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慶長期近江国の支配

-｢国奉行｣米津親勝 をめ ぐって-

藤 田 恒 春

近世前期畿内及びその周辺諸国における支配機構並びに行政システムについては関東のそれ

とは異なり独自の組織をもって運用されていたことは夙に指摘されてきたことである｡ これは,

当該地域の非領国性と言う歴史的性格に由来するものである｡

1960年代においては幕領年貢の徴収 ･運用とその機能の観点より畿内周辺地域が議論の対象

となり,1970年代においては律令制的統治権支配と封建的主従制による二元的支配システムの

有無を巡る近世国家論の観点より高木昭作氏の国奉行論が提起され,当該地域では諸役編成の

ため個別の所領支配を超える権限を附与された国奉行による支配が展開されたとした1)｡この

議論は,1960年代の朝尾直弘氏による ｢八人衆体制｣論とも相侯って定説化 しつつある状態で

ある2)｡鎌田道隆氏は,畿内 ･近国支配の構造及び初期幕政と京都について言及 したなかで

｢八人衆体制｣論を展開している3)｡薮田貫氏は,畿内非領国地域における行政 ･裁判権を取

り上げ,近世前期当該地域における構成原理を分析 している4)｡或いはまた,｢国奉行｣の創

設時期について関ケ原戦後より成立 したものとするものや超歴史的理解のものさえある5)｡

併 し乍ら,これらの議論はその後具体的に検討されることなく一人歩きしている,と言って

も差 したる過誤はなかろう｡ 議論の魅力に盛惑され単純な基礎的検証を経ないまま80年代以

降,国奉行 ･八人衆体制の議論は出発点の前提として理解されている｡ これらの議論は,事実

認識において少からず問題を残 しているが,ここではこれらの先行所説を批判するのが日的で

はない｡ただ,行論の関係上,問題点を掲げると①当時の近世前期政治史の研究水準よりすれ

ば限界は否めないが,慶長期より寛永期頃までを等質化 して把握 している｡ ②従って,｢国奉

行｣が既存の制度 として機能していることを前提に行政 ･裁判システムを理解 している｡ ③大

久保長安の畿内周辺諸国での役割の評価が抜けている｡ ④ ｢国奉行｣と称された人々の政治的

諸権能の内容分析が不充分である｡ ⑤慶長期,当該地域における紛争解決への権力の対応の有

り様などの点を指摘できよう｡
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本稿は,研究史の汲むべ き処を継承 しながら改めて近世前期畿内周辺諸国における支配 ･行

政システムの基礎的研究を試みるための-の基礎作業をすることを目的とし,以下の課題を設

定する｡①検討対象地域を近江国とし,慶長期地域紛争の解決の支配側の対応 を抽出し,②京

都所司代添役的存在であった米津親勝が,一国を単位 とする ｢国奉行｣的位置へ と上昇 して行

く過程を彼の発給文書から見て行 く｡ ③併せて当該期家康側近 として諸国代官頭 とも称せられ

た大久保長安 と畿内周辺諸国との関係についても検討 し,④慶長期に設定 されたと説かれる

｢国奉行｣が慶長期以降如何に継承 されるのか,その性格の変容などについて見通 してみたい｡

⑤元和期には,如何なる支配システムが用意されて行 くのか｡而 して,寛永期小堀政一 ･五味

豊直両名が畿内の訴訟 を預かるに至る要因は,どの段階で準備 されてい くのか等などについて

考えて行 きたい｡

1) 高木昭作 ｢幕藩初期の国奉行制について｣ (『歴史学研究』431,1976年4月),｢幕藩初期の身分

と国役｣ (『歴史学研究』1976年大会報告別冊,1976年11月)｡後に 『近世国家史の研究』に所収,

1990年7月,岩波書店

2) 朝尾直弘 『近世封建社会の基礎構造』第5章,1967年3月,御茶の水書房,氏はまた ｢国奉行｣

を ｢国奉行制度｣として言及もしている (｢上方郡代と播磨の支配｣,『兵庫県の歴史』16,1979年

3月)｡

3) 鎌田道隆 季刊論叢日本文化4 『近世都市 ･京都』1976年2月,角川書店

4) 薮田貫 ｢摂河支配国｣論｣ (『近世大坂地域の史的分析』所収,1980年5月,御茶の水書房

5) 黒田日出男 ｢江戸幕府国絵図･郷帳管見(1)｣,『歴史地理』93巻2,1977年2月,｢国奉行｣につい

ては自治体史の叙述において多く見られるが,必ずしも個々に分析されたものではない｡例えば,塞

長期の国奉行は一国を単位に国役を徴発していたと,国奉行機能を前提にして理解している (『新修

神戸市史』歴史編Ⅲ 近世 61頁 1991年)｡｢国奉行｣を中世の守護公権に由来するものとする超歴

史的且独断的理解が見られることに ｢国奉行｣議論の不十分性を慨嘆せざるを得ない (水戸政満 ｢山

城国における農村支配の成立について｣,『京都歴史資料館紀要』8,1991年3月)｡

近世前期の畿内周辺諸国の支配構造の分析 を掲げながら,結局周辺の近江 を事例 とせざるを

えない事由について簡単に説明 してお く｡ 慶長期に限定 して言えば,摂津 ･河内 ･和泉は全域

的ではないにせよ豊臣領国であ り,山城 ･大和は禁裏 ･堂上方,興福寺の存在などの前政権以

来の関係の清算が大 きな問題であった地域である｡ これに対 して近江は,慶長 5年 (1600)9

月15日以降所領支配が全面的に入れ替ってお り,徳川氏の最前線の領国であった｡このため当

初より家康側近の奉行人達が近江の支配に関わってお り畿内周辺諸国における支配 ･行政の有

様を抽出できるのではないかと考えられるからである｡ 一方,単純且技術的な理由として史料

の残存度に規定されるところがあるのも事実である｡
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慶長期近江国の支配 (藤田)

