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論 文 内 容 の 要 旨

本論文は最初に序章を置き,10章からなる本論をテーマに即し,第-那 (6章)と第二部 (4章)に分けて,それぞれ配

している｡

序章 ｢中世村落 ･荘園研究の現状と本書の構成｣では,現在の中世村落 ･荘園研究の骨格が形作られた1970年代初めまで

の研究史を成立過程論と構造論という二つの視角から整理するとともに,それ以降の中世前期を中心とした研究状況を,①

荘園公領制の公的国家的側面,②領主制の再検討,③荘園現地および村落の実態分析の3点から検討し,あわせて各章の位

置づけを行っている｡

第-部 ｢中世村落の空間構造｣では,中世村落の具体的 ･実態的な姿を捉える試みがなされている. 第-章 ｢中世村落と

領域構成｣は,1970年代以降の中世村落研究の低迷という状況をふまえ,従来の支配構造 ･階層論的な村落研究を相対化す

るため,村落の領域構成という視点から,新しい分析軸の構築をめざしたものである｡ まず荘園という支配単位に実態的に

領域性を付与しているのが,民衆の生産と生活の場である中世村落の領域であることを確認したうえで,村落の空間的拡が

りを,村落成員との関わりが最も密接な集落から希薄な奥山まで,四重の同心円モデルとして論理的に整理するとともに,

領主支配がそれぞれどのように及ぶかを明らかにしている. さらに集村化についても,次のように捉える｡ すなわち,一定

の領域内においては,条件のよい地点から開発が進み,集落が成立するが,耕地の面的拡大には四至や自然的条件などで限

界があるため,開発が一定レベルで飽和状況に達すると,微地形条件などによって開発が遅れていた地域を含めて,領域全

体で質的な再編成が行われる段階がくる｡畿内 ･近国の平野部では,13･14世紀にその段階を迎え,この時期,集落形態や

耕地 ･水利条件などを含めて,村落全体を再編 ･高度化して,質的転換を図る集村化が広汎に進行し,人と人,人と自然と

の結びつきが強められていく,と｡

第二章 ｢平安期の垣内｣では,文献史学 ･地理学 ･民俗学などの各分野において独自の研究蓄積があるにもかかわらず,

共通理解のなかった垣内について,その成立と歴史的意味,変容をたどり,平安期における垣-カキで区画された小規模な

開発形態のあり方を究明している｡ 垣で区画するという行為は,特定個人が他者の侵犯を許さない,自らに属する空間を生

み出す手段であり,その垣で周囲と区別された土地が垣内であるが,史料からは条里地割縁辺の段丘 ･扇状地 ･丘陵や自然

堤防上,山間部に位置したことが判明する｡ 平安後期以降,畠地子 ･在家役賦課などを通じて,上級領主権がうちたてられ

るなかで,垣の本来的機能が失われ,垣内の名が消滅したり,地字名化していくが,開発の前線では新たな垣内が生まれ,

のちには集村化の核となり,集落が垣内と呼称されることもあった,とする｡

第三章 ｢結界と領域支配｣では,近江国葛川を素材に領域支配の意味を検討している｡葛川は天台修験の聖域として開か

れた結界の地であり,青蓮院門主慈円によって支配体制の整備が進められた｡しかし安曇川 ･琵琶湖水系によって京都と直

結するという地理的条件を有していたため,山林開発が進展し,周辺諸荘との紛争を繰り返す｡特に伊香立荘との相論で,

葛川住人の生業が聖域を荒らす非法行為とされ,住人の在家増加が問題となるのも,慈円による体制を前提にしていたから

である｡ 鎌倉末期には,こうした聖域支配の体制から,葛川の現実の状況を踏まえ,住人の生産活動を承認 ･保証し,収奪
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する支配体制へと転換する｡その結果,葛川は住人と伊香立荘とがそれぞれ用益する二つの領域に分割され,現実の村落レ

