
江戸時代

漢字 読み 始期 終期
慶長20年7月13日 元和10年2月30日 秀忠
1615年9月5日 1624年4月17日

明正天皇
1624年4月17日 1645年1月13日

1645年1月13日 1648年4月7日

1648年4月7日 1652年10月20日
慶安5年9月18日 承応4年4月13日
1652年10月20日 1655年5月18日
承応4年4月13日 明暦4年7月23日
1655年5月18日 1658年8月21日
明暦4年7月23日 万治4年4月25日
1658年8月21日 1661年5月23日
万治4年4月25日 寛文13年9月21日
1661年5月23日 1673年10月30日
寛文13年9月21日 延宝9年9月29日
1673年10月30日 1681年11月9日
延宝9年9月29日 天和4年2月21日
1681年11月9日 1684年4月5日
天和4年2月21日 貞享5年9月30日
1684年4月5日 1688年10月23日
貞享5年9月30日 元禄17年3月13日
1688年10月23日 1704年4月16日
元禄17年3月13日 宝永8年4月25日
1704年4月16日 1711年6月11日
宝永8年4月25日 正徳6年6月22日
1711年6月11日 1716年8月9日
正徳6年6月22日 享保21年4月28日
1716年8月9日 1736年6月7日
享保21年4月28日 元文6年2月27日
1736年6月7日 1741年4月12日
元文6年2月27日 寛保4年2月21日
1741年4月12日 1744年4月3日
寛保4年2月21日 延享5年7月12日
1744年4月3日 1748年8月5日
延享5年7月12日 寛延4年10月27日
1748年8月5日 1751年12月14日

寛延4年10月27日 宝暦14年6月2日

1751年12月14日 1764年6月30日
宝暦14年6月2日 明和9年11月16日

1764年6月30日[注釈 12]1772年12月10日

明和9年11月16日 安永10年4月2日

1772年12月10日 1781年4月25日
安永10年4月2日 天明9年1月25日
1781年4月25日 1789年2月19日
天明9年1月25日 寛政13年2月5日
1789年2月19日 1801年3月19日
寛政13年2月5日 享和4年2月11日
1801年3月19日 1804年3月22日
享和4年2月11日 文化15年4月22日
1804年3月22日 1818年5月26日
文化15年4月22日 文政13年12月10日
1818年5月26日 1831年1月23日

文政13年12月10日 天保15年12月2日

1831年1月23日 1845年1月9日
天保15年12月2日 弘化5年2月28日
1845年1月9日 1848年4月1日
弘化5年2月28日 嘉永7年11月27日
1848年4月1日 1855年1月15日

嘉永7年11月27日 安政7年3月18日

1855年1月15日 1860年4月8日

安政7年3月18日 万延2年2月19日

1860年4月8日 1861年3月29日
万延2年2月19日 文久4年2月20日
1861年3月29日 1864年3月27日
文久4年2月20日 元治2年4月7日
1864年3月27日 1865年5月1日