当該期畿内周辺諸国の支配構造は,機構制度に優先する形で特定の人物たちにより担われて

いたことは先学の指摘するところである1)｡近江国においては,慶長期の米津親勝 ･元和期の

喜多見勝忠 ･寛永期の小堀政一により支配が展開されていた｡彼らは従来より ｢国奉行｣とし

て理解されてきた｡彼らに附与されたと考えられる一国を単位とする支配-行政 ･裁判権の内

容については必ず しも明らかではないように思われる｡ 米津の権能は喜多見勝忠とも小堀政一

のそれとも質的性格や歴史的性格を異にしていると考えられる｡

ここでは最初に慶長期の米津親勝を取 り上げる｡ 近江国における米津親勝の果 した歴史的役

割等について検討 して行きたい｡

米津は,藤蔵常春の長男で通称を清右衛門と言い,諒名は親勝,或いは正勝ともあり,三河

国に生れた2)｡｢米津ハ大御所ノ乳弟｣と伝えるものや3)｢大神君恩遇ノ士ナリ｣と伝えるもの

もあるが真偽の程は走かではない4)｡使番として家康に仕えたとあるが,委細は未詳である｡

慶長5年9月,関ケ原の戟後西国支配の前線基地である堺の政所として便番より成瀬隼人正

正成 ･米津活右衛門親勝両名が派遣されたとあり5),家康家臣団のなかでの位置を推測できる｡

これは,米津が畿内に現われる初見である｡ 併 し,堺政所 (堺奉行)としての具体像は殆ど不

明であり,普段は伏見にあってその政務に従っていた6)｡

慶長6年9月 ｢京都に所司代をおかる にゝ及んで米津活右衛門正勝 ･加藤喜左衛門正次と共

にまづ京の町奉行 をつとめ｣たとあるが7),これは ｢所司代板倉力介副ヲ勤メ｣とある如 く板

倉の添役的なものであったと考えられる8)｡

慶長 7年8月よりの近江国検地では検地奉行として愛知郡内の検地を担当している｡ この検

地奉行の人的構成の特徴から米津は大久保長安に連なる人物であったことが知られている9)｡

慶長8年2月,徳川家康将軍宣下の行列に米津親勝は参列している｡ この時,布衣を許され

ている10)｡

慶長 9･10年両年のうち9年は三河国検地に従っており,畿内で彼の動向は確認することは

できない11)｡翌10年,将軍職を秀忠へ譲った後,暫らく伏見城にいた家康は,9月15日下向に

際し ｢伏見御城御番所之覚｣を出し12),伏見城の守衛を命 じた｡｢御広間御番｣として西尾隠

岐守 ･米津活右衛門 ･牧助右衛門 ･山本新五左衛門の四名が記載されている｡ 同11年 9月 ｢伏

見御番所之覚｣13)においても変っていないことよりすれば,米津は10･11両年は伏見乃至は京

都にいたと考えてよいだろう｡ この伏見城在番士の多くが近江幕領支配等に関わっていること

が注目されるが,ここでは指摘するに留める14)｡

このことは兎も角,畿内周辺諸国での米津発給文書は,慶長11年以降に集中することと一致

する｡ 山城 ･近江における米津の位置は,板倉勝重の添役的なものであり,慶長11年より同15

年に至る5年間の発給文書は板倉等との連署であり,単独で政治的意志の伝達や紛争の解決に

預かれるものではなかったのではないかと考えられる｡ 慶長14年2月2日付徳川秀忠黒印状写
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に ｢-御蔵人の高不足の所ハ,先縄打のものに大久保石見もの ･板倉伊賀守 ･米津活右衛門も

