動した。無知で卑
しいとされる辺境の武人が、都の人間以上に「雅心」
をもっていたとは。義家は、この時追跡をやめたとい
う。いわゆる「名場面」は義家と貞任の歌問答として
知られる。 

●３番の回答についてなのですが、源義家は、子供の頃（安
倍一族と闘うために）陸奥の守となった父親の源頼
義とともに子供の頃都から奥州にやってきて、以降
12年間奥州に生まれ育ちます。なので奥州の文化レ
ベルの高さを義家はよく知っていたと思われます。安
倍一族は頼義に対して懐柔策を取ったので、表面上
は彼らはけっこう仲がよく、貞任、宗任兄弟と義家は
知り合いだった可能性が高いです。歌を読みかけれ
ば返ってくることは当然予測できていたのです。とい
うわけで、３番さんの回答にあるような「都から来た
貴族が、奥州の荒武者の思いの外の優雅さに驚い
た」というのは、ありがちなイメージに沿って後世に脚
色された部分のようにも思います。いやどうでもいい
ことですが（笑）。すみません。 

尚、この城は一度も落城した 

ことがない運の強い城だったそうです。 

流石、歌人でもあった道灌らしいエピソードです。・・・・・ 

※道灌は小机城を攻めるときに当時珍しかった足軽隊を編成し、次の歌
で景気づけをしたと言われています。 

2.江戸城と太田道灌 

今でも詠んだ場所が硯松石碑で残 

っています。 

    江戸の築城時の縄張りの村の名
前が千代田、宝田、祝田村とどれも縁
起が良いということから、江戸に決めた
そうです。 

(太田道灌の末裔太田資暁氏談) 

赤羽、湯島、江戸、品川、馬込、夢見が 

２．江戸城と太田道灌 

崎で、 

●「江戸」という名称は、鎌倉幕府の歴史をつづった「吾妻鏡」に江戸氏
館として出てきます。その後、長禄元年(1457)太田道灌が江戸城を築
城する際、候補地になったのが、 

太田道灌が小机城を攻める際 兵を鼓舞して詠んだ                              

   小机は まず手習いの 初めにて 
    いろはにほへと ちりぢりになる 
                                               硯松の句(1478) 

スケアキ 

太
田
道
灌 

NPO法人太田道灌顕彰会理事長 
NPO法人江戸城天守を再建する会 

会 長 太 田 資 暁 

太
田
道
灌
十
八
代
子
孫 

娘 山吹の一枝 蓑(実の) 「七重八重花は咲けども山吹の実の一つだに亡きぞ悲しき」 
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尚、道灌は上杉定正に伊
勢原の館に呼ばれ謀殺され
ることになりました。そして 

１年後、先程の小田原北条
が関東を支配することに！ 



●家康が秀吉の命で関東に移封されて、江戸に入府した1590年頃の
江戸城は、戦国時代の北条氏の支城として受け継がれました。戦乱で
荒廃したままの城下、散々とした港町の集落、葦の生い茂る低湿地帯
が広がり、わずかに周辺の村々が点在する辺鄙なところになっていた。 

３．家康が入府したころの江戸 

●家康は「関ヶ原の戦い」で勝利し、1603年に征夷大将軍(60歳)となり、
江戸城は徳川家の本城から、天下の江戸幕府の政庁となりました。 
●そして、江戸幕府が全国の諸大名に命令  
し行わせた土木工事が「天下普請」と呼ば
れるもので、 

●この工事で水路を東にも延長し、日本橋
川を拓き橋を架け、1604年には日本橋に五
街道の起点が設定されました。 これが現在！ 

首都高「日本橋区間地下化事業」~2040年3200億円→国家戦略特区の都市再生プロジェクト 3.家康が入府したころの江戸 

道灌が江戸(1457年)に入ってから133年！ 

歌川広重 
うたがわひろしげ 

🎶お江戸日本橋七つ立ち 初上り 

行列揃えて あれわいさのさ 

こちや 高輪 夜明けの提灯消す 

こちやえ こちやえ🎵 

問題です！ 

 

問題です！ 

日本橋から〝京〟に向かって 

最初の橋を 

何というでしょうか？ 

 

それは〝京 橋〟です。 
             出題協力者 

                  当会顧問:黒田 涼 氏 

当初家臣達は 

小田原か鎌倉
と思っていて、 

びっくり‼ 
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を拓き、神田の山(今の駿河台)を掘り崩し
日比谷の入り江を埋め立て、広大な市街地
を造成しました。 

※普請⇒あまねくこう 

幕府が諸大名に命令し、水路 

※家康(1543-1616) ①東海道②中山道③日光街道④奥州街道⑤甲州街道 



４．江戸城の３つの天守閣 

①家康の天守(慶長度天守)・・・慶長8年(1603)～慶長11年(1606) 

慶長度または 

元和度天守と 

される図面 

その象徴である天守の場所は 

外壁は白漆喰(しろしっくい)総塗籠(そうぬりこめ)で屋根は鉛瓦葺(なまりかわらぶき)で、まるで 
「雪化粧の富士山のようだ！」と書き残されています。 

(家康) 
(1603～1605) 

