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2020/04/30歴史学のフロンティア

日本の村と「近世化」

■自己紹介

高木純一 1988年東京生まれ。日本中世史、村落論。
2018年 3月 大阪大学大学院文学研究科 修了

2018年 4月～ 2020年 3月 日本学術振興会特別研究員 SPD
2020年 4月～ 滋賀県立大学 人間文化学部 地域文化学科 講師

■教科書拙稿のまとめ

・15世紀～ 17世紀、東アジアにおける共時的・相互影響的な「近世化」。
社会の混乱→再編、新たな国家の形成。室町幕府－戦国時代→江戸幕府

・宮嶋博史：東アジアにおける「小農社会」の形成→対応する儒教的国家の形成。その「近代」的性

格。ただし、日本のみ不整合な国家を形成（武家政権）。遅れを取った日本の急速な西洋的「近代

化」帝国主義国家へ。

→様々な問題点。とくに日本「近世化」理解が古い。

・日本「近世化」論の通説：中近世移行期村落論（稲葉継陽）

中世後期、全国で「惣村」（≒「小農社会」）が形成。この社会変動に対応して新たな権力「戦国大

名」が形成。近世的権力の原型。

＝近世日本の国家も、一程度社会変動に対応したもの。＊ヨーロッパとの類似、「近代化」を下支え。

⇔移行期村落論にも問題あり。①戦国大名の評価、②「惣村」形成をめぐる地域差

１、東国の村と戦国大名
（１）戦国大名後北条氏

・北条早雲（1456-1519）：関東の戦国大名北条氏（後北条氏）の初代当主。
室町幕府の政所執事伊勢氏の一族、伊勢盛時。将軍近臣（申次衆・御供衆・奉公衆）として活動。

＊政所執事：政所は幕府の財政管理と訴訟対応を司る部署。その長官が執事。

・のちに出家して、早雲庵宗瑞と名乗る。「北条」姓に改名するのは 2代目氏綱～。
そうずい

・京都時代から駿河国守護今川氏と縁戚関係にあり、同家で家督争いが起きた際に助力を請われて下

国。伊豆国・相模国・武蔵国へと勢力拡大。

・早雲―氏綱―氏康―氏政―氏直の五代、約 100年にわたって広大な領国を支配。天正 18(1590)年、
豊臣秀吉による小田原征伐により滅亡。＊ゆうきまさみ『新九郎、奔る！』月刊スピリッツ連載中。

（２）後北条氏の支配政策

➊検地・村請制

・永正 3(1506)年、相模国西郡で検地を実施。戦国大名のなかでもっとも早い例。その後代替わり
などを契機として検地を領国全域で繰り返し実施。

1段あたり田 500文、畠 165文という貫高で基準値設定。北条氏滅亡まで変化せず。
・検地の結果は文書化して村宛に交付（検地書出）。年貢の催促や徴収は、個々の百姓に対してな

されるのではなく、検地によって定まった村全体の年貢額を、村単位で責任をもって納めること

が求められた。不足分は村内で分担して納入＝村請制。

・多くの村では納めるべき年貢額が増徴＝大名にとっては軍事力・経済力増強策。

⇔村や百姓にとっては、検地帳に登録されることによって、どこまでが自分たちの土地であるか

が確定され、大名権力によって保証されるという利点。村同士、百姓同士の紛争回避という点

でメリット。

基準値が示されたことで、個々の家臣の恣意的な年貢徴収を防ぐ効果。
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⇒後北条氏は、村を単位とし、その自治に依拠して支配を行なっていた。

