
『Wikipedia』「安倍晋三」



⽇本の政治家
安倍 晋三

あべ しんぞう

内閣総理⼤⾂就任に際して公表された肖像写真（2012年撮

影）

⽣年⽉⽇ 1954年9⽉21⽇（64歳）
出⽣地 ⽇本 東京都新宿区
出⾝校 成蹊⼤学法学部政治学科卒業
前職 神⼾製鋼社員

安倍晋太郎外務⼤⾂秘書官[1]

現職 内閣総理⼤⾂
⾃由⺠主党総裁
衆議院議員

所属政党 ⾃由⺠主党（細⽥派）
称号 政治学⼠（成蹊⼤学・1977年）
配偶者 安倍昭恵
親族 安倍寛（祖⽗）

岸信介（祖⽗）
佐藤栄作（⼤叔⽗）
佐藤市郎（⼤叔⽗）
安倍晋太郎（⽗）
安倍洋⼦（⺟）
安倍寛信（兄）
岸信夫（弟）

 第96-98代 内閣総理⼤⾂
内閣 第2次安倍内閣

第2次安倍改造内閣
第3次安倍内閣
第3次安倍第1次改造内閣
第3次安倍第2次改造内閣
第3次安倍第3次改造内閣
第4次安倍内閣
第4次安倍改造内閣

在任期間 2012年12⽉26⽇ - 現職
天皇 明仁天皇

今上天皇

 第90代 内閣総理⼤⾂
内閣 第1次安倍内閣

第1次安倍改造内閣
在任期間 2006年9⽉26⽇ - 2007年9⽉

26⽇
天皇 明仁天皇

 第72代 内閣官房⻑官
内閣 第3次⼩泉改造内閣
在任期間 2005年10⽉31⽇ - 2006年9⽉

26⽇

衆議院議員
選挙区

安倍晋三

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』

安倍 晋三（あべ しんぞう、1954年9月21日 - ）は、日本の政治家。自由民主党所属の衆議院議員（9期）、第90代・第96代・

第97代・第98代内閣総理大臣、第21代・第25代自由民主党総裁。自由民主党幹事長（第38代）、内閣官房長官（第72代）を歴

任した。

来歴
政界⼊りまで

⽣い⽴ち
学⽣時代
会社員時代

政界⼊り
秘書時代
衆議院議員
内閣官房副⻑官
⾃⺠党幹事⻑
内閣官房⻑官

最初の内閣総理⼤⾂就任
第1次安倍内閣
参議院議員選挙（2007年）での敗北
体調の悪化と総辞職
突然の辞任への反応
辞任の原因

内閣総理⼤⾂退任後
体調回復と活動の再開
2度目の総裁就任

内閣総理⼤⾂に再就任
参議院議員選挙（2013年）での勝利
2020年東京オリンピック招致
参議院議員選挙（2016年）での勝利
東京都議会議員選挙（2017年）での敗北
衆議院議員総選挙（2017年）での勝利
2025年⼤阪万国博覧会招致

政⾒・政策
皇室
国家観
地⽅⾃治
外国⼈政策
捕鯨問題
憲法
外交
安全保障

普天間基地移設問題

尖閣諸島問題
⽇台漁業交渉

教育
⺠法論議・家族制度

夫婦同姓規定
離婚後300⽇規定
婚外⼦規定
性的少数者対策

公務員改⾰
労働政策

労働市場の構造改⾰

治安政策
特定秘密の保護に関する法律

社会保障
中国残留孤児
年⾦問題
介護施策について

目次





『Wikipedia』「安倍昭恵」
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『Wikipedia』「安倍晋太郎」



⽇本の政治家
安倍 晋太郎

あべ しんたろう

⻑男の寛信と、1956年（昭和31年）。

⽣年⽉⽇ 1924年4⽉29⽇
出⽣地 ⽇本 東京府東京市
没年⽉⽇ 1991年5⽉15⽇（67歳没）
死没地 ⽇本 東京都⽂京区
出⾝校 東京⼤学法学部政治学科卒業
前職 毎⽇新聞記者

