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会誌「 山城志」の誕生によせて

会長  神  谷  和  孝

此度、「 備陽史探訪の会 」発会以来の念願がかなって、会誌としての「 山城志 Jを 、会

員全員にお届けすることが出来ることにな りました。当会は発足以来、会員の皆様の御協

力と、役員の奮闘の甲斐あって、順調に会員数 も増加し、福山を中心に備後地方では、当

会の存在が知られてくる中で、会誌がないと言 うことは、「 画龍点晴を欠 く」ことになる

のではないかとの、キツイ会員の方の言葉が、会誌の発行に踏み切る大 きな励げましにな

りました。

御存知の方 も多いと思いますが「 山城志」は当会の古墳・城郭研究部会の研究紀要とし

て8号 まで発行され、予算の都合で
｀
会員や一般の希望者には、実費で購読していただい

ておりました。

会員の会誌を発行して欲しい。役員達の、なんとか会員全員に会議を配布したいとの双

方の気持が高まり、それと経費のや りくりがなんとか出来 ることで、此度、会員の皆様の

お手許に「 山城劇 力
'届

くことになりました。

会員の皆様にお届けしたと言うことで、「 山城志」が、今までの古墳・城郭研究部会の

研究紀要と言う性格か ら、更に飛躍して、会誌と言う性格を持つことにな りました。

会誌と言 う性格を持った以上、皆様、会員の一人一人が、今後「山城志」を大きく育て

ていく役割を持たれたことにな ります。育てると言うことは、歴史に関して、どんな事が

らでも結構ですか ら投稿して内容を豊かにして下さることであり、そのことを通して自ら

も成長していくのではないでしょうか。

会誌の内容で、 その会の性格や、活動内容がわかると言われます。言いかえれば会誌が

その会のパロメーターの役割を果しているのです。

「 山城誌Jは今回で9号 とな ります。今まで「 山城誌」の発行の中心的役割を果してこ

られた田口義之氏をはじめ、城郭・古墳研究部会の諸氏の御苦労を謝するとともに、更な

る当会の充実と会誌「 山城志」の充実を祈 らずにはおれません。

昭和 61年 12月 吉日
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はじめに

ここでは 9・ 10世紀の「海麟漱の考察を行

なうことによって、例えば戸籍・計帳、班爾

収授法で人間と土地を直接把握 していた律令

[至蟻量曇史雲馨為:塁理『殿機言:』匡ふ
進行しているのかとい う整理の一助にしたい。

さで「 海賊 」とい う言葉か らは、中世の瀬

戸内・志摩等の海賊衆、もしくは海上を横衛

基与讐班璽嘗Iξ撃ヂ雪こ孫昌二k禁「 量管

て盗賊的なものであったのだろうか。支配階

級の験を通して「 海賊 」と史料に記されてい

るのではあるまいか。

ここで1ま 、当該期の「 海難 がどのような

存在であったのか、また何如なる活動をして

いるのかということを取 り上げ、最初の問題

設定に追 りたい。

1「 群盗」=「 撻党」の系麟と「 海賊」

た∫霞麿l』鷺量を腰『動姦し]言ET雹喜抵
争醤≧TI饉暑爵継堡書癸i31ム曇書負:1

2曇鵞民刃史繕F蓋急£姦逸菫源象脅Lil
圏裏だ為:曹iよ点島よ潟Ё暑貫會Fの

律令
ちなみに「 良吏 」は、中央政府にとっての

地方官の位置付けであって、円滑な班田農民

の把握と国家的収奪の確保が要求されてお り、

裏返って「 悪吏 」に成 り得 り、 9世紀末か ら

10世紀初頭にかけて、その政治的位置・役

黎を喪失していく存在である。

この伝記に、保則が大宰大式として九州に

在った時、次の様な記述がある。

其筑前筑後肥前王国、尤為群盗之薮沢焉、

郷間騒擾、道路隔絶、人民有蓄積者、皆被

殺略、行旅有資儲者、無有令治、前年府官

及曇司、発兵捕殺、凶党弥熾、不能禁止、

実際筑後国では 883(元 慶 7)年に、「 群盗

百許人獲守従五位上部朝経鶴酉館、射殺御爾、

掠奪財物、」という事件が起こってお り、

「 群盗 」の構成員からして国衝内部の紛争が

保冤喜璽[il〔 鴛λ[奮言譜釜冒帯[曇『

『 藤原保lll伝 』では、「 群盗 」=「 凶党 J

を組織するのが「 流浪之輩 」、「 良家子弟 」、

「 握吏僕従 」であると述べてあるが、「 流濃

之輩」こそ「 富豪浪人=富豪層 」と呼ばれる

存在であろう。彼等 :ま 農村で律令allを 解体さ

せた中心勢力で、大量の稲穀などの動産を書

積して、私営田、私出挙を営み、班爾農民の

没落と「 富豪層 」への従属が進行 して、律令

tllの 基盤が崩壊するのであ?。 この「 群盗 」

を組織する「 渠舞」として、豊後前介中井王

が挙げられる。彼は解任後 も私営田経営に於

いて、椰司・百姓を暴力的に取 り込んだので

あり、この行動を支えたのが、「 結党郡居 J

し、「 同悪相済 」する「 凶党 」であろう。

また彼等は、在地に於いて初期荘園の経営に

努め、それは国務を妨げるという形で発展、

渡立してくるのであT。

『 藤原保則伝ではこの「 群盗 」について、

「 国之民大半為盗、今悉構雨殺、驚量落之内、

間而無人 」としており、有勢浪人 (=聯 盗」

を組織する「 流浪之輩 」)の検括命令に際 し、

「 土民許容爾不寧 」とあるように、班田農民

と「 結合 」していたのである。

このように「 群盗」=「 凶党 」は、律令鐵

家に武力を以って闘う存在であると共に、在

地の有力者の支配の為の暴力装置という二菫
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の性格を有してお り、この「 群盗 」=「 凶党」

の一翼を担 うものとして「 海賊 」を提えるこ

とができるので :ま あるまいか。

799(延 暦 18)年に、備前国児島郡では

「 勢家豪民 」が山野浜島を占有してしまい、

億唇1ま][糞 :彗鞭
『

″轟歴霞古進菖徴藤貫

等 3千余人が「 王臣家牒 」に依 り淡路国へ来

雷進墓猶量児]『ξ I口 [h!省 色響:3魯サl量

の初期荘爾 (=私的大土地FTr有 )獲得の動き

と、「 群盗 」=「 凶党 」との結託の様相を示

す ものだろう。

866(仁 rl13)年に菅原道真は守 として讃

予冒i馨象χ逸「 lF§警警畠言[[l奪 ]、

彼等は何れも貧しく、寒天下の生活に書しむ

者である。その中で、海で生活する人々に関

してtま「 賃懸人 」、「 鋳魚人 」、「 売塩入」

が挙げられる。「 賃船人 」は水上交通・運輸

に携わる人々、即ち水手・舟子・機取等のこ

とで、彼等は耕地を有さず、専ら雇用されて

生計を立てる者である。「 釣魚人 』も農業を

行なうのではなく、捕獲 した魚で租税に充て

ている。「 売塩人 」は零細な製塩を行なう者

で、「 豪民」の利濯独占に依 つて貧窮 してい

るわけだが、 この「 豪民 」こそ、痰えば債務

関係等を通 じて海で生活す る人々を組織 し得

たであろうし、同様のことが「 賃船人 」の雇

用主に も言えるだれう。そしてこのようにし

た組織された ものが、「 海餓 」の実体を為す

ものと考えられる。

既に 8世紀の中頃より、「 官人百姓商旅之

徒、従豊前鶴草野津、豊後圏々埼坂門等津、

露雇][『貫履驚|:κttξ農≧ル書テ馨瞥柔
警層亀E装 |]鳥層踏詈8書桑.TT灘甘

」

[奮警∫
tま
~般民衆の中に紛れ込んでいたの

次に、「 海賊」の活動を、 9世紀の「群翻

=「 凶党 」の動向、ひいては行範な律令国家

に対する闘いを確認しなが ら観て行きたい。

2 9世紀の律令国家に対する闘いと「海賊」

『 続日本後紀 』では、838(承 和 5)年 2

月 9日 条に、「 畿内諸国群盗公行、放火殺人、

下知繭毒、令象ぶL勘 濃とあり、翌 10舞 条に

は、「 令山陽、南海道等諸国司、捕糸L海賊 」

とされている。東圏に於いても「 区1猾成党、

事選盤|を裏鼻≧農腰璽当し貫彎暑彎lT暑鯉
中葉か ら全国的に「 群盗 」=「 lXl党 」の活動

が熾 んになって くる 。

東圏の「 群盗 」=「 凶党 」の主体 を為す も

の として、 870(武観 12)年 に上総墨毒に下

した太政官符で、「 彼国夷倖等、猶挟野心、

1曇叢]混予曾金露[][L馨貫言椴會Iriこ、
浮甕輩暇夷の存在を忘れて1ま ならない。878

(元慶 2澪に出羽圏で勃発した大規模な蝦夷

見篭戦壺::こ胃∫]|:F醤 :L歯壁晃[曇

込む律全国家からの離識を目指したのである。

中央 lFt府 は鎮圧の為に藤原保則を出羽権守と

して派遣し、『 藤原保則伝 』では蝦夷が直ち

に保貫1の「 教化 」の下に服したように記され

ているが、保菫は鐵夷に対した要機鋳態度で

臨んだのであり、実質的に有効な対処をして

いない。 この叛乱が終結したのは、蝦夷の主

体的力量と自然条件に依るものである。

青繁命TE箋 法曇難禁暦重t[魚Till竜
行は有名な「 意見十二箇条 」で、「 臣伏見陸

奥、出羽両国、動有蝦夷之乱」と述べている。

東置の「 群盗』議「 凶党 」の活動は、9世

紀末には広範なものになり、 889(寛平元 )