の指添,水帳を以てつほ入いたし,不足の所をハ引取,有高を以可走事｣とあり15),畿内幕領

支配は板倉を中心 として大久保長安と米津親勝の両名が関与していたことが知られる｡

なお,米津親勝は慶長8年まで長浜の代官や摂津国 ｢芥川郡 大御所様御蔵入｣の代官とし

て地方支配にも関わっていた16)｡前者は関ケ原の戟後処理として長浜の御蔵管理等に関与した

ものであろう17)｡

1) 鎌田道隆 前掲書

2) 『断家譜』第-,286頁

3) ｢浪速武鑑評判｣,『大日本史料』第12編11,181頁

4) ｢関難問記｣,『大日本史料』第12編11,177頁

5) ｢累代武鑑｣五,『大日本史料』第12編11,180頁

6) 『京都の歴史』4,第5章第2節,528頁 また, ｢天下御統一の ､ち,板倉伊賀守勝重 ･日下部

兵右衛門定好 ･米津活右衛門ならびに-斎 (成瀬吉右衛門)仰をかうふ り伏見城の留守居奉行 と

なる｣とある (『寛永諸家系図伝』第十,191頁)｡

7) 『徳川美紀』第二簾,204頁

8) 4同前

9) 曾根勇二 ｢片桐且元と大久保長安系の代官について｣,『日本歴史』507,1990年 8月,拙稿 ｢慶

長七年近江国検地を廻って｣,『ヒス トリア』129,1990年12月

10) ｢当代記｣,『史籍雑纂』第二,80頁

ll) 『安城市史』資料編113頁 山本英二 ｢幕藩初期三河国支配の地域的特質｣,『囲史学』138,1989

年 5月 山本氏は米津を ｢幕府出頭人｣の一人として理解 しているが,根拠が示されていない｡

12) 内閣文庫所蔵 ｢古文書｣五

13) 同前

14) 近江国浅井郡五村の ｢御堂屋敷之儀｣につ き百姓等が ｢伏見御奉行衆｣-願い出てお り,幕領

村 よりの訴訟等に関与 したことが窺われる (｢杉江文書｣慶長年間 6月21日 日下部善介書状,

『東浅井郡志』巻四,87頁)｡

15) 近世法制史料叢書 2『御当家令条』231頁

16) 元和 9年 3月 6目 安威村井関二付太田村等連署言上状 ｢清水家文書｣,『高槻市史』第四巻(コ

497頁

17) 『近江長演町志』第一巻 本編上 237頁,なお,米津は慶長10年代三河国碧海郡安城村などの

幕領代官を兼ている (慶長15年 8月29日 成瀬 ･安藤連署草苅走書写 ｢西尾町内会文書｣,『安城

市史』資料編279頁)

米津の動きを知るには余 りにも活動期間は短 く,従って発給文書も少い｡限られた発給文書

のなかより米津の行動を中心に具体的に検討 して行きたい｡
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慶長期近江国の支配 (藤田)

[史料 1]1)

以上

伊賀国上柘植村と甲賀郡之内和田 ･五反田両村と山之出入之事,各開届候,先年両国之侍

衆十人宛出合,以相談判状仕候上者,如前々和田 ･五反田村より山手米上柘植村へ納候而,

山江入可申候,伐如件

慶長十一年九月二十三日

大 石見守㊥

板 伊賀守㊥

米津浦右衛門㊥

甲賀郡

聖反錯 惣百姓中

[史料2]2)

己上

江州蒲生郡之内竺観 相蒲生適 鞄 古屋敷二新町を立,壱間二付地子銀子参匁宛之積,荒

地開令申由尤候,左様二候-ハ千石夫壱人彼郷中之高引可被申候,屋敷地子之分千石夫之

夫銭育余候間,如此候,但新町者諸役可為免許者也

米 清右団

慶長十一年
十一月十三日

板 伊賀㊥

大 石見⑳

権 小三㊥

青山孫平殿
まいる

史料 1は慶長11年9月23日,伊賀国上柘植村との山出入に対し板倉 ･大久保と連署して近江

国甲賀郡和田村 ･五反田村惣百姓-上柘植村に対 し ｢山手米｣を納入するよう命じたものであ

る｡史料 2は同年11月13日,青山孫平-知行地における千石夫一人免除を権田 ･大久保 ･板倉

とともに申渡したものである｡史料 1･2ともに大久保の加判が見られるのは,この時期大久

保は家康に従い上洛していたことと3),史料 1が国を越えての争論であること,2は千石夫徴

収に関わる問題であったからと考えられる｡権田小三郎の加判は,蒲生郡内幕領の代官であっ

たからである4)｡

[史料3]5)

謹言上

江州蒲生郡羽田村之内,中羽田 ･下羽田と先々∂入組之所-,中羽田百姓当正月十一日ニ

- 75-



人 文 学 報

(を)

草 をか りこ参候所を,下羽田二介 ･弥右衛門罷出, りふ じんこ中羽田又右衛門尉 之 きり

ころし申,又一人ハむこと申者作 を仕居申候- とも,場所-出相中候所こ,これこも手を

おらせ申,何共めいわく仕候,右之儀御ふ しんこおほしめ し候ハ ､, りんかう- も被成御

尋,被聞召分被仰付被下候ハ ､,恭奉存候,以上

正月十七 日

御奉行衆様
進上

(裏書)

｢右之分 目安あか り候間,可致返答書候,以上

慶長拾四年
三月十七 日

下羽田村
百姓中

中羽田村
惣百姓中

米 活右㊥

板 伊賀㊥

｣

[史料 4]6)

急度 中人候,其地金勝寺二往古以来御輪旨井頼朝 ･尊氏家御下知等数通在之由,今度達

上聞,右之書物被成御覧候,依之彼寺為霊地之間,金勝寺境内之山林竹木張不可伐採之旨,

被 仰出候,彼境内近辺某領分之由候間,右之通百姓等二念を入可被仰付候,此旨我等へ

堅被仰出候間,為御心得申入候,恐憧謹言

節那指
板 伊賀守

名判

米酒右衛門
名判

戸田砦鞘様
人々御中

[史料 5]7)

御 目安写

乍恐申上候

-去年∂中上候右近知行之北内貴 ･東内貴山之出入之儀二付而,只今時分之儀二御座候へ

ハ,山八分二田地御座候故, くろか りいたし候処二,東内貴6弓 ･鑓こて当座二両人を

打 ころし申候,其外七人手負い御座候,此趣ニロロ被仰付被下候ハ ､,恭可奉存候,以

上

(慶長十四年)

