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はじめに

　近年の日本近世史研究においては，史料の豊富な一
つの藩に対象を定めて，多くの視点から研究を行い総
合的な議論を立ち上げようとする共同研究が盛んであ
る1）。しかし，現在のところ，これらの研究で対象と
されているのは大藩と中藩が主であり，より小規模な
領主についても俎上に載せ，それぞれの成果を比較検
討していかなければ，バランスのとれた議論は行えな
いと思われる。加えて，小規模な領主は，自立性の弱
さゆえに，幕府や他の領主の助力を得たり，地域社会
の力を汲み上げていく必要が大きいと想定される。そ
のため，個別領主から視野を広げていくのには好都合
であり，近世日本の全体像を構築していくためにはよ
り効果的な素材といえるのではないだろうか。
　以上の考えに基づき，本プロジェクトでは，美濃国
南西端の時・多良郷に所領を有した旗本高木家に対象
を設定し，幕府や他藩，地域社会との関係の中で高木
家がどのような存立構造を有していたのかを明らかに
することを目的とした。
　高木家は，旗本であるにもかかわらず所領に居館を
構え参勤交代をする「交代寄合」という家格の武家領
主であり，木曽三川の水行奉行を務めたことで知られ
ている。関ヶ原の戦功によって慶

１ ６ ０ １

長６年に時・多良郷
に所領を与えられ，本家である西家（2,300石）と分
家である北・東家（各1,000石）の三家に分かれてい
た。三家はそれぞれ独立した領政機構を有していた
が，居館は隣接して構えられ，江戸屋敷は共用，重要
事項は三家共同で評議するなど，ゆるやかな一体性を
持っていた2）。
　プロジェクトの遂行にあたり，考察する具体的な問
題として①高木家と幕府・他藩との関係を見るために
支配をまたぐ訴訟（国境争論や越訴）を，②高木家と
地域社会の関係を見るために兵農分離を，③高木家と
他の領主・地域社会双方に関わる問題として金融を設
定し，関係史料の各所蔵機関・所蔵者を訪問して史料
収集を行った。

　中心的な成果となった訴訟に関する研究は修士論文
として報告するので，ここでは，未だ完成された成果
とはいえないものの，高木家の特徴的な兵農分離に関
する成果を中間報告的にまとめることで，プロジェク
トの報告に代えさせていただきたい。

Ⅰ　兵農分離についての研究史と本稿の課題

　戦後の兵農分離研究は，中近世の時代区分を論じる
太閤検地研究3）との関連で登場し，土地所有や農業経
営の問題，それに身分制の問題を加えて，兵農分離
を，基本的に農村から武士が遊離していく過程として
論じた4）。その後，それまで身分統制令として理解さ
れてきた豊臣秀吉の天

１ ５ ９ １

正19年「定」が，実は奉公人
対策の法令であったことが明らかにされると5），そも
そも「兵」とは何なのかを問う，軍団構成や戦争動員
のあり方に注目した研究が盛んとなった6）。そして，
その中で，中世後期においてすでに兵と農の役が区別
されていたとする「中世的兵農分離」が提唱された7）。
また，従来の研究の大前提であった太閤検地の再検討
が進み，その画期性が疑問視されるようになった8）。
そのため，現在では，中近世の連続性を強調する議論
が有力となっている。また，80年代以降には，武士
よりも百姓の主体性に注目して移行期を論じる「農の
成熟」論が展開してきたが9），2000年代に入り，「農
の成熟」だけでなく，戦国期の社会において広範にみ
られた，百姓→侍の成り上がり志向を重視する傾向が
強まっていることも重要である10）。
　このように，兵農分離研究は，戦後から現在に至る
までの間に，土地所有に起点を置く議論から，役負担
に起点を置き，戦争動員の実態を問う議論へと論点が
大きく移行している。しかし，役を重視しすぎると，
中世から基本的に役―身分は対応していたことが指摘
されているので11），中近世の間で何が変わったのかが
あいまいになってしまう。また，戦争動員に注目する
議論は，現代的問題意識に富み魅力的だが，近世の大
半を占めるのはむしろ泰平の時代なのであり，そちら
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へも目を向ける必要があるだろう。さらに，太閤検地
の再検討の中で，検地はあくまで年貢納入責任者を決
定するもので，百姓身分を決定する意味を持たないこ
とが明らかにされるなど12），議論の前提が崩れつつあ
るので，実は，現在の研究状況において，兵農分離と
は何かということは必ずしも明確ではないのである。
兵農分離論を一から再構築していく必要性が感じられ
る。
　そこで，本稿では，高木家の兵農分離に関わるいく
つかの事例を紹介してゆく中で，兵農分離について考
えてゆく手がかりを探っていきたい。高木家の兵農分
離は後述するように特殊な事例であるが，特殊だから
こそ，一般的な事例にもとづく議論を相対化する可能
性が秘められているに違いない。
　なお，本稿で紹介する事例には，先行研究ですでに
取り上げられているものも多いが，その際には筆者な
りの新たな検討を加えるようにしている。