慶長江戸図 

 そして、 
江戸城天守は築城の名手といわれた藤堂高虎の指示
の下、地上5階地下1階の慶長度天守が完成しました。 

本丸中央西側です。 そして、姫路城よりは10m 

 関ケ原の戦い(1600)の後、本丸の大規模な工事が始
められました。かつて秀吉の配下だった西国外様大名衆
には得意な石垣普請が主に命じられ、その後東国外様
大名衆には堀や土居普請の分担がなされました。 

以上も高く、体積はほぼ3倍あり、日本一を誇 
る天守で、天守台と天守の高さを合わせると 
約60ｍ程(14.5m∔44.3m)あったと言われています。 

※鉛瓦は土瓦より薄く軽く、錆びてくると色が白くなる。 4.江戸城の３つの天守閣 

2:10 

家康:1543-1616 
秀忠:1579-1632 
家光:1604-1651 



家
康 

秀
忠 

家康が没すると二代将軍秀忠は江戸城を増
強するため平川の流れを変え、神田川を開削
して隅田川へ放流し、渓谷のようになった神
田川を北側の外堀として防御を固めました。 

②秀忠の天守(元和度天守)・・・元和8年(1622) 慶長度天守ができて16年後に! 

秀忠の築いた天守はほとんど家康の天守と同じで、天守の階数は家康
と同じ地上5階地下1階で、天守台の石垣の高さは12.7m、天守の高さ 

４．江戸城の３つの天守閣 

屋根は鉛瓦葺で外壁は白漆喰(しろしっくい)総塗蘢(そうぬりこめ)であり、高さ
以外はほぼ一緒だったそうです。 

(秀忠) 

元和度天守と 

される図面 

(1605～1623) 

ここで疑問が発生しました！ 

中井大和守(初代・正清1619没)は二条城・江戸城・駿府城・名古屋城の大工棟梁！ 

そして、元和8年(1622)秀忠は家康が築い
た天守を解体し新たな天守(元和度天守)を
築きました。 
残っている設計図で確認してみると、なんと 

それを代々中井家(初代正清)に 
 

4.江戸城の３つの天守閣 

は41.5mで合わせると54.2mと家康の天守より少し低かったけども、 

2:12 

家康:1543-1616 
秀忠:1579-1632 
家光:1604-1651 



疑問?⇒同じような天守であったにもかかわらず、なぜ秀忠はわざわざ
家康の天守を解体し、新たな天守を築くことになったのでしょうか？ 

４．江戸城の３つの天守閣 

●家康の天守は江戸城本丸の中央部にありましたが、秀忠の天守は
江戸城の北の端に築かれました。 

「新築ではなく解体、移築した。(一部改造)」 

(秀忠) 
(1605～1623) 

4.江戸城の３つの天守閣 えっけん 

●江戸城が政庁として本格的に機能するよう
になると、政治の中枢を担う政務の間、将軍
との謁見の間や諸大名らの謁見控えの間が
スペースとして必要となり、本丸を拡張するた
めに天守の場所を移したことになります。 

2:14 

それによって江戸城本丸には広大な 
空地ができ、そこに秀忠は巨大な御殿を築きました。 豊臣家が滅亡し、 
大規模な戦がなくなる中、武力に代わるものとして徳川の威信を見せ
つけるために巨大で豪華な中央政務の御殿を築く必要がありました。 

家康:1543-1616 
秀忠:1579-1632 
家光:1604-1651 



③家光の天守(寛永度天守) ・・・寛永15年(1638) 元和度天守ができて16年後 

４．江戸城の３つの天守閣 

●そして、父・秀忠が亡くなって6年後の寛永15年
（1638年）に元和度天守を解体し、同じ場所に寛
永度天守を築きました。 

(家光) 
(1623～1651) 

家
光 

4.江戸城の３つの天守閣 

望楼(ぼうろう)型:入母屋(いりもや)造り。層塔(そうとう)型:藤堂高虎短縮低コスト 

●元和9年(1623)、家光は第３代将軍になると家康・秀忠から続いた
工事の総仕上げを寛永6年(1629)から着手し、石垣・枡形の築造や内
郭(うちぐるわ)の諸門の多くを修築し、 

2:16 

その後、それまで無防備であった江戸 
城西北を囲う外壁を築き、赤坂、四谷、市谷、牛込を結ぶ堀と、神田川
の水を引くための掘削工事で三十六見付の城門が整備されました。 

家光の築いた天守は秀忠 
と同じ層搭型天守で5重6階（地上5階・地下1階）
でした。 天守の高さは秀忠の天守よりも高く44.8 
m、天守台の石垣の高さも13.8mと秀忠の天守よ
りは少し高い(58.6m)ものとなり、ここで三代に亘っ
て普請が続けられ江戸城全容が完成しました。 

家康:1543-1616 
秀忠:1579-1632 
家光:1604-1651 



４．江戸城の３つの天守閣 

元和度天守と寛永度天守は同規模で、新築では
なく、解体してわずか4ヵ月足らずで、再び組み上
げられました。それは、超巨大な天守の荷重で礎
石の不同沈下が生じたための解体修理だったと 
考えられます。(三浦先生談)※先生の紹介は後程！ 

●足尾銅山では16世紀後半から銅が採掘され、
慶長15年(1610)以降は幕府直轄となり、「寛永
通宝」としてお金にも使われることになりました。 

(家光) 
(1623～1651) 