五月十八 日
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慶長期近江国の支配 (藤田)

御奉行様
(裏書)

｢右之御 目安あか り候間,可致返答候,以上

東内貴
百姓中

板 伊賀 印判欺

米 活右 印判欺

｣

[史料 6]8)

乍恐 中上候

一江晶堅田れ うLと申ハ,昔より今迄不相替,いつれの浦二而 もあみをおき申御事二候,

当年長浜お もて海二両あみをおき候ハんと,船 さし懸 り申候へハ,ない(竪琴 思せん殿 よ

り御おさ-被成候間,則御内之御代官衆を以,色々埋 り申上候-共,御承引無御座候事

-去年迄長浜おもての海二而あみをおき候-共,相替義解御座候に,当年あたら敷御事被

仰,何共めいわ くに存候故,扱如此中上候,御沙汰被成候て可被下候,右条々如件

(慶長十六年)

三月廿七 日

御奉行様
(裏書)

｢右 目安上候,返答仕,早々公事こ可罷出者也

亥
卯月八 日

内藤都F'守殿
御下代衆

堅田れうし

又右衛門 (花押)

か兵 衛 ㊥

源 介 (略押)

助右衛門 (略押)

五良介 (略押)

大 石見㊥

米 酒右田

板 伊賀⑳

｣

[史料 7]9)

｢権現様御代御言登文｣

江州堅田あ ミの事,如前々いつかたの浦々にて引候共,不可有異儀候,任先規旨如此候也

慶長拾六裏年 米 活 右田

卯月廿六 日 宴藤笥転守㊥
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江川
堅田あミの者中

大 石見守㊥

板 伊賀守㊥

史料 3･5･6は地域紛争に対する目安の裏書であり,近江国においては基本的には板倉と

米津の両名が管掌 していたものと考えられる｡ 史料6の大久保加判は,後陽成天皇譲位そして

後水尾天皇即位に伴い上洛した家康に従って在京 していたためである｡

史料 7は堅田の特権を認めた裁許状である｡この日,志賀郡志賀村と茨木村との ｢あみ引｣

についても裁許をしている10)｡安藤重信の加判は,大久保と同様である｡

史料4は古利金勝寺の山林竹木伐採禁止の上意を周辺の領主や代官-伝達 したもので,同日

付で代官駒井猪介 ･吉川半兵衛へも送っている｡ 6月28日には栗太郡今宿村外9カ村と同坊袋

村外11カ村へ対 し山年貢の末進分を含め寺納を申渡している11)｡

[史料8]12)

尊札拝見申候,石馬寺千石夫之儀被仰候,尤明日'#% 'へ其理可申候,恐憧謹言
(慶長十四年)

八月十八 日

円光寺
尊答

笠 久汚7EEG)

[史料 9]13)

江州石馬寺

一千石夫之事

-山林竹木之事

-諸役御免除之事

右条々御年寄衆-致相談候へハ,尤可然之由被仰候間,如此候者也
(慶長十四年)

酉十月廿三日 大 石見守 (花押)

米 酒 右 (花押)

円光寺座下

史料 9は神崎郡にある石馬寺-対 し諸役免除等を申渡したものである｡ ここでは大久保連署で

あり内容的には史料 2と関連するものである｡ 史料8は ｢石馬寺千石夫｣につき大久保がその

徴収に関わる立場にいたことが推察される｡ 事例が少く推測の域は出ないが,大久保加判のも

のは,千石夫や小物成徴収権に関わる場合であることが分る｡
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以上, 9例の史料から慶長11年 より16年頃まで米津は板倉と一緒に近江国での支配に関与 し

たことを知ることができた｡二次史料である後年の訴訟史料 よりからもこのことを裏付けるこ

とがで きる｡ 例えば,志賀郡伊香立村 と葛川村 との入会山争論において ｢慶長拾六年山之儀二

付,山門行者衆∂ 目安上 り,板倉伊賀守様 ･米津活右衛門様 ･大久保石見守様御三人之御前二

而対決仕候｣ とある14)｡また,坂田郡梓河内村 と長岡村 との立合山争論についても ｢七十三年

いせんこ申ふん出来仕,板倉伊賀守様江罷出候所こ,田徳米ハ とり申さす山-立入候様こ と,

米津活右衛門様 ･安藤対馬守様 ･大久保石見守様 ･板倉伊賀守様御連判御折紙被下｣ とあ り15),

板倉 ･米津 を基本に必要に応 じて大久保や安藤が加判 していたことが知 られる｡

1) ｢西川氏所蔵文書｣,『甲賀郡志』上 360頁

2) 東京大学史料編纂所架蔵影写本 ｢西大路共有文書｣

3) 史料纂集 『舜旧記』第二,252頁

4) ｢堀井文書｣,『滋賀県八幡町史』下,128頁 なお,この日米津は大久保 ･片桐 ･板倉と連署で

｢山門領与西教寺領出入｣につき坂本西教寺へ申渡しをしている (東京大学史料編纂所架蔵写真帳

｢西教寺文書｣)0

5) ｢板谷宇一家文書｣,『八日市の近世史料』八日市市史 第六巻 補遺 81頁

6) 東京大学史料編纂所架蔵写真帳 ｢金勝寺文書｣

7) 水口町文化財調査報告書 第七集 『北内貴川田神社文書』54頁

8) 東京大学史料編纂所架蔵影写本 ｢堅田村漁師共有文書｣

9) 同前

10) 東京大学史料編纂所架蔵写真帳 ｢尾花川共有文書｣

ll) 6同前

12) ｢石馬寺共有文書｣,『五個荘町史』第三巻 史料1 230頁

13) 同前

14) 延宝 6年卯月 入会11｣争論二付江川志賀郡伊香立村惣百姓連署言上状案 (東京大学史料編纂所

架蔵写真帳 ｢八所神社文書｣)

