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森　暁子：北条氏繁の寝茶の湯

北条氏繁の寝茶の湯

―戦国武将の生活の一齣―

森　暁子

１　はじめに―北条氏繁とその一族について

　本発表では、日本の戦国時代に生きた北条氏繁とい

う武将による、「寝茶の湯」と称された、一風変わっ

た茶の湯の話を取り上げる。

　戦国時代、現在の神奈川県小田原市を本拠地とし

て、北条家という一族（宗瑞・氏綱・氏康・氏政・氏

直の五代）が栄えていたが、北条氏繁は親の代からそ

こに仕えていた有力な武将であった。本コンソーシア

ムのテーマの一つに「家族」があるので、少し概念は

異なるが、一族についても触れておくと、彼の父親は

有名な英雄の綱成で、軍記物語の類に活躍がみえるの

は、この綱成と、本発表で扱う氏繁、その息子の氏勝

の三人である。また、氏繁の母親は氏綱の娘、妻は氏

康の娘であるが、氏綱は小田原の北条家の二代目、氏

康は同じく三代目であるので、氏繁の家は、主君の家

と非常に親密な親戚関係であるということになる。だ

から名字も主君と同じ「北条」を名乗ることを許され

ており、さらに氏繁の代からは名前に「氏」の字も下

されている。

２　「北条常陸守氏重事」の構成と「寝茶の湯」のエ

ピソード

　『北条記』は、先述した氏繁の主君の一族、すなわ

ち小田原の北条家（後北条家）五代の興亡について記

された家記である。これは写本で伝わった作品である

が、その一部の本の末尾に、他にみられない四つの話

題と年表・系図がついているものがある。その話題の

うちの一つが、ここで取り上げる「寝茶の湯」の逸話

を含んだ、「北条常陸守氏重事」（氏重＝氏繁の誤り）

である。

　この「北条常陸守氏重事」は、大きく分けて三つの

話題で構成されている。一つめは、氏繁の家の来歴に

関わることで、一族が小田原の北条家に仕えるように

なった経緯と、北条の名字を主君から貰ったこと、居

城、有名な差物、それに伝来している宝などについて

の話題である。二つめは鷹の飼育についての話で、氏

繁が鷹狩に使う鷹を育てる名人で有名だったという話

である。そして三つめが「寝茶の湯」の話で、以下の

通りである。

　其比。宗仁と云茶湯者。小田原に来り。諸人茶湯

を翫ふ。御屋形を初として。囲を持ぬなし。毎月

の（※発表者注：内閣文庫本では「毎日の」）茶

湯あり。常陸守。是を見て我も茶の湯を可致。去

なから其鼻（ママ）宗仁流は不入。茶の湯と云は

養生の為也。諸人何事に。物すきに心を費そや。

吾等合戦之いとなみに無隙。遙々寄合慰まむに。

窮屈の事無詮と。美物を料理し。諸人を振舞。其

後。座中に風爐茶鑵ならへ置。小姓共に申付。一

人に一服ツツ。中服に立させ。茶菓子色々すへ置

て。寝て居て。茶をこそ飲給ふ。依是。小田原に

ては。常陸殿の寝茶の湯と。諸人もてあつかひけ

れ共。常陸守の心根をは。誰も欺くものなし。

　（『続群書類従』第二十一輯上（昭和33・５月訂正

三版・続群書類従完成会）より）

　簡単に訳すと、宗仁という茶湯者、つまり茶の湯の

プロがやってきたことで小田原に茶の湯が非常に流

行したが、氏繁は宗仁のやり方ではなく、養生のた

め、また息抜きの楽しみのために、ご馳走を用意して

大勢の人をもてなし、とても楽な風情で寝ころがった

り座ったりしながらお茶を飲んだので、これが「常陸

殿の寝茶の湯」と称されるようになったということで

ある。「常陸守」は氏繁の隠居後の名乗りであるので、

つまり「常陸守氏繁さんの寝ながら飲む茶の湯」と

いった意味になると考えられる。そして、「もてあつ

かう」という言葉は当時の用例をみると「始末に困る」

というニュアンスの場合もあるが、そのマイナスの意

味で解釈すると、もしかするとその「寝茶の湯」は、

ちょっと氏繁さんの茶の湯のやり方には困ったものだ

なあ、という風に扱われていた可能性がある。しかし、

その心根を軽んずる人は誰もいなかった、とよめる話

である。

３　「寝茶の湯」の逸脱

　さて、なぜこの「寝茶の湯」はわざわざ書物に記さ

れるような話なのであろうか。当時の茶の湯について

伝える「茶書」、つまり茶の湯についての本と比べて、

その逸脱ぶりについて考えてみる（以下の引用は『日
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本の茶書』１・２（平凡社）による）。