4.江戸城の３つの天守閣 

  天守+石垣= 全 体 
①44.3+14.5=58.8m 
②41.5+12.7=54.2m 
③44.8+13.8=58.6m 

●寛永度天守は、家康・秀忠の白い外観の城とは異なり、黒いイメージ
となっていました。 

江戸図屏風(えどずびょうぶ) 

というのは、天守の外装に使われたのは足尾銅山で 
といっても銅自体は黒くはありませんが、 採れた銅が使われたためです。 

銅の板に塗られた錆止めが黒であり、屋根の瓦も銅の瓦が使われていた
ため雪化粧の富士のイメージから「黒い天守」のイメージとなったわけです。 

2:18 



参考：主な天守閣の高さ比較 

姫路(31.5m]) 
31.5+14.1=45.6m 

名古屋城(36.1m) 
36.1+19.5=55.6m 

江戸城(44.8m) 
44.8+13.8=58.6m ※現在の大阪城(41.5m) 

参考:主な天守閣の高さ比較 

豊臣大阪城(約30m) 

2:20 

※石垣の高さは場所によって異なります。 



参考：寛永度天守「建地割図」 

寛永度江戸城天守 

 指図及び建地割図 

※地階から五回までの指図 
  (平面図)と建地割図(断 
   面図・立面図) 

この図面によって寛永度
天守が正確に復元できる
ことになりました。 

参考:寛永度天守「建地割図」 

た て じ わ り ず 2:22 

※右側に工程が記される 

   寛永15年7月13日に 

     穴蔵(地階)立柱、 

       27日に初重立柱、 

      10月26日に鯱上げ、    

      11月5日に鯱を金子   

     (金の板)で包む。 

あなぐら ちかい りっちゅう 

しょじゅう 



参考：寛永度江戸城天守復元図 

〈寛永度天守南向き正面図〉 

1)屋根→銅瓦葺(どうがわらぶき) 

2)外壁→白漆喰塗(しろしっくいぬり) 

※雨よけ銅板(黒色?) 

※鉄砲狭間・石落としは無い 

参考:寛永度江戸城天守復元図 

2:24 

「天下泰平の象徴」 

 錆止めの松脂(まつやに)・ちゃん塗り 



参考：現在の皇居を中心とした東京 

御所 

宮殿 

新宿 

東 御 苑 
(旧本丸) 

武道館 吹上御苑 

参考:現在の皇居を中心とした東京 

2:26 



万治度天守台 
明暦の大火後家綱の命により加賀前田藩
が築造 寛永度より一間低い。 
万治元年（1658年）竣工 

参考：皇居東御苑に残された台座 

現在の天守台上に天守が建てら
れたことがないのが歴史ではなく、 

参考:皇居東御苑に残された台座 

2:28 

天守を建てるために万治度天守
台が再築されたのが本来の歴史
である。 
             三浦先生談 



「振袖火事」とも 
本妙寺で焼いた振袖が舞い
上がって火事の原因に！ 

５．明暦の大火(1657) 

●明暦の大火とは、明暦3年(1657)1月18日から20日にかけて発生
した3件の火災の総称です。最初は18日午後2時頃、本郷丸山の本妙 

2回目は次の19日午前10時頃、小
石川から出火し、江戸城へと進み、
天守閣・本丸他、西ノ丸を除くほと
んどを焼失しました。 
3回目はいずれも江戸の5キロ前後
の区域に燃え広がりました。 

●その当時の江戸は約80日もの間
雨が降らなかったため、乾燥した日
が続き、強風が吹き荒れて、火の回
りを速めたと言われています。 

寺から出火し、日本橋方面まで延焼 
しました。 

5.明暦の大火(1657)  

① ② 

③ 

※死者108,000人(当時の江戸の人口は50万人) 2日間にわたって燃え続けた。 

2:30 

天守２層目の窓の扉留具のかけ忘れで扉の隙間から火災旋風が侵入し
、火は天守閣から櫓の鉄砲弾薬に回って勢いを増し、本丸御殿、二の丸
も全焼したという。 



５．明暦の大火(1657) 

尚、一時釈放された囚人たちは翌日(19日)までに全員が戻ってきたと言われています。 5.明暦の大火(1657)  

 明暦3年(1657)1月に起きた江戸
の大火を取り上げた物語。江戸から
やってきた楽斎坊(らくさいぼう)が京都北
野天神で大火の様を語るという趣向
の物語風見聞記です。炎の中を逃げ
惑う人々を描いた臨場感あふれる挿
絵(1月18日)と的確な記述で、災害記
録としても高く評価されています。 

●挿絵は浅草橋門で起きた悲劇を描いており、牢屋敷を管理する囚獄(牢屋
奉行)の石出帯刀は、火が迫ったため囚人を牢屋から解放し避難させました 
が、これが囚人の脱走と誤報され、浅草橋門が閉じられてしまいました。 

※浅井了意著 万治4年(1661)刊  国立公文書館企画展「江戸城の事件簿」より 

2:32 

折から火も迫り、逃げ場を失った人々は、高い石垣を飛び越えて次々に堀へ飛
び込みましたが、堀の下まで距離があり、最初に飛び込んだ者は大怪我をし、
次から次へと飛び込む者の下敷きとなって圧し潰される者も多数おり、堀が平
地になるほどに死体で埋め尽くされたと記されています。(2万人以上死亡) 