年には「 東国賊首物部氏永 」を中心に蜂起し、

薄ざ  写
るものであろう。また東海道・東山道の広範
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な地域で活動 した就馬の発
1:注

目され、やが

て平将門の乱に繋が って行 く下地がで きてき

た と考えられ る。

さて「 海賊 」の活動は、貞観期 (859-877

曇巖醤薫「逸詈業1』芸暮ツ121鳥]li)層よ
｀

「 百姓十一人 」を殺害している。中央政府は、

具体的には、国司に粛清を求め、五保の制を

固め、市津に偵7iEを 設けて捕獲の賞を募った

り、仔囚を招募して捜索命令を出すなどの対

τ[]11:510『 13彙岸ば二属F漫曇艦

下、督促殷懃、其後、播磨、備中、備後、阿

波等国、相尋言上獲賊之状、而今寇盗難休 」

と効果は上らず、その一因として、「 国司等

欲消一境之咎、不慮天下之憂、天尽謀略、不

県醤霧:再馨様ギ喜2号7『[晟 fttr馨昌
の枠を超えて活動したのだろう。彼等は、

[賃 :馨理ゝT言彙[画がち[橿釜1:Υ

`1
葉鱚、

も
I,i]li鷺』F:,i[1籠 !『:]言亀

半径が広 く、流動的な ものだったのである。

このような「 海賊 」が広範に結集 したのが 10

世紀中葉の藤原純友の乱であるが、既に 9世

紀後半には、乱の主体的勢力が形成 されてい

たと言 えよう。

また 9世紀には、郡司・百姓 も律令国家 に

対 して様 々な闘いを繰 り広 げるようにな り、

857(天安元)年の大宰府飛駅によれば、対 馬

ξ8露暑ぴ[霰IF詈尻楼よ;凛言17署
見国で守上毛野氏永が襲撃・監禁されるとい

う事件が起 こっているが、これは氏永の「 政

季雪」吾輩猿嵩菫 31昌彙言畠:1法 1ぬ
一方、合法的な訴訟 も熾んに行なわれてい

λ罪者Y羹司1ラマ「
li占

:ξξ屋雇億1ゞ冨
5醤

百姓が介清原長統以下の不正を訴 えてい る。

また「 頗有治名、多宰州県、」とも評価された

弘宗王であるが、守を勤めた讃岐国、越前国

で百姓に訴えられてお昭、既に触れたように、
国家的収奪の充分な納入が要求されている

「 良吏 」の本質を示唆するものである。

抑 も『 公式令』訴訟条、陳意見条、『 獄令』

犯罪事発条等で、百姓は非法な支配に対して

訴える権利を有していたが、実際の訴訟に至

るには律令の条文を知ることが必要で、当時

黒璽警署ti横∬昏意喜房11奉F意:TI
在地の有力層が介在していたのであろう。

三善清行は「 意見十二箇条 」で、「 請停止依

諸国少吏丼百姓告言訴訟差遣朝使事 」とこの

ような訴訟を糾弾しているが、「 比年任用之

吏、或結私怨以謳告官長 」と国衝内部での対

立が謙著になり、「 少吏井百姓 」、「 少吏賎

民 」と併例的に記 されるように、彼等が国司

に対抗する戦線として結合し得る情況であっ

たと考えられる。

このような訴訟は、 9世紀末には「 百姓愁

状 」という形式をとって国司等の非法を弾劾

する武器となっているが、この経験は、 10
世紀後半か ら11世紀中葉にかけての、「 尾

張国郡司百姓等解文 」に代表 される国司苛政

上訴運動に承け継がれたのであろう。

また前に、中井王などの「 群盗 」=「凶党」

を組織する「 王臣子孫之徒 」、「 秩満解任之

人 」等は、在地に於いて初期荘園の経営に務

め、それは国務を妨げるという形で発展・濫

立して くることに触れた。やがて非律令的な

私物輸送量が増加するのだが、私的運輸力が

伴わず、王臣勢家等の荘園領主は自らの輸送

手段を確保する為に、官物の輸送機関を強奪

するようにな り、このことは「 強雇」として

9世紀中葉には政治問題化す るのである。

律令国家の交通、流通体系は、租税収奪を根

幹 とし、貢納交通の為の労働自体 (運脚等 )

が収奪の意味を伴い、律令国家
%子

の為に地

方支配機構を動員するものであった。

894(寛平6)年 の太政官符では、上総国・

―-3-



越後国で官物運京の綱領に徴発された百姓が、

「 若此濫悪 」=「 追妨駄馬 」。
「 覆奪運船 」

する党類に加わり、他国へ逃亡することが見

えぎ。即ち、官物運京雀役を拒否した逃民が、

「 群盗 」=「 凶党 」の一員 として律令国家の

収奪ルー トに直接の打撃を与えており、そし

ておそらく留住国司等の在地支配層と結びつ

き、更に王臣勢家等の私物輸送を担ったので

あろう。

「 強雇 」と「 海賊 」についての関係は、必

ずしも明確ではない。しかし867(貞観9)年

に、山崎 。大津近辺での「 強雇 」が禁断され

てしやな。山崎が交通の要衝で都の外港的機能

を果 し、山崎橋周辺に「 蔵屋舟船等 」の集中

が見 られるように津頭に緊落が早 くか ら成立

していたこ∫Ъ考えると、このような場所で

「 強雇 」が横行するのは当然想定できるが、

内海地域に於いて、交通・流通の結節点では

「 強雇 」が横行し、そこに「 海賊 」が参加 し

ていることは、これまでに観てきたその在 り

方、行動を通して、充分予想できることだろ

う。

以上のように、 9世紀の「 海賊 」ひいては

「 群盗 」=「 凶党 」の活動は、律令国家に対

する広範な闘いのうね りの一翼を担 うものと

して捉えることができるだろう。またそれと

共に、初期荘園を通じて、王臣勢家等の反律

令的行動、自立権力化と結びついていたと言

えよう。

次に、以上のことを踏まえて、10世紀の大

規模な藤原純友の乱と、付随する問題につい

て若干触れたい。

5 10世 紀の「 海賊 」と藤原純友の乱

承平期 (931～ 93解つ に至ると、史料上

「 海賊 」の活動が再び活発になる。これは貞

観期の後、「 海賊 」が沈黙したわけでなく、

『 三代実録』の後国史が編纂されず、史料的

空自部分の時期であることや、 932(承平2)