当時の茶の湯のキーワードと考えられる事柄につい

て、文章をいくつか抜き出してみると、まずは「寝茶

の湯」の話にも出てきた言葉、「茶湯者」についてで

あるが、「目利にて、茶の湯も上手、数奇の師匠をし

て世を渡るは、茶の湯者と云う」（『山上宗二記』天正

十六年1588成）とある。これによれば、茶の湯には、

道具の目利きやお茶のたてかたについての腕前が肝要

と考えられるが、氏繁の「寝茶の湯」では、氏繁の茶

の湯の腕前については少しも語られていない。

また、次に茶の湯の精神についてであるが、「畢竟、

数奇者の覚悟、全く禅を用てすべき也（けっきょくの

ところ、茶の湯の数奇に精進するものは、道を志す決

意をなすに禅のこころを働かせるべきである）」、「一

　茶の湯は禅宗より出たるに依りて、僧の行を専にす

る也。珠光・紹鷗、皆禅宗也」（『山上宗二記』）とい

う記述がみられる。つまり、茶の湯は禅宗の精神にな

らえということが書いてある。二つめの文章の末尾に

「珠光・紹鷗」の名が出ているが、村田珠光は若くし

て僧になったことがあり、武野紹鷗もまた禅学を学ん

だ人物で、両者とも禅の精神を茶の湯に取り入れよう

としたことで知られる。

禅宗といえば座禅を重んじた質素なもので、そのた

め武士に流行していたこともよく知られている。ま

た、当時の茶の湯について詳しくは知らなくても、

キーワードとして「侘び」という言葉が我々にはすぐ

に思い浮かぶ。しかし、「寝茶の湯」は大勢の人を相

手に、ご馳走やお茶をたてる道具、それにお菓子を

たくさん並べたもので、場所も相当広いところで行わ

れたものとみえ、にぎやかな風情である。そこには質

素な禅の精神も、「侘び」を重んじた茶の湯の雰囲気

も感じられない。また、氏繁の台詞にも「宗仁流は不

入」、つまり流行の宗仁のやりかたは必要ないとあっ

て、当時の茶の湯の精神とは関係のないところに「寝

茶の湯」があるらしいことが伺える。「禅問答」とい

う言葉があるように、禅の教えに用いられる問いかけ

は、常人には簡単には理解できない深遠なものである

らしいので、もしかしたら氏繁の台詞には、茶の湯の

精神と深いところで繋がりがあるのかもしれない。し

かし、少なくとも茶の湯の精神の体現を目指してこの

ような茶会をするのだ、といったことはこの話の中で

言及されていない。

続いて、茶道具については、「一　善き道具持つ之

事。但し、珠光・引拙・紹鷗・宗易坏の心に掛けらる

る（愛好した）道具也」（『山上宗二記』「茶湯者覚悟

十体」）、「一　数寄と云う事、何れの道にも好み嗜む

を云うべし。近代、茶の湯の道を数寄と云うは、数を

寄するなれば、茶の湯には物数を集むる也。詫（侘）