ベルの活動領域を組み込む形で再編された,と論じる｡

第四章 ｢中世村落と村境｣は,村境の問題から中世村落の成立と再編を捉え直そうとしている｡従来,村境の研究は乏し

かったが,近年では村落の領域構成と関連づけ,空間の構造や境界の問題を捉えることが可能になった｡村境では塞の神 ･

道祖神などが紀られ,カンジョウカケや大般若経転読札が懸けられるなどの境界儀礼が行われるとともに,御霊 ･疫神など

を送る御霊会や正月行事オコナイなどを通じて,村落の安全と豊穣を祈願する行事が実施された｡境界といっても,イエの

境界 ･集落の境界など重層的な構造をもち,村落の領域構成に対応した様々な装置や祭紀 ･儀礼を生むが,それらのうち早

いものは平安末期まで遡る｡ そして鎌倉後期以降,中世村落が人的および空間的に再編される過程で,村落の内と外とが,

意識の面でも装置の面でもより明瞭に識別されるようになる,とする｡

第五章 ｢中世の開発と村落｣は,近江国の湖東地域を素材に,中世の開発と村落の形成 ･変容の過程を追跡している｡当

該地域では平安末期に開発の画期があり,集落遺跡が急増するとともに,条里地割も12世紀頃に広 く施工され,条里里界と

荘界とが一致する場合もみられるなど,新しい集落の形成 ･開発の画期と中世荘園の成立とが有機的に連関している｡ また

13世紀を過ぎると,集落遺跡がきわめて少なくなる一方で,史料上に現在の大字につながる村名も多く確認できるようにな

り,多くの村々の宮 ･堂に13世紀末 ･14世紀前半の在銘石塔類が分布するなど,村落の再編が行われ,現在の村落の原型が

形作られていったとみられる｡12世紀初めに登場した,開発領主で麻生荘公文の平氏が14世紀中頃に没落するのと相前後し

て,荘内の鎮守に村落の文書が姿を現すなど,この村落再編の運動が,公文平氏を敗北させた,と捉える｡

第六章 ｢中世の開発と用水伝承｣では,近江国江部荘を事例にして,文献史料が少ない地域で地域史を描 くことを試みて

いる｡ 現在旧荘域を潅概する祇王井は,紙王が出身地の用水不足を解消するため,平清盛に懇願して遣らせたとする伝承を

有するが,当該地域では用水路 ･用水系と荘界,条里界,大字界が相互に密接な関係をもっており,発掘調査からは12世紀

頃に中世集落成立の画期があり,条里地割をともなう耕地景観も,この頃形成されてくる｡ 一方,江部荘は六勝寺の一つ,

尊勝寺の造営にあたって立てられた荘園で,その立荘に際し,時の近江国司平時範が重要な役割を果たした｡紙王井が国衛

の強い規制力のもと,既存の用水秩序を再編して開削された,江部荘専用の用水であることや,近辺に平宗盛の処刑地があ

るという事実が結びついて,紙王発願の伝承が生まれたと推定される,と説く｡