年に中央政府が「 追捕海賊使 」を任じて、国

家的にその追討に乗 り出したど1に関連する

だろう。それまでは国司の宰領に任せていた

のだが、既 に触れたように実際の効果が上が

らなかったのである。

承平2年には「備前申海賊事事も、翌年に
綺l層惧F4[T竃孟誓T基[浬C[LTr｀

豊ΥI驚費I踏、][鴛宿[暉l考

管暮装τTliセ『
予国喜多郡の不動穀 3千石

賊首:131冒 磯8軍 Fを 言辱警:|ゞ l霞』

予国日振島に本拠を置き、「 賊船千余艘浮海

ξttTR;警逸饉亘29送磐菅F往
来人物不

中央政府は紀淑人を伊予守 (大介 )に任 じ、

追捕に当たると、その「 寛仁 」を聞いて「 海

賊 」2千 5百人が刑に就き、「 魁師小野氏彦、

紀秋茂、津時成等合州余人 」が帰伏してくる。

淑人は彼等「 前海賊 」に接するに、「 賜以衣

食、班給田疇、下行種子、
電麟

教農 」とした

ので、「 民姻漸静、郡国興復 」したという。

この淑人の施策は、『 藤原保則伝 』に述べら

れているような「 良吏 」的なものである。

しかし既に触れたように、「 良吏」では地方

政治の動揺を打開することは不可能で、一時

的な静論が訪れたに過 ぎない。

なお『 本朝世紀 』天慶 2年 12月 21条には、

「 前嫁藤純友去承平六年可追捕海賊之由蒙宣

旨」とあり、中央政府は■種の懐柔策 として、純

友を海賊追捕官に任じて淑人に協力させよう

としたのではないかとも考えられる。

939(天慶 2)年 に、再び純友を首領 として

「 海賊 」は蜂起し、以前にも増して激しい行

動を取 るようになる。年末には摂津国菟原郡

須岐駅で、備前介藤原子高と播磨
盆

島田惟幹

曇握[単二曇ζI是象警重 YF醤長λ亀議角

と称された人々の活動 と繋がっていた可能性

も考えられ、「 此比、東西二京連夜放火、依

之男送夜於屋上、女運水於庭中、純友士卒交

-4-



京洛所致週地 という状態であった。翌年の正

月には、当時の太政大臣藤原忠平は「 左丞相

来議、秦可叙純友五位撃ち と日記に記してい

るが、これは東西の叛乱 (東国では平将門の

乱 )と いう情況の中で、中央政府は「 海賊 」

に対して懐柔策をとろうとしたのではあるま

いか。そして 2月 25日 に、将門の戦死の報

がもた らされると、中央政府は全力を挙げて

「 海賊 」に立 ち向 うのである。

実際「 海賊 」の活動は広範囲に亘 り、2月

には淡路国を襲撃して兵器を奪取し、山崎津

を焼いてい峨 。 8月 には讃岐、伊予を襲撃し、

備前、備後の兵船を焼き払い、その後 も周防

国の鋳銭司を焼いてしやな。また太平洋側の土

佐国八多郡で も戦闘が行なわれてい躍。この

ように、 940(天慶3)年 には「 海賊 」の勢力

が強 く、中央政府は鎮圧など及ばない情況で、

その軍事力の限界を示す ものである。

しかし翌年、「 純友次将藤原恒利脱賊陣、

経逃来、着国風処」から戦況は一変する。

長][「雷貿易軍『 冤曇雪借[覧塁塚詈青言

央政府は次々と「 海賊」を打 ち破る。そして

一旦は大宰府を襲撃するのだが、小野好古、

藤原慶幸、大蔵春実、源経基等の追討軍に敗

れて「 海賊 」は四散し、純友は本拠の伊予へ

逃
ど

れるが、子息と共に橘遠保に討たれてい

る。

また与党 も10月 までに各地で追捕され、

雪ξ曇言[具昌星各青黒響ξ窮雪i軋:3循
藤原文元、文茂、三善文公は備前国邑久郡に

上陸 し、播磨国赤穂郡の合戦で文公は戦死し、

文元、文茂は但馬国朝来郡の賀茂貞行を頼っ

たが、そこで殺されてしQ%。 こぅして「 今月

(=11月 )以後、天下安寧、海内清ジ 」とさ

れるのである。

上記のような「 海賊 」は、掠奪を生業 とし

ていたわけではない。紀淑人の「 寛仁 」の下

に、一旦はいわば律令制下の「 公民 」に復帰

すると史料に記される存在であって、かつ

「 寒早十首 」の「 賃船人 」、「 釣魚人 」、

「 売塩人 」のように、漁業、運輸、交易等に

従事していたのである。そして彼等を組織す

るのが「 豪民 」であって、それは「 富豪層 」

と呼ばれる存在と考えられる。純友亡き後、

各地で追捕された佐伯是基、乗原生行、藤原

文元、文茂、三善文公等 も、「 海賊 」の活動

の広が りを考えると、いわば「 豪民 」として、

各地に何 らかの関係を持っていたのではある

まいか。そして指導的地位を占めるのが「 魁

師 」で、純友は「 魁師」の組織する「 海賊 」

の連合軍の首領であったと考えられる。

さて問題は、「 海賊 」がこの叛乱を通 じて

伺を目指したのかということである。例えば

蝦夷が元慶の乱に於いて、「 秋田河以北為己

地 」と律令国家か ら離脱しようとしたことや、

平将門が平安京に類似したものであっても、

関東に独立国家を樹立しようとした2と は見

受けられない。これは純友の主体の在 り方に

も依るか も知れないが、「 海賊 」が土地に根

ざしていないこと、行動半径が広 く流動的な

性格が関連すると考えられる。平将門、藤原

純友の乱以降、東国は叛乱の頻発地帯になっ

たのに対し、中央政府の警備の強化 も相侯っ

て瀬戸内の「 海賊 」の叛乱は見 られず、彼等

が統一されるのは平氏に依ってであり、平清

盛の政権を支えるものになる。

「 海賊 」が何を目指して藤原純友の乱に結集

したかは現状では不明確だが、中世初期まで

の「 海賊 」についての全体的な整理、研究を

通して明確になると思われ、今後の課題とし

たい。ただその際、あくまで も「 海に生きる

人々」という観点が必要であろう。

おわ りに

以上述べてきたことをまとめると、 9世紀

中葉か ら全国的に、「 富豪層 」を介在して

「 群盗 」=「 凶党 」の活動が熾んにな り、「海

賊 」もその一翼を担 うもので、それは武力を

以って律令国家に対抗すると共に、王臣勢家

の反律令的行動、自立権力化と結びついてい
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たのである。またこの時期、郡司、百姓 も、  (7)『 続日本後紀 』承和 9年 8月 29日 条

国司襲撃、その非法の訴えなどの様々な行動  (8)『 三代実録』元慶 8年 8月 4日 条

をとっており、律令国家に対する闘いのうね  (9)『 類蒙三代格 』斉衡 2年 6月 25日 太政

りが渦まいていたと言え、やがで 10世紀の   官符

平将門、藤原純友の乱の下地が形成されるの  (0『 日本後紀 』延暦 18年 11月 19日 条

である。                  0 『 続日本後紀 』承和 11年 5月 19日 条

「 海賊 Jの実体は、漁業、運輸、交易等に  0 日本古典文学大系 72『 菅家文章 菅家

従事する海に生きる人々で、律令制下の「 公   後集 』を参照した。

民 」に復帰する立場にあり、掠奪を生業とし  0 『 類采三代格』延暦 15年 11月 21日 太

ていたわけではない。ただ土地に根ざしてい   政官符所引天平 18年 7月 21日 太政官符

ないこと、行動半径が広いこと、流動的であ  0 『 三代実録』貞観 9年 3月 27日 条

ることなどが相侯って、全体的に統一 される  ① 『 三代実録 』貞観 3年 11月 16日 条、 9
ことは稀有である。              年 12月 4日 条、11年 3月 22日 条

藤原純友の乱は稀有な例であるが、律令制  ① 『 三代実録』貞観 12年 12月 2日 条

支配の矛盾か ら析出される「 海賊 」の大規模  0 『 三代実録 』元慶 2年 6月 7日 条、 なお

な叛乱として国家の軍事力と対決 し、その限   元慶の乱の経過については、同書元慶 2年

界を明 らかにしたが、内包する性格ゆえに自   3月 29日 条■ 3年 6月 26日 条に詳しい。

壊するのである。ただ「 海賊 」が何を目指し  00『 三代実録 』貞観 17年 11月 16日 条、『日

て結集したかは現在不明確で、それは中世初   本紀略 』寛平5年 5月 15日 条、天慶 2年 明

期までの「 海賊 」の全体的な整理、研究を通   17日 条、天暦元年 2月 18日条等

して明確にできると考えられる。       ① 『 日本紀略』寛平元年今年条、『 扶桑略

記』寛平元年 4月 27日 条

(註)                   ω 『 本朝世紀 』天慶 2年 5月 15日 条

(1)王朝国家についての基礎的整理は、森田  20『 類蒙三代格 』昌泰 2年 9月 19日太政官

悌『 研究史王朝国家 』でなされている。    符、昌泰 3年 8月 5日 太政官符

(2)『 広辞苑』               22『 三代実録』貞観 4年 5月 20日 条

(3)日 本思想大系 8『 古代政治社会思想 』を  20『 三代実録』貞観4年 5月 20日 条、8年

参照した。                  4月 11日 条、9年 11月 10日 条等、

(4)9世紀政治を分析する際、律令制的支配  20『 三代実録』貞観 9年 11月 10日 条

の動揺に対し、その再建を目指す中核 とし  20『 三代実録』貞観 4年 5月 20日 条

ての「 新宮人群 」、「 良吏 」を基軸 とした  20『 三代実録』貞観 9年 3月 27日 条

研究が注目される。            2η 『 三代実録』貞観 9年 11月 20日 条

門脇禎二「 律令体制の変貌 」旧岩波講座   20『 文徳実録』天安元年 6月 25日 条 『 三

『 日本歴史 』古代 3             代実録 』天安2年 12月 8日 条

佐藤宗諄『 平安前期政治史序説 』     19『 三代実録』元慶8年 6月 23日 条、仁和

(5)こ の事件の謀首は筑後擦従八位上藤原朝   2年 5月 12日 条

臣近成、従犯は少目従七位上建部公貞道で、 00『 政事要略』巻 84、 佐渡国三郡百姓等

他にも前扱、蔭子、蔭孫等 も参加している。  謹解 申請官裁患状事

『 三代実録 』元慶 7年 7月 19日 条、仁和  00『 三代実録』貞観 3年 7月 14日 条

元年 12月 23日 条、            00『 文徳実録』天安元年正月 16日条、『 三

(6)戸田芳実『 日本領主制成立史の研究 』   代実録 』貞観 4年 12月 27日 条、 13年 10
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月 23日 条                 0'『 日本紀略 』天慶 2年 12月 26日 条