15) 天和 3年11月 立合山山論二付坂田郡長岡村言上状案 ｢日向家文書｣,『山東町史』史料編 577

頁

慶長16年 9月以降,米津 は山城国検地 に従い1),12月20日前 より板倉 とともに駿府へ下向

し2),翌17年 5月15日御暇を賜い3), 6月 1日帰京するまでの半年間京都を離れている4)｡帰京

後初めて単独発給文書が見 られることは,駿府下向が米津に何 らかの権限拡大を麗らしたので

はないか と思われる5)｡

ところで,『中井家文書』所収の ｢諸事触下覚｣ より米津 を近江国の国奉行 として理解 され

てきたことは周知のことである｡ ここでは,回奉行の性格等について検討するのではな く以下
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の史料 を見て行 きたい｡

[史料10]6)

尚以,ロロロロロ持参候て御勘定可相究由, 御誌候,又伏見にて負 も書立,別昏二

進之候

急度申入候

-伏見井駿府二而御勘定負払勘定可仕由,御読二候,勢州 ･濃州∂上方之分御代官衆不残

御触候て可被成御越事

-末之年迄之分かずへ米共二今度皆済可仕由,御読二候間,其御心得候て,金銀払札持参

候様二堅可被成御触事

-酉年分指出是又仕可上せ可被仰渡事

右之分何茂堅被仰渡可有御下候,為其申入候,恐々謹言
(慶長十五年)
二月十六日

板 伊賀守殿

米活右衛門殿
まいる

右之分被仰越候間,則写進之候,御披見候て無油断御勘定二可有御下候,以上

成

二月廿二 日

小堀遠江殿
まいる

[史料11]7)

(本文略)

(慶長十五年)

三月十一 日

板 伊賀殿

米清右衛門殿

右之旨駿府61申来候間,則写進之候,少 も御油断有間敷候,以上
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三月十五日

上林徳順

米 酒右⑳

板 伊賀

[史料12]8)

尚々,連判者無之,壱人之判形書出候共,可有御持参候,以上

急度申入候,伊去戯 埠 巳来奉行衆連判被致拝領候衆,只今御宋印可被成下候間,右連判

之書出可指上旨 御意候,此糊御朱印無御頂戴衆者,御知行上可申候間,早々憶成者二為

持被越候様二近江国中諸給人衆へ急度可被仰触候,恐々謹言
(慶長十七年)

十二月甘五日

米活右衛門様

安 帯刀

大 石見

成 隼人

本上野介

右分駿府より申来候間,写をいたし進候,少も御油断有間敷候,己上
(慶長十八年)

正月甘一日

山岡後家

米津活右印

史料10は,畿内周辺地域幕領代官の年貢勘定を駿府で査検するため代官へ駿府下向を督励 し

たものである｡10では備中の代官の一人である小堀政一へ,11では本文は10と同旨であるため

省略したが,宇治の代官上林徳順へ板倉 ･米津両名が伝達したものである｡ 併し,代官の下向

は捗らず5月2日横倉 ･米津両名は再々度督励 している9)｡

史料12は,近江 ･大和 ･美濃等の諸給人及び寺社-対 し慶長五年以来の ｢連判之書出｣を差

出させたものである｡ この日,米津は比牟礼八幡神社 ･天神社 ･綿向神社 ･徳勝寺 ･松尾寺へ

伝達 している10)｡米津は近江国へ ｢仰触｣るべき立場にいたことが分り,大和では大久保長安

が同様の位置にいた11)｡

慶長15年5月以降同17年12月迄の間に ｢触｣の伝達を板倉連署より単独でできうる位置に変

化を来している｡ このことは,叙上の ｢諸事触下覚｣の年次推定をより限定できるであろう12)｡

Ⅲで見たように慶長16年では,板倉とともに近江の訴訟を担当しており,7月3日には板倉と

ともに東海道路次の駄賃札の制作を中井正晴へ命じている13)｡

史料10･11の慶長15年段階では,末だ畿内及び周辺の非領国-の触伝達のル- トは完成され

ておらず,同17年に至 り一国一名か二名の触伝達責任者を任命することにより後に ｢国奉行｣
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と称されるシステムの淵源が準備された,と言えよう｡

