
「夢ナビ」個人研究論文が大分県の研究機関の論文集に掲載されました。 

昨年度の３年次生が「夢ナビ」で作成した研究論文が『大分県立埋蔵文化財センター研究紀

要』に掲載されました。研究は「中世大友氏に関する覚書」と題して大友宗麟に関連するも

のとなっています。今回はダイジェスト版を掲載いたします。 

 

 

「中世大友氏に関する覚書」            

 

第１章 はじめに 

第１節 問題の所在 

 中世から近世を代表する為政者である織田信長・豊臣秀吉・徳川家康については、戦国大名・

戦国時代の終焉・江戸幕府のはじまりなどの事実・イメージで捉えられることが多いと考えられ

る。しかし、最近の日本における社会史・経済史・文化史研究の進展に伴い、その実態・イメー

ジは大きく変わりはじめている。これにともない、同時代のとらえ方も急激に変貌をとげつつあ

り、我々もその変容を知り、今後どう取り扱うか考える時期に来ていると思われる。 

第２節 テーマ設定の理由  

同時代の大分、つまり豊後の支配者であった大友義鎮（宗麟）については、キリシタン大名・

南蛮貿易・戦国大名などのイメージで語られることが多かった。しかし、新史料の出現・中世大

友府内町跡の発掘調査の進展などから、従前の事実・イメージに多くの分析・研究が加わり、ま

ったく新しい大友義鎮（宗麟）像が浮かび上がってきている。我々はこの新しい実像を知り、大

分の発展やとらえ方、さらに普段の思考・生き方・生活に活かしていけるか考えなくてはいけな

い時期にきている。 

以上の理由から、中世大友氏、なかでも大友義鎮(宗麟)の時代を中心に調査・研究を行ってい

くこととする。 

 

第２章 

第１節 先行研究のまとめ 

 大友義鎮（宗麟）の研究については、古くは１９１５年に大分市が編纂した『大分市史』があ

り、１９５６年大分市編『大分市史』下巻、１９７８年大分市編『大分市史』、また、１９８５

年に大分県が編纂した『大分県史』中世篇２などの他に、大学・研究会・個人のレベルで長年続

けられてきた。研究内容は政治史・文化史・経済史など多岐にわたり、同時代の研究としては全

国的にも最先端の域に達している。また、ルイス＝フロイスの『日本史』、イエズス会神父によ

る『十六・七世紀イエズス会日本報告集』にみる外国史料の翻訳、さらに埋蔵文化財発掘調査に

伴う調査報告書である『中世大友府内町跡』などの広範な文献が存在する。 

第２節 問題や課題 

前述した各研究・文献については、政治史・経済史・文化史・外国史料・考古学の各分野から



考察がなされている。その研究については、専門的かつ時代が進むにつれ深化していると考えら

れる。しかしながら、これらの分野を総合する研究は近年にいたるまで少数であった。この状態

に変化の兆しをあたえたのが、１９９６年にはじまる中世大友府内町跡の発掘調査である。同遺

跡の調査は現在も続いており、２００１年には遺跡の一部である「大友氏館跡」が国史跡に指定

され成果をおさめている。これらの遺跡からは従来の研究を補完する遺物が多数出土し、考古学

分野の成果と研究が各研究とリンクし、大友義鎮（宗麟）を総合的に評価する研究へと昇華させ

ていった経過がある。また文献からの総合的研究の端緒となったのが鹿毛敏夫氏の 『アジアン

戦国大名大友氏の研究』・『大航海時代のアジアと大友宗麟』であり、新しい大友像が形成されつ

つあるが、その研究は道半ばである。今回の個人研究では、この総合的な研究についても言及し

たい。 

 

第３章 研究の目的 

第１節 研究の目的 

今回の個人研究は以下の視点でおこなう。 

１．中世大友氏のなかも、大友義鎮(宗麟)の時代を中心に調査・研究を行う。 

２．同時代を中心とする地図・中世大友府内町跡に関する資料・文献などを用い、調査・研究

を行う。 

３．グローバルな視点から大友義鎮（宗麟）を捉え、我々は何を学ぶべきか考える。 

第２節 仮説 

 今回の個人研究では、ゴア（インド）・ポルトガル・スペイン・オランダ・フランスの地図

資料と既存の研究・史料を併用して考察をおこなう。海外資料を新たに使用することによっ

て、従来の研究でみられた、日本史的視座から世界的視座への新しい発想・着想が生じてくる

可能性が高いと考えられる。 

 