●むさしあぶみ  



６．保科正之の英断 

●この未曾有の大災害に陣頭指揮で対処したのが、
3代将軍家光の異母弟(いぼてい)で、4代将軍家綱(当時
16歳)の後見役となった会津藩主保科正之でした。 

●これまで江戸城天守は、江戸幕府の権威と権力の象徴と考えられて
いましたが、保科正之は今はその再建のために、国の財産を費やす時
節ではないと判断し、先に延ばすことを決定しました。 

保科正之(1611-1673) 

●天守の再建案が持ち上がり天守台の石垣が造られ
ましたが、保科正之は、被災者の早急な救済と民生
安定、長期的展望に基づいた江戸市街の災害復興を
最優先の課題と考えました。 

6.保科正之の英断 

●天守再建に使われるはずであった木材や屋根瓦などの大量の銅は、
江戸の町の神社仏閣の多くの部材や屋根の瓦として使われ、そのおか
げで江戸の町の復興も進んでいきました。そして、この後は江戸城内の
富士見櫓が天守の代用となっていきました。 

2:34 



●この大火は江戸市街のほぼ60％を焼き尽しましたが、これを機に幕
府は、江戸の町を防災都市へと構造的に転換させることにしました。道
路の拡幅(かくふく)、防火の土手、市中から隅田川東岸に渡る両国橋の架
橋、築地地域の埋め立て、両国や江戸橋の広小路設置、大名・旗本の
屋敷の移転再配置、寺社の周辺部への移転などが行われました。この
結果、江戸の市街地は大きく拡大して、18世紀以後の100万都市に向
かって発展することになりました。 

●その後、6代将軍・家宣に重用された 
新井白石が天守の再建策を計画し、図面
や模型を作成・提出しましたが、白石の失
脚によって、実現されませんでした。 

新井白石(1657-1725) 

６．保科正之の英断 

右の図は、その時の計画案の図面です。 
天守閣の正面図、側面図等が残されてい
ます。※国立公文書館企画展「江戸城の事件簿」より 

6.保科正之の英断 

2:36 



ち
と
せ
の
松 

 
 

保
科
正
之 

  …

「
加
様
の
儀
に
国
財
を
費
べ
き
時
節
に

あ
る
ま
じ
く
、
当
分
御
延
引
可
る
べ
し
と

の
御
儀
に
て
、
御
天
守
の
普
請
は
沙
汰
止

み
の
由
に
な
り
し
と
ぞ
」…

 
  ●今は昔、江戸城天守は再建されな

いまま365年が経過しました。私たち
は保科正之が「ちとせの松」でも書き残
していますように「今は、その時にあら
ず」と判断した江戸城天守の再建の時
節が今まさに到来したと考えています。 

７．江戸城再建の時節到来 

●幕藩体制から明治維新、富国強兵
そして敗戦という苦難も乗り越え、目
覚ましい躍進を遂げた高度成長期の 
後のバブル崩壊を経て、今日に至っています。 

     これからの日本を開く可能性を秘めている台座。 
もっと、日本の歴史と文化のために貢献・・・ 

7.江戸城再建の時節到来 

都民の憩いの 
場で宜しかったでしょうか。 

2:38 

当分 延引(えんいん）すべし 

その結果、ながらく黒字 

を続けてきた日本の経常収支は赤字に陥っており、最近のウクライナ情
勢等で原油をはじめとする資源価格が高騰し、赤字が定着化しつつあ
ります。 



 そうした中で、日本の国際旅行収支（日本人の海外旅行による支出
と、外国人の訪日旅行による収入のバランス）は、一貫して赤字を続
け、赤字幅は世界第2位の大きさになっています。その理由は、海外
からの旅行客収入が、世界の30位前後という水準で低迷しているた
めです。 

●観光立国・日本は21世紀の国家的課題 

 2006年国は、「観光立国推進基本法」
を制定しました。人口減少・少子高齢化
社会の閉塞状況を打ち破り、急速に経
済成長するアジアの観光需要を取り込ん
で元気な日本を回復するため、観光立国
の実現を、21世紀我が国経済社会の発
展のための、不可欠の国家的課題とした
のです。 

７．江戸城再建の時節到来 

7.江戸城再建の時節到来 

2:40 

日本最初の国立公園の一つ霧島国立公園(1934年) 



 観光立国・日本の実現のためには、歴史と伝統にはぐくまれた日本
の魅力的な文化と技術についての情報を広く海外に発信していくこと
が求められています。 

⇒木造建築技術最高到達点の天守 

７．江戸城再建の時節到来 

 江戸城寛永度天守は、姫路城の面積の2倍、体積で3倍の規模で、
日本で最も壮大で美しい木造建築の最高傑作といわれています。 

 のみならず、姫路城と同じ木組みの
柔構造による耐震建築技術は、法隆
寺5重の塔の心柱(しんばしら)による耐震建
築技術と並んで、地震国日本が世界
に誇る耐震建築技術の基礎の一端を
担ったものとして今日的な意義を持っ
ています。 