米津が近江国一国-の触伝達の責任者として任命された事由は,以前よりの関係と思われる

ほか積極的な理由はない｡慶長17年 5月 3日,駿府滞在中の米津は,愛知郡百済寺衆徒中へ

｢御朱印之儀｣につき条書を遣わしている14)｡板倉抜きで発給できる位置へ変化 していたと見

倣すことができよう15)｡

1) 『本光国師日記』第一,76頁

2) 慶長16年12月22日金地院崇伝書状 『南禅寺文書』中,234頁

3) ｢駿府記｣,『史籍雑纂』第-,233頁

4) 史料募集 『舜旧記』第三,227頁

5) 慶長17年 2月13日,駿府滞在中の米津は,江戸年寄衆 (土井 ･青山)や大久保 ･板倉とともに

碁打衆-の扶持米支給を代官鈴木左馬之助と杉田九郎兵衛-命じている (｢碁所雑記｣,『大日本史

料』第12編1,233頁)｡また, 3月23日駿府年寄衆 (本多 ･安藤 ･成瀬 ･大久保 ･村越 ･)や板

倉 ･彦坂 ･畔柳 とともに三河国築山妙昌寺へ ｢山境出入｣について申渡しをしている｡このこと

は,初期奉行人等の発給文書は現任地主義ではなかったかを窺わしめる (｢妙昌寺文書｣, 『豊田市

史』七 資料上 近世 238頁)0

6) 滋賀県東浅井郡浅井町 ｢佐治重賢氏所蔵文書｣

7) 京都大学文学部博物館所蔵 ｢上林家文書｣

8) 内閣文庫所蔵 ｢古文書｣五

9) 6同前

10) 東京大学史料編纂所架蔵写真帳 ｢比牟礼八幡神社文書｣･｢綿向神社文書｣･｢海津天神社文書｣･

｢徳勝寺文書｣, 『本光国師日記』第二,12頁

ll) 十津川歴史民俗資料館架蔵写真帳 ｢十津川宝蔵文書｣

12) いま,4月6日付 ｢諸事触下覚｣の年次を検討すれば以下の如 くになろう｡｢諸事触下覚｣は,

江戸秀忠付年寄連署で, しかも家康付家臣が書き上げられていることに着目すれば双方が江戸乃

至駿府で相会した時に出されたものと考えるのが妥当であろう｡慶長17年3月17日,徳川秀忠は

駿府へ入 り家康に会っている｡この時,本多正信 ･大久保忠隣 ･酒井忠世 ･土井利勝 ･青山成重

等が屈従している (｢駿府記｣)｡大久保長安 ･板倉勝重 ･米津親勝の両三人も駿府に滞在 しており

発給条件は整っている｡ しかも, 5月11日に申渡される名古屋城 ･禁裏普請は ｢諸事触下覚｣を

発給する条件を満し,名古屋城 ･禁裏普請担当奉行は ｢諸事触下覚｣に記載される奉行とその殆

どが重複することが分る (｢古文書｣五)｡また,土井利勝が加判の列に加わるのは慶長15年であ

る｡翌16年は上述の条件を満たさず,従って状況証拠の域は出ないもののこの ｢諸事触下覚｣は,

慶長17年4月6日に出されたものと比定しておきたい｡

一体, ｢国奉行｣の議論は慶長期に作られたものと理解されて来ているが,史料用語としての

｢国奉行｣が慶長期の史料に現れないのは何故であろうか (黒田日出男前掲書)｡就中,村落間の

紛争を巡る訴訟文書に ｢御国奉行北見五郎左衛門様｣(｢蒲生町有文書｣) とか ｢江川御国奉行小堀

遠州様｣(『近江伊香郡志』上)は見えるが,慶長期には現われない｡慶長期の小堀政一について

も同様である｡この事実は,何を意味しているのであろうか｡

慶長14年 5月 3日,家康は ｢諸国銀子灰吹井筋金吹分｣を禁止 し,駿府年寄衆は小堀政一へ

｢備中一国之儀,御給人衆へも堅可被申触候｣と,申渡している (｢佐治重賢氏所蔵文書｣)｡また,

元和 7年頃と思われる11月16日付中沼左京宛松花堂昭乗書状に ｢(小堀遠州)此頃河内二国廻二御
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出候よし侯｣と,小堀が河内国奉行として国内を巡検している様子を報じている (『遠州の数奇』