内閣総理⼤⾂秘書官
所属政党 ⾃由⺠主党（清和会）
称号 従⼆位

勲⼀等旭⽇桐花⼤綬章
衆議院永年在職議員
法学⼠（東京⼤学・1949年）

配偶者 安倍洋⼦（岸信介⻑⼥）
親族 ⼤伯⽗・安倍慎太郎

⽗・安倍寛（衆議院議員）
異⽗弟・⻄村正雄（みずほホール
ディングス会⻑）
岳⽗・岸信介（内閣総理⼤⾂）

安倍晋太郎

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』

安倍晋太郎（あべしんたろう、1924年（大正13年）4

月29日 - 1991年（平成3年）5月15日）は、日本の政治

家。衆議院議員、農林大臣、官房長官、通産大臣、外

務大臣、自民党国対委員長、自民党政調会長、自民党

総務会長、自民党幹事長を歴任。

衆議院議員の安倍寛の長男。岳父に内閣総理大臣の岸

信介、義理の叔父は内閣総理大臣の佐藤栄作、次男は

内閣総理大臣の安倍晋三である。政界のプリンスと呼

ばれ、竹下登、宮澤喜一と並びニューリーダーの一人

に数えられて将来を嘱望された。後に派閥の領袖とな

り、総理総裁を確実視されるまでに至ったがそれを目

前にして病死し、悲運のプリンスと呼ばれた。

来歴・⼈物
⽣い⽴ち
学⽣時代
政治家として
発病・死去

年譜

吉⽥松陰記念館の安倍晋太郎⼈形

韓国や統⼀教会との関係

系譜

家族 親族
安倍家

参考⽂献

演じた俳優

脚註

関連項目

外部リンク

目次



次男・安倍晋三（内閣総理⼤⾂）
三男・岸信夫（衆議院議員）

 第112-113代 外務⼤⾂
内閣 第1次中曽根内閣

第2次中曽根内閣
第2次中曽根第1次改造内閣
第2次中曽根第2次改造内閣

在任期間 1982年11⽉27⽇ - 1986年7⽉22⽇

 第42代 通商産業⼤⾂
内閣 鈴⽊善幸改造内閣
在任期間 1981年11⽉30⽇ - 1982年11⽉27

⽇

 第41代 内閣官房⻑官
内閣 福⽥赳夫改造内閣
在任期間 1977年11⽉28⽇ - 1978年12⽉7⽇

 第46代 農林⼤⾂
選挙区 三⽊内閣
在任期間 1974年12⽉9⽇ - 1976年9⽉15⽇

衆議院議員
選挙区 旧⼭⼝1区
当選回数 11回（途中1回の落選を挟む）
在任期間 1958年5⽉23⽇ - 1963年10⽉23⽇

1967年1⽉29⽇ - 1991年5⽉15⽇

政治家・安倍寛、静子夫妻の長男として東京に生まれ

る。寛とは、誕生日が同じである。生後間もなく郷里

の山口に戻り幼少期を過ごす。山口県大津郡日置村

（後に油谷町に分割→現長門市）の安倍家は、江戸時

代、大庄屋をつとめ、酒や醤油の醸造業を営み、やが

て大津郡きっての名家として知られるようになり[1]、

明治以降は晋太郎の大伯父安倍慎太郎や父安倍寛が地

元の名士として山口県議会議員や衆議院議員を務める

ようになった家柄である[2]。

晋太郎が生まれて80日後に両親が離婚した[3]。

旧制山口中学校（現山口県立山口高等学校）に進学
[4]。母親の再婚を知り、上京して居所を探すも、再会

は叶わなかった。

一年間浪人した後、1943年（昭和18年）に岡山県の第

六高等学校（現在の岡山大学）に入学。翌年9月、わ

ずか1年半で繰り上げ卒業となり東京帝国大学に推薦

入学する。同時に海軍滋賀航空隊に予備学生として入

隊[5]。

太平洋戦争終結後、改称された東京大学法学部に復

学、1949年（昭和24年）に卒業し毎日新聞社に入社。

その間1946年（昭和21年）1月29日父寛が心臓麻痺で倒れ、翌年には“育ての親”ともいえる大伯母ヨシが

死去した[5]。

1951年（昭和26年）、岸信介の長女・洋子と結婚し、1956年（昭和31年）、岸が石橋湛山内閣の外相とし

て入閣したのを機に毎日新聞を退職し、外務大臣秘書官となって岸に仕えた。岸内閣が成立すると、内閣

総理大臣秘書官に就任。外相秘書官になった頃から、総選挙に出馬を考えていたが、岸も岸の実弟の佐藤

栄作も時期尚早と反対する中、「岸に迷惑がかかるなら、妻を離縁してでも」と決意し、1958年（昭和