7.江戸城再建の時節到来 

周りに溶け込んでいますね！ 

2:42 

江戸城天守ＣＧ画像 

●観光立国のシンボルタワーに！ 



0:00～0:00 

休   憩 

2:44 



●その国を代表する世界の大都市には、 

８．世界の大都市のモニュメント(記念碑) 

バッキンガム宮殿 衛兵交代式 

・パリの凱旋門、 
・北京の紫禁城、 

  ・・・歴史と伝統と文化の象徴と  
   いうべきモニュメントがあります。 

パリの凱旋門 ベルサイユ宮殿 

・ロンドンのバッキンガム宮殿、 

北京の紫禁城 万里の長城 

・ニューヨークの自由の女神 

自由の女神 自由の女神 

●しかし、世界5大都市といわれる、東京には、この国の歴史と伝統、
文化を代表する記念碑と言われるものがありません。 
●観光立国日本の首都東京に、江戸城天守を再建することは、歴史
と伝統を代表するとともに、世界を魅了する新たな日本の文化と技術
を発信するためのシンボルタワーを建設することになるものと考えます。 

※東京タワー、スカイツリー、浅草も大事ですが、古来からの伝統と 
  文化、そして技術のモニュメントが求められているといえます。 

8.世界の大都市のモニュメント(記念碑) 

2:54 

ベルサイユ宮殿、 
万里の長城、 

W&Hollywood 



●2002年ドイツ連邦議会は、第2次大戦で破
壊されたベルリン王宮を再建することを決議し
ました。首都の中心に歴史的建造物を記録に
忠実に再現し、未来志向の文化施設とする考
えにドイツ国民のコンセンサスが成立しました。 

９．歴史的建造物再建への取り組み 

●ポーランドの首都ワルシャワの市民は、第2
次大戦で徹底的に破壊された旧ワルシャワ市
街の街並みを粘り強い努力で昔のままに再現
し、ユネスコはそれを世界遺産と認定しました。 

●フランス・パリのノートルダム大聖堂で起きた火災は2019年4月15-
16日にかけて燃え続け、幸いにも負傷者軽傷3人(警察官2人、消防士1人)と少 
なかったものの、消火は難航したようです。マクロン大統領は再建を約 
束し、国際募金活動を実施すると表明しました。当局は出火原因は不 
明としていますが、寄付金総額は8億ユーロとなる見込みだそうです。 

ベルリン王宮 
フンボルトフォーラム 
ワルシャワ市街 
ユネスコ世界遺産 

ノートルダム大聖堂 

9.歴史的建造物再建への取り組み ※8億ユーロは約１１００億円以上 

2:56 



首里城火災直後 首里城火災前 

９．歴史的建造物再建への取り組み 

●日本国内では、令和元年(2019)10月 
31日に世界遺産の首里城正殿など6棟が
全焼しました。さっそく当局は再建に着手
し2026年に再建の予定です。今度はスプ
リンクラーも備え付けられる予定です。寄
付金等53億円超の支援が集まりました。 
幸いけが人はなく、消防局は火災原因不明とする調査書をまとめました。 

●1657年、当時の江戸の人口は50万人、江戸の大半を焼き、10万8
千人が亡くなりました。日本史上最大の火災であり、後にローマの大火
・ロンドンの大火とこの明暦の大火が世界三大大火と言われています。 

●幕府は政として、天守再建で国の財産を費やす時節ではないと判断
し、被災者の早急な救済を優先し、天守再建を先に延ばす決定をしまし
た。素晴らしい判断と思います。しかし、考えるに保科正之自身も本当
は悔しかったことと思います。 

9.歴史的建造物再建への取り組み 

明暦の大火 

この気持ちに報いてあげたいと思います。 

※伊勢神宮：技術伝承のため20年に1回遷宮、 なんと550億円！ 

690年持統天皇のときから2013年の第62回(2013年)まで1300年にわたって行われている。 
戦国時代には120年以上に及ぶ中断や延期があった。費用は建築・衣服・宝物の制作も含む。 
伊勢神宮の自己資金(330億)と寄付金(220億) 

2:58 



《日本再生の新しい国づくりに向けて 
         木造の「江戸城天守」を再建する！》 

１０．天守閣に込められた日本の匠 

 日本には、過去の長い歴史が育んできた伝統と文化があります。明暦
の大火で焼失し、その後、現在に至るまで再建されることなく、台座だけ
が皇居東御苑に遺されている「江戸城寛永度天守」もその偉大な文化
遺産の一つであります。この木材をふんだんに活用した「江戸城寛永度
天守」は、日本城郭建築の最高到達点であり、日本一壮大で美しい城
だったと言われています。 

10.天守閣に込められた日本の技 

 織田央(おりたひろし)林野庁長官は「日本は国土の3分の2を森林が占める
世界有数の森林国であり、その森林の4割が私たちの先人たちが植え
育ててきた人工林です。現在、その森林の蓄積は人工林を中心に毎年
6千万立方㍍増加しており、今まさに利用期を迎えている。」と日経新
聞紙上で述べられていました。(※2022年9月27日28~29頁) 

3:00 



１０．天守閣に込められた日本の匠 

続き⇒そして、木材は周囲の温度や湿度に応じて空気中の水分を放出
・吸収するため、調湿性や断熱性に優れ、消臭・抗菌効果も期待できま
す。また、木の香りには人をリラックスさせてストレスを緩和させたり、集
中力を高めて学習や仕事の生産性を上げる効果もあるとされています。 