162頁)｡一国内へ触を伝達する主体としての小堀と一国内を巡検する立場としての小堀には,そ

の管掌する職務なり性格に段階的な相異があったものと考えざるを得ない｡元和期に入り村落間

の紛争を扱える ｢国奉行｣が出現することは,慶長期のそれとは明らかに性格を異にしょう｡

従って,慶長期畿内周辺諸国における紛争の扱いには異なったシステムが運用されていたのでは

ないかと思われる｡

13) 『大工頭中井家文書』119頁

14) 東京大学史料編纂所架蔵写真帳 ｢百済寺文書｣

15) とは言い条,慶長17年 9月11日 ｢大仏御敷石舟二つミ申候出入｣につき志賀郡北小松惣中は

｢打下衆｣の ｢いわれさる儀｣を ｢伊賀様 ･ゑの木田活右衛門殿｣へ訴えている｡米津に訴訟を受

理し得る権能は附与せられなかったものと言える (｢小松音羽山論目録｣,滋賀県立図書館架蔵写

真帳 ｢滋賀県史採集文書｣39)｡

近江国への触伝達責任者 としての米津は,慶長18年 2月には ｢米津清右衛門御折艦｣ とあ

り1), 5月 2日には阿波国へ流罪となっている｡その理由を西洞院時慶は ｢米津田酒石衛門検

地ノ｢ニ下代紛及迷惑由,初而聞｣ と,記 している2)｡これは,前年10月の摂津芥川郡原村の

神峯寺朱印地の検地に関わっての不正 と考えられ3),同19年 2月22日配所先で切腹を仰せ付け

られている4)｡

慶長18年 4月25日,大久保長安は死去 し,｢諸事触下覚｣に記載された大和 ･近江 ･美濃三

カ国の担当者が消えた｡米津親勝の事実上の失脚は,大久保と近 しい関係にあったためとも伝

えている5)｡

慶長 5年10月22日,早 くも大久保長安は京都へその姿を現 しており6),禁裏 ･公家,寺社の

領地の問題に関わっている｡ 前に述べた如 く大久保は,千石夫 ･小物成徴収や国絵図の作成に

関わる一方,海陸交通の整備や所領支配を超えた紛争の扱い加判するなど畿内周辺諸国の支配

にも関与 していた｡同6年の知行宛行状や伝馬宿綻等には必ず加判 してお り彼の担った役割の

一端を了解することができる7)｡

近江における大久保長安発給文書は,米津のものと重なるものが多いが,板倉と連署のもの

や間接史料等 より彼の権能の一端を垣間見ることが出来る｡

高島郡海津村天神社社領を巡 り慶長 7年 9月21日,大久保長安下代官自崎忠右衛門尉は ｢一

社領御訴訟之儀,此中無由断方々頼申候様子委石見守殿へ小堀新介殿御語被成候 (中略)然者

先高五石只今御加増被成候間,海津浜領之内二而相渡 し候- と,石見守殿被仰候｣と,伝えて

いが )｡また,同 8年 9月 7日小堀新介は ｢木本寺領五拾石,すかなミの寺三拾石分高を御引

候而可有御勘定候,一両日以前二大石州にて勘定衆二共通書付渡申候｣ と,彦坂九兵衛へ申し
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入れている9)｡両者 とも慶長 7年検地に基づ く寺社領の変更に関るもので,大久保が宰領して

いたと思われる｡

前にも見た千石夫等諸役徴収についても再度見てみよう｡

慶長 6年 9月 2日,大久保長安下代官林伝右衛門尉は伊香郡森本村大夫へ ｢森本舞々大夫井

陰陽大夫共之事,人夫等之儀令免許｣ることを申渡 している10)｡同9年間8月 5日,｢くわの

みぢ高四百石余之所,出家衆手作 卜致候処こ,普請役等あたり候由に候,彼衆せい僧こて御座

候,右之普請役赦免可被成候｣と,蒲生郡桑実寺-の普請役免除を板倉 と連署で代官伊道意斎

へ申渡 した11)｡同12年11月24日,草津宿の田中九歳へ ｢草津郷其方手前諸役儀之儀,先御代こ

佐野舶 殿 ･新庄貨聖被仰付候時之ことく今度も赦免候｣と,申渡 している12,｡萎能民への人

夫役 ･活僧への普請役 ･草津宿本陣を勤める田中九歳への諸役儀それぞれの免除は,大久保或

いは板倉のもとで決定された｡即ち諸役の許認可権は両者において執行されたのではないかと

推察される｡

次に,地域紛争における大久保の関与についても見て行こう｡

慶長 9年 8月30日,大久保 ･板倉両名は ｢江州いかこ廿七ケ村庄屋百姓中｣-対 し ｢水門

答｣の仔細を尋ねるべ く召喚 している13)｡これは家康の直裁となり,閏8月14日 ｢年来無之所

二而候 も水ひかせ可申由,被仰出候｣と,上意を申渡 した14)｡この日,野洲郡矢島村-も ｢八

嶋郷与はりまだ村与水門答｣につき双方談合するように申渡 し15),何れへも ｢けんくわ｣等の

私裁を禁じている｡ また,蒲生郡の日野山は近郷二十ニケ村立合山であったところ,その柴草

苅 りを巡って前政権以来争論が続いていた｡慶長8か9年頃 ｢日野の者も被人様に致 し候に付

争論に相成,双方 より御訴訟申上,板倉伊賀守殿 ･大久保石見守殿 ･小堀新介殿にて度々御吟

味請候得共,利非不相分候二付,対決被仰付候｣とあり16),所領支配を越える地域紛争では大

久保が関与 していたことが分る｡

慶長10年前後のものと推定される9月 1日付大久保長安下代官四名連署状は ｢今度貴所御知

行分大口村百姓共 石見守方へ目安を上申候付而,我々共二様子承届,能可申之由被申付候間,

御手代衆と申請,段々申渡候｣ と,朽木元綱へ伝えてお り私領内の出入へ も関与することが

あったことを窺わせる17)｡

以上掲げた事例は,近江国において米津が行動を開始する以前のものであるが,大久保が所

謂代官頭 として行使 した諸権限の一端とも言えよう｡

大久保個人が体現 していた石見銀山 ･佐渡金山支配及び諸国の幕領支配は,それぞれ次代の

奉行や代官-継承 されて行ったが,畿内周辺諸国での彼の担った役割一大和における役割は別

として-はどのように引き継がれていったのであろうか｡

慶長16年 7月3日,越前より近江国伊香郡大浦海道へ出す米荷物を巡 り ｢大浦惣谷百姓中｣

は,｢かいつ衆｣の新儀を板倉 ･米津 ･大久保-訴えている18)｡この争論は,所領支配を越え
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たもので,また海道を巡っての問題であったためこの三人へ訴えたものであろうう｡ この争論