Ⅱ　交代寄合高木家の兵農分離

ⅰ　元和越訴にみえる高木家の手作地経営

　元
１ ６ ２ ３

和９年７月20日，高木家領多良村が美濃国奉行
岡田将監に出訴した13）。この越訴については，西田真
樹が近世初期の農民闘争と領主の対応という視点から
詳細な分析を加えているが14），ここでは，その史料か
ら高木家の手作地経営の様子を読み取っていきたい。
　多良村が提出した訴状の内容は，高木家の多良村に
対する恣意的な収奪を訴えるものであるが，その第８

条に「一，御手作被成候時，毎年人馬御つかい被成
候，馬数九百廿六疋，人足千七百六拾八人，御つかい
被成候，高千七百石余之所ニか様ニ被召遣候ヘハ，作
毛可仕隙も無御座，迷惑仕候御事」とあり，また第
10条には「一，年々ニ宇治ち

（ 茶 ）

や被成候時ハ，人足過
分ニ被遣，迷惑仕候御事」とある。つまり，高木家が
手作地を有し，その耕作などに百姓らを使役すること
が，百姓らの経営を阻害しているというのである。
　この訴状に対し，高木家から岡田将監に対して９月
27日に返答書が提出された15）。そのうち先の訴状に
対応する部分を見ると，第８条については「一，手作
仕候時，馬数九百弐拾六疋，人足千七百六拾八人，召
遣候由，我等共手作田畠参町九反御座候，自分之小者
下男を以作仕候，但田植付候時二三日人馬遣申候，百
姓作り不申荒申候間無是非作り申候，百姓作り申様ニ
被仰付可被下候」と述べ，第10条については「一，
ち
（ 茶 ）