10.天守閣に込められた日本の技 

 私たちは、日本各地に広がる香り豊かな純国産の木材を使い、 「江
戸城寛永度天守」を、伝統工法により再建することを通して、首都東京
から新しい技術を活用した、中高層の木造建築物の誕生を後押しし、
都市の木造化を目指すことで、SDGsに積極的に貢献します。 

3:02 

地球温暖化の原因であるCO2排出を抑え、災害に強くて人に優しい木
材は、現在国が推進する「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン
成長戦略」にも大きく寄与することにもなります。 

そして、 
「江戸城寛永度天守」の美しい立ち姿を、世界に発信することが出来
れば、それは魅力と活力に溢れた国づくり「観光文化立国・日本」の新
しい“道しるべ”にもなると思われます。 



令和度の江戸城天守は 
江戸幕府が財政上の理由で頓挫した計画を 

実現させるもの 

１１．江戸城天守を再建するために 

天守は江戸城の本丸にあってしかるべきもの 

日本の首都の象徴として 

日本の伝統的木造建築技術の発展の最高到達点にあった 

江戸城天守を 

日本が世界に誇る木造建築技術と 

世界最高の建材である檜を用いて建築する 

11.江戸城天守を再建するために 

三浦正幸 
広大名誉教授 

3:04 



※家光の「天守台の石垣が高すぎて櫓の屋根上に石垣が見えて見苦しい」との美意識を尊重 

三浦正幸 
広大名誉教授 

１１．江戸城天守を再建するために 

「寸分違わぬ再建はそもそもありえない！」なかでの再建のポイント 

2.令和度天守を支えるのは人工地盤・・不動沈下しなかった天守無し 

3.外壁は耐震壁に変更 ・・・・・・・・・令和の木造新技術を内側に活用 

4.超大径材には接(は)ぎ柱・・・・・・・多くの木材を束ねて作った集成材 

5.防火 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・火災警報装置とスプリンクラー必須 

6.階段と昇降設備・・・・・・・・・・・・・エレベーター(緊急搬送他)確保可 

8.最大収容人数・・・・・・・・・・・・・・・年間300万人収容可能 

9.皇居への見通し対策・・・・・・・・・・南・西側窓は常時閉鎖 

7.トイレと空調設備・・・・・・・・・・・・・トイレ設置困難、空調は可能 

11.江戸城天守を再建するために 

1. 万治度天守台は寛永度より1間(約2m)低い・・歴史上の事実 

10.セキュリティ・・・・・・・・・・・・・・・・・・所持品検査は必要 

3:06 

●寺村副理事長コーディネートによる事業構想委員会での三浦先生の見解 

※人工地盤・地下にコンクリート基礎は常識、姫路城も解体修理で地下に厚いコンクリート板設置 ※木造耐震壁は外から見ても、中に入って触ってみても、寛永度度寸分違わぬものに ※江戸初期に材木が不足し、江戸・名古屋・姫路城などの城門の主要な鏡柱は接ぎ柱を使用 ※木造でも30センチ角を超える大材は容易に着火せず、燃え出しても喪失まで時間を要す ※階段はほぼ45角度で幅2メートルなので現代建築と差異はない。 ※トイレは構造上、排水管などが露出するため、現状の技術では設置は困難(姫路城も同じ) ※姫路城天守では来訪者数年間200万人(江戸城天守は床面積は倍以上) ※通常、天守閣の窓は城主が暮らす本丸御殿は開くのは厳禁ゆえ、観覧者に理解して貰う。 ※アメリカでは博物館や高層ビル入り口ではテロ対策のため所持品検査は必須。 



１２．政府の取り組み (国会では) 

●参議院議員松沢成文(しげふみ)氏は予算委員会で江戸城天守閣の復元 
について質問し、安倍総理大臣から前向きな回答を得た。(2014.11.4)   

１)事業主体は誰か、財源、建築上の問題、遺構 
  保全への影響等様々な課題がある。 
２)皇室のプライバシーの維持保全、周辺の景観へ 
  の影響等の問題がある。 
３)東京が世界に文化的な発信を行うことも重要。 
  京都だけではないと思ってもらうことも大事。 

☆当時、安倍晋三元総理大臣の答弁 

12.政府の取り組み(国会では) 

3:08 

●現在、皆様の協力を得て、国会の代表者(衆議院議長・参議院議長)
に向けての、請願署名の活動を行っています。※後で詳しく！ 

●北の丸の日本武道館は、1961年正力議員を会長に、建設への署名
活動を国会議員に行い525名の署名を集め、翌年には財団法人が設立
され、建設に取り掛り、東京オリンピックでは柔道競技に使われました。 



・2020年9月  
 より一般公開  
 (皇居東御苑) 

●明日の日本を考える観光ビジョン構想会議を踏まえ 
 宮内庁官房秘書課発表(２０１６年３月３０日) 

○案内板等のガイダンス機能の拡充 

○江戸城模型を設置 

○三の丸尚蔵館の増築 

１２．政府の取り組み (宮内庁) 

12.政府の取り組み(宮内庁) 

2m 
(約60m) 