33年）の第28回衆議院議員総選挙に、郷里の旧山口1区[6]から自民党公認も得て出馬、2位で初当選する

（この時の総選挙では竹下登、金丸信が初当選しており、新人時代からの盟友関係が後の「安竹同盟」ま

で繋がった）。

1963年（昭和38年）の第30回衆議院議員総選挙では落選し、支持母体流動化など選挙区の情勢から政界

への復帰が危ぶまれていたが、二回連続落選しては復活の目途が立たなくなるため、義父である岸信介元

首相および叔父である佐藤栄作首相二人から異例の仲介が為され、同選挙区選出議員で地盤も重なる、吉

田茂直系の大物議員周東英雄の後援会長を務めていた山口県水産業会の重鎮、藤本万次郎を後援会長に迎

来歴・人物

⽣い⽴ち

学⽣時代

政治家として



晋太郎は当時反共独裁体制だった韓国政界と太いパイプを持っていたので、親韓派と言われることが多

い。晋太郎の福岡事務所が入っていたビルはパチンコ事業で成功を収めた在日コリアンの実業家の経営す

る本社のビルであり、1980年代末には、その実業家との癒着に疑惑がもたれたこともあった[16]。

山口県大津郡日置村（後に油谷町に分割、現：長門市）の安倍家は、江戸時代には地元の大庄屋を務め、

酒や醤油の醸造を営み、やがて大津郡きっての名家と知られるようになった家柄である[1]。明治時代にな

ると安倍慎太郎が地元の名士として山口県議会議員になった。彼は「安倍家中興の祖」と呼ばれる。慎太

郎は地元の名門椋木家から婿養子彪助を迎え入れ、その子である安倍寛は山口県議会議員を経て、1937年

（昭和12年）に衆議院議員に当選して中央政界へ進出、以降安倍家は政治家一家となる[17]。寛は1942年

（昭和17年）の翼賛選挙で大政翼賛会の推薦なしで当選を果たした議員の一人として知られる。その息子

が安倍晋太郎であった[2]。

安倍家のルーツについては、共同通信社出身のジャーナリスト古沢襄によれば、安倍晋太郎自身が奥州安

倍氏であり、安倍宗任の末裔にあたると語っていたという。安倍宗任は1051年の前九年の役にて源頼義、

源義家率いる源氏に破れ、大宰府に配流された陸奥国の豪族である。『閨閥 改訂新版 特権階級の盛衰の系

譜』216-217頁に「家系図をひもとくと安倍家は、鎌倉時代以前の奥州征伐などで名高い阿倍比羅夫、前

九年の役の安倍貞任にまで繋がる歴史ある名門である」とある。安倍家の元家政婦は東北地方に飛び、奥

州安倍氏の関係地と言われた岩手県など地域の市町村役場などを丹念に回りながら、各地に古くから伝わ

る家系図を調べ歩き、その結果、油谷町に住み着いた一族が宗任の流れをくむ者たちであること、青森県

五所川原の石搭山荒覇吐（あらはばき）神社に始祖である宗任が眠っているらしいことを調べ上げたとい

う。元家政婦からの報告を聞いた晋太郎は昭和62年（1987年）7月末、出馬表明した総裁選の全国遊説の

折、妻洋子と晋三夫妻を伴い同神社に出向き、参拝した。なお案内役を兼ねて晋太郎たちに同行したのが

画家の岡本太郎であり、岡本もまた安倍一族の流れをくむ一人として、自らのルーツに関心を持って調べ

たことがあったという[18]。だが、この石搭山荒覇吐神社は偽書『東日流外三郡誌』に基づいて、同書の

「発見者」・和田喜八郎が昭和55年（1980年）に創建した神社であり、同社所蔵の安倍頼時の遺骨と称

する物は後に鑑定の結果、クジラの骨の化石と判明した[19]。平成元年（1989年）に発刊された『安倍一

族』（盛岡タイムス社編纂）という一冊に晋太郎は『わが祖は「宗任」』と題する、次の序文を寄せてい

る。「宗任より四十一代末裔の一人として自分の志した道を今一度省みながら華咲かしてゆく精進を続け

られたら、と願うことしきりです」[1]。但し、晋太郎にとり宗任は女系の祖先にあたり、父系は平氏の平

知貞の系譜をひき、平家滅亡により源氏による迫害を恐れ女系の安倍姓を称したという。

（⼭⼝県⻑門市、東京都）

◾ 祖⽗・彪助（椋⽊家からの婿養⼦）

⽣年不詳 - 1895年（明治28年）没[20]

◾ 祖⺟・タメ（政治家安倍慎太郎の妹）

⽣年不詳 - 1898年（明治31年）没[21]