＊～室町期：村ではなく「荘園」（集落が含まれているとは限らない）を単位とし、個々の百姓

に対して年貢を催促・徴収（「荘園制」）。

支配は領主が自前の支配組織で実現（代官・ 預 所―公文―下司―沙汰人...）
あずかりどころ く もん げ す さ た にん

➋印判状
いんばんじょう

・印判をもって当主の意志であることを示す文書

様式。花押（手書きのサイン）が原則であった

中世からすれば異例の方式。それ以前では禅僧

ぐらい。

・永正 15(1518)年、最初例の朱印状（氏綱）：
①上部に虎、下部に「禄寿応穏」（「禄寿、応に

ろくじゅ まさ

穏やかなるべし」富も寿命もきっと安穏に享

受できるであろう）。

“虎の朱印状”（＊武田：竜、上杉：獅子）。

代々の家の印。当主は出陣の際も常に携帯。

②村に対する大名の命令はすべて印判状をもっ

て通達することを定め、印判のない賦課・命令には応じる必要がないことを保証。

＝年貢や課役の徴収をはじめとする支配に携わる家臣（郡代・代官）たちの不正防止策。

・中世の書札礼（書簡を出すときに守るべき礼法）においては、大きな身分差があるため、村・百
しょさつれい

姓宛に大名当主の花押が捺された文書を発給することはできなかった。

＝印判状は、身分差を越えて大名当主が直接村に対して文書発給を行なうために発明。村落への同

一命令の大量発給にも適した方式。

⇒村落支配を行うための新しい文書様式として印判状が創出。実務を担う郡代・代官の不正を防止

するシステム。検地・村請制と同様、村に対して無限定・恣意的に負担を強いることを抑止する

政策。

➌目安箱

・小田原城をはじめとする支配拠点には、訴状を投函できる目安箱が設置。

・投函された訴状は被告に回送、陳状（反論状）を提出させ、それらに基づいて当主と重臣が裁許。

判決は印判状によって双方に交付。

＊室町幕府・守護の法廷：基本的に領主層にしか開かれていなかった。

村が訴訟を行なおうとする場合、領主を名義上の訴訟主体とする必要があった。

加えて、訴訟を受け付ける奉行人に対する莫大な礼物・礼銭を必要とした。

⇒訴訟権や費用の面における法廷の開放性に画期性。村が自らの領主の不正を訴えることも可能

に。

実力行使ではなく、大名法廷における法廷闘争が有力な紛争解決手段として台頭。

◎戦国大名は、検地・村請制に基づく所領支配、印判状の創始、目安箱の設置、分国法の制定など、

村を意識し、村を支配基盤に据えた政策・制度改革を推進。

戦国大名は「惣村」形成という社会動向を受けて成立した“新しい”権力体。近世幕藩大名の原型。

（３）東国の社会状況

・（天正3(1575)年）3月2日付、四方田土佐守宛て、北条氏邦朱印状：
よ も だ

「野上の内金井分、十五貫文出し置きたり。前々散田の下地、百姓無きの由申し上げ候。如何様に

も新百姓を致し付け、所務すべし。諸役免許せしむるものなり。」

＝鉢形城主北条氏邦（氏康四男）、武蔵国野上郷。土豪四方田氏に対する領地給付。

「散田の下地」に対する諸役免除が付与。「新百姓」の招致を指示。
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「散田」＝領主が農民に田を割り当てること。転じて、恒常的な耕作者が付かない荒地。