びたる人（侘び茶の湯の者）も、風炉釜・小板・水指・

水翻・蓋置・茶入・茶碗・茶筅・茶杓・茶巾・囲炉・

自在・炭斗・火箸・花入・画・墨跡（蹟）・葉茶壷・

茶臼等を集むる也。諸芸の中に、茶の湯ほど道具を多

く集むる者これ無し」（『分類草人木』永禄七年1564、

真松斎春渓（武野紹鷗の門下）筆録）等の記述がみら

れ、良い道具を持つべきことが示されている。特に二

つめに挙げた『分類草人木』には、具体的な茶の湯の

道具の種類がおびただしく挙げられており、「諸芸の

中に、茶の湯ほど道具を多く集むる者これ無し」、つ

まり茶の湯の道ほど道具をたくさん集める芸事はない

のだとされている。実際、「名物」と言われた当時の

優れた茶の湯の道具には、現在にも伝来しているもの

が存在するし、貴重な茶道具を戦で奪ったとか、よい

働きをした家臣に与えたとかいう逸話も残っている。

そのような逸話からみると、道具への愛着はこだわ

りの域を超えて、執着ともいえるほどであったように

考えられる。一方氏繁の「寝茶の湯」はというと、ど

のような良い道具を持っていたとか使っていたとか

いった話題は、まったく出てこない。「座中に風炉・

茶缶」を並べ置いた、というのも、大勢の人がお茶を

飲むのに不足のないよう道具を揃えただけのことで

あって、当時行われたような、すばらしい蒐集品のお

披露目というわけではないようである。

また、茶室での料理についての記述には、「小座敷

の料理は、汁一つ、さい（菜）二つか三つか、酒もか

ろ（軽）くすべし。わび座敷の料理だて不相応なり。

勿論、取り合わせのこ（濃）く・うす（薄）きことは、

茶の湯同前の心得也」（『南方録』文禄二年1593成、南

坊宗哲（千利休に茶を習った堺の人）著）というもの

がある。ここではその軽さや取り合わせのバランスに

ついて指南している。これも氏繁の寝茶の湯の場合で

はどうかというと、「美物を料理し諸人を振舞」、つま

りおいしいものを料理して大勢の人をもてなすという

ことだけが書かれており、料理の様式には触れられて

いない。「美物」とはご馳走のことだが、具体的には

鳥や魚、つまり動物性タンパク質のおいしいものを指

すものであるらしい。すると、楽しい集まりでのおい

しさだけではなく、戦いに忙しい武将として体力をつ

けられるような、氏繁の言う「養生の為」に、栄養を

第一に考えて用意したものとも考えられる。

　以上の茶書の記述との違いから考えると、氏繁の寝

茶の湯には、様式や道具へのこだわりは見られず、そ

れが茶の湯の精神といったものに関連して行われた
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ものとも考えにくい。変わった茶の湯の話として、一