系譜

家族親族

安倍家



◾ ⽗・寛（政治家）

1894年（明治27年）4⽉⽣ - 1946年（昭和21年）1⽉没

◾ ⺟・静⼦（⼭⼝県、陸軍軍医監本堂恒次郎の⻑⼥、陸軍⼤将⼦爵⼤島義昌の孫娘。出⽣直後に⽣
別。）

◾ 妻・洋⼦（⼭⼝県、官僚でのちの⾸相岸信介の⻑⼥）

1928年（昭和3年）6⽉⽣ -

◾ ⻑男・寛信（三菱商事パッケージング社⻑）

1952年（昭和27年）5⽉⽣ -
同妻・幸⼦（ウシオ電機社⻑⽜尾治朗の⻑⼥）

◾ ⼆男・晋三（政治家、第90・96・97・98代内閣総理⼤⾂）

1954年（昭和29年）9⽉⽣ -
同妻・昭恵（森永製菓社⻑松崎昭雄の⻑⼥）
1962年（昭和37年）6⽉⽣ -

◾ 三男・信夫（政治家、岸家へ養⼦）

1959年（昭和34年）4⽉⽣ -

◾ 異⽗弟・⻄村正雄（銀⾏家、⽇本興業銀⾏頭取）

1932年（昭和7年）11⽉⽣ - 2006年（平成18年）8⽉没

◾ 秦郁彦 『⽇本近現代⼈物履歴事典』 東京⼤学出版会、2002年

◾ 野上忠興 『気骨 安倍晋三のDNA』 講談社、2004年

◾ ⼭際澄夫『安倍晋三物語』恒⽂社21、2003年9⽉。 ISBN 978-4770411020。

◾ 神⼀⾏『閨閥－特権階級の盛衰の系譜』角川書店〈角川⽂庫〉、2002年3⽉、改訂新版、62、212-
228⾴。ISBN 978-4043533060。

◾ 野上忠興『安倍晋三 沈黙の仮⾯ ―その⾎脈と⽣い⽴ちの秘密―』⼩学館、2015年11⽉12⽇。
ISBN 978-4093884471。

◾ 瀬⼾⼭功（『⼩説吉⽥学校』、1983年）

◾ ⼤⼭⾼男（『いしいひさいちの⼤政界』、1991年）※OVA

◾ 平泉成（『安倍晋三が号泣した⽇』、2006年）

参考文献

演じた俳優



『Wikipedia』「岸信介」



���������	
������

�����
���������� !

"#$%&'(')*+,

-./�012

�3�	
453
678

(9:();

<=>? (@9:)((+(A.

B<C -./-DEFGHIDEJ

%K�DEL,

M=>? (9@*)@+*.%9'NO,

BPQ RSTUVW

%KXRSVW,

YZ [\]^_

`ab� %cd01ef,

%gUhief,

%jklf,

%./mnopf,

%qrsf,

%jklf,

%./tusf,

qrtus

vw xyz

V{z|}V~�

�W�%RSTUVWX(9&'),

��� ���%��,

�� ������

���

�������������� ¡¢�£¤¥¦§¦̈©ª¦«¬

�®��¤¯°�±²³´µ¶·̧¹º»¼½¾̧º¿¶¶À¶ÁÂ�Ã�¶̧·Äº

»ÅÆ¹¾º¿·ÀÄÂ¬ÇµÂÈ±É½ÊµËÌÍÎÏÐÑ¤ÒÓ

Ô¬ÍÕÖ×ØÙÚÛÜµÝÞßà¤á¾âã¬µäåæåç¤¸

è¬µéêëìíî�Ü¤ïã¬µéêëìíØð�ñáÁãò�µó

Ùßà¤á·¹ô·Äã¬µõöØ÷ßàøùã÷µõöØ÷ßà

¤áú¹ôúÄã¬µûüýßþØÜ�ñá¾ãò�ÿ����°µ���

��	
Ó���Í

��

<�

� ��

W���

�[�^_%[\^_,��-�-��U��

R�����_��

� !"#$!%�&'()!%j*+,

-.m/

012h

34��56����7�

.890:;�<=>?

@8quAB

90CD$E@F.

GH$IJKL

M)

NO

PQ�RS

TUV

N�WX$YF

@TZ[

\]^_=�`ab

)�c�de

f=g

hi

jk

lm

no



�������

�� 	
������

	
�����

	
����

	
����

	
����

���������

�� !�"#�

����$�

�� %$�

��&$�

��'(�$�

���)�$�

	
��*+�

	
�,-�

./0

12345367189:;<=

89 >?@�AB

>?@�CDAB

>E@�AB

>E@�CDAB

FGHI ?JKLMENEKOPQP?JRSMLN?JO

TU VWXY

189:;<=Z[7;

89 \]AB

FGHI ?JKLM?N ?̂OPQP?JKLMENEKO

12_45_671̀ a<=

89 \]AB

>?@�AB

FGHI ?JKRM?ENÊOPQP?JKLMLN?SO
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