第４章 研究結果 

第１節 研究の方法 

今回の個人研究では、作者不明『カンティーノ平面天球図』（１５０２年）・バルトロメウ＝ヴ

ェーリョ『世界図』（１５６１年）・フェルナン＝ヴァスドラード『日本図』（１５６８年）・ルイ

ス＝テイシェラ『日本図』（１５９５年）・ヨドクス＝ホンディウス『中国図』（１６０６年）・ヨ

ハネス＝ヤンソニウス『日本・蝦夷図』（１６５８年）・ジョゼフ＝ニコラ＝ドリール『南の海の

北、シベリア及びカムチャツカの東側とニューフランスの西側の新発見の地図』（１７５０年）・

アドリアン＝ウベール＝ブリュエ『アジア図』（１８１４年）の地図資料と既存の研究・史料を

併用して考察をおこなう。 

第２節 研究結果 

第１項 作者不明『カンティーノ平面天球図』（１５０２年）・バルトロメウ＝ヴェーリョ『世界

図』（１５６１年）について 



１４９２年１０月、スペイン王国イサベル女王の命を受けた、コロンブスはアメリカ大陸の東、

サンサルバドルに到達した。さらに１４９７～９９年にはポルトガルのヴァスコ＝ダ＝ガマが、

インドへの航海をなしとげることとなる。その後１５０２年にポルトガルのリスボンで描かれ

たのが、『カンティーノ平面天球図』である。 

同天球図では大西洋沿岸からアフリカしてインド・マレー半島まで詳しく描かれている。しか

しマレー半島以東を見ると海岸線が一直線に描かれヨーロッパ人にとって日本を含む東アジア

は未知の領域であった。アジア全体に記された記載をみると、毛織物・サフラン・水銀・ジャコ

ウ・ビャクダン・象牙・宝石・真珠・磁器・スパイス・シルクなどの文字が記され、ヨーロッパ

人の海洋貿易への意欲を強く感じる内容となっており、遠からず東アジアにも進出することが

推測されものとなっている。 

本図が描かれて以後の日本・豊後の様子をみると、１５３０年に大友義鎮が生まれ、１５４３

年に種子島に鉄砲が伝来し、日本とヨーロッパが接する状況となった。１５５０年になると義鎮

は大友家の家督を相続し、その活躍がはじまることになる。１５５１年にはイエズス会のフラン

シスコ＝ザビエルが、鹿児島・周防・堺・京都を経由して豊後府内に到着する。この段階で豊後

では南蛮貿易・キリスト教の流入など、われわれがよく見聞きする豊後の情景が始まったと推測

される。１５５９年、義鎮は北部九州六ヵ国の守護職となりその権勢はピークに達することにな

る。 

先ほど述べた義鎮が北部九州六ヵ国の守護職に就いた後に描かれたのが、１５６１年にポル

トガルのリスボンで作製された、バルトロメウ＝ヴェーリョの『世界図』である。『世界図』に

おいて日本は太平洋の西の端にある島国とし表現されており、九州・四国・本州の存在が確認で

き、「miaco」ミヤコ（京都）やポルトガル人が興味を示した「prata」プラタ（銀）の文字がみ

られる。九州について詳しくみると「Cagakuma」キャガクマ（鹿児島）や「tanakuma」タナクマ

（種子島）の記載がみられる。鹿児島の薩摩半島・錦江湾・大隅半島が詳細に描かれておりポル

トガル人には、九州＝鹿児島の考え方があったようにうかがえる。また、豊後をうかがわせる「bu 

go」（ブ ゴ）の文字が本州と思われる地域に記載されていることが読み取れる。 

以上のような様相及び京都と九州が同等に扱われていることから、大友義鎮が活躍をはじめ

たころには、ヨーロッパ人にとっては、九州は重要な地域になっていたと推測される。 

第３項 中世大友府内町跡の出土遺物について 

１５６３年になると大友義鎮は出家して宗麟と名乗るようになる。ここでこのころ発展して

いた豊後・府内の様子について触れたいと考える。まず中世大友府内町跡から出土した遺物につ

いて目を向ける。中世大友府内町跡の発掘調査は平成８年から開始され現在も進行している。遺

物の量は膨大で今回はその一部について見ていくことにする。 

華南三彩(中国産)は、中国南部淮河以南（広東・広西・海南島など）で焼かれた三彩釉の陶

磁器である。16 世紀から 17 世紀半ばまでに海外に輸出されている。 