→大名ととその配下の武士たちにとって、「散田」への対処が課題。

東国の村落は、新百姓の招致に頼る部分を少なからず保有。

大名による特典付与に基づいて、土豪の主導によって、村内田地の再開発が進展。

・天正11(1583)年4月11日付け、中島三右衛門尉・宇田川石見守ほか宛て、北条氏照朱印状写：

「品川南北の宿より、百姓地へ欠け落ちの者、難渋せしむるの由申し上げ候。人返しの義は御国法

たり。しからば同郷において町人を百姓となすの間、人返しの相論曲事に候。向後は互いに相返

し、町人は百姓地へ入るべからず、また百姓は町人中へ入るべからず。」

＝武蔵国品川郷。八王子城主北条氏照（氏康三男）。品川郷の土豪・百姓らに対する裁許状。

品川郷内における「宿」＝町場から「百姓地」＝農村への欠け落ち。返還をめぐる相論。

後段から、町場⇔農村の相互的な人の移動。

◎後北条氏領国の村落：百姓の欠け落ちによる荒地がひろく存在。再開発のための新百姓の招致が課

題、土豪が主導。

東国では流動的な百姓が相当程度存在（≒「走り者」＠九州）。

東国村落は「都市的性格」＝移住者に対する開放性、流動的な労働力の環流構造を持つ。

（４）畿内近国の社会状況

13~14世紀になると、田畑として開発しやすい平地部の好適地はほとんど開発完了。
残されたのは、山地（傾斜地）や河川沿いの洪水地帯。

＝当時の土木技術の水準では、すでに“開発の限界”に達していた。近世の技術革新・大規模開発。

・播磨国矢野荘（兵庫県相生市）：鎌倉末

期と明治期との開発状況の比較。

＝好適地では鎌倉末期の段階で 7 割近く
が開発済み⇔河川沿いや傾斜地では 5
割に満たない。

畠地の田地化など、面積当りの生産

力を高める段階。

◎「都市的性格」を有する村の存在や、

大名権力を後ろ盾として、新規入植し

た土豪層が開拓・再開発を進めるとい

う状況は、畿内近国では想定困難。

⇒《惣村の形成→戦国大名の成立》？むしろ、《村落の荒廃・「後進」性→手厚い農政（軍事的要請）》

２、畿内の村と戦国大名
（１）集村化

・近江国今堀村（滋賀県東近江市）：

➊今堀村の空間構成：集落・村の鎮守が所在する中央エリアを挟んで、南に水田、北に畑。

➋「菜畠」の集中：自家用菜園。本来は各屋敷の庭に存在。それが数ヶ所に集約（K・I など）。
屋敷から分離することで集落をスリム化、農業生産を効率化。

＝集落・水田・畑（＋菜畠）をそれぞれまとめることによって、村落領域全体としての土地利用

の効率化を図った。

＊太閤検地：水田 26町／畠 26町／屋敷地・菜畠 3町／計 55町。
明治初年段階でもほぼ同様の面積・構成。中世末期までには空間構成が完成。

・山城国上久世荘（京都府南区）：東寺領。総面積 72 町余の荘域のうち、鎌倉末期には 60 町余が耕
地化＋宅地・道路・用水路...農業再生産に必須である山林・草刈場の不在。
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・「東寺鎮守八幡宮供僧評定引付」応永32（1425）年7月19日条：

「①丹波国篠村山のこと、近年給主加賀法橋幸快として散在の樵夫を入れるの間、山中に薪無きに
こうかい しょうふ

より、寺家の入 木など難義の由、上久世沙汰人等歎き申すの間、②寺家として加賀法橋方に口入
にゅうぼく

せられ、散在の樵夫を停止し、元の如く山を久世等十二郷に預けらるべきの旨、加賀法橋方に申

し試すべきの由、評儀し畢んぬ。③よって度々問答を加え、地下人等の望み申す如く、請料四十

五貫〈四季沙汰〉をもって山を十二郷に預け畢んぬ。」

＊加賀法橋幸快：「彼の山奉行三宝院加賀」（「引付」同年閏 6月 26日条）として登場。醍醐寺
三宝院の僧侶。

同地には篠村八幡宮が所在。三宝院の「門跡」（≒住職。当時は満済）が別当職（社僧の長）

を兼帯。篠村八幡宮とその社領（篠村荘）は、三宝院の支配下にあった。「篠村山」もその

領域内ヵ。

→幸快は、「給主」／「奉行」として、門跡から「篠村山」を支配・管理。

①幸快は自らの権限に基づき、各地から「樵夫」を集めて森林を伐採。その結果、「山中に薪無

し」とされる状態に。そのため上久世荘の「沙汰人」（村の指導層）たちは東寺に納入する材

木などが用意できないと嘆願。

②上久世荘の百姓たちからの嘆願を受けて、東寺から幸快に対して、もと通りに上久世荘をはめ

とする「十二郷」に預け置くよう依頼することを決議。

③山の利用料として、分割払いで年間 45貫文を支払うことで合意。先例通りヵ。

→上久世荘をはじめとする京都近郊の村落では、国境を越え、丹波国篠村山まで出向いて芝刈りを行

っていた。

「引付」同年閏6月29日条：「篠村山」は「矢田山」とも呼称。現在の大字「矢田山」（現亀岡市古

世町・矢田町）ヵ。上久世荘からは直線距離で 12㎞、老ノ坂を通るルートで 16㎞。
→上久世荘の百姓たちは、山林資源を採取するために国境を越え、10㎞以上もの距離を日常的に往反。
＊遠隔地まで赴かねばならなかったのは、古代より開発が進められていた“先進地域”京都近郊地