や仕候付て人足過分ニ召遣候由，尤茶弍十斤計仕

候，手傳ニ出家衆并きもいり共七八人，ち
（

や
茶 摘

つミ
）

ニ
う
（ 姥 ）

はか
（ 嬶 ）

か拾人計ツヽ三日やとい召遣候，是以過分ニ遣
申候と申儀いつわりにて御座候事」としている。高木
家の反論としては，百姓使役が多良村の主張ほど過剰
ではないとするものであり，「百姓作り不申荒申候間
無是非」という事情はあるものの，手作地経営を行っ
ていたこと自体は動かぬ事実のようである。
　ここで重要なのは，鉢植え領主の高木家が手作地経
営をしている点である。高木家は，時・多良郷に従来
から居ついていた土豪ではなく，関ヶ原後に新しく入
部してきたのであるが，その「鉢植え」が，移された
先で土地に根付こうとしているのである。従来，所領
替えは，兵農分離の進行を示すものとして評価されて
きた。しかし，高木家の場合は新領地が荒廃していた
ため，自らの手で農地を経営していかなければならな
かった。これは高木家に限った特殊事例ではあるま
い。戦国―織豊期の戦乱状況の中では，転戦・移封先
の所領が荒廃していることは容易に想像されることで
あり，高木家と類似の状況に直面した領主は多く存在
したはずである。鉢植え領主化は農業経営からの遊離
とイコールとは限らないのであり，兵農分離における
知行替えの意義を大きく評価する際には16），移封後の
様子をよく検討する必要があるだろう。
　もう一点，百姓役賦課に関わる争点についてみてお
きたい。実は，多良村が岡田将監に訴状を提出してす
ぐ，岡田将監から裁定が下る前の７月27日に，高木
家と多良村との間で協定が結ばれ和解が成立してい
る17）。その第２条では「一，諸役之儀者，千石ニ付銀
子百八拾匁，人数百八拾人御遣可被成候，縦御普請御
陣御座候共，此外壱人も御遣被成間敷事」が定めら
れ，さらに第７条で高木家中所持の高請地について
「一，御家中之衆御手作御屋敷方共ニ，帳面之ことく
高役被仰付可被下之事」が取り決められている。「縦
御普請御陣御座候共」規定を上回る役は賦課できない
とされ，加えて高木家中も所持高に応じた役負担を定
められている点は，多良村が負担の軽減を認めさせる
ほどの「農の成熟」を達成していたことを示してい
る。特に後者からは，村にとって兵農分離が役負担者
を減らして残りの村人の負担を増やしてしまうことを
意味し，それが忌避されていることがうかがえる。
　しかし，その後９月29日に岡田将監から正式な裁
定として下された「定」18）の第５条後半部においては
「一，（中略）高畝水帳之内を給人手作分，又ハ家中之
者居屋敷ハ，高を引候て其外へ百姓役可被申付事」と
高木家中所持地の扱いが変わっている。高木家と多良
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村との間の協定と，国奉行岡田将監の裁定との間で，
家中所持高請地の扱いが違うことは注目すべき点であ
る。つまり，百姓の要求を受け入れつつ役賦課量を確
保するために家中も役賦課対象とした前者に対し，後
者では役賦課量を減らすことで家中と百姓の区別を実
現しているのである。
　この事例からは，軍役と百姓役が重なる兵農未分離
的状況は，過重な役賦課への対応として，村が侍を引
き留めて百姓役負担者数を維持しようとすることによ
って引き起こされていることが確認できる。これまで
「農の成熟」論の立場からは，百姓の戦争動員への抵
抗に注目して「中世的兵農分離」が提唱されていた
が，むしろ「農の成熟」があったからこそ兵農未分離
的状況が生じた場合もあったのである。そして，高木
家の場合，それは，すでに戦争が終結し役賦課の必要
が軽減した元和期に，主体的に役賦課をコントロール
できる統一権力の手によって解消されている。
　なお，この多良村越訴と並行して，時村において逃
散が決行されており，９月29日に高木家との間で年
貢・諸役とも「多良なミ」とすることが定められてい
る19）。

ⅱ　近世前期における高木家奉公人について

　ここでは，近世前期の高木家奉公人を取り上げる。
近世前期の高木家では村から奉公人を取り立てていた
のだが20），彼らの実態の１つを示す史料が次のもので
ある21）。
　　　　　以上
　態申入候，時村之川よけたいそう成儀ニ候間，はう
かう人ニ仕セ申度候へ共，京之御ふしんニのほせ申
事ニ候間，其地百姓人数有次第，のこらす三日やと
ひ可申候間，明廿七日ゟ早天ニきもいり衆めしつれ
可被参候，是ハ以来之ひつかけニハ仕間敷候間，其
心得可有候，我等共も罷出候間，無油断可被罷出
候，恐々謹言
　 藤兵衛
　　二月廿六日 　貞友（花押）
  左門
 　　　　　　　　　　　　    　　 ■