翡翠釉菊花文小皿(中国産)は、１６世紀、中国南部の窯で生産されたもので、翡翠色の釉薬

がかけられ、外側には菊花文がほどこされている。 



青花(中国産)はコバルト顔料で絵付けをし、透明な釉薬をかけ、鮮やかに発色する青色で文

様をあらわした焼き物です。明代に景徳鎮で多くの名品が制作された。 

黒釉陶器三耳壺(ミャンマー産)は、ミャンマーのタウングー朝時代の 16～17世紀にマルタバ

ン窯で生産された。 

長胴瓶(ベトナム産)は、ベトナム中部で生産されたもので、日本には１６世紀末～１７世紀

前葉かけてもたらされた。砂糖や薬種の容器として使用された。 

焼締陶器四耳壺(タイ産)は、ノイ川窯産の陶器で、大坂・堺・博多・平戸で出土例がある。

硫黄の運搬に使われたことを示唆する事例も確認されている。 

鉄絵合子蓋(タイ産)は、１５～１６世紀のタイのスワンカローク窯の合子である。 

彫三島茶碗(朝鮮産)は、朝鮮半島産の陶器で、１５～１６世紀に生産が盛んであった。 

メダイ・コンタなどのキリスト教関連遺物、メダイはロザリオにつけるメダル状の金属、ヴ

ェロニカ・聖母子像が描かれたものである。コンタはキリスト教における数珠である。 

備前焼(日本産)は、岡山県備前市周辺を産地とする陶器である。鎌倉時代より生産が本格化

し、室町期以降、西日本の各地で交易品として扱われており、瀬戸内海交易をうかがわせる遺

物である。 

京都系土師器(日本産)は、京都周辺でつくられ、京都で使用される土師器の模倣品である。12

～13 世紀と 15～16 世紀にかけて日本各地で出現する。京都系土師器は、忠実な模倣ではなく、

むしろ地方の人々がもっていた「京都風」の土師器のイメージを具現化した産物としてあらわれ

た。 

犬形土製品(日本産)は、犬をモチーフにした土製品である。安産のお守りとする説がる。大

坂城では、１００点以上まとめて出土した例がある。 

他に南ヨーロッパに起源をもつと考えられるガラス製品の出土も報告されている。 

以上を概観すると西日本・アジア・さらに西方の遺物の流入が確認できるものとなっている。 

第４項 中世大友府内町跡の街並みについて 

つづいて、中世大友府内町跡の街並みついて考えてみたい。発掘調査や『府内古図』から、

府内の街は、４本の南北の道路と東西の道路で区画されていると考えられている。整備された

区画の中には、商人などがくらす町屋、外国人が暮らした可能性のある唐人町、万寿寺・称名

寺に代表される寺社、キリスト教の教会・病院などが存在していた。この街の中心となったの

が大友館である。館の構造をみると『府内古図』から礼門や脇門の存在が想定され、さらに、

発掘調査から庭園と考えられる構造物が確認されている。門・庭園の存在などから京都の邸宅

を模倣した可能性が指摘されている。これらを概観すると政治の中心である大友館を中心に、

種々の施設が混在しており、京都を描いた『洛中洛外図屏風』の街並みに類似している。ま

た、ルイス＝フロイスの『日本史』では山車が巡行し、『大友興廃記』では作山は京都と同じ

それぞれ記録されており、風俗も京都風だったと推測される。 

第５項 大友義鎮（宗麟）に関する文献について 

最後に大友義鎮（宗麟）に関する文献について触れたいと考える。 



『十六・七世紀イエズス会日本報告集』を見ると、1553 年の記事に、大友義鎮はポルトガル

領インドのゴアにいるインド総督及びポルトガル副王宛に「書状」を送った様子がある。１５

６２年には、ゴアにいるポルトガル副王へ「剣」などの武具を贈る記述がみられる。さらに１

５６８年の記事には、ポルトガル副王は「大砲」を大友義鎮（宗麟）に贈ろうとしたと記され

ている。 

中国、明の鄭舜功が戦国時代の日本について、情報収集及び編纂した『日本一鑑』によれ

ば、１５５５年、大友義鎮に対して、明の「国法」に従い倭寇対策するよう要請した記事が見

える。 

また明朝の１３代の皇帝（世宗）の実録で、明代研究の根本史料である『明実録』の「嘉靖