域における山林資源の枯渇状況が影響。

◎一定の開発の限界に達した 14~15世紀、村はさらなる効率化を目指し、領域を再編成＝集村化。

(２)惣村の形成

・集村化によって、住宅地が固定化・緊密化。互いの家が近くなり、通路や垣根などを共有・共同管

理することになる。

＝より密接な“ご近所付き合い”が求められるようになる。

・そもそも、集村化＝村落領域の大規模な再編そのものが、住民個々人の私的権利の大幅な制限によ

って、はじめて実現するもの。

→集村化以前よりも緊密な村共同体＝「惣村」（「惣」＝「総」と同義の国字）が形成。

➊法の制定

・日常的なトラブルを未然に防ぐため、村はそれまでの慣習を明文化。独自の法として制定（村掟）。

村人たちの合議（村寄合）によって制定・改定。

違反者には罰金・村寄合出席停止・追放・死刑などの厳罰。

・延徳元(1489)年、近江国今堀村における村掟：
①「一、他所の人を地下に請人候はで置くべからざる事」

＝よそ者が当村に居住する際には、身元保証人となる村人が必要。

②「一、堀より東をは、屋敷にすべからず者なり」

＝住宅区画に指定されたエリア以外に屋敷を立ててはならない。

③「一、犬かうべからず事」

＝犬を飼ってはいけない。闘犬禁止？⇔鎮守今堀日吉神社の使獣が猿。
ひ え

「犬猿の仲」：鎌倉期には確認（『今昔物語集』）。
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④「一、奇合ふれ二度に出でざる人は、五十文の咎たるものなり」
（寄）