09 門脇禎二「 民衆と文字 」『 日本民衆の歴  00『 日本紀略』昌泰 2年 2月 1日 条、 延喜

史』1                   4年 3月 4日 条、 17年是秋条等

01 保立道久「 律令制支配と都部交通 」『 歴  
“

η『 純友追討記 』

史学研究 』468              10『 貞信公記 』天慶 3年正月 30日 条

0働 『 類蒙三代路 』寛平6年 7月 16日 太政官  
“

9『 貞信公記 』天慶 3年 2月 5日 条、 2月

符                   26日 条

00『 類蒙三代格 」貞観 9年 12月 20日 太政  60『 日本紀略 』天慶 3年 8月 26日 条、10月

官符                     22日 条、 11月 7日 条等

0つ 『 類乗三代格 』天安元年4月 11日 太政官  傷〕『 日本紀略 』天慶 3年 12月 9日 条

符、小西瑞恵「 地主神の祭礼 と大山崎惣町  5'『 純友追討記 』

共同体 」『 日本史研究 』166        03『 日本紀略 』天慶 4年 5月 19日 条 7月

00『 貞信公記 』承平 2年 4月 28日 条      7日 条等

09『 貞信公記 』              傷|『 本朝世紀 』天慶 4年 11月 26日 条

10『 扶桑略記 』承平3年 12月 17日 条    も
'『

本朝世紀 』天慶 4年 9月 22日 条、10

10『 扶桑略記 』承平 4年 7月 26日条      月 26日 条

“

a『 扶桑略記 』承平5年正月 9日 条     60『 日本紀略 』天慶 4年 11月 条

10『 日本紀略 』承平6年 6月 条、『 扶桑略  60『 将門記 』

記』承平 6年 6月 条

`り

 00に 同じ
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―一…… 1藤 後

椋

福痣釈前か ら中墨バス「 B民認行 」に乗って

約 40分、「 永谷 」のバス停で降 りると、西

方山麓にお寺の屋根が見える、真雷宗栄昌寺

である。現在、この寺を起点として「 八十八

ケ所 」の御大師が杞られているが、この御大

師道を約 10分程歩くと椋山城本丸に至る。

ややけわしい道であるが、jrL元 の人々によっ

て整備され、福山地方の山城の中では登 りや

すいものの一つである。

城の遺構は、標高 170メ ー トル余の椋山

(要害 )山頂を中心に東北、南東、南に伸び

た 3つの支尾根上に見られ、曲頭本丸か ら南

東直下の郭跡には円型石組井戸 (現在でも水

が出る )、 更に繭東に下った出丸跡 (小要警)

には籍盤上に「柱穴」、南の尾根上には岩盤

をくり抜いた「堀切」が残り、その保存状態

の良難さとあいまっく 橿痣地方の中世曲城鱗

として注目すべき遺跡の 1つである。

『 備後古城記』、『 西備名区 』等の江戸期

の文献によると、この城に拠ったのは初代備

後守艘土肥実平の末葉と伝える桑原氏で、戦

国時代、城主桑原越中守通業 :ま 始め備後の武

将富氏に従い、後この地方に安芸毛利氏の勢

力が及んでくると同氏に従ったという。

以上の伝承がどこまで真実を伝えたもので

あるかは今後の研究課題であるが、室町戦国

時代、服部地方に宮氏の勢力が及ス=でいたこ

と1ま事実である。『 山内首藤家文書 』 83号
によると室町初期、「 服部郷 同永末 」は宮

城 (2)

城 跡 (福 山市駅家町服部永谷 )

次郎右篠F]難氏兼の所領であったし、室町中

期、宮惣領家 5代の元盛は当城跡東方 2キ ロ

の平林の地を宮内中興寺に寄進している(県

史所収「 中戸文書 」)。

むろん、桑原氏を富氏 と同格の在地領主と

し、中世の服部はこの両者によって分轄支配

されていたと考えることもできるが、服部地

方の精神的支柱「 八幡神社 」は戦国初頭宮氏

によつて現在地に移建されたと伝え、先の江

戸期の文献に「 桑原氏は宮氏の家老格 」とあ

るのを信用すれば、桑原氏は宮氏輩下の上豪

として服部の一部を支配していたと考えるの

が妥当であろう。

この場合、椋山城は宮氏勢力圏の一翼を担

っていたものと思われ、南方 1キ ロの新山城、

南東 2キ ロの法成寺城を出城とし(両城共桑

懸一族の居城と伝える )、 銀部南部の要とし

て重要な役割を果していたものと推定される。

猶、岡大図書館所蔵「 平川範義 1日蔵文書 」

天文 10年 2月 24鐵付 (1動 実信感状に「 今

度於椋山云々」の文言があり、ほとえ′ど直接

史料を持たない福山地方の山城跡の中にあっ

て志川滝山減 (加茂町 )、 勝薄山城 (御幸町)

大場山城 (本郷町 )、 一乗山城 (熊野町 )等

と共に重要な痣城の一つと言えよう。

(田 口 錢之 )

療の

電
山
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椋 山城跡要図

東方より見た椋山城跡
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昨年のサン・サ ン・ ヒロシマのイベントの

なかに曇暮溝 400年祭がありましたが、今ひ

とつ盛り上りこ欠けていたようです。輛の住民

です ら幕府の存在を知らない人が大多数であ

ればそれ も無理のない話です。輛幕府はいわ

ば歴史の本流から議脱した存在です。歴史が

常に勝者の立場から語 り継がれたものであれ

ば敗者のそれは抹殺されるか、無視 されてき

たの も頷けます。歴史の本流から見れば、天

正元年に室琴幕府 :ま 滅亡しました。しかし現

実には足利将軍が織田信長に京都を進放され

たのち毛flJ輝元を頼って輛に来ています。

将軍としての権威が厳然と威光を放っていた

とすれば、やはり幕府の存在を無視するわけ

にはいかないでしょう。とはいえ懸 の地で

あれば幕府と呼べるかどうか些か疑間ではあ

りますが・・・…。

そこで建利義理とはどの様な人物だったの

でしょうか。又備後とどの様に関わつたので

しょうか。既に義曜に関す る書籍 も幾冊か出

版されていますからよく知 られていると思い

ますが、「 薄倖の将軍 」、「 失意の流浪将軍J

などと形容 されている割には案外恵まれた一

生であったのではないか と私は思うのです。

私は私な りの見方で将軍の人 とな りを考察し

てみたいと思います。しか し最初にお断 りし

ておかなければなりませんが、ここに書 きま

したのは論文と呼べるものではありません。

私は過去史学を専攻したわけではありません

し、この原稿を書くに当って師事 した先生 も

いません。書き方 もまったくの自己流です。

それを踏まえて御一読下されば幸いです。

…乗院脱出

義躍tま 足秘 12代 将軍義晴を父に、関白近

衛尚道の娘を母 として天文 6年に京都の南禅

寺の館で生まれています。義昭には兄と弟、

それに 5人の姉妹がいたようです。当時足覇

将軍家は凋落していましなから嫡子以外は格

式の高い寺院に預けていたようです。義躍 も

近衛家の猶子 (名儀だけの養子 )と なって、

6才 の時より奈良興福寺=乗院の問跡覚誉

(母方の機父 )の元へ預けられました。興嬢

寺は平安朝の頃、藤原氏の氏寺 として建立さ

れたものです。一乗院と大乗院があ り、一乗

院 :ま南北朝の頃よう近資家の支配を受けるよ

うになりました。ここで義昭は覚慶 と名乗 り

29才 まで仏道一筋に精進していました。

しかし永禄 8年 5月 に父亡き跡 13代 将軍と

なっていた兄義輝が松永弾正久秀や三好二人

衆 (三好長逸・二好政嚢・岩成友通 )等に殺

逆されたことでiII命が大きく転換しました。

三好一族は覚慶兄弟の従弟に当たる阿波公方

の足Ttl義親 (の ち14代将軍義栄 )を将軍に

擁立しようと画策したのです。母慶寿院と17

才の弟で北由鹿苑院 (金震寺 )に預けられて

いた周商 も殺されました。京都にいれば覚慶

も直 ぐ殺されていたか も知れませんが、奈良

に離れていたためか殺されるところまで:ま い

かず監視付きの身となりました。そこで救出

作戦を立てたのが、京都大覚寺門跡義俊です。

義俊は慶寿院の兄ですから覚慶にとっては儀

父に当ります。そして救出作戦を実行に移し

たのが、線サ!懸孝 (幽斎 )と 米銀求政(監物)

です。――式藤長 ものち救出に力を賛 したこと

で感状を受けていますから、この時何 らかの

形で協寿したのでしょう。結夕::は この時 32
才、一式 もほぼrn‐lじ 位の筆令だったろうと思

います。二人は幼少の頃より12代将軍義晴
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に追侍していました。細川、一色家といえば