三六年八月甲辰条」では、１５５６年、大友義鎮が倭寇の罪の謝罪と、海禁政策の明政府に対

して勘合頒布を願って朝貢した記事がある。義鎮の倭寇に対する何らかのつながりが読み取

れ、さらに明との貿易を進めようとする姿勢が強くうかがえる。１５５０年代 義鎮は北部九

州六ヵ国に勢力を拡大し、同時期、五島・平戸を拠点に活動をおこなっていた、後期倭寇の頭

目である王直との関係が強まったと指摘されている。また、後期倭寇の中国南岸への進出や、

中世大友府内町跡における中国南方産の遺物の出土など、義鎮の全般的な活動と関連する可能

性があると考えられる。 

島津の外交僧が記した『頌詩』には、１５７９年に薩摩に漂着したカンボジア船の船主が大

友義鎮（宗麟）に「貢物」を贈るために来たと記され、カンボジア国王との外交関係が看取さ

れる。 

最後にルイス＝フロイスの『日本史』では、大友義鎮を「王」と呼び。織田信長と同等以上

の記述で扱われている。 

第６項 出土遺物・街並み・文献について 

以上、出土遺物・街並み・文献について触れたが、大友義鎮（宗麟）の時代の豊後・府内の

様子をおおまかにまとめてみたい。遺物は京都・大坂・備前に関係するものから、中国・東南

アジア・キリスト教に関連するものがみられる。街並みは京都を意識しつつ、貿易港としての

側面や、南蛮文化の香りが漂うものになっている。文献からは消極的・内向きの外交ではな

く、積極的・外向きの外交を行った強力な権力者であったことが読み取れる。 

このような諸要素から、九州あるいは豊後・府内は、ヨーロッパ・アジアと瀬戸内を介し京

都・大坂をつなぐ要衝と推定される。 

第７項 フェルナン＝ヴァスドラード『日本図』（1568 年）について  

ポルトガル領インドのゴアで、１５６８年フェルナン＝ヴァスドラードが製作した『日本

図』という地図について考えてみたい。なおこの地図が製作された時期は先に述べた『十六・

七世紀イエズス会 日本 報告集』の１５６８年にポルトガル副王が「大砲」を大友義鎮（宗

麟）に贈ろうとしたと記事と同時代であることを付け加えておく。地図の中央部から東半分を

見ると幾何学的な四国・本州が描かれており、四国・本州に関する情報はまだ十分にポルトガ



ル人に浸透していない様子がうかがえるが、本州の東側を見ると国際貿易都市として名高い

「ＳＡＱＡＶＩ」（堺）の文字が読み取れる。 

九州に目を向けると、四国・本州に比べ、細かく地形が描かれている。九州の南岸には薩摩

半島と大隅半島と思われる半島、西岸を見ると大村湾・有明海・八代海と思われる地形があ

り、東岸には別府湾・佐賀関半島と推定される海岸線が読み取れる。１６世紀初頭に建設が開

始されたポルトガル領インド、そしてその中心地のゴアには九州の詳しい情報がもたらされて

いたことがうかがえ、九州がポルトガルにとって非常に重要な地域であったと考えられる。 

その九州についてさらに詳しく見ると、九州の北端には堺と同様に国際貿易都市として知ら

れる「ＦＡＣＡＴＡ」（博多）の文字が見られる。九州の東端、豊後方面に目を向けると「Ｂ

ＶＭＧＶＯ」とあり、一見すると発音しがたい地名であるが、「Ｖ」を「Ｕ」に置き換えると

豊後と読める。さらにその隣には「ＦＶＮＡＩ」とあり、同じく「Ｖ」を「Ｕ」に置き換える

と府内と読める。 

以上から１５６０年代にはポルトガルにとって府内は、堺・博多に並ぶ重要な都市であった

ことがうかがえ、前述した九州・豊後・府内はヨーロッパ・アジアと瀬戸内を介し京都・大坂

をつなぐ要衝という考えを補完するものとなる。 

第８項 ルイス＝テイシェラ『日本図』（1595年）について 

１５６８年フェルナン＝ヴァスドラードの『日本図』の地図以降の時代を見ると、１５７６

年に宗麟は隠居するが、政治の実権は握ったままである。１５７８年にはキリスト教の洗礼を

受け、同年、日向で大友軍は島津軍に敗北することになる。１５８２年に天正遣欧使節団を派

遣し、積極的・外向きの外交は維持するが、１５８６年以降の島津進出とともに、豊後・宗麟