（判読不能，貞元カ）

（花押）
  新十郎
  　貞勝（花押）
　　時山村　清右衛門殿
　　同　　　弥三右衛門殿
　　同　　　三蔵殿
　　　　　　　　　　　　まいる

　これは，文
１ ８ １ ９

政２年に時山村が時郷上村との山論に際
して証拠書類として提出した古文書である22)。差出の
高木三家当主の名前から，寛

１ ６ ２ ９

永６年～万
１ ６ ５ ９

治２年の間に
出されたものと思われる。時村の川除普請を行う際，
本来は奉公人を使役すべきところ，たまたま京都の公
儀普請に派遣していて手が足りないため，時山村の百
姓を召集している。しかし，百姓役の賦課ではなく雇
用であることと，「已来之ひつかけニハ仕間敷」とさ
れていることが注目される。おそらく，元和期に取り
決められた夫役規定が制約となってこのような事態と
なっているのであるが，この段階では役負担において
奉公人と百姓が明確に区別されていることがわかる。
高木家奉公人を研究した原昭午は，彼らが検地帳など
に登録されていることから，元禄期以前の奉公人は百
姓であったと指摘している23)。しかし，先述のように，
最近の研究では，検地帳には年貢納入責任者を決定す
る機能しかなかったとされており，むしろここでの役
負担のあり方に注目すれば，元和越訴を画期としてす
でに両者は身分として分化していたといえよう。

ⅲ　北脇村小寺氏の登用

　原昭午は，前項で取り上げた奉公人が，その後成
長・譜代化して家臣団の中核を形成していくことを明
らかにしている24)。ここでは，それ以外のルートとし
て，近世中期に村役人が家臣として取り立てられた事
例を紹介する。
　寛

１ ７ ５ １

延４年，前年から多良郷で起こった山論の中で，
多良郷のうち幕領小山瀬村の庄屋が，文

１ ５ ９ ６

禄５年の多良
山年貢割帳の写しを証拠として提出した。その本紙は
多良郷北脇村善八が所持しているとのことであった
が，この善八は，「当時は小寺佐兵衛と改，高木新兵
衛様御家来ニ而高木熊十郎様附相勤罷在候」者であっ
た25)。古くからの村文書を所持しているということは，
善八＝小寺佐兵衛の家は，この山年貢帳に村ではなく
個人として記載されている有力百姓の系譜を直接引く
家か，村文書を管理する村役人層の家か，もしくはそ
の両方かのいずれかのはずである。実際，これより時
代を遡って貞

１ ６ ８ ８

享５年４月６日付の鉄砲手形26) に「濃
州石津郡北脇村庄屋善八」が署名しており，さらに，
寛文

１６６１～８１

・延宝期には下多良村（北脇村と淵上村によって
構成される）の善八が年貢勘定目録を作成してい
る27)。北脇村の村役人層として善八家が存在していた
ことが推測される。つまり，近世初頭以来の奉公人が
成長するという以外にも，近世中期において村役人層
から家臣が取り立てられるという事例が確認できるの
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である。
　この小寺善八＝佐兵衛は，寛延４年段階で高木熊十
郎附を勤めている他に，延

１ ７ ４ ９・５ ０

享２・３年に勘定関係の史
料に名を残しており28)，村役人としての経験を買われ
て高木家の勘定方役人を勤めたことをきっかけに家中
に組み込まれていった可能性が高い。
　この善八家の他にも，先の貞享年間の北脇村善八と
同時代の人物として，同じく北脇村に居住し，多良郷
の代官を務めた小寺太郎平という人物が確認でき
る29)。また，明

１７６４

和年
～ ７ ２

間以降には，小寺助左衛門と彼の
子孫たちが，高木家臣団の中で御用人などの重要な位
置を占めているが，この小寺助左衛門家も北脇村にル
ーツを持つ30)。これらの小寺氏の血縁関係は不明なが
ら，北脇村の有力な存在として小寺氏一族がおり，村
役人層として活動していたところ，一部がその統治能
力を買われて高木家に家臣として登用されていった可
能性が考えられる。今後詳細な分析を加えていく価値
があるだろう。

