
第一巻

戦国武将達に学ぶリーダーの本質と人間力

歴史に諍
あ ら が

った
七人の戦国リーダー

対人関係に関するスキルと
問題解決に関するスキルを学ぶ
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　戦国時代はその字が示すように、合戦の連続だった。当然、そこには勝者と敗者が生

まれる。勝者が生き残り、敗者が歴史から消えていくという弱肉強食そのものの世界が展

開されていた。

　そして、よくいわれるように、歴史は勝者が書いた勝者の歴史といった側面があること

も事実である。勝者が喧伝され、顕彰されればされるほど、敗者が実際以上に貶
おとし

められ

ているように私には思えてしかたがない。敗者の声を聞き、敗者の果たした歴史的役割に

も目を向けたいというのが本書執筆の一つの動機である。

　もちろん、敗者なので、なぜ負けたのかといった理由もあるはずで、その武将に何が足

りなかったかを解き明かすことも目的の一つになる。これは、現在を生きるわれわれにとっ

ても「他山の石」となるにちがいない。

　本書で取り上げる武将は、今川義元・武田勝頼・北条氏政・明智光秀・浅
あざい

井長政・柴田勝家・

真田幸村の 7人である。この 7人はいずれも、戦国最後の統一の覇者といわれる徳川家康

に関係する武将たちだったという共通項がある。特に、今川義元・武田勝頼・北条氏政の

3人は密接に関係していた。

　周知のように、家康は、8歳から19 歳まで、今川義元の人質として、駿府で生活した。

しかし、ふつうの人質ではなく、いわば特別待遇の人質だったのである。義元の軍師太
たいげん

原

崇
そう ふ

孚、すなわち雪
せっ

斎
さい

から兵法などの教えを受け、高度な今川文化の環境の中で育っていた。

その義元が桶狭間の戦いで織田信長に討たれて、自立したあと、武田信玄と結んで義元

の跡をついだ今川氏真を倒すことになるが、今川遺臣を多く家臣団に取り込んでいるので

ある。

　そのことは、武田勝頼・北条氏政についてもいえる。家康は信長と結んで武田氏を滅ぼ

すが、武田遺臣を家臣団に取り込み、豊臣秀吉が北条氏を滅ぼしたときも、その一員とし

て小田原攻めを行っており、やはり、北条遺臣を家臣団に取り込んでいるのである。いっ

てみれば、徳川家臣団は、三河以来の三河武士団と、今川家臣団、武田家臣団、北条家

臣団の混成軍で、敗者の軍事力を自分のものとして戦国を勝ち抜いていったことが明らか

である。

　それは、単に軍事力に限らない。家康は今川義元・武田勝頼・北条氏政の3人が推進

していた進んだ領国経営のノウハウやスキルも自分のものとしていった。それが、家康が

戦国最後の統一の覇者になりえた最大の要因と私は考えている。

　ここでは主に、今川・武田・北条を例にみたが、これは、他の明智光秀・浅井長政・

は じ め に
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小和田哲男
（おわだ  てつお）

　文学博士、歴史学者。特に日本の戦国時代に関する研

究で知られる。静岡大学名誉教授。

　執筆、講演活動のほかに、NHK『歴史秘話ヒストリア』

や NHK Eテレ『さかのぼり日本史』などで解説を務める。

戦国史と現在のビジネスマンの生き方を比較するような

著書や講演も多く行っている。NHK 大河ドラマの時代考

証も行っており、1996 年の『秀吉』、2006 年の『功名が辻』、

2009 年の『天地人』、2011 年の『江〜姫たちの戦国〜』

の時代考証を担当した。

柴田勝家・真田幸村にもいえることで、家康は、敗れていったとはいえ、それら武将たち

の生きざま、領国経営の先進面などを自己の体制作りにうまく取り込んでいたのである。

　今回、本書で取り上げた 7人の武将は、たしかに最終的には「負け組」である。もちろ

ん、なぜ敗者となってしまったかも追いかけるが、単に、反面教師的に失敗の経験に学ぶ

という視点ではなく、実際にどのように力を発揮していたのかを掘り起こそうと考えている。

彼らの生きざまから、現代のわれわれが身につけるべきスキルがあるはずである。
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第 一 章
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二 . 武田勝頼
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四 . 明智光秀
五 . 浅井長政
六 . 柴田勝家
七 . 真田幸村
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今川義元