＝二度目の合図までに村寄合に出席しなかったら罰金。

＊「一、太鼓私に打つべからず」（応永 32(1425)年）→合図はおそらく太鼓。

「一、諸堂・宮・菴室において、バクチ勝負堅く禁制なり」（永正 17(1520)年）
（庵）

「一、堂・拝殿の蔀、私に立つべからず」（応永 32(1425)年）＝賭博禁止。
しとみ

➋村落内身分

・安定した村政運営の実現のため、年功序列に基づいた身分秩序を形成。窮屈・閉鎖的な人間関係⇔

安定した秩序。

→個々人の名前に反映。目に見える／耳に聞こえるかたちで、村落内における立場が示される。

①1歳or3歳：村の鎮守で「名づけ」の儀式。童 名が付けられる。
どうみょう

Ex.松丸／鶴千代／太郎法師／観音○郎
↓

②15歳：成人。村の「若衆」に加入。

「烏帽子成り」＝出生順に由来する成人名に改名。烏帽子着用・帯刀。
え ぼ し

Ex.○郎／源○郎／孫○郎／弥○郎／○郎×郎...
↓

③「老衆」へ昇格。村政の執行陣。
おとな

「官途成り」＝朝廷の官職名を模倣した官途名に改名。
か ん と

Ex.○兵衛（○郎兵衛）／○衛門（○郎衛門）／左近（右近）
↓

④60歳：隠居。村のご意見番へ。

「入道成り」＝剃髪して出家。法 名・出家名＝僧侶の名前に改名。
ほうみょう

Ex.道法／道浄／○阿弥陀仏（◯阿弥）

→《若衆→老衆→隠居》というクラスチェンジに応じて改名。百姓たちの名前は村によって規制され、

村落内における立場を明示し、秩序を可視化する機能を果たした。

◎畿内では、集村化にともなって、それ以前より堅密な村共同体＝「惣村」が成立。

（３）三好氏の裁許

・摂津国郡家村（高槻市）と真上村（高槻市）の芥川用水相論 ＊芥川山城のお膝元。
ぐん げ ま かみ

永禄2(1559)年5月19日付三好長慶裁許状：

「今度当所（郡家村）と真上申し結ぶ井手床のこと、双方指図をもって訴論に及ぶといえども、
さし ず

互いに証跡なし。（中略）渕底を究めんがため、検使を差し遣わし見さしむのところ、年々井手
えんてい

顕然のうえは、当所理運の旨に任せ、絵図の如く井手を構え、水便を専用にすべきものなり。」
り うん

＝三好氏法廷において、双方が指図（略式の絵図）を提出して係争。三好氏家臣の実地検分による

裁定。三好氏の裁許の特徴。

・検分結果をもとに、新たに指図が作成。裁許状とセットで郡家村に給付。

表面：松永久秀・三好長逸・石成友通ら重臣たちの署判／裏面：当主三好長慶の署判。
ながやす いわなりともみち

「この井手、申し事これあるにより、上使において検知のところ、郡家理運に任せ井手を構えるべ

きなり」

＝三好氏権力として内容を保証する指図を新たに作成。相論の再燃を抑止。

・郡家村の人々は近世に至っても長慶裁許状を自らの権利を示す文書として保管。裁判で利用。

村の守り神として、芥川山上に「三好長慶社」を建立。

宝暦 9(1759)年・文政 9(1826)年の再建。
現在でも長慶命日（8月 4日≒旧暦 7月 4日）に郡家水利組合の役員が参拝。
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（２）桂川「地蔵河原用水」相論

・山城国五ヶ郷 vs.八条西荘による用水相論。
五ヶ郷：上久世（東寺領）・下久世（東寺領）・牛瀬（勝薗寺領）

大薮（久我家領）・築山（三鈷寺、久我家領？）

八条西荘：石清水八幡宮領。

→五ヶ郷が八条西荘の取水口より上流に新たな取水口（「地蔵河原用水」）を開削したことによって

発生した相論。

・明応3(1494)年7月23日付け、幕府奉行人奉書（［表］№ 1）：
「石清水八幡宮領山城国八条西庄用水のこと、往古より相定むる在所、社家進退のところ、（中略）

違乱に及ぶと云々。事実たらば、好んでその咎を招くか、言語道断の次第なり。所詮、向後その

□（糸＋寄）いを停止すべし。」

＝八条西荘の勝訴判決。

・明応4(1495)年7月3日付、細川京兆家奉行人奉書（［表］№ 4）：
「八幡宮領山城国八条西庄用水のこと、去年七月廿三日、去る四月十一日公方奉書の旨に任せ、（中

略）そのいろいを停止せらるべく候なり」

＝有力幕閣細川氏（京兆家）法廷にも提訴。「公方奉書」＝幕府の判決を追認、西庄勝訴。

宛先：寒川氏（上久世公文）・久世氏（下久世公文）ら五ヶ郷の荘官たち。京兆家被官。

→細川氏の裁定は、主従関係をもとに判決遵守を働きかけるもの（⇔幕府の裁定＝公権的）。

主従関係を通じて幕府の採決を補強。原則として室町幕府の裁定に追随。

・「東寺鎮守八幡宮供僧評定引付」明応4(1495)年7月20日条：

「桂地蔵河原用水相論のこと、（中略）寺家に就き公方の御沙汰に預かるべきの由、久世上下庄よ

り憑み申し入るの由、披露の処、惣寺の斟酌たりと雖も、可及寺領之変乱のうえは、寺奉行（飯

尾）加賀守に付けらるべし」

＝敗訴を受け、五ヶ郷は上久世荘－領主東寺を通じた再提訴を計画。

・明応5(1496)年4月5日付、幕府奉行人奉書（［表］№ 5）：
「西庄公文福地新左衛門尉光長、新儀を号し押妨に及ぶと云々、糾明の為、問状奉書を成さるると

雖も、今に注進に能わざるの上は、頗る無理を致す所か。（中略）彼の用水に至りては、先々の如

く引用すべきの旨、御下知を成され訖んぬ。」

＝一転して五ヶ郷勝訴の幕府判決。

・幕府奉行人奉書（［表］№ 7）：
「今度五ヶ庄内牛瀬地下人等の所行とし

て、本奉行人を閣き、別人に付き訴訟

を企て、（中略）奉書を申し給い、彼

の堰を切り落とすべしと云々。物忩の

沙汰、太だ然るべからず」

「寛宥の儀をもって、糾明を遂げらるべ

きのうえは、井手においては糾決のあ

いだ、そのいろいを止め、御成敗を待

ち奉るべし。」

＝五ヶ郷は《上久世－東寺》ルートとは

別に《牛ヶ瀬－勝薗寺》からも提訴。

→京兆家は事情を把握せず、不正に得られた幕府判決（［表］№ 5）に追随（［表］№ 6）
→京兆家判決に忖度し、折半へと態度を改めた幕府判決（［表］№ 8）
→これを受け、京兆家も再びこれに追随（［表］№ 10）