室町幕府が権勢を誇っていた頃の由緒ある家

柄です。細川家は 3代将軍義満の弟が継いだ

足利の支族です。藤孝は別の足利の支族、三

淵家の子として生まれましたが、管領細川家

の養子となっています。一式家は四職の 1つ

です。しか しこの頃は将軍家と共にこれ ら名

門の家 も凋落していました。

細川達は覚慶を還俗させ次期将軍位につけ

る意図を持って、ともか く救出に成功しまし

た。そして一先ず近江油日 (滋賀県甲賀 )の

和田惟政の館へ落ち延びました。永禄 8年 7

月 29日 の事でした。 和田は甲賀の土豪で観

音寺城主六角義賢 (承禎 )の属将です。六角

の命令で義輝将軍の供衆 として将軍家に仕え

ていました。六角義賢は義輝より諄を受けて

いますし、父の定頼は 10代将軍義植か ら観

音寺城を拝領していましたから当然覚慶救出

に協力したのでしょう。

覚慶は周囲か ら還俗を勧められ次期将軍と

なるよう説得されましたが、初めその意志は

なかったようです。 6才 より20数年間仏道

一筋で世俗にうとかったはずですから無理 も

あ りません。一乗院は格式の高い寺院ですか

ら下剋上の乱世ではあって も俗世間から隔絶

した平穏な生活だったことでしょう。この時

点では覚慶に将軍となる野心はなく、むしろ

中央制覇を目論む周囲の野望の為に利用され

たのではないか と思えるのです。世間知 らず

の覚慶は彼等の愧儡だったのではないでしょ

うか。甲賀の里にある油日寺社に参詣した覚

慶が能面を被って『 われは油日のくぐつなり』

と自嘲したと伝えられています。この事から

も覚慶自らが将軍となることを望んでいたの

ではなかったと思われます。しかし結局は周

囲の説得に負けたようです。

伯父の大覚寺義俊の根回しによって越後の

上杉輝虎 (謙信 )が協力 してくれることにな

りました。輝虎は義輝将軍の詳を受けてい ま

すo覚慶は輝虎に宛てた書状によって始めて

将軍位につく事を決意しています。又、武田

晴信 (信玄 )、 薩摩の島津貴久、義久父子、

肥後の相良義陽、若狭の武田義統にも書状を

出し出兵を促しています。

義昭関係の書籍の中では四職の 1つ、京極

家 との関わりが出てきませんが、私が調査し

た限 りではこの時代でも将軍家とは少なから

ず関わりがあったようです。近江伊吹山の上

平寺城主京極高吉 (17代)も 覚慶に協力して

います。京極は高吉の父高清の時代に家臣の

浅井亮譲に政権を取って代わられた経緯 もあ

り、この頃は伊吹山麓で逼ぎしてぃました。

従って覚慶に協力するといっても大きな力は

なかったようです。

覚慶のこの一乗院脱出は過去あまり大きく

取 り扱 われた事はあ りません。この時代を扱

った映画やテレビドラマでも義昭将軍が主役

になる事はまずありませえ′。大抵は端役です。

しかし歴史の因果関係という観点か ら見ると

実に重大な出来事だったと思います。覚慶が

歴史の表舞台へ踊 り出た事によってこれ以後

の歴史が急速に変遷しています。好むと好ま

ざるとにかかわらず影響を蒙った人物は多数

います。これらの人々の生死と興亡に多大な

影響を及ぼすなど、この時点では覚慶自身夢

想だにしなかった事でしょう。

一乗院脱出の 4ケ 月後、六角義賢の招きで

和田館より野洲郡矢島 (守 山市 )に 居を移し

ました。明けて永禄 9年 2月 に覚慶は還俗 し

て義秋と名を改めています。朝廷は義秋を左

馬頭に任じ、従五位下に叙しています。しか

しその頃阿波公方の足利義親 も次期将軍にな

るべ く阿波より京都に向っていました。この

矢島において、尾張の織田信長に参陣を促が

したり、上杉輝虎、武田晴信、北条氏政に三

家が和睦して協力してくれるよう命じたりし

ています。この頃六角義賢の子義弼が三好三

人衆と通 じ義秋を裏切った為に、京極高吉の

手引によって一行は若狭へ向いました。
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近江より若狭ヘ

義秋―行は若狭の守護大名、武田義統が居

城としている小浜の後瀬城へ身を寄せました。

義統には義秋の姉が嫁しています。後年京極

は娘の龍 (の ちに豊臣秀吉の側室となる)を

この義統の嫡子元明に嫁がせていますから、

京極と武田とは親しくしていたのか も知れま

せん。義統は心か らの饗応をしたと思われま

すが、義秋上洛に手を貸すだけの力はありま

せん。そこで朝倉義景の協力で敦賀の金ケ崎

城へ移 りました。

若狭より越前ヘ

金ケ崎は朝倉の本拠地一乗谷城の出城です。

城主は朝倉景恒です。

その頃阿波の義親は摂津富田 (大阪高槻市)

の普門寺に着いて義栄と改名しています。そ

して義秋と同じく朝廷より左馬頭に任 じられ

従五位下に叙せ られています。

明けて永禄 10年 3月 義秋は吉川元春に出雲

国の平定を祝 した書状を送 り、ついでに毛利

元就に上洛の為の援助を頼みたいと要望して

います。7月 には吉川元春と上杉輝虎に参陣

することを命 じています。しかしなかなか義

秋の思惑通 りの状勢 とはなりませんでした。

金ケ崎に来て 1年余 りの 11月 に一乗谷へ移

りました。義景は安養寺御所 と呼ばれた館を

義秋の為に新築しています。

一乗谷城には美濃を斎藤道三に追われた明

智光秀が寄寓していました。光秀は戦国の武

将としてはなかなかインテリだったようです。

義秋の家臣細川藤孝 も武将 としてよりも歌人

として優れた人物ですか ら二人はどこか気の

合 うところがあったのでしょう。 この時を境

に光秀と藤孝の友情的な縁が結ばれたのです。

義秋はここで朝倉 と加賀の一向宗門徒との争

いを治め政治的手腕を見せています。この頃

はっきりと次期将軍位に対する野望を持った

ようです。それまでは将軍位につく事を渋々

宣言はしたものの、寺まい りなどして自分の

気持の整理が尽きかね悩 んでいた節があ りま

す。しかし義秋が折角その気になったものの

翌永禄 11年 2月 阿波公方の義栄に14代 征夷

大将軍の宣下がありました。義秋には相当シ

ョックだったと思いますが、それでも諦めず

将軍位を狙ったようです。義秋は秋という字

が不吉として義昭と改名し元服式をしていま

す。 32才 となっていました。

その頃朝倉の嫡子が死亡し義景は落胆の余

りすつか り気落ちしました。元々義景は武将

というよりは京風の公家文化に傾倒するよう

な文弱であったらしく、義昭を擁して天下を

取 るだけの気概が稀薄だったようです。そこ

で義昭は明智光秀の進言 もあって織田信長を

頼ることにしました。

美濃より上洛ヘ

この頃信長は斎藤龍興を攻略し美濃一国を

平定していたこともあって快 く受入れを承諾

しています。義昭は力の強い信長を頼 り、結

果 として朝倉を見限ったのです。美濃へ出立

の日義景は病気と称して見送つていません。

やはり自分より信長の方へ乗 り変えられた事

で気を悪くして見送 りに来なかったのでしょ

うか。金ケ崎城主の朝倉景恒が近江の国境余

吾の庄まで見送っています。ここで義昭はこ

れまでの待遇に感謝の意を表わし、将来 も朝

倉を見捨てないとの誓書を景恒に托 していま

す。

今度当国退座之処、忠義思召候。向後身上

不可見放候。大蔵卿可申候也。

七月二十日

朝倉左衛門どのヘ

義昭 (花押 )