一流の実力を持ちながら、一瞬の
油断に敗れた、今川義元

　今川義元は、駿河・遠江二ヵ国を領有していた戦国大

名今川氏親の五男として永正 16 年（1519）に生まれてい

る。幼少のときから寺に入れられたが、その養育係とな

ったのが太
たい

原
げん

崇
そう

孚
ふ

という禅僧であった。雪
せっ

斎
さい

という名で

知られている。

　雪斎にともなわれ、京都の建仁寺さらに妙心寺で修行

していたが、氏親の跡をついでいた兄の氏輝の要請で駿

河にもどり、富士郡の善得寺で修行を続けていたとき、

大きな転機が訪れた。天文 5 年（1536）、家督をついで

いた氏輝が突然死んでしまったのである。氏輝には子ど

もがいなかったため、弟たちの中から後継者を決めなけ

ればならなくなった。

　このとき、後継候補として浮上してきたのが三男の玄
げん

広
こうえたん

恵探と、五男で当時栴
せんがくしょう

岳承芳
ほう

といっていた後の義元

の二人だった。この兄弟二人の家督争いは「花
はな

蔵
ぐら

の乱」

とよばれているが、結局、弟義元が勝利し、今川家の家

督をついでいる。そのとき、義元は、自分の養育係だっ

た雪斎を軍師として迎え、この義元・雪斎コンビにより、

今川氏は領国を三河にまで広げ、義元は、駿河・遠江・

三河の三ヵ国を領し、「海道一の弓取り」などとも評さ

れたのである。

　義元の母で、氏親の正室だった寿
じゅ

桂
けい に

尼が京都の公家中
なか

御
みか ど

門家の出身だったこともあり、その縁故によって、京

都の公家たちが多数駿府に下向してきた。和歌の第一人

者冷
れいぜい

泉為
ためかず

和、蹴鞠の第一人者飛
あすか

鳥井
い

雅
まさつな

綱といった文化人

が京風の公家文化を伝えている。ここに、戦国三大文化

といわれる駿府今川文化の花が開く形となった。

　駿河には安倍金山、富士金山などいくつかの金山があ

一
◆建仁寺

（第三巻　P25 参照）

◆妙心寺
京都市右京区花園にある臨済宗

妙心寺派大本山。花園上皇によ

り、建武 2 年（1335）開山さ

れた。

◎玄
げん

広
こ う え た ん

恵探◆花
はな

蔵
ぐら

の乱
玄広恵探（1517 〜 1536）は、

今川氏親の子。今川義元の異母

兄。早くに出家して花倉の遍照

光寺（静岡県藤枝市）の住持と

なっていた。天文 5 年（1536

年）、今川家当主氏輝と弟の彦

五郎が相次いで急死したため、

氏親の正室であった寿桂尼の子

の栴岳承芳が還俗して、今川義

元を名乗り家督を継承しようと

した。これに対して、恵探は母

方の福島氏にかつがれ挙兵。義

元に敗れ自害。この戦いが花蔵

の乱と呼ばれる。

◆善得寺
（第三巻　P09 参照）

◎太
たい

原
げん

崇
そう

孚
ふ

（雪
せっ

斎
さい

）
（1496 〜 1555）

駿河の善得寺、京都の建仁寺で

修行。秀才として名高く、今川

氏親から仕えるよう要請され、

氏親の五男・芳菊丸（のち義元）

の教育係になる。ともに建仁寺、

妙心寺で修業。善得寺に戻る。

雪斎は駿府臨済寺の住持として、

宗教的な影響力を持ちながら、

今川氏の執政、軍師としての役

割を担う。政治・軍事・外交面、

すべてにおいて義元を補佐した。
※旧国名は、第三巻 P06-07 を参照してください。
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教　訓