※20階建てビルに相当 

・AM9:00～ 
 ～PM5:30 
  (冬場3:30) 
 入苑15分前迄 

・休苑日は月 
 と金が多い 

●寛永度天守(模型1/30) 

3:10 



アーバーディ 

12.政府の取り組み(宮内庁) 

１２．政府の取り組み (皇室と植樹祭) 
3:12 

<天皇皇后両陛下ご来臨の恒例行事〝全国植樹祭〟> 

明治28年(1895)来日した教育家ノースロップが、アメリカでの植樹運動「愛林日(Arbor Day)」を紹介したことがきっかけ！ 

●先の林野庁長官のお話にもありましたが、日本の
国土の３分の２は森林です。日本が水資源に恵まれ
ているのは、水を貯える森林があるからといえます。 

●国土緑化運動は、国土を森林で覆い自然の保護を推進しようという
社会的な運動です。気候や治山治水の悪化を防止し、森林資源の枯渇
を防ぐという目的があります。世界的に見ると、1890年代のアメリカが、
国土緑化運動の発祥の地になるようです。 

御臨席のもと、全国各地から緑化関係者等の参加を得て、両陛下に 
よるお手植えや参加者による記念植樹等を通じて、国民の森林に対す
る愛情を培うことを目的に毎年開催されています。 

その森林を守るための運動の一つが「全国植樹祭」
です。全国植樹祭は、国土緑化運動の中心的な行事
として昭和25年(1950)以来、天皇皇后両陛下の 

森は水を 

貯え る！ 



１２．政府の取り組み (皇居では) 

12.政府の取り組み(宮内庁) 

3:14 

みどりの月間(4/15~5/14) 

●日本では⇒「国土緑化推進機構」が設置され、山梨で植樹祭が昭和
25年(1950)開催されて以来、全国的に緑化運動は活発化し今日に
至っています。植物に造詣の深かった昭和天皇にちなみ4月29日(現在5

月4日)を「みどりの日」として国民の祝日になりました。 

●「みどりの日」の名前の由来にもなった昭和天皇は、ご幼少の頃から
自然に親しまれ、皇居の自然保護にも大きな影響を与え、武蔵野に生
育する自然状態の植物を移植し、皇居の森の再生が行われてきました。 
●日本の被覆率はOECD加盟国の中ではフィンランド、スウェーデンに次
いで3位(68.4%)と高水準に位置しています。森林蓄積量はここ数十年
増え続けておりますが、反面増加しつつある放棄林が土砂災害等の発生
原因になる可能性を秘めています。この森林を守るべく努力も必要です
が、増えていく木を優良な材木として活用していくことも求めらています。 

※会長は衆議院議長、最高顧問は参議院議長が担当することになっています。 

●まさに、中高層の木造建築物の誕生を後押し、そのシンボルとしての
意味を呈するのが、これからの江戸城の木造の姿ということになります。 



12.政府の取り組み(2019年大阪サミット) 

１２．政府の取り組み (2019年大阪サミット) 

お城はシンボリックで 

モニュメント(記念碑)として 

の風格があります。 

3:16 



13.世界各国への外国人訪問者数 

１３．世界各国への外国人訪問者数 
2019年上位40社日本政府観光局 

①フランス 
②スペイン 
③アメリカ 
④イタリア 
⑤中国(1) 
⑥トルコ(2) 
⑦メキシコ 
⑧タイ(3) 
⑨ドイツ 
⑩イギリス 
⑪オーストリア 
⑫日本(4) 

世界で12位、 

当初2020年に4000万人/2030年に6000万人を 
想定していましたが、新型コロナの影響もあって
2020年は未達、しかし、 
政府は2030年の 
6000万人には 
拘っています。 

2118 2119 

3119 3188 

アジアで4位！ 

3:18 



1)アジア居住者による回答 
 1位 
 2位 
 3位 
 4位 
 5位 

2)欧米豪居住者による回答 
 1位 
 2位 
 3位 
 4位 
 5位 
 5位 

１４．コロナ収束後に行きたい国とは 
2021年10月 日本政策投資銀行（株）&公益財団法人日本交通公社（JTBF） 

●韓国、中国、台湾、香港、タイ、シンガ
ポール、マレーシア、インドネシア、アメリ
カ、オーストラリア、イギリス、フランス、イ
ンド、ベトナムの14地域の7,335人を対
象に「次に海外旅行したい国・地域」を調
査したら、 何と! 

14.コロナ収束後に行きたい国とは? 

しでなく、 

タイ(26%) 
オーストラリア(27%) 
台湾(28%) 
韓国(43%) 
日本(67%) 

イギリス(25%) 
イタリア(25%) 
カナダ(28%) 
オーストラリア(28%) 
アメリカ(33%) 
日本(37%) 

こちらも! 単なるおもてな 
効果的サービスが求められます。 

3:20 



１５．「歴史まちづくり再生ゾーン」の取り組み  

●日本都市計画学会・江戸城再建特別調査委員会 

委員長 伊藤 滋(しげる)氏 

・このままでは東京は世界の都市間競争に勝ち残れない。 

・東京に品格ある国造りのシンボルを造ろう。 

・姉妹都市ベルリンは先を行っている。 

・日本橋を中心に首都高速道路を地下に 

  入れて、江戸城、日本橋、東京駅を結ぶ 

  歴史的回遊ゾーンを造ろう。 

江戸城 日本橋 

東
京
駅 

15.「歴史まちづくり再生ゾーン」の取り組み 

トライアングル 

3:22 

早稲田大学特命教授 
慶應義塾大学大学院客員教授 
東京大学名誉教授 工学博士 
  1931年8月20日生(91歳) 