義景はこの書を受け取ったものの気分を害

したままだったようです。この事がのちの滅

亡へ とつながっていつたともいえるでしょう。

信長の使者が余吾の庄で一行を出迎えていま

す。その中に24才の若き小谷城主浅井長政

がいました。途中小谷城へ立寄 りました。

長政の妻は言わずと知れた信長の妹お市の方

です。当然盛大な饗応があったものと思われ

ます。茶々(淀君 )は もう生まれていて 2才

―-13-―



になっていたはずです。

7月 26日 信長の本拠地美濃の立政寺へ着

きました。翌日信長は始めて義昭に謁見して

います。 8月 に入っていよいよ 14代将軍義

栄に敵対して上洛の途につきました。朝倉に

義昭―行に随行し上洛するよう誘いましたが

拒絶されました。又途中近江観音寺城六角承

禎に も甲賀の和田惟政を使者に立て協力を要

請しましたが、やはり拒絶 されました。その

為信長はこれを攻撃し、六角父子はこれより

伊賀 (二重県 )に敗走しています。しかし伊

吹山上平寺城主京極高吉は信長に忠誠を誓い

一行に同行しています。

8月 26日 とうとう義昭、信長一行は入洛

することが出来ました。京都を牛耳っていた

三好二人衆は勝ち日はないと将軍義栄のいる

摂津へ逃れました。そして数ケ月後義栄が急

死しました。征夷大将軍にはなったものの、

入洛することな く1年足らずの名ばか りの将

軍でした。義栄の父は 13代将軍義晴の弟義

維です。母は周防の大内義隆の娘でしたが、

念願かなって栄光の座についたものの所詮は

三好二人衆達の野望に利用 された愧儡将軍に

すぎなかったのです。 ここで松永久秀と三好

長慶の養嗣子義継が三人衆 と袂を分って降参

して来ました。義昭は母や兄弟を殺した二人

を誅伐するつ もりでいましたが、信長は義昭

の意を無視して味方に引き入れました。そし

て二人に大和を平定させ、自らは戦わずして

大和を自分の勢力下に治めたのです。

金ケ崎壌

近

江

・ 観音寺城

甲賀

・ 伊賀

・ 小

谷
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15代 将軍

永禄 11年 10月 8日 ついに義昭は征夷大

将軍とな りました。思えば奈良一乗院を脱出

してか ら流浪 3年余 りで権力の座についたの

です。義昭は将軍となったことで信長に論功

として管領職を与えようとしましたが、信長

は断って美濃へ引き上げてしまいました。多

分義昭の下で使われるよりも自分が将軍を操

る存在でいたかったのでしょう。その後の将

軍に対す る態度がそれを証明しています。信

長は恩賞を辞退しましたが、大津、草津、堺

という流通経済の中心地だけは抜目なく掌握

しています。その上武家にとって名誉ともい

える「 桐 」と「 二引両」の紋章を受けていま

す。信長は義昭の利用価値を充分知っていた

とも言えます。

翌永禄 12月 2月 より信長は再度上洛し、

将軍の為の館を二条に造営しました。 4・ 5

年を要する大工事を 2ケ 月程で仕上げたと当

時信長の庇護の下にあったイエズス会の宣教

師ルイス・フロイスは書 き残しています。信

長はキリシタンを容認した事で知 られていま

すが、この時フロイスを信長や義昭将軍に謁

見させたのは他でもない甲賀武士の和田惟政

だったのです。和田は六角か ら離反して義昭

に仕えていました。和田はのちキリシタン大

名として有名になった高山右近の奨めで入信

したキリシタンでもあったのです。

この頃毛利元就 と豊後の大友宗麟が敵対 し

ていましたが、将軍はこれを和睦させようと

御教書を出したり、吉川元春 と小早川隆景に

も大友と和睦するよう勧告 しています。しか

し講和は実現せず依然として戦闘は続きまし

た。義昭は将軍として御教書を書けばそれが

非常に権威があり、自分が立派な調停者たり

得ると錯覚していた節があります。将軍には

なったもののまったく威力はなかったのです。

それどころか朝廷は将軍よりも信長の方を重

要視しました。その為信長は京都に所司役を

設けて明智光秀と朝山日乗 (日 蓮宗の僧侶 )

に幕府を監視させました。そして将軍に信長

の許可な くして政治活動をしてはならないと

いう意味の五ケ条の誓約を守 らせることにし

ました。軍事力 も経済力もない将軍であれば

結局は従わざるをえませえ′。

元亀元年になって信長は朝倉討伐を決め、

金ケ崎城を攻撃しました。度々恭順を促がし

ていましたが無視されていたか らです。とこ

ろが妹婿の浅井長政が朝倉方につき、伊賀に

敗走していた六角承禎 も浅井方につきました。

この時京極高吉には浅井長政の姉 との間に嫡

子高次がいましたが、浅井には味方せず、信

長方につき6才 の高次を人質に出しています。

京極は大永 3年 に家臣の浅井に権力の座を奪

われた怨みもあって信長方についたのでしょ

う。信長側にはその他三河の松平家康 (徳川 )

が味方 してくれたものの翌 2年になっても勝

負はつきませんでした。そうこうしているう

ちに本願寺光佐 (顕如 )が全国の門徒に一揆

を起こすよう命じて信長に宣戦を布告し状勢

は慌しくなりました。

翌 3年正月に義昭の家臣細川藤孝と上野秀

政が意見の違いで衝突しました。上野はまだ

義昭が近江矢島にいた頃馳せ参じた父義晴の

旧臣です。細川はあくまで も信長に従 う事を

主張し、上野はこの際信長を討つべきだと主

張しました。将軍は朝倉に恩義を感 じてお り、

日頃の信長の高圧的な態度に不満を抱いてい

ただけに上野の肩を持ちました。その為細川

は怒って洛東鹿ケ谷に蟄居してしまいました。

この時を境に細川は義昭を見限 り織田方へ走

ったのです。

義昭が信長を敵にまわす気になったのは武

田信玄の存在です。信玄の妻 と石山本願寺光

佐の妻が姉妹という関係 もあって信玄は打倒

信長を画策したのです。信玄の上洛と呼応し

て三好義継、松永久秀が将軍方につ きました。

義継の妻は義昭の妹です。多分義昭が将軍と

なってのち妹をめあわせたものでしょう。

将軍の裏切 りを知った信長は又 もや 17ケ 条

の諌言をつきつけました。この時はまだ信長

に将軍を操るだけの余裕がありました。
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将軍、信長と訣別

ついに天正元年義昭は信長に攻撃を仕掛け

ました。最初は将軍方に有利に転開し、信長

は実子を人質に差し出すことを条件に和義を

申し入れて来ました。しかし義昭は強気に出

てこれを突張ねています。この頃義昭は毛利

輝元を右馬頭に任 じています。 2年前祖父の

元就が死んで毛利家の総大将 となっていた輝

元を自分の味方に引き入れる魂胆があっての

ことでしょう。しかし形勢は逆転し、その上

頼 りの武田信玄が信濃において死亡しました。
おおざまち
正親町天皇が仲裁に入 り将軍は降伏するよう

勧告を受けました。将軍はそれを不服 として

宇治槙島城でしぶとく信長に楯突 きました。

多勢に無勢で槙島城は直 ぐ落上しましたが、

信長は将軍殺しの汚名を着たくなかったのか

京都より追放の措置を取っ
ェリ鳥蔵

。この時

将軍は 2才 の実子とその母三位局を人質 とし

て差し出しています。この子はのち出家して

奈良興福寺の大乗院の門跡となっています。

再び流浪の旅ヘ

将軍は義弟の三好義継を頼 り河内の若江城

へ移 りました。この時側室では春 日局のみ従

い、その他の側室は将軍の
■、鏡 BttL｀

ます。

名前が判名している側室には一対局、さこの

局、大蔵卿局、小宰相局など何人かいたようで

すが、ほとんどの出自は不明です。さこの局

は義昭が将軍となってのち信長が奨めた人で

播磨守護代、浦上宗景の家臣、宇野上野介の

娘 とい う事です。 2年後二条昭実の側室にな

っています。

若江城において義昭は小早川隆景に御内書

を送 り幕府再興の為に毛利家に手を貸して欲

しいと頼んでいます。この書を届けたのは一

色藤長です。義昭は若江城を出て堺に移 り、

そこか ら吉川元春にも同様御内書を出してい

ます。河内の三好義継は数ケ月後、義昭を匿

まったことで信長に滅ぼされてしまいました。

ついで 朝倉 、浅井 も減ぼされてしまいました。

義昭は諦 らめず毛利に再三援助を求めました。

義昭は もっぱ ら頼みの綱 とした武田信玄に死

なれたことによって今度は毛利をあて吼セ薦
のです。かつて輝元は義昭の兄義輝から諄を

受けています。毛利は織田と天下を争う意志

はなかったようですが、信長は強力な毛利が

義昭方につくことを恐れ話し合 うことを提案

してきました。信長方から木下秀吉 (豊 臣 )、

朝山日乗、毛利方より安国寺恵竣が出席し堺

で会見しました。恵竣は安芸の安国寺 (現在

広島市牛田新町の不動院 )の住持であり、毛

利家の外交僧でもありました。義昭は自分の

置かれた立場 も考えず信長から人質を要求し

たため交渉は決裂 しました。義昭は毛利に受

け入れて貰えず、仕方なく海路紀伊に向い由

良の興国寺に滞在することになりました。

従臣の中には奈良一乗院からずっと行動を共

にした一色藤長 もいます。春日局 も一諸です。

これまで細川藤孝のように信長の勢力の前に

義昭を見限った者は多数います。和田維政は

この時すでに死んでいます。義昭を甲賀にお

いて匿まった功により芥川城 (大阪高槻市 )

を拝領していましたが、信長方に攻撃され討

死 していたのです。

由良の興国寺へ落ち延びたのは天正元年 11

月の事でした。興国寺はその昔 3代将軍義満、

8代将軍義政の寄進を受けた足利ゆかりの寺

です。ここで義昭は帰京出来るように各地の

大名に斡旋を頼んでいます。武田勝頼、上杉

謙信、北条氏政、徳川家康、島津義久、河野

通直などです。しかし結局思惑は外れ、 2年

余 りここでの生活を余儀なくされました。

備後における義昭

天正 4年ついに毛利家が受入れを承諾した

為、備後の輛の浦へ向けて船出することが出

来ました。輛の浦へ着いたのは 2月 8日 の事

でした。この時義昭は丁度 40才でした。ち

なみに輝元はまだ 24才 という若さでした。

義昭に随行したのは春日局、真木島昭光、上

野秀政、武田信景、小林家孝、曽我晴助、六

角藤尭、春阿弥、畠山昭賢、柳沢元政等です。
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しか しこの随臣の中に何故か一色藤長の名前