◆川中島の合戦
北信濃一帯で 5 回にわたって行

われているが、最大の激戦であ

る第四回目の戦いが千曲川と犀

川が合流する川中島で行われた

ので、そう総称されている。

第一回　天文 22 年（1553 年）

第二回　弘治元年（1555 年）

第三回　弘治 3 年（1557 年）

第四回　永禄 4 年（1561 年）

第五回　永禄 7 年（1564 年）

◆桶狭間
（第三巻　P14 参照）

◆塗
ぬり

輿
こし

公方らが使う、箱を漆塗りにし

てある輿。鎌倉時代末から略儀

に用いられていた。

◎今川氏
うじ

真
ざね

（1538 〜 1614）

父義元が桶狭間の戦いで織田信

長によって討たれ後、家督をつ

いだが、武田信玄と徳川家康の

侵攻を受けて敗れ、戦国大名と

しての今川家は滅亡した。その

後、家康の庇護を受けてている。

り、その産金収入と、京都との交易にも力を入れ、そう

した財力が今川文化を支えたわけであるが、戦国武将と

しての義元の力量も高く、武田信玄と上杉謙信が信濃の

川中島を舞台に 5回戦っている内の第 2回戦は、義元が

間に入って戦いをやめさせていたことが知られている。

義元は、信玄・謙信とほぼ対等な力をもっていたのである。

　ところが、永禄 3年（1560）5 月 19 日、義元は、尾張

の桶狭間で織田信長の奇襲を受け、首を取られてしまう。

このときの尾張侵攻については、従来、義元の上洛戦と

して位置づけられていた。しかし、各種史料を総合する

と、義元にまだ上洛の意志はなく、尾張一国の奪取がね

らいだったと考えられている。

　この桶狭間の戦いは明らかに義元の油断が原因だった。

義元はこのとき 2万 5000 の大軍で尾張に攻め入ってい

るが、これは今川氏の最大動員兵力である。しかもこの

とき、義元は馬ではなく塗
ぬり

輿
こし

に乗って出陣していた。当

時、塗輿には誰でも乗れるというものではなく、足利将

軍家から特別に許可されていた者に限られていた。義元

はその特権を尾張の田舎大名信長に見せつけるため塗輿

で出陣したわけであるが、かえって、そのことが、信長

奇襲の格好の標的とされてしまったのである。

　以後、今川氏は、義元の子氏
うじ

真
ざね

が国を支えることがで

きず、東から信玄、西から家康に攻められ滅亡していく

ことになる。

●たとえ実力を持った者であったとしても、ふとした油断から身を滅ぼす
　ことがある。油断大敵である。

今川義元

第一章　武将たちの人となり
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◎武田信玄
（1521 〜 1573）