第二部 ｢中世荘園の実像｣では,東寺領丹波国大山荘域における詳細な現地調査に基づき,荘園制の分析を行っている｡

第一章 ｢現地調査と中世史研究｣は,荘園調査など現地調査を踏まえた研究の現状を整理し,その可能性と問題点を検討し

たものである｡現地調査は現在,様々な分野で行われ,その有効性が確認されているが,調査の成果を踏まえてどのような

歴史像を構築していくかについては,模索が続いている状況であり,景観の多様性 ･変化とその歴史学的意味についても十

分な議論がなされているとはいいがたい｡ただ,大山荘埠の調査によると,荘内の隣り合った二つの谷で,集落や耕地形態,

用水や墓地のあり方が大きく異なることから,各イエを主体に小谷の開発が進められ,それが生産 ･生活の単位として維持

されるイエ連合型と,一定領域全体の生産条件の向上が,用水系の再編や集村化という共同体規制の強化をともないながら

進められていくムラ優越型という,惣村の二つのタイプを兄いだすことができる,と主張する｡

第二章 ｢荘園制の展開と条里｣では,条里制の問題から荘園制の成立過程を検討するとともに,大山荘の条里の復原を試

みている｡ 9世紀半ばの立荘以来,大山荘では条里坪付によって土地が表示され,官物免除などの手続きがとられたが,実

際には方格地割が施工された形跡のない,土地台帳の上だけの条里であった｡康平4年 (1061)にはそれまでの官省符田の

範囲をこえて,四至内全体の坪付が作成され,免田の集合体にすぎなかった段階から脱して,荘域全体の領域支配がめざさ

れる｡ ついで康和 4年 (1102)には国司と結託して,国衛の在庁官人等の抵抗を押さえ込み,新たに荘域の坪付が作成され,

領域型荘園として確立していくが,その際新しく荘内だけで完結する条里に付け替えられるとともに,設定基準もズレてし

まう｡ ただ,大山荘にみられるような地割のない条里は,平安期までの土地所有,荘園制のあり方と密接に関わっており,

特異なものではない,と捉える｡

第三章 ｢平安期の開発と中世村落｣では,平安期の耕地や開発の実態を,現在の用水系や遺跡分布と関連づけて明らかに

している｡大山荘の開発は大山谷 (狭義の大山)からスタートしているが,8･9世紀の遺跡も大山谷周辺に限定されてお

り,用水量も最も潤沢である｡11世紀後半頃の大山荘域では,大山川本流沿いの耕地開発 (平行塑用水)は遅れており,支
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流の谷々の中程に溜池を構築して (垂直型用水),開発が進められていた｡ついで11世紀後半から12世紀初頭にかけて,大