が見えません。一色は足掛 11年義昭に近侍

しています。伺故輛へ同行しなかったのでし

ょうか。奥野高広氏の著書によると一色に後

日来るようにとの命令が出されましたが、遅

れて参上し義昭の不興を蒙ったと書かれてい

ます。由良では一色の供奉に対して義昭が感

状を与えていますが、その後二人の間で何か

確執があったのでしょうか。備後での生活に

は一色よりもむしろ真木島昭光や上野秀政の

方が義昭側近として活躍していることは残さ

れた古文書か らも歴然としています。真木島

は最後に信長 と戦った宇治槙島城主でした。

上野は細川藤孝と意見の対立をして細川を結

果的に織田方へ走 らせた人物です。

義昭―行は輛の浦において小松寺を仮の館

としたようです。小松寺は現在沼名前神社に

隣接した古栞」です。平重盛が創建した寺です

が建武の頃足利尊氏がこの寺で北朝の光厳上

皇の院宣を受取った、いわば足利家ゆか りの

寺でもあります。

当時輛は小早川隆景の配下となっていまし

た。因島の村上水軍、村上新蔵人吉充の弟祐

康が義昭の警護に当りました。安国寺恵竣は

輛の安国寺の住職 も兼ねて毛利家や義昭の為

に外交手腕を振るっています。

義昭の居館がどこにあったか現在では、は

つきりとした事は分 りません。城山の北西 と

も東 とも推察 されていますが、輛在住の森田

龍児氏は城山の東、のちの福島正則時代の輛

城代大崎玄藩の家敷、申明帝跡がそれではな

いかと推定 しておられます。ともかく新居に

は毛利摩下の武将がこぞって献上品を持参し

て将軍に拝謁したようです。これに対する礼

書が小早川、吉川、平賀家などに残っていま

す。

この頃毛利と織田は表面上は友交関係を装

っていましたが、裏面では織田が尼子の残党

を味方につけていた事や本願寺顕如より毛利

に援助を求めてきた経緯 もあって、ついに毛

利は信長 との戦いを決めました。元就に天下

統一を望んではな らぬと戒められていたにも

関わらず輝元が義昭を備後に受け入れた事に

よって否応無 く天下を争 う事になったのです。

当然の事ながら義昭は喜び、直 ぐ毛利の属将

達に忠戦の功に励むよう御内書を送つていま

す。山内新工門尉隆通、山内刑部少輔元通、

熊谷兵庫頭高直、熊谷次郎二郎元直にあてた

御内書が残されています。これに対して熊谷

元直が義昭の御内書に対してどう対処するか

輝元に尋ねています。輝元は将軍の意志に従

うよう示唆しています。たとえ将軍直々の命

令でも毛利の属将達は輝元の指示の もとに行

動したものと思われます。それだけ将軍の権

威は失墜していたのか も知れません。 7月 に

石山本願寺へ村上水軍率いる毛利軍が織田方

の水軍を敗 り武器や兵糧米などの搬入に成功

しました。これに慌てた信長は翌 5年羽柴秀

吉 (豊臣 )に先鋒軍の大将として播磨へ出陣

させました。これ以後毛利と織田は摂津、播

磨、備前、備中、美作、伯者、因幡などで戦

いを繰 り広げたのです。

義昭が輛に落付くに従って輛へ馳せ参 じて

来る幕臣も増えてきました。そこで幕臣の扶

養に困窮 したのか義昭は度々知行地を毛利に

要求しています。しかし毛利 も織田との戦さ

で自分の属将達に与える知行地に も困窮して

それどころではあ りません。それに毛利は備

前の宇喜多直家や伯者の南条元続 らに裏切 ら

れ不利な条件で織田方と戦っていました。そ

の為毛利は将軍を援助する為に余分な出費に

困 り防長 2ケ 国に将軍の滞在費用を課した程

です。そこで義昭もやむを得ず家臣の何人か

を毛利の属将の元へ仕官させています。伊勢

左京亮を平賀新四郎元相の元へ、一色中務少

輔 (藤長 とは別人 .昭孝か?)を 山内隆通に

預けています。又義昭は神辺城を要求してい

ます。神辺城主杉原盛重は毛利の有力な属将

で尼子討伐に勲功があり、いかに将軍の望み

でもこれは実現しませんでした。そこで神田

惣四郎元忠が津之郷に毛利より拝領していた

土地を将軍に献上しました。その見返 りに将
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軍は神Ellに 自傘袋、毛配の鞍覆の免許を与え

ています。その上幕府の外様衆に優金してい

ます。神田はのちに吉川元春の次男元氏の娘

を要 ったことで周防の二浦 を名乗 り三浦元

忠と改名した人物です。神田の他に も将軍は

数年のうちに次々と外様衆にしています。熊

野の一葉曲城主渡透民部少輔元、熊谷信直、

村上祐康などです。渡辺氏の居城一乗山城と

願が近距離にあるところから将軍は渡辺家書

提寺の常国寺へ度々行った事があるようです。

常国寺には現在将軍の遺 19・ も伝えられていま

す。将軍と渡辺氏 :ま 深い襲わ りがあり房、難、

元と3代に渡って自傘袋、毛爵の鞍覆を免許

されています。

将軍は津之郷の土地を神田元忠より贈与さ

れたことによって輛より移転しています。古

文書のほとんどが年欠なのではっきりとした

時期は分 りませんが、福山市史や広島県史で

はこれが天正 10年頃と推定 しています。そ

れに伴って小早チ||よ り郷分、神島、神村、佐

波、長和等の一部を所領地 として贈与されま

した。そこで将軍は郷分に家臣小林家孝、神

島に真木島昭光、神村に石井清信らを住まわ

せました。将軍の館はの ち豊臣秀書が立寄っ

た事か ら大閣屋敷と呼ばれた所のようです。

天正 10年備中高松城が羽柴秀書に包囲さ

れ城主溝水宗治が自刃しました。その 2轟 鋳

信長がIIn智光秀に拭逆されたに もかかわ らず、

羽柴と毛利の講和が成立しました。将軍は信

長が死んだ事で爾 ぐ帰京轟来るものと思って

いたようですが、状勢はなかなか複雑でした。

秀吉の家彗黒昌孝高や蜂須賀正勝に働 きかけ

た り、柴田勝家や徳川家康にも連絡を取 り入

洛して返 り咲く為の画策をしています。柴田

勝家は毛fljを 巻き込んで秀吉軍を実撃するつ

もりで真木島昭光に協力を頼み毛利の出兵を

提しています。これに対して柴露機には吉メ||

元春が交渉に当り、秀吉側には小早川が当っ

て、勝った側につこうとする毛利の態度が見

えます。

結局秀吉の天下となって後、四国平定に活

躍した小早川は伊予を拝領しましたが、そこ

の一漂を義曜:ま 贈与してくれと度々要求して

います。義昭の自分の置かれた立場を考えな

い厚かましさにさぞかし小早川は辟易したの

でしょうか。この議は実現しなかったようで

す。

天正 13年秀吉は従夷大将軍になる野望を

持っていた為、義昭の猶子になることを申し

入れましたが、まだ義昭には将軍位に対する

未練があり当然の事なが ら断っています。仕

方なく秀吉は近衛前関自前久の猶子となって

関自となりました。

天正 15年関自となった秀吉は九州平定に

取 りかかるべく自ら出陣しました。途中備後

に立寄 り赤坂の関透寺にて義昭の饗応を受 t'

たようです。義昭は九州の島津義久に一色昭

秀を使者に立て、秀書 との穣議を動議し成功

させました。その結果秀吉は九州か らの帰途

再び義昭の館へ立寄り快よく義昭の帰京を承

議しています。義鼈 もこの甕はさすがに年の

せいか将軍位に執着せず豊臣政権下で帰洛し

て余生を静かに送ることを考えたのでしょう。

元家臣だった細川幽斎 (藤孝 )も 九州の帰途

立寄っています。帰京について打合せをした

のかも知れません。細チ:|は 聡明な人物だった

らしく足利、織田、豊臣と上手に世渡 りをし

ています。二人の憩怨 もすでに 10数年の歳

月が流れ、打ち解けて話し合ったものでしょ

うか。まもなく義昭は村上水軍に護衛され輌

の浦より海路大阪に着き、次いで入洛を果 じ

ています。天正 15年秋の事です。

家臣の一族の何人かはこの難後にそのまゝ

土着したようです。余談ですが時代はぐっと

下って、菅茶山の家系図に菅波家初代に畠山

五郎右衛 F撃道元の名前が見えます。奮波家所

伝によると道元は義昭に従って輛に来た人物

で警領畠由の直系と伝えられています。毛理

家文書の中に義昭の随臣畠山昭賢の名前があ

りますが、これが道元と同一人物なのでしょ

うか。菅茶山の先祖が義昭の家臣かどうか、

確鉦はありませんが、そのような伝承がある
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ということはやはり義昭の家臣の中には備後

に土着した人間がいたといえるのかも知れま

せん。

入洛その後

12月 義昭は将軍職を正式に辞任 しました。

そして明けて天正 16年 1月 出家しました。

道号を昌山、法名は道体です。秀吉より河内

国内 1万石の知行を与えられ、朝廷より准三

宮の侍遇を与えられています。にもかかわ ら

ず昌山はここで又厚かましくも小早川が九州

平定の褒賞として拝領した築前、築後の一部

をくれと要求しています。その結果かどうか

分 りませんが、築前の一部 3千石の安国寺恵

現領を手に入れています。その上かって小早

川より贈与されていた沼隈郡長和 (瀬戸町 )