甲斐の戦国大名、武田信虎の子。

16 歳で元服し晴信（はるのぶ）

となる。のち出家して信玄と名

のる。

◎諏
す

訪
わ

頼
より

重
しげ

（？〜 1542）

信濃国の戦国大名。諏訪氏の第

19 代当主。諏訪大社の大祝職

でもあった。武田信玄の妹・禰々

（ねね）を妻にとるが、信玄に

攻められ、甲府にて切腹。

◆高遠城
( 第三巻 P19 参照）

※人物の相関家系図は、第二巻

P76 〜 77 を参照してください。

家督を相続するも部下掌握に
失敗した、武田勝頼二

　武田勝頼は、天文 15 年（1546）、武田信玄の四男とし

て生まれている。母は信玄に滅ぼされた諏訪頼重の娘で

ある。名前が伝わらないため諏訪御料人（御寮人）とい

われている。

　武田勝頼という名前が一般的なので、勝頼ははじめか

ら武田を名乗っていたと思っている人が多いようである

が、武田家の相続が決まるまでは諏訪四郎勝頼と称して

いる。永禄 5年（1562）に、諏訪頼重の跡をつぐ形で信

濃の伊那郡代に任じられ、17 歳で高遠城主となっている。

　その段階では、兄の義信が武田家の家督をつぐものと

みられていたので、あくまで、武田領国の西のはずれを

担当する形であった。武田氏の通字である “ 信 ” の字を

与えられておらず、勝頼と名乗ったことをみても、信玄

として、そんなに重視する存在ではなかったことがわか

る。

　ところが、それからわずか 3 年後の永禄 8 年（1565）、

勝頼にとって思わぬ展開となった。兄義信と父信玄の不

和から、義信が幽閉されるという事態となり、しかも、

勝頼は織田信長の養女を娶ることとなったのである。こ

れは、父信玄の路線転換によるもので、今川義元が桶狭

間の戦いで信長に討たれたあと、今川氏との同盟にメ

リットを感じなくなった信玄が信長との同盟に動いたこ

とから生じたものであった。

　今川義元の娘を娶っていた義信は、信玄のこの路線転

換に反対し、かえって廃
はいちゃく

嫡されてしまったのである。信

玄には二男龍
りゅう

宝
ほう

、三男信之がいたが、龍宝は盲目、信

之は早世してしまっていたため、四男ながら勝頼が家督

候補として浮上してきたことになる。

武田勝頼
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◆躑
つ つ じ が

躅ヶ崎
さき

館
( 第三巻　P10 参照）

◆『甲陽軍鑑』
1575 年から 1577 年にかけて

武田家臣である春日虎綱（高坂

昌信）によってまとめられ、そ

の後も加筆された、武田氏の戦

略・戦術を記した軍学書である。

武田信玄・勝頼らの合戦記事、

軍法、刑法などを記している。

◆長
ながしの

篠・設
したらがはら

楽原の戦い
勝頼が、徳川家康の長篠城を攻

めたことから戦いが始まる。織

田信長・徳川家康連合軍 3 万

8000 と武田勝頼軍 1 万 5000

との間で勃発。織田・徳川軍が

大量の鉄砲を活用した戦い。こ

れを機に武田家は衰退。

◆天目山
( 第三巻　P11 参照）

　しかし、どうしたわけか、信玄は勝頼を甲斐の躑
つ つ じ が

躅ヶ

崎
さき

館に呼びよせることをせず、高遠城主のままに置かれ

ており、ようやく元亀 2年（1571）に、躑躅ヶ崎館に迎

えられている。これによって、周囲も勝頼が後継者とし

て認識しはじめることになった。

　勝頼の初陣がいつのことかはっきりしないが、少なく

とも永禄 12 年（1569）の信玄による武蔵諸城攻撃のとき

には従軍しており、『甲陽軍鑑』によると、勝頼は北条

氏照の守る滝山城攻めの大将となり、三の曲輪を攻め、

氏照の家老諸
もろおか

岡山城と槍を合わせたとしている。

　ただ、注意しなければならないのは、『甲陽軍鑑』は

どうしても信玄賛美の記述に偏りがちで、その対極とし

て、勝頼は思慮に欠け、武力だけの猪突猛進型の武将に

描かれる傾向にある。実像とはかなりちがっていたので

はないかと思われる。

　信玄が天正元年（1573）4 月 12 日に死に、いよいよ勝

頼が武田軍団を率いることになった。しかし、そこで新

たな問題も起こっている。信玄に仕えていた重臣たち

と、勝頼に仕えていた高遠時代の家臣たちとの軋
あつれき

轢であ

る。この問題を抱えたまま迎えたのが同 3年（1575）5 月

21 日の長
ながしの

篠・設
したらがはら

楽原の戦いであった。

　結局、この戦いで、信玄以来の重臣山県昌景・馬場信

房らが討ち死にし、武田家は衰退に向かい、ついに、同

10 年（1582）3 月 11 日、天目山麓の田
た の

野で自刃し、武田

氏は滅亡するのである。

●本人に事を成す力量があったとしても、周囲の助けがなければ思うよう
　に事は運ばないものである。

武田勝頼

第一章　武将たちの人となり



12

◆小田原城
（第三巻　P16 参照）

◆甲
こうそうすん

相駿三国同盟
甲斐の武田氏、相模の北条氏、

駿河の今川氏による同盟。

◆御
お

館
たて

の乱
1578 年 3 月 13 日に上杉謙信

が急死。謙信には実施がなく、

上杉家の家督をめぐって養子の

景勝（実父は長尾政景）と景虎

（実父は氏康）とが争った。越

後を二分した内乱は景勝が勝利

し家督を継いだ。

三

北条氏政

関東全域にその勢力を広げた
北条氏政

　北条氏政は北条氏康の二男として天文 7年（1538）に

生まれている。二男だったが家督をついだのは、兄の新

九郎が早世したためであった。兄の死後、仮
けみょう

名の新九郎

をそのまま継承している。

　天文 22 年（1553）正月、甲
こうそうすん

相駿三国同盟の一環として、

武田信玄の娘との婚約が成り、翌年 12 月、結婚し、そ

のころから政治見習いの形であるが、文書発給もみられ

るようになる。

　注目されるのは、永禄 2年（1559）12 月に父氏康から

家督を譲られている点である。氏康はこのとき 45 歳で、

まだ働き盛りといってよく、氏政は 22 歳の若さだった。

氏康としては、早く家督を譲り、むしろ後見する形をと

りながら氏政を一人前の武将に育てあげようとしたのか

もしれない。

　家督をついで直後の同 4 年（1561）、上杉謙信に小田

原城を攻められている。このとき氏政は小田原城に籠城

して上杉軍を撃退しており、同 12 年（1569）には武田信

玄に小田原城を攻められたが、このときも撃退に成功し

ている。この謙信・信玄という戦国を代表する名将を、

小田原城に拠って撃退したことが、小田原城に対する過

信につながってしまったのかもしれない。

　外交面ではやや迷走した感もある。信玄の娘を娶った

段階では甲相駿三国同盟を結んだわけであるが、その後、

信玄が今川氏真を攻めたときに断交し、妻を信玄に送り

返し、信玄の対抗勢力である上杉謙信との「越
えっそう

相同盟」

に踏みきっている。このとき、人質として謙信のもとに

送られたのが氏政の弟三郎で、三郎は謙信に気に入られ、

養子となり景虎と名乗った。御
お

館
たて

の乱のとき、景勝と上
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◎上杉景勝
（1556 〜 1623）