の顛末については不明であるが,かかる問題については大久保が関与するものと考えて置きた

い｡同18年 7月 5日,所司代板倉勝重は,越前山中村へ宛て ｢一,当所より江州上下往還之儀,

海津 ･大浦いつかた成共,荷物其者望次第可罷通事｣など三ヶ条を定めている19)｡

また,同年3月21日禁中普請の千石夫につき近江神崎郡の石馬寺は以前のごとく免除するこ

とを代官増島左内手代へ伝えている20)｡この時,大久保は駿府で病床のもとにあり,米津は失

脚していた｡大久保 ･米津が管掌していた職務を板倉が継承 していたのではないかと思われる｡

1) ｢義演准后日記｣十八

2) ｢時慶卿記｣三十五

3) 『大日本史料』補遺 第12編10,348頁

4) 『武徳編年集成』下巻,171頁

5) ｢慶長見聞書｣五,『大日本史料』第12編11,175頁

6) ｢時慶卿記｣三十五

7) 慶長 6年 1月,大久保長安は伊奈忠次 ･彦坂元正と共に水口 ･土山宿へ宛て ｢御伝馬之走｣を

遣わし (｢土山町役場所蔵文書｣),7月2日には大津-宛て五ヶ条の ｢綻｣を遣わしている (｢居

初庫太氏文書｣)｡これは,大久保が街道の整備に深 く関わっていたことと中世以来湖上交通の要

衝の地であった都市大津支配に乗 り出したことと関連し,｢大津町奉行｣と伝えていることと符号

する (『新修大津市史』)第三,282頁)｡また,2月3日に山門三院 ･石山寺へ,3月5日に伊達

政宗へ,5月23日には飯田源一郎へそれぞれ寺領 ･知行の宛行を取り次いでいる (｢延暦寺文書｣,

『本光国師日記』一,『伊達家文書』,｢大阪城天守閣所蔵文書｣)｡

8) 東京大学史料編纂所架蔵写真帳 ｢海津天神社文書｣

9) 東京大学史料編纂所架蔵写真帳 ｢浄信寺文書｣

10) 東京大学史料編纂所架蔵影写本 ｢森本村共有文書｣

ll) ｢桑実寺文書｣,『近江蒲生郡志』巻七,268頁

12) 滋賀県草津市 ｢木下良三家文書｣

13) 東京大学史料編纂所架蔵写真帳 ｢日吉神社文書｣

14) 『近江伊香郡志』中,134頁

15) 滋賀県守山市 ｢矢島共有文書｣

16) ｢山論鉄火裁許訳書｣,滋賀県立図書館架蔵写真帳 ｢滋賀県史採集文書｣70

17) 東京大学史料編纂所架蔵写真帳 ｢朽木文書｣

18) 東京大学史料編纂所架蔵写真帳 ｢蓮敬寺文書｣

19) ｢敦賀志｣三,『敦賀市史』史料編5,716頁

20) ｢石馬寺共有文書｣,『五個荘町史』第3,史料1,231頁 なお,増嶋は ｢百済寺代官増嶋左内｣

と見える (『本光国師日記』第二,35頁)｡

慶長期近江の支配について米津親勝を中心に見てきた｡史料引用が多いため最初に掲げた課
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題に応え得るものには程遠い印象を残すこととなった｡以下に,本稿の要点を纏め,元和期へ

の展望を提示 しておきたい｡

慶長期近江の支配は,所司代板倉勝重を基軸とし,知行宛行,諸役 ･小物成徴収等の問題一

知行体系一については大久保長安が介在 した｡米津親勝は,板倉勝重と共に訴訟を扱うことが

でき,慶長17年頃に至 り漸 く触の伝達において単独で文書を発給するに至った｡蓋,近江国に

おいては,板倉 ･大久保両名が家康及び将軍の意志を体現することができ,米津は彼 らを補完

するに過ぎない位置にあったと言えよう｡ 慶長18年,図らずも米津の失脚 ･大久保の死去に伴

い叙上の構図は転換を余儀なきものとする｡ 翌19年 ･元和 1年は,｢三四年は大坂御陣にて諸

役人衆公用に無暇時節｣であり民政については殆ど不明である1)｡

慶長期近江国の支配構造を図式すれば下図の如 くになろう｡ 慶長10年までとそれ以降とでは

異なるが,17年頃を念頭において示 したものである｡図の米津親勝の位置を取って代るのが喜

多見勝忠である｡ 元和 1 (1615)年 9月14日,江姦諸浦惣代堅田村より継 目御朱印を願い出た

ことに対する裏書の9名著判の最初に加判をしている2)｡

摂津 ･河内では,元和 1年 5月28日片桐

且元の死去に伴い久貝正俊 ･曽我古祐の両

名が喜多見勝忠と同様の位置に現れて来る｡

大久保長安個人が体現 していた諸権限は,

板倉 ･小堀 ･久貝 ･曽我 ･石河 ･五味等の

新たな奉行人-と分有されて行 く｡ 前に見

た訴訟を扱える ｢国奉行｣の時代が到来 し

たと言える｡ 併 し,畿内周辺諸国での支配

の有 り様は,"人"を中心 とするものに変

化はないものの所司代を中心とする形に編

成されて行 く｡ 元和期以降については,吹

稿で展開する｡

1) ｢山論鉄