の勢力は衰退し、１５８７年に宗麟は死亡、１５９３年には大友氏は豊後から除国され、一時

代が終わりを告げることになる。 

同時期、１５９５年にスペイン領のアントワープで出版された、ルイス＝テイシェラが製作

した『日本図』という地図について考えることにする。製作年代は１５９５年であるが、作図

にあたりテイシェラの情報源の一つとなったのは、１５８０年代に日本に滞在していたイエズ

ス会の地図作成家である、イグナチオ＝モレイラと考えられており、大友氏が衰退していく時

期と重なることになる。 

日本列島をみると東日本の描き方が詳しくなっていることが分かる。スペインの関心が東日

本に移り始めているとも考えられる。九州北端を見ると「ＢＶＮ」、中央に「ＧＯ」とある。

豊後と読め、九州の広範な地域を指すものと考えられる。地形の詳細を見ると、有明海から薩

摩・錦江湾にかけて詳細に描かれているが、東海岸は直線的な表現になっており、九州東岸の

重要度の低下とも考えられる。この他「Ｂｕｎｇｏ」（豊後）の他に「figi」（日出）・

funnay（府内）の文字が記され、「ＢＶＮ ＧＯ」の豊後と「Ｂｕｎｇｏ」の豊後の併記がみ

られ、「Ｖ」を用いる豊後の表記は、フェルナン＝ヴァスドラードの『日本』の「ＢＶＭＧＶ

Ｏ」の影響とも考えられる。以上の様に本図は各所に大友の残光が感じられる地図となってい

る。なお、この地図が描かれた時代は、大友氏の没落及び東アジアにおけるスペイン・ポルト



ガル勢力の衰退と、オランダ勢力の興隆がおこる直前であり、時代の変化を如実に語るものが

ある。以後、この地図が１７世紀の国際的に準拠すべき標準版となることも付記する。 

第９項 ヨドクス＝ホンディウス『中国図』（１６０６年）・ヨハネス＝ヤンソニウス『日本・

蝦夷図』（１６５８年）・ジョゼフ＝ニコラ＝ドリール『南の海の北、シベリア及びカム

チャツカの東側とニューフランスの西側の新発見の地図』（１７５０年）・アドリアン＝

ウベール＝ブリュエ『アジア図』（１８１４年）について 

１６０６年にオランダのアムステルダムでヨドクス＝ホンディウスが製作した『中国図』とい

う地図についてみていくと、この地図は題名のとおり「中国」を中心に描かれたもので、九州を

詳しく見ると、粗い表現になっているのが分かる。表記されている地名をみると九州の南部に

「Ｂｕｎｇｏ」の文字が読み取れ、九州の広範な地域を示す語句として「Ｂｕｎｇｏ」（豊後）

が使われていることが分かる。 

１６３９年になると、江戸幕府は鎖国を開始しポルトガル船の来航を禁止する。永らく続いた

積極的・外向きの外交の時代は終わりを告げ、比較的消極的・内向きの外交へと変化することに

なる。 

その後、１６５８年にオランダのアムステルダムでヨハネス＝ヤンソニウスが製作した『日

本・蝦夷図』という地図をみると、西日本の表現は粗く、東日本の地形表現の方が詳細なこと

が分かる。九州の表現はさらに直線的表現になり、前述したルイス＝テイシェラの『日本図』

の影響を受けたものとも考えられ、豊後・日出・府内の地名も残っている。しかし広範な地域

を指す「ＢＶＮＧＯ」の豊後は読み取れなくなる。 

つづいて１７５０年にフランスのパリで、ジョゼフ＝ニコラ＝ドリールが製作した『南の海

の北、シベリア及びカムチャツカの東側とニューフランスの西側の新発見の地図』を取り上げ

る。同地図が制作された１８世紀中ごろになると、オランダの勢力は完全に衰退し、イギリス

とフランスがインド・北アメリカをめぐり、激しく抗争をくりかえした。同図では日本の全景

はほぼ捉えられている。九州を詳しく見ると、日本列島の西端の島を「Ｋiusiu」あるいは「Ｂ

ungo」と呼ぶと記載されている。 

１８１４年にフランスのパリでアドリアン＝ウベール＝ブリュエが製作した『アジア図』を

みると、地図の形態は現代の地図のレベルに近づいてきているのがうかがえる。九州を見る

と、豊後の文字は発見できなくなり、九州東海岸に「Ｎaai」（ナアイ）と読める地名が残り、

府内を指す表記と推定される。 

 