元治2年4月7日 慶応4年9月8日

1865年5月1日 1868年10月23日 明治天皇

家宣

綱吉

家綱

東山天皇

将軍

後光明天皇

後西天皇

霊元天皇

孝明天皇

仁孝天皇

光格天皇

後桃園天皇

後桜町天皇

桃園天皇

桜町天皇

慶喜

家茂

家定

家慶

家斉

家治

家重

吉宗

家継

元和10年2月30日 寛永21年12月16日

正保5年2月15日寛永21年12月16日

慶安5年9月18日正保5年2月15日

慶応 けいおう 4年

安政 あんせい 7年

弘化 こうか 5年

寛政 かんせい 13年

宝暦 ほうれき 14年

寛保 かんぽう 4年

薩長同盟　　大政奉還の上奏
王政復古の大号令　　戊辰戦争
京坂一帯に「ええじゃないか」

禁門の変や社会不安などの災異による改元
又明治維新による改元

文久 ぶんきゅう 4年 坂下門外の変　　生麦事件
下関事件　　薩英戦争

辛酉革命による改元

元治 げんじ 2年 池田屋事件　　禁門の変
四国連合艦隊下関砲撃事件

甲子革令による改元

日米修好通商条約
安政の大獄　　桜田門外の変

内裏炎上、地震（安政の大地震）、
黒船来航などの災異による改元

万延 まんえん 2年 五品江戸廻送令
和宮降嫁勅許

江戸城火災や桜田門外の変などの
災異による改元

嘉永 かえい 7年 黒船来航　　 日米和親条約
安政東海地震

孝明天皇践祚による改元

善光寺地震
オランダ王開国を勧告

江戸城火災などの災異による改元

天保 てんぽう 15年 天保の大飢饉　　大塩平八郎の乱
蛮社の獄　　天保の改革

江戸の大火や
京都の地震などによる災異改元

文化 ぶんか 15年  文化の大火　　薪水給与令
間宮林蔵が樺太探検

甲子革令による改元

文政 ぶんせい 13年 異国船打払令シーボルト事件仁孝天皇践祚による改元

クナシリ・メナシの戦い　 尊号一件
伊能忠敬が蝦夷地を初めて測量

内裏炎上などの災異による改元

享和 きょうわ 4年 江戸幕府が蝦夷奉行設置
東海道中膝栗毛の初刷り

辛酉革命による改元

安永 あんえい 10年
 杉田玄白「解体新書」刊行

安永大噴火
平賀源内没（享年51）

後桃園天皇践祚と、続いて起こった火事風水害
が「明和九年（めいわくねん）」

すなわち「迷惑年」によるとされたことによる改
元

天明 てんめい 9年 天明の大飢饉　　天明の打ちこわし
寛政の改革　　天明の京都大火

光格天皇践祚による改元

しょうとく 6年 長崎貿易制度令（正徳新令）中御門天皇践祚による改元

郡上一揆
 宝暦事件

桜町上皇崩御と徳川吉宗死去、
その間に発生した地震のための改元とみられて

いる

明和 めいわ 9年 明和事件　　新潟明和騒動
明和の大火

後桜町天皇践祚による改元

延享 えんきょう 5年 徳川家重九代将軍就任
伊能忠敬生誕

甲子革令による改元

寛延 かんえん 4年 仮名手本忠臣蔵の上演
播磨大水

桃園天皇践祚による改元

元禄 げんろく 17年 元禄の大地震
赤穂事件（赤穂浪士の討ち入り）

東山天皇践祚による改元

 公事方御定書編修
寛保の洪水

辛酉革命による改元

中御門天皇

元文 げんぶん 6年 元文一揆
元文の黒船

桜町天皇践祚による改元

享保 きょうほう 21年 徳川吉宗による享保の改革
享保の大飢饉

徳川家継死去による改元

宝永 ほうえい 8年 正徳の治　　閑院宮家創立
浅間山噴火

元禄地震による改元

正徳

天和 てんな 4年 天和の大火（お七火事）辛酉革命による改元

貞享 じょうきょう 5年 生類憐みの令甲子革令による改元

寛文 かんぶん 13年 寛文京都地震　英蘭戦争
寛文事件

内裏火災などの災異による改元

延宝 えんぽう 9年  分地制限令
 延宝房総沖地震

京都大火などの災異による改元

明暦 めいれき 4年 稲葉伊勢守殺害事件
明暦の大火

後西天皇践祚による改元

万治 まんじ 4年 万治の大火
 真田信之没（享年93）

江戸の大火（明暦の大火）などの
災異による改元

しょうほう 5年 松尾芭蕉、徳川綱吉（5代将軍）生誕後光明天皇践祚による改元

承応 じょうおう 4年 承応の変
玉川上水通水

徳川家綱将軍就任のためによる
改元とみられている

元号名 期間
年数 天皇名 主な出来事改元理由

寛永 かんえい 21年
紫衣事件　　武家諸法度
海外渡航禁止、帰国禁止

島原の乱
甲子革令による改元

元和 げんな 10年 大坂夏の陣　　豊臣氏滅亡
欧州船の寄港地を平戸・長崎に制限

後水尾天皇践祚と
戦乱（大坂の役）などの災異による改元後水尾天皇

家光

慶安 けいあん 5年 慶安の御触書
由井正雪の乱（慶安の変）

「正保」が「焼亡」に繋がると
批判が起きたことによる改元

正保