ⅳ　文政８年の集住命令

　このように，高木家は村落から取り立てた人材を中
心に家臣団を形成していた。そのため多くの家臣が在
村していたが，文

１ ８ ２ ５

政８年に，彼らに対し高木家居館付
近への移転が命じられている31)。その理由は「年来，
村々之内ニ住居罷在候得共，村方江入交罷在居候而ハ
領分中之制止之筋等不行届ノ儀茂有之，并子とも成立
方不行作ニ押移候段相聞，都而締り向不宜候趣ニ相見
候，且差懸り候急用等有之候節も不摸通り差支候」32)

からであった。
　この頃の高木家領においては，文

１ ８ １ ６

化13年～文
１ ８ ２ ０

政３

年に時郷と時山村との間で起こった山論を高木家が全
く制御できなかったり33)，文

１ ８ ２ ３

政６年に時郷で打ちこわ
しが起こるなどしており，高木家の統治が弛緩してい
た時期であった。そのような中で，家臣らを村から引
き離すことによって，家臣と領民の関係を引き締め，
かつ有事の際に迅速な対応を可能とすることが目指さ
れたのである34)。
　ここからは，「兵」が「農」を安定的に支配するた
めには，村から離れて集住したほうが有利だったこと
がわかる。高木家の場合，それは近世初期にではな
く，文政期の課題への対応として遂行されたが，むし
ろ近世初期の統一政権による城破り・城下町集住政策
とは別のところでもこのような事例があった点が注目
され，近世の兵と農の関係においては，両者が地域的
に分離することが重要だったことを再確認できる。

ⅴ　幕末期における高木家家臣の経営

　北脇村の小寺氏については前述したが，そのうち小
寺助左衛門のご子孫のお宅に史料が伝来している35)。
そこに，幕末期の経営史料が数点含まれていたので，
そこから高木家家臣の経営の一端を紹介したい。
①「世路津越保恵千代」（万覚帳）36)

　これは小寺助左衛門の孫にあたる小寺林平が記した
経営帳簿であり，弘

１ ８ ４ ８

化５年，安
１ ８ ５ ８

政５年，元
１ ８ ６ ５

治２年，
明
１ ８ ６ ９

治２年，明
１ ８ ７ １

治４年の５冊が残されている（但し１冊
の内容は複数年にわたる）。一見して驚くのが，この
時期の小寺家が傘の製造販売・修理事業を行っている
ことである。ほとんどに単価が記載されず，一部に記
載されている価格も一定ではないが，蛇の目傘や番傘
などを新しく買う場合は金１朱や銀３～５匁程度，古
い傘を張り替える場合は100～300文程度を受け取っ
ていることが多い。ただし，同じ種類の傘でも記載さ
れる金額が一定でないことと，金額の下に「入」と書
かれている場合もあることから，代金の一部を仮に受
け取っただけということも考えられる。
　そのような中で，嘉

１ ８ ５ １

永４年７月に孫六郎という者が
「白日傘」と「紺日傘」を購入している部分に，「〆八
匁三分内弐朱入」と記されていることが注目される。
２本の日傘の代銀８匁３分のうち頭金として金２朱の
み支払われたのであり，日傘の価格は１本につき銀４

匁余りであることが確認できる。
　そこで，仮に傘の種類を捨象してこの年の販売数３

８本に４匁を乗すると，152匁となる。これに嘉永５

年の江戸の相場37) を適用してみると，約2.1石相当と
なる。大雑把な計算ではあるが，嘉永４年にはこれに
加えて張り替え41本分の売り上げもあるので，小寺
家の実質的な給分５石４斗＋金100疋38) に比較して
も，傘事業の収入が家計の小さくない部分を占めてい
たことがわかる。
　他にも，小寺家の経済基盤としては，給分以外に所
持田畑の自小作による収穫があり，それらの田畑から
はきちんと年貢も徴収されていたことが指摘されてい
る39)。
②安