山荘は領域型荘園への転換を図り,国衛と激しい抗争を繰り広げるが,この時期は集落遺跡が急増する開発の画期でもあっ

た｡この領域型荘園への転換に際して,四至の一部が変更され,別水系に属する新しい地域 (のちの西田井村)が付け加え

られるが,上流の他荘園との間に用水契約が結ばれているように,12世紀にはすでに西田井相の原型が存在していた｡領域

型荘園とは,このような村落を荘園領主の支配に組み込み,国衛の権限を分割して,新しく土地と人を支配するシステムで

あった,と論じる｡

第四章 ｢鎌倉期の村落と荘園制｣は,下地申分の結果,東寺に帰属した西田井村と-井谷の分析を通じて,下地申分によ

る村落分割と領主支配の実態や村落空間の構造,名の問題などを論じたものである｡ 西田井村では段丘上の一つの村落を,

地頭と領家が便宜的に線引きしており,領主の支配が村落内部にまで貫徹しにくいのに対し,池尻村が分割された-井村は,

地理的に完結した谷空間がそのまま末寺に帰属している｡-井谷では領主支配の単位と村落が事実上一致するため,村落の

空間構造や人的構造も史料から捉えやすいが,鎌倉末期の百姓講成立の過程からは,耕作権所有の実態と年貢納入の単位が

きわめて近く,領主による編成の度合いが少ない支配体制であったことが推測され,階層差を含みながら,相互の権利を保

証し合う村落の姿が確認できる｡ この事例を踏まえるならば,通説となっている村落の二葦構造論は,荘園支配上の多分に

理念的なあり方を実体化したものにすぎない,と主張する｡

論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨

中世村落の研究は長い間,荘園および荘園制研究の一環として行われてきた｡荘園制が古代的性格をもつとみなされてい

た1950年代半ばまでは,中世村落の研究といえば,鎌倉後期から出現する惣村の研究が中心であった｡50年代後半以降,荏

園制を日本型の封建制とみなす見解がうちだされ,荘園支配の見直しが進められると,｢中世前期｣の村落も研究の対象と

して注目されるようになり,村落構成と支配構造の研究が進展した｡しかし荘園制の大枠について共通理解が形成された70

年代に入ると,荘園および荘園制研究は下火になり,それにともなって,村落研究も低迷期を迎えるに至った｡｢中世前期｣

の村落研究が中世考古学 ･歴史地理学や荘園絵図研究の成果を吸収しつつ,新たな動きをみせはじめるのは80年代になって

からであるが,そこでは村落の空間構造について強い関心が示されているばかりでなく,広域的な現地調査にもとづき,秤

落の実態を捉え直そうとする姿勢が顕著にみられる｡

本論文は,村落の領域構成論を提唱しつつ,東寺領丹波国大山荘の詳細な現地調査を行うなど,新しい中世村落研究を主

導してきた論者が,長年の成果をまとめたものである｡ 初めにこれまでの中世村落 ･荘園研究の歴史と現状を整理した序章

が置かれ,10章からなる本論は,第一部 ｢中世村落の空間構造｣と第二部 ｢中世荘園の実像｣に分けられ,それぞれのテー

マに即して配されている｡

多岐に亙る本論文の成果は大きく,次の5点にまとめられるであろう｡ まず第-に,村落の空間的拡がりを,①集落から

②田畠③近隣山④奥山に至る,四重の同心円モデルとして整理し,中世村落の領域構成を明らかにしたことである｡同心円

の中心に置かれる①集落は,一定の階層差をもつ住人 ･百姓のイエによって構成され,イエの結合のあり方に応じて,散村

･小村から集村といった多様な形態を示す｡②田畠は個々のイエによって営まれる農業生産の場であり,③近隣山は村落全

体の関与のもとにあって,狩猟 ･採取など様々な用益実現の活動が行われるところである｡ また④奥山は,村落成員がその

存在については認識しているものの,日常的には用益することのない山をさす｡このように村落の領域を区別したうえで論

者は,村落の条件により,これら①から④までの領域の有無 ･大小が存在し,また開発の進展に対応して,その構成は変動

すると論じる｡この同心円モデルは,多様な形態を示す中世村落を統一的に把握する枠組みとして貴重であるばかりでなく,

従来の支配構造論を中心とする村落研究を相対化する分析軸を捷起した点でも高く評価されるものである (1部 1章)｡

第二に,畿内 ･近国の平野部で13世紀から進行する集村化の前提と意義を解明したことである｡ 一定の領域内においては,

条件のよい地点から開発が進むが,耕地の面的拡大には四至や自然条件などで限界があるため,開発が一定レベルで飽和状

態に達すると,微地形などにより開発が遅れていた地域を含めて,領域全体で質的な再編成を行うことが要請されてくる｡

論者は集村化の前提をこのようにおさえたうえで,集村化を集落形態や耕地 ･水利条件などを含め,村落全体を再編 ･高度

化して,質的転換を図る試みであると捉え,そこに個別経営の発展をめざす諸階層の運動の達成をみている｡ 早くから注目
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されていた集村化現象を,個別経営の発展をめざす運動がもたらした村落領域の質的な再編成の一形態であると明確に位置