人で釜一つをもって雑炊を作り茶をたてて楽しんだノ

貫（へちかん）という人物の話が『茶話指月集』（元

禄十四年1701板、藤村庸軒（宗旦の門下）の茶話の、

門人による筆録）にあり、これは工夫一つで道具にこ

だわらず、簡素さを極めて身軽な点で、当時の茶の湯

から逸脱している、あるいは洗練されているともいえ

るようだが、氏繁の「寝茶の湯」はこれとはまた違う

方向への逸脱であるとみえる。人数や料理などの多い

こと（時代は下るが『和漢三才図会』「茗（ちゃ）」の「茶

湯」の項の「飲茶以客少為貴独啜曰神二客曰勝三四曰

趣五六曰泛七八曰施」の観点からすると「施し」寄り

の茶の湯といえよう）、寝ながら飲むなどということ

も、様式や精神の追及ではなく、氏繁自身が述べるよ

うに、養生のため・楽しみのためで、そこが当時の茶

の湯とかけ離れた点のようである。

４　北条家周辺の茶の湯

　なお、このような話の語られた背景として、実際に

小田原で茶の湯の流行があったことも紹介しておく。

氏繁が生きていた時代の古文書から、茶に関わる記事

を抜き出すと、

・永禄十年1567

　氏康が注文して香林寺（相模国）に寄進した物

の中に、「茶釜　同風炉共」と「唐茶壷」。

・天正五年1577

　新年のお祝いとして無量光寺（相模国）が「芳

茗」（よい香りのお茶）を三十袋送ってくれた

のを、「珍重候」と謝す氏政の書状。

・天正五年1577？

　総泉寺（武蔵国）に氏繁が送った書状の末尾に、

「追加抹茶并一種送給候、是又賞翫無極候」

・年未詳

　「御使僧并宇治様之茶給候」ことを「大慶存候」

と謝す、福寿寺宛ての氏繁の書状。

以上の四点がみつけられた（『戦国遺文』より）。こ

れはみなお寺とのやりとりに関わる資料であるが、輸

入品を含む茶道具やお茶の葉、あるいは葉をひいて抹

茶にしたものを贈答していた様子である。このような

やりとりから、茶の湯の文化が浸透していたことが伺

える。また、うち後半の二点は氏繁の書状の記事でい

ずれもお茶を送ってもらったことを感謝する内容で

ある。「寝茶の湯」をしていたことは古文書にみえな

いが、彼と茶の湯の関わりが伺えて興味深い資料であ

る。なお、小田原城の付近では、海外や、国内の有名

な産地からもたらされた茶器、それに職人に命じて北

条家の領国内で製産させていた道具などが発掘されて

おり、そこからも当時の茶の湯の流行を伺うことがで

きる。

　また、「寝茶の湯」の話に登場する茶の湯のプロの

「宗仁」という人物についてであるが、これにも背景

があるとみえる。まず候補として考えられるのが、当

時の権力者の織田信長や豊臣秀吉に仕えた茶人とし

て名高い、長谷川宗仁（天文八年1539~慶長十一年

1606）という人物である。彼は京都の人で、茶の湯

を武野紹鷗に学んでおり、天正六年 (1578）正月、信
長が安土に功臣十人を召して茶を振舞ったときの一

人、また慶長三年 (1598）には、秀吉の醍醐の花見に
茶席を持っている。大名物長谷川肩衝を所持し、画師

としては法眼の位が許されて、その絵が茶会に掛けら

れることがあったという。この人物が小田原に滞在し

ていたという記録は見つかっていないが、同世代なの

で、氏繁が張り合った可能性もあると考えられる。ま

た、確実に小田原に来ており、北条家の庇護を受けて

いた人物としては、似た名前で、やはり信長や秀吉に

仕えていた、山上宗二 (天文十三年1544～天正十八年

1590）という人物がいる。彼は和泉堺の商人で早く

から千利休について茶を学んだ高弟であり、秀吉の不

興を買い浪人し、流浪の後東国に下った後に、小田原

落城に先立ち秀吉に処刑された人物である。ただし、

この人が小田原に来たのは氏繁の没後のことなので、

「宗仁」が彼だとすると、「寝茶の湯」の話には多少怪

しいところが出てくることになる。ただ、「宗仁」と

いうのが長谷川宗仁であろうと山上宗二であろうと、

どちらも当時の権力者に近いところにおり、最先端の

流行の茶の湯の世界に身を置いていたプロであったと

いうことはいえる。

５　北条家の食

　なお、茶の湯の話題からは外れるが、本コンソーシ

アムのテーマのひとつ、「食」に関連して、氏繁が仕

えていた小田原の北条家の食に関する記事も少し紹介

する。まず、以下は古河公方の足利義氏を、氏繁の主

家の北条家が永禄元年（1588）四月末に接待したとき

のメニューである。

●第一献　酒、肴にノシアワビ・梅干し・生姜

●第二献　鯛・生姜　　●第三献　鯛

●本膳

　　・初膳　鮒・蒲鉾・ナマコの腸・鯛の塩焼・湯漬
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　　・二膳　蛤・鯖・刺身・干した鳥