長尾政景の子。上杉謙信の養子

となり、御館の乱を経て、謙

信の跡を継ぐ。後、会津に移

封となり 120 万石の大名にな

る。関ヶ原の戦いの際に西軍に

つき、会津領を没収され、米沢

30 万石に転封される。

◎北条氏
うじ

直
なお

（1562 〜 1591）

氏政の子で氏政が引退して家督

をついでいる。秀吉の度重なる

上洛命令を拒否。北条攻めと

なった。やぶれた後、高野山に

蟄居。

◆関東管領
室町幕府が、関東を治めるため

の鎌倉府をおいた。その長官の

鎌倉公方を補佐するためにおい

た役職。上杉家が世襲していた。

◎滝川一益
（1525 〜 1586）

信長に仕え、武田攻めでは、信

忠の副将的役割もつとめる。上

野の厩橋城にいて本能寺の変を

知る。この時天正 10 年（1582）

6 月、北条氏直と戦ったのが神

流川の戦い。一益は氏直に敗れ、

清洲会議に間に合わず、織田家

の宿老からはずれてしまった。

杉の家督を争ったのはこの三郎景虎である。しかし、父

氏康の死後、氏康の遺言に従い謙信とは手を切り、再び

信玄と結んでいる。

　この氏政のとき、武蔵の一円支配をなしとげ、下野に

も進出し、北条氏としての最大版図を確保することに成

功した。徳川家康とも盟約を結び、織田信長とも良好な

関係を保ち、いわゆる「関八州国家」を築きあげている。

　天正 8年（1580）、氏政は家督を子の氏直に譲っている。

しかし、このとき氏直はまだ 19 歳で、隠居とはいっても、

それはあくまで形だけのことで、実権は氏政が握るとい

う形であった。

　2年後の信長による武田攻めのとき、氏政・氏直父子

は、信長軍の一員として関東口から甲斐に攻め入る手は

ずとなっていたが、軍事行動を起こす前に武田氏が滅亡

してしまったためこれといった貢献がなかった。そこで、

信長の歓心をかうため、信長の好きな鷹などを贈ってい

る。

　その信長が本能寺の変で明智光秀に討たれたあと、氏

政はそれまでの織田従属路線を転換し、信長家臣として

関東管領となっていた滝川一益を神
かんな

流川の戦いで破り、

そのあと浮上してきた豊臣秀吉とは対決の姿勢を貫いて

いるのである。

　その結果、天正 18 年（1590）の秀吉による小田原攻め

を迎え、氏政は、かつて上杉謙信および武田信玄を撃退

した栄光の歴史を取りもどそうと、小田原城に籠城する

作戦をとったわけであるが、秀吉の 21 万とも 22 万とも

いう大軍の前に歯がたたず、結局、降伏し、氏政はその

責任をとる形で自
じ

刃
じん

しているのである。

●過去の成功を過信すると、その成功が後々かえってあだとなる。

北条氏政

第一章　武将たちの人となり

教　訓
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◆『明智軍記』
元禄期に成立したと言われる明

智光秀の伝記。

◆美濃源氏土
と

岐
き

氏
清和源氏の流れを組み、美濃国

土岐郡を領地とした一族。

◆明智城
（第三巻　P18 参照）

◎斎藤道三
（1494 〜 1556） 謀 略 を 駆 使

して、美濃の国主にまでなった。

◎斎藤義龍
（1548 〜 1573）

斎藤道三より家督を継承して稲

葉山城主となる。隠居していた

道三と不和となり、長良川の戦

いで道三を敗死させている。

◎朝倉義景
（1533 〜 1573）

越前の戦国大名。加賀南部、丹

後まで勢力を伸ばすが、姉川の

合戦に織田・徳川連合軍に敗れ

衰退。その後信長に攻められ敗

れ、一族の者に裏切られ自害。

◎足利義昭
（1537 〜 1597）

室町幕府第 12 代将軍義
よし

晴
はる

の二

男。第 15 代征夷大将軍。

◆（丹波）亀山城