１５．「歴史まちづくり再生ゾーン」の取り組み  

15.「歴史まちづくり再生ゾーン」の取り組み 

3:24 



１５．「歴史まちづくり再生ゾーン」の取り組み  

東京駅復元(2012.10) 

15.「歴史まちづくり再生ゾーン」の取り組み 

3:26 

丸の内駅舎改修費用は500億円(空中権の移転という制度を活用) 

設計者:辰野金吾(1914・T3年開業) 



１５．「歴史まちづくり再生ゾーン」の取り組み  

首都高地下化(国土交通省有識者会議/日本橋ルネッサンス100年計画委員会) 

15.「歴史まちづくり再生ゾーン」の取り組み 首都高「日本橋区間地下化事業」~2040年3200億円→国家戦略特区の都市再生プロジェクト 

3:28 

日本橋(2040年完成後の姿) 



(私たちの想い・夢) １６．まとめ 

 皆様より、請願署名を戴き、お陰をもちまして、ここに令和
度天守(寛永度天守の再建)を築くことができました。本当に
感謝に堪えません。家康も秀忠も家光も、そして何より保科
正之にとっても、大変待ち遠しかったことでしょう。 
 さあ、東京駅から整備された行幸(ぎょうこう)通りを通って、あるい
は日本橋でショッピングの後、日本橋川沿いを散歩しながら、
江戸城天守に近づいて見ましょう。 

 それでは中に入りましょう。 

大きいですね。 

金の鯱が、火除けの守り神としてそびえ立っています。 

見上げたら 

い恐竜が現れて、見ていた子供たち戦々恐々です。 

大陸と陸続きだったころの日本、大き 

・・・そして 

広いですね。 そして、天井が高い 

ですね。大きな画面にＣＧを駆使して、日本列島誕生の頃か
らが映し出されています。 

16.まとめ(私たちの想い・夢) 

3:30 



 武士の世の中になって、戦国時代、武士同士の激しい戦い
が映し出され、そして江戸時代です。海外で大変なブームに
なった浮世絵はモネやルノワールなどの画家に影響を与えまし
た。また、陶磁器や漆器類等も。こうした中で日本の伝統文
化と、日本独自の技が磨かれたものが映し出されています。  

と色鮮やかに映し出され、 そして、武士の鎌倉となりました。 

やがて時は流れ大和朝廷、奈良、平安 

→縄文時代が映し出されています。最近、縄文土偶は世界か
ら注目されています。 

 さてゆっくりと２階へ、そこは国宝級の芸術品がずらり、次に 

16.まとめ(私たちの想い・夢) 

１６．まとめ(私たちの想い・夢) 
3:32 

３階は日本の杉・松・檜を活用した木造建築の技に圧倒され、 
４階は日本三景含め、全国の名所がテンポよく紹介されます。 

そして５階、眼下に現在の東京(東向・北向)が拡がります。 
不思議な国日本！太古からの独自な生態系で魅力一杯！ 



※国土緑化推進機構の会長は衆議院議長、最高顧問は参議院議長になります。 

心より感謝申し上げます。 

１６．まとめ (お願い) 
 

16.まとめ(お願い) 

 私たちは、賛同署名のお願いをここ数年にわたって街頭で
お願いしてまいりました。お陰様で知名度も高まりつつあり、
多くの方々に賛同頂きました。 
この皆様方の賛同を踏まえ、政府・立法府に対して直接働き
かけるために、衆議院議長・参議院議長に直接請願書を提
出する運びとなりました。 

※注1.衆議院議長と参議院議長の両議長宛に別々に必要 
        となります。ご面倒ですが2通お願いします。 
※注2.それぞれ30万通を想定してご協力を賜っております。 

本当に有難うございます。 
 そのためには皆様方の請願署名が必要となります。これか
ら東京を中心とした組織・諸機関にも署名を働きかけていき
ます。ぜひご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。 

江戸 一郎  

101-0065 

東京都千代田区西神田2-5-7神田中央ビル5F 

3:34 



(江戸城天守を再建する会) 
 

認定NPO法人 
江戸城天守を再建する会 

理事長 島田昌幸 

副理事長秋山長司 

副理事長寺村信行 

専務理事初鹿彰信 

専務理事百瀬光正 

松平特別顧問 松沢参議院議員 

●会員(仲間)募集しています。 
  個人（正会員年会費1万円） 
     （賛助〃年会費3千円） 
※法人会員も別途あります。 

●寄付のお願い(一口千円から) 

待っています！ 
16.まとめ(江戸城天守を再建する会) 

太田会長 

１６．まとめ 
3:36 



江戸城天守再建に向けて ありがとうございました。 

《参考文献》 
広島大学名誉教授三浦正幸「江戸城天守 令和の築城とは」 

東京大学名誉教授伊藤 滋「江戸城寛永度天守再建調査検討委員会報告書」 
太田道灌18代子孫 当会会長太田資暁「商工会議所講演録」 

2:00～3:40 