＝両法廷が互いを意識し、歩み寄ろうとした結果、判決が二転三転。かえって混乱。

西荘 折半 五ヶ郷

1 7月23日 幕府 ○

2 8月19日 幕府 ○

3 4月11日 幕府 ○

4 7月3日 細川氏 ○

5 4月5日 幕府 ○

6 細川氏 ○

7 幕府

8 5月28日 幕府 ○

9 3月27日 細川氏 ○

10 5月14日 細川氏 ○

11 明応8(1499)年 8月24日 幕府 ○

12 文亀2(1502)年 10月7日 細川氏 ○

明応3(1494)年

№ 年　月　日 裁定主体
判　決

明応4(1495)年

明応5(1496)年 4月15日
№5の無効

明応6(1497)年
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（６）六角氏式目

・鎌倉時代以来、近江国守護の地位にあった六角氏の定めた法令集。永禄 10(1567)年制定、全 67条。
20余名の重臣らによって起草。当主六角義治が承認。分国法としてはやや異例。
永禄 6(1563)年、義治が重臣後藤賢豊父子を暗殺した事件（観音寺騒動）に端を発した政治的混乱
を収拾する目的。当主と家臣団の契約的な側面。

＊冒頭「当国一乱以後、公私意に任せず、猥りの輩御成敗のための条々」

第18条「年貢所当諸成物等、弁 出せしめば、先々より有り来たる如く、請取これを出すべし。もし請
しょとうしょなりもの べんしゅつ うけとり

取拘え惜しむにおいては、早く注進いたすべし。則ち請取催促を仰せ付けらるべきこと」
かか

＝百姓の年貢納入に対し、領主が「請取」（受領書）を発給することを義務化。もし発給しなかっ

た場合には六角氏に注進（通報）すれば、六角氏が催促する。

→年貢を納めた／納めていないという領主－百姓間のトラブルを防ぐために、受領書の発給を義務

づけた。六角氏権力による催促を明記した点に新規性。

第24条「先々弁出し来る年貢所当のほか、或いは斗代を盛り増し、或いは新儀の課役を相懸ける旨、
と だ い

百姓等言上いたさば、実否を聞こし召し分けられ、濫務を停止せらるべきこと」
ら ん む ちょうじ

＝以前から定まっている年貢以外に、「斗代」（段別の年貢納入額）を増額したり、新たな課役を賦

課したりしていると百姓たちが訴え出たならば、六角氏がその実否を審議し、それを停止させる。

⇒いずれも、個々の家臣たちが村・百姓に対して恣意的な支配を行うことに対する規制が打ち出され

ている。

第22条「年貢諸成物を無沙汰せしめ、譴責使を請くべからざるため、諸口を切り塞ぎ、出合わざる在
ぶ さ た けんせき し

々所々、太だもって狼藉の条、所行必定においては、或いは御退治を加え、或いは過料
はなは しょぎょう か りょう

を相懸けらるべし」

＝年貢を納めず、さらには催促を拒否するために村の入り口を閉鎖し、使者を歓迎しない村々に対

しては、六角氏が軍勢を差し向けるか、罰金刑を課す。

⇒式目制定の背景には、ときに年貢納入を拒み、領主の不当な振る舞いを許さない百姓・村の存在。

明文化された法に基づく公正な支配を規定することで、村に対して年貢納入を求めた。

六角氏権力にとって、こうした村との相対が重要な課題。

◎畿内近国においても村に対する政策を打ち出す「戦国大名」が登場。

ただしそれは、信長上洛前夜の 16世紀半ばのこと。早期に「惣村」＝伝統的な日本村落（近世村落）
が形成されているにも関わらず、大きく遅れる。やはり《惣村の形成→戦国大名の成立》？

まとめ

・日本「近世化」の通説：中近世移行期村落論。《「惣村」の形成→戦国大名の成立》。近世的な（日本

「伝統」的な）村と権力、その関係性の原点。

・東国：低開発・「後進」的村落。「惣村」の未発達⇔「戦国大名」の顕著な発展。充実した農政。

・畿内：早期に形成される「惣村」≒近世村⇔立ち後れる「戦国大名」形成。

→《「惣村」の形成→戦国大名の成立》という「近世化」モデルに対する疑義。通説の再検討の必要性。