づけたことは,村落研究史上の大きな成果である (1部 1章,同5章)｡

第三に,これまで各分野において独自の研究の蓄積があるにもかかわらず,共通した理解がえられなかった垣内について,

その実態と立地条件を明確にした点である｡垣で区画するという行為は,特定個人が他者の侵犯を許さない,自らに属する

空間を生み出す手段であり,その垣で周囲と区別された土地が垣内である｡ 論者は多量の史料を活用 して,平安期の垣内は

その多 くが小規模な開発によって生まれた畠地であり,条里地割縁辺の段丘 ･扇状地 ･丘陵や自然堤防上,山間部に位置し

ていたことを明らかにしている｡ ついで11世紀後半以降,垣内の史料が急増する背景に,新たに島地や家地が領主による収

奪の対象となる事態があったとし,領主支配が強化されるなかで,垣の本来的機能が失われ,垣内の名が消滅したり,地字

名化 していくと見通している｡ 各分野で共通理解がみられなかった垣内について,基礎的な事実を明らかにしたものであり,

歴史学の分野では領主制や百姓のイエをめぐる議論に影響を与えるとみられる (1部 2章)｡

第四に,綿密な調査にもとづき,イエ連合型とムラ優越型という,惣村の二つのタイプを兄いだしたことである｡丹波国

大山荘では荘内の隣り合った二つの谷- -印谷と大山谷- で,集落や耕地形態,用水や墓地のあり方が大きく異なるO

論者はこの事実に注目して,各イエを主体に小谷の開発が進められ,それが生産 ･生活の単位 として維持されるイエ連合型

村落と,一定領域全体の生産条件の向上が,用水系の再編や集村化という共同体規制の強化をともないながら進められてい

くムラ優越型村落の二つのタイプが,同一地域で同時期に並存 していることを明らかにし,さらにそれぞれを惣村の異なっ

たタイプであると捉えている｡ 惣村を集村で代表させる見方に修正を迫るものであると同時に,村落の地域類型論に新たな

論点を提供する成果である (2部 1章,同4章)｡

そして第五に,丹波国大山荘について,詳細な現地調査にもとづいた復原的研究を行い,文献史料のみでは知 りえなかっ

た諸事実を発掘 したことである｡ この一連の研究はこれまでの大山荘研究を集大成したものであるとともに,現地調査にも

とづく復原的研究の,現役階におけるモデルの位置を占めているといっても過言ではない｡まず条里では, 9世紀半ばの立

荘以来,土地表示と官物免除に用いられた条里は,方格地割が施工された形跡のない,土地台帳の上だけのものにすぎず,

康和 4年 (1102)に免田の集合体から領域型荘園-の転換が図られた際に,荘内で完結する新たな条里に付け替えられた結

莱,設定基準がそれまでとズレてしまったと捉え,二つの条里を復原 しつつ,それぞれを荘園の展開過程に位置づけている

(2部 2章)｡

ついで荘城における開発の過程の復原を試み,大山荘の開発は用水量の潤沢な大山谷からスター トしていること,11世紀

後半頃,大山川支流の谷々の中程に溜池を構築して,開発が進められ,いくつかの村落が形成されたことを明らかにしたう

えで,領域型荘園への転化とは,このような村落を荘園領主の支配に組み込むことであったと論じている｡ 論者はまた,開

発 と関連させて用水系統の復原も行っている｡ 大山荘域では用水系統に垂直型 (大山川の支流から取水 し,本流に落とす)

と平行型 (大山川の上流に井堰を設け,川に並行 して水路を通す)の二つのタイプがみられるが,平安期の開発は垂直型用

水による支流の谷々の開発が中核をなしたのに対 し,鎌倉期以降,平行型と組み合わせる形で,領域全体の耕地化が進めら

れたと捉えている (2部 3章)｡

以上のように,本論文は中世村落と荘園史研究において,多 くの貴重な成果をあげている｡ とくに村落研究のなかに領域

構成論を定着させ,現地調査にもとづ く荘園研究の豊かな可能性を明示した点は,高 く評価されるものである｡ 今後,この

分野の研究は本論文の成果を阻曝したうえで展開されなければならないだろう｡とはいえ,望まれる点もいくつかみられる｡

中世村落の理念型と現実の村落とを十分に区別して表現 していない,中世村落の二重構成論に対する批判が一面的で,性急

すぎる,荘園研究において実態を踏まえた制度の捉え直しが十分になされていない,などがそうである｡ しかしこのなかに

は,むしろ今後の課題とみなすべき問題点も含まれており,これらは博士論文としての価値を何 ら損なうものではない｡

以上,審査 したところにより,本論文は博士 (文学)の学位論文として価値あるものと認められる｡2000年7月10日,調

査委貞3名が論文内容とそれに関連した事がらについて口頭試問を行った結果,合格と認めた｡
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