（第三巻　 P25 参照）

四

明智光秀

織田家臣団の中で出世頭だった
明智光秀

　明智光秀の場合、厳密にいうと生年不詳である。ただ、

史料としての信憑性は低いが、光秀の伝記史料『明智軍

記』に享禄元年（1528）の生まれとしており、人名辞典

などではこの説を採用しているものもある。

　父親の名前も光綱としたり光隆としたりいろいろで、

出身地についても諸説あるが、私は美濃源氏土
と

岐
き

氏の一

族で、美濃国明智荘の明智氏とみている。現在、岐阜県

可
か

児
に

市に明智城址があり、そこの生まれではなかろうか。

　斎藤道三が子義龍と戦った長良川の戦いのとき、道三

方だった光秀の父は義龍の軍勢に攻められ、光秀は城を

捨てて各地を流浪した末、越前の朝倉義景に仕えていた。

その義景のもとに足利義昭が流
りゅう

寓
ぐう

してきたことによって

光秀の運は開けた。

　朝倉義景には足利義昭を連れて上洛するだけの覇気が

なく、それを知った光秀が義昭に織田信長に頼ることを

勧め、光秀がその橋渡し役をつとめるようになったので

ある。結局、義昭は岐阜の信長に迎えられ、あわせて光

秀も信長のもとに来ることになった。光秀ははじめの内、

義昭と信長の二人に両属する形だった。

　このように、光秀は織田家臣団の中では「中途入社

組」で新参者であったが、信長による能力本位の人材抜

擢によってみるみる出世し、早くも元亀 2年（1571）に

は近江坂本城主となっている。これは、織田家臣団の中

で「一国一城の主」となった第 1号である。

　このあと、京都の近くでありながら敵対勢力の多い丹

波の経略をまかされ、亀山城主にもなり、破格の好待遇

を受けている。おそらく、光秀にとって最大のライバル

と思っていたのが羽柴秀吉で、秀吉との熾烈なライバル
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◆坂本城
（第三巻　P21 参照）

◆本能寺
（第三巻　P24 参照）

争いが展開することになった。秀吉の「中国方面軍司令

官」に対し、光秀は「近畿管領」といういわれ方をして、

甲乙つけがたい働きをしていた。

　天正 9年（1581）2 月 28 日、有名な京都馬揃えが行わ

れた。これは、織田軍団の威容を天皇および京都の町衆

たちにみせつける軍事パレードで、その宰領をまかされ

たのが光秀だったのである。光秀としては、「これで秀

吉に勝った」と思ったのではなかろうか。

　ところが、翌年 5月になって、光秀は信長から秀吉の

応援に行くよう命令を受けた。「応援に行け」というこ

とは、「秀吉の下につけ」ということである。それまで

の熾烈なライバル争いで秀吉に勝ったと思っていた光秀

にとってはこれは相当なショックだったと思われる。

　天正 10 年（1582）6 月 2 日の本能寺の変について、光

秀が謀反を起こした動機が何だったかについては、怨恨

説、天下取りの野望説、朝廷黒幕説等々、さまざまな説

がだされているが、私はこのときの「秀吉の応援に行け」

といわれたショックがかなりの比重を占めていたのでは

ないかと考えている。

　信長を討ったあと、対朝廷工作はそつなく進めた光秀

であったが、与力大名だった細川藤孝・高山右近・中川

清秀・筒井順慶らの助力を得られず、秀吉と戦った山崎

の戦いに敗れ、敗走するところを討たれてしまったので

ある。

●優秀な人材を使う時の上司としては、その彼の気持ちを察してやること
　も必要である。忠実であると、たかをくくっていると裏切られる。
●自分の計画を実行するにあたり、協力者に対して根回しをしておかない
　と、思わぬところで足をひっぱられることがある。 明智光秀

第一章　武将たちの人となり