　　・三膳　刺身と貝の盛り合わせ

　　・四膳　コゴモリ・フトニ・鯰の汁・イカ

　　・五膳　サザエ・鯨・小鳥

　　・六膳　鯛・雑魚の汁

　　・七膳　カラスミ・サザエ

※下山治久氏による『佐竹家旧記』からの整理に

よる

　（『戦国武将の居城と暮らし』平成20年２月・

新人物往来社））

これは氏繁が22歳の時に当たる。古河公方は将軍

家の家筋なので、大変身分の高い客であるといえる。

よって、ここに載っているのはかなり豪華な内容であ

る。これをみると、海に面している小田原の土地柄ゆ

えか、海産物を使った料理、しかも近くで採ったばか

りの、いきのよいものを使ったと考えられる料理が目

立つ。

また、以下には氏繁の存命の時代の古文書から、食

に関する記事を抜き出して並べた（『戦国遺文』によ

る）。

・天文十年1541　　鯉を送ったことについての氏綱

の書状

・弘治二年1556　　鱈の買銭についての公文書（朱

印状）

・永禄三年1560　　氏康夫人専用の魚（鯛・鰹・鯵・

若魚子・鮑・鰯・イナダ）に関

する文書

・永禄四年1561　　鯛を明日持ってくるようにと命

ずる公文書

・永禄七年1564　　肴・鮑・海老の売買についての

公文書

・永禄九年1566　　子息の戦勝と、それに伴う鶴・

鮭・烏賊の贈答についての氏康

の書状

・永禄十二年1569　初鮭を少々送るという氏政の書

状

・同年　　　　　　蜜柑と江川（伊豆国の江川酒）

を少々送るという氏政の書状

・元亀二年1571　　新年に鯉を送られたことを謝す

氏康の書状

・同年　　　　　　江川を送るという氏康の書状

・元亀三年1572　　新年に海苔を送られたことを謝

す氏政の書状

・天正元年1573　　鰯の取り扱いについての公文書

・天正四年1576　　鯛の取り扱いについての公文書

・天正五年1577　　この鮑は目の前で調理したもの

で毒はない、と送る氏政の書状

・天正六年1578　　鯉を生きたまま進上することに

ついての公文書

ここにも海で採れる魚介類に関する記事が多く、た

とえば当主の夫人の専用の魚を確保するシステムや、

魚の売買に関する記述もみられる。採った魚を搬送す

るルートも確立していたらしい。このほか、漁業に関

係すると考えられる「鮫追船」についての文書や、初

代宗瑞の時代の文書で、「美物等之事」で「毎日御菜

御年貢之外」について命じたものなどもある。このよ

うな背景から、氏繁が「寝茶の湯」で用意した「美物」、

すなわちご馳走というのは、このような地元で採れた

新鮮な海産物が中心のものだったのではないかと考え

られる。

６　おわりに

　以上、北条氏繁の「寝茶の湯」という変わった茶の

湯について、当時の茶の湯を伝える茶書の記述との違

いからその逸脱ぶりについて考え、また、氏繁の周辺

の茶の湯の事情について、古文書と発掘された道具か

ら当時の流行を伺い、茶の湯のプロ、「宗仁」なる人

物の背景と、ついでに「美物」（ご馳走）についても

考察した。氏繁の「寝茶の湯」には、本人の言う通り

窮屈なところがなく、養生のため、楽しみのためとい

うのは、お茶を飲み、客をもてなすという行いの、本

来の姿に立ち帰っているのではないかと考えられる。

なお、氏繁が「常陸守」を称したのは隠居後の天正五

年の頃のようで、これは、彼が突然の病気で亡くなる

わずか一年前のことである。すると、作中の呼称か

ら、この「常陸殿の寝茶の湯」というのを氏繁が行っ

たのは死の直前のことではないかと考えられる。もち

ろん、氏繁の死後に、生前のその変わった茶の湯を

人々が思い出して「常陸殿の寝茶の湯」と名付けたと

いう可能性もあるが、武将がその死の前に、自分の命

運を知ってか知らずか、このような楽しみのための茶

会を開いたとすると、このエピソードには面白さだけ

でなく、心に迫るところもある。すると、「寝たり座っ

たりしながら飲んだ」という表現や、このような茶の

湯を行った「氏繁の心根を軽んじる者は誰もいなかっ

た」という表現に、深い意味がこめられているように

もみえてくる。

　最後に、蛇足となるが、氏繁が描いたという鷹の図

（裏に「左衛門大夫氏繁（花押）」）が残っている。先
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述した通り、「寝茶の湯」のエピソードの含まれる『北

条記』の「北条常陸守氏重事」の話には、氏繁が鷹を

育てる名人だったという話が出ていた。巧みな鷹の絵

が描けたことには、もちろん腕前もあろうが、もしか

したら『北条記』の伝えるように氏繁が自身で鷹を飼

育しており、この生物をよく見ていたためという理由

があるのかもしれない。彼が鷹を飼育していたという

証拠は見つかっていないが、この絵はその話が真実で

あることを多少なりとも伝えるものかもしれない。す

ると、同じ話に示されている「寝茶の湯」のエピソー

ドも、何かしらの真実を含んでいるものなのかもしれ

ないという気がしてくるのである。
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