第５章 まとめ 

第１節 考察 

以上のように、大友義鎮(宗麟)の時代を中心に、各資料・文献等を使用し研究をおこなったが、

ここから得られた事柄から、いくつかの提案をおこない考察としたい。 

大友義鎮（宗麟）の活動は瀬戸内を介し大坂・京都を意識しつつ、アジア及びその西方を視野

に入れた積極的な外交・外向きの外交が読み取れる。ヨーロッパ各国の興味・関心が豊後から離



れ、東日本や日本全体さらに東アジア全体に移っても、下表にあるような、ポルトガル・スペイ

ン・オランダ・フランス各国の表記に差異や変遷・系譜・模写の可能性が見受けられ、各所に「ブ

ンゴ」の名称があるように、数百年間ヨーロッパに影響をあたえている。これらのことから大友

義鎮（宗麟）は、日本人という考えに囚われるのでなく、大友義鎮（宗麟）はアジア人あるいは

東アジア人と捉えるべきであると考える。今後、このような視点で、大友義鎮（宗麟）を捉える

べきと提案したい。 

 

各地図に見られる豊後などの名称一覧表 

第２節 まとめ 

大友義鎮（宗麟）の見た・考えた・捉えた世界を可視化すると、次図のようになると思われ

る。豊後の後方に京都があり、前方に東シナ海・南シナ海・朝鮮・中国・東南アジア・イン

ド・ヨーロッパと、広がっていたように思われる。このとらえ方・視座を我々は大いに参考に

しなくてはならないと考える。

 

大友義鎮（宗麟）の見た・考えた・捉えた世界 

考察からえた大友義鎮(宗麟)の思考・そのあり方を、我々はどのように受け止めるべきか言

及したい。日本における戦国時代以降の外向きの思考。江戸時代の鎖国による内向きの思考。

明治維新以降の外向きの思考。今日の世界をみるとグローバル化ではなく、内向きに進もうと

制作国等 制作都市 制作年 作者 地図名 豊後の記述 備考

ポルトガル リスボン 1502年 作者不明 カンティーノ平面天球図 記述なし アジアの産品を記載

ポルトガル リスボン 1561年 バルトロメウ＝ヴェーリョ 世界図 bu go 鹿児島の記載

ポルトガル領

インド
ゴア 1568年 フェルナン＝ヴァスドラード 日本図 ＢＶＭＧＶＯ ＦＶＮＡＩ　

スペイン
スペイン領

アントワープ
1595年 ルイス＝テイシェラ 日本図

ＢＶＮ　ＧＯ
Ｂungo

figi

funnay

オランダ アムステルダム 1606年 ヨドクス＝ホンディウス 中国図 Bungo
九州の南半分

をBungo

オランダ アムステルダム 1658年 ヨハネス＝ヤンソニウス 日本・蝦夷図 Ｂungo
figi

funnay

フランス パリ 1750年 ジョゼフ＝ニコラ＝ドリール

南の海の北、シベリア及びカムチャツ

カの東側とニューフランスの西側の新

発見の地図

Ｂungo
Ｋiusiu

あるいは

Ｂungo

フランス パリ 1814年 アドリアン＝ウベール＝ブリュエ アジア図 記述なし Naai



する考え・行動が顕在化してきた。大きな波動のなかでこのまま内向きにすすんでいいのか。

今こそ大友義鎮（宗麟）の日本人としての立場と、アジア人・東アジア人としての積極的・外

向きの外交・思考に現在を生きる我々は大いに学び・考える時である。宗麟が南蛮船に託した

情熱と同じくらい、外向きの思考を参考にしつつ、具体的にはアジア人・東アジア人として感

覚を持ち、他者を理解するために私たちは多くを学び、混沌とする未来をよりよくするため

に、科学･技術･様々な叡智を結集して、進んで行かなくてはならないと考える。以上、大友義

鎮（宗麟）を研究のまとめとし、先達の宗麟に感謝しながら、本稿を閉じるものとする。 

 最後になりましたが、本研究を進めるにあたり、ご指導を頂いた奈良大学 千田嘉博 教授、東

京大学史料編纂所 本郷和人 教授に衷心より感謝致します。 
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