１ ８ ６ ０

政７年「萬事覚」40)

　これは，表紙に「林氏控」とあるように，実は小寺
家の文書ではなく，同じく西高木家家臣の林家のもの
である。この時期の高木家中には林寅助という人物が
おり，「萬事覚」中に「林寅助病気見舞覚」として来
訪者が書き留められていることなど41) から，彼の記
した帳簿であることがわかる。なぜ小寺家文書と共に
伝来したかは今のところ不明である。
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　この帳簿はかなり詳細で，綿密な分析が必要と思わ
れるが，差し当たり本稿の関心に沿って簡単な指摘を
しておくと，５月９日に「一，宮ノ下田植致候ニ付，
甚助壱人，昼後上原村下男参り，田かき，家内下女弐
人 光
（みつ）

遣し，夕方植」と見える。また，「当午年冬作
物」として，大麦小麦やからしなど，計２石４斗２升
５合の収穫が挙げられている。家族や下男下女の手で
農業経営を行っている様子がうかがえる。
　以上のように，幕末期の史料からは，高木家の家臣
たちが農工業に携わり，高木家からの給分以外にも収
入を得ていたことが確認できる。彼らの多くがそのル
ーツを村に有することから，おそらく幕末以前にも同
様な経営が行われていたとみるのが自然だろう。
　そして，ⅳでみた集住政策の後の段階でこのような
経営が見られるということは，小農自立に伴い，領主
層が生産過程からはじき出され農業経営から遊離して
いったことを起動力として兵農分離が起こったとする
議論42) を再検討する必要を感じさせる──もっとも，
再検討の結果，やはり高木家の事例が特殊なだけだっ
た，ということになるかもしれないが，その場合は，
ではなぜ高木家の場合は武士が百姓に混ざって農業経
営を続けることができたのか，という問題に取り組む
ことで有益な議論を生み出せるだろう──。ただし，
朝尾直弘が兵農の身分的・地域的分離と生産力ないし
生産関係の問題を区別して考える必要を提唱した点43)

は，むしろ高木家の事例から跡づけられたといえる。

ⅵ　幕末の軍制改革における「兵」の拡大

　西高木家における幕末の軍制改革を研究した長屋隆
幸によれば，西家は西洋砲術を導入するに際して，訓
練する人員が家中だけでは足りないため，一部の領民
にも訓練を受けさせており，その中には，稽古出精の
ため足軽格とされ苗字帯刀を免許される場合もあった
という44)。小寺氏が為政者の一員として家中に組み込
まれていったのに対し，軍事的需要が高まった幕末段
階では戦闘員として農が兵に取り込まれるようになる
という段階差を指摘できよう。

おわりに

　以上，高木家の兵農分離についてみてきた。その結
果，研究史と切り結べそうな知見がいくつか得られ
た。ただし，家臣団が文政期まで在村していたり，近
世を通じて農業を営んでいるなど，高木家は特殊な事
例であるため，それらの点が，単に高木家の特殊性に

由来する例外として処理されるべきものなのか，それ
とも，本当に研究史の理解に修正を迫るものなのか
は，慎重な検討を要する。
　今後は，他の領主と比較して高木家の特殊性の背景
を探ること45)，高木家に限定せず，各時期の兵農分離
のあり方についてもっと手広く分析してゆき，そこか
ら堅実な議論を組み立てていくことが課題となるだろ
う。

附記

　本プロジェクトの実施にあたり，金森雅之氏，上石津町郷土
資料館，小寺登氏，徳川林政史研究所，名古屋市蓬左文庫，名
古屋大学附属図書館研究開発室，彦根市立図書館の皆さまに格
別のご高配を賜った。ここに記して篤くお礼申し上げる。
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