の土地を管理する為、柳沢元政を下向させて

います。柳沢は毛利の家臣ですが天正元年よ

り紀伊の興国寺の将軍の元へ派遣されたお目

付役です。昌山は出家してもなお欲深であっ

たようです。

毛利の属将達は昌山が帰京してのちも、品

物を献上 して敬意を払っています。本郷大場

山城主古志新十郎 も義理堅い人物だったらし

く古志家文書に義昭の家臣上野秀政の礼状が

残されています。古志は始め尼子の属将でし

たが、のち毛利方についた、いわば外様で現

それゆえ古志が毛利や将軍に対してかな り気

を使っていたらしい事が分 ります。

文禄元年秀吉は朝鮮出兵を決め自らも肥前

名護屋の本陣で指揮を取 っています。昌山は

出家した身でありながら娑婆気を出し秀吉の

前馳を務めています。文禄 2年 9月 9日 に小

早川隆景にあてた見舞状を最後に昌山に関す

る文献史料を入手出来ないので定かではあり

ませんが、慶長 2年腫物の為に死亡したとい

います。享年 61才でした。死亡した場所を

京都とも大阪とも或いは備後の輛の浦であっ

たとも伝えられています。輌で死亡したとす

ればそれな りの史料がこの備後に残されて然

るべ きですが、まだそれに関する確かなもの

は見つかってお りません。しかし細川家記に

記載されているらしい (私 はまだ見てお りま

せん )輛死亡説はあなが ち根拠がないとは断

言出来ません。備後に住む私に取っては当然

この説に魅力がありますが、今後の調査研究

に期待を持ちたいと思います。

ともか く昌山の葬儀は嵯峨野にある等持院

で行われました。ここは初代尊氏以来の足利累

代の菩提寺です。葬儀には旧臣達やかっての

側室、それに奈良興福寺大乗院門跡となって

いる昌山の長子義尋 もかけつけました。義掌

は天正元年、2才の時織田信長の元へ人質に

出されていた人物です。

義昭は生涯正室を持たなかったようです。

最後まで行動を共にしたのは春日局です。こ

の女性が実質的には正室のような立場であっ

たようです。備後滞在中に熊谷信直が年始の

祝儀を春日局にも贈っていることか らも正室

として遇されていたのではないかと思います。

しかし出自やいつ側室になったのかは不明で

す。義昭関係の史料の中で何人かの側室の名

前が出てきますが、そのほとんどは不明です。

側室の中ではこの春日局はかな り実力があっ

たようです。小早川隆景の書状か らも推察出

来るように発言力 も大 きかったようです。家

臣達にもあれこれ口出しをしたり、指図して

いた節があります。従って義昭にも多大の影

響を与えた女性ではなかったかと想像されま

す。この春日局に関する史料がないのは大変

残念な事です。

私は冒頭に義昭の生涯は案外恵まれていた

のではないかと書きました。人それぞれに感

じ方や見方が違うと思いますが、私が思うに

は義昭は本来ならば将軍になれる立場にはな

かったのです。兄の義輝将軍が殺されなけれ

ば当然還俗 もなかったはずですし、 14代将

軍となった義栄が病死しなければ義昭が将軍

になれたかどうか も疑間です。運良 く将軍と

なった義昭は流浪の間にも将軍家の権威の価

値を上手に使って、ともかく61才の天寿を

全うしたのです。晩年の義昭は出家している
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に もかかわ らず喜々として秀吉の前馳を務め

るな ど足利将軍 としてのプライ ドな ど、 どこ

吹 く風の鈍感 さです。案外 目立 ちたが りの出

たが りで幸せな晩年だったのか も知れないな

と思 うのです。

最後に私が義昭将軍について調べた事はま

だまだ不充分です。史料収集の不備や感違い

な どがあるか も知れません。 どうか先輩諸氏

にそれ らを指摘 して頂 き御教示願 えれば幸い

です。

参 考 文 献

広島県史、福山市史、福山志料、備後古城記、

九州道の記、寛政重修諸家譜、毛利家文書、

小早川家文書、吉川家文書、山内首藤家文書、

古志家文書、三浦家文書、平賀家文書、熊谷

家文書、村上家文書、渡辺家文書、上杉家文

書、島津家文書、黒田家文書、滋賀県史、福

井県史、近江国坂田郡志、東浅井郡志 、江源

武鑑、奥野高広著「 足利義昭 」、その他

足利将軍歴代の寿像を祭る霊光殿 .等持愧
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(福山城の絵について十序 )

福山城を見て、いつ も思う。なんでみんな

同じ構図なのだろう、と。描 く人は、人 と同

じような絵を描いて満足なのだろうか。福山

城を違 った構図で描 き、別の美しさを発見し

よう、という意欲は持たないのか。

でも考えて見れば、画家には手本がいるの

であって、実物が残っていない以上、復元図

を手本に描 くしかないのだ。でもそれは、本

綿橋のあたりか ら見た、例の構図しかない。

復元図をつ くるのは歴史家の仕事なのだから、

それを充分に行なっていない福山の歴史家の

方こそ怠慢である。そう反省した。

美人は正面か ら見るだけが美しいのではな

い。輪郭の強調された横顔、自いうな じと流

れる黒髪をもつた後ろ姿 も又、格別である。

福山城 も例の構図が一番美しいわけではある

まい。

そう思って、従来あまり描かれなかった、

東・西・北の三方向か ら見た復元図を、古絵

図を元に描いてみた。 この三面は写真が少な

く、櫓や門の外観は、推定に頼 らざるを得な

かった。素人の落書 きと思って見て下さい。

(序 )

復元図を描 く為、古絵図をたんねんに見、

史料を読む内、築城者の意図に気づかされた

り、通説とされる村上氏の本に疑間が溜く事

が多かった。それを思いつく儘小文に幾つ も

書いてみた。根拠の弱い推論が多い為、来年

位に史料で補強して又書いてみたい。

(天 主 閣 )

福山城の天守閣は、元和 8年 (1622)の 建

築で、それ以後焼失等により再建された物を

除けば、全国でも最晩期の天主の一つである。

その形態は層塔式 と呼ばれる物で、外壁には

防火を重視した総塗寵を採用するなど、この

時代の天主の典型であった。

さて、本天主の特徴を考えると

① 最上層が回縁式である事

② 内部 3・ 4階に床の間を持つ事

③ 石蔵が上層 と同じ形状の窓を持つ事

④ 北壁全面が鉄貼 りである

⑤ 最上層の回縁に雨覆いのある事

⑥ 石落としを備えない事

この内③④⑤は、私の知る範囲では本天主

にしか無く、戦後の再建で④⑤が復元されな

かった事を残念に思 う。①②は他城にも例は

あるが、最後期の建築である、本天主が採用

している点で特徴的といえる。そして①～④

の特徴か ら、福山城天主閣は、軍事面に重き

を置いて設計された天主と考えられる。

詳しく述べるなら

①の回縁は、城の内外を見、敵状を観察し

て指揮する場、つまり「 望楼 」としての天主

の軍事的機能にかなった設備であった。そし

て大山城、丸岡城に見るような、初期の望楼

式天主は一般に回縁を備えていた。しかし平

和な時代になると天主の軍事的意味は薄れ、

江戸城、名古屋城といった後期の層塔式天守

では回縁は設けられなくなる。

②の床の間は、他に大山城の「 上段の間 」

や岡山城の「 城主の間」に見る事ができる。

これは寵城の時、城主他が天主内で生活する

場であったと思われる。初期の天主では、通

常このような居住施設をある程度持っていた。

しかし平和な時代には、天主は城の飾 りに過

ぎず、城主の生活 も御殿で行なわれる事か ら、

天主閣から居住の為の設備は失なわれて行 く。

③の石蔵の窓。平和な時代には天主閣は、

倉庫 として使われる位で、日常使用する建物
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ではなかった。だから建築の際、窓を設ける

にあたっては、採光よりは防火性の方が優先

したと思われる。では福山城が石蔵に も沢山

の窓を開けたのは何故だろうか。

それは天主閣の軍事面を重視した為と思わ

れる。つまり寵城の時には天主 も城兵の宿所

となる為、石蔵に も窓をあけてその居住性を

高めると共に、石蔵からの射撃を可能にする

目的か らと考えるのである。

④の北面の鉄貼 りは、北方の山々か らの砲

撃に備えた物であろう。大阪冬の陣では、天

主閣に砲弾が命中、淀君の女房二人を粉砕し、

講和のきっかけとなったし、(『徳川実記』)

島原の乱に も大砲は使用 されている。水野勝

成はこれ らの戦闘にともに参戦しており、大

砲の脅威を充分認識していたと思われる。

その彼が築城の際指示し、万一天主に砲弾が

当たっても、内部にまで貫通しないよう、鉄

板を貼 らせたと考えるのである。

⑤の雨覆い。回縁を持つ天主は数あれど、

こんな物が附 くのは本天主しかない。創建時

からの物か、後の物かは明 らかでないが、多

分阿部氏の時代に附けた物だろう。藩主阿部

氏は、その多 くが幕閣の中枢に加わ り、為に

江戸に常府の時が多く、福山には不在がちで

あった。その為城内の建物は使われる時が少

なく、その管理は行き届かなかったようで、

伏見御殿は多 くの建物をこの時代に失ってい

る。天主閣は城のシンボルであ り腐朽させる

わけに行かず、その最 も弱い回縁に雨覆いを

かけて守ったと考えられるのである。

⑥の石落としについては、古写真で見る限

り、城内の櫓、土塀に も見 られず、福山城は

全体として採用しなかったらしい。石落しは

江戸城や大阪城などにも設けてあり、この時

代にもその実戦的な意義は失なわれていなか

ったと思われる。それを省略したのは、経費

削減の為か、それとも建設の際実戦を意識し

なかったか らであろうかっ

以上のように福山城天主閣は、平和な時の

建築なが ら、実戦向きと考えられる特徴を幾

つか持っていた。これは福山城が西国におけ

る、幕府の重要な拠点であった事か ら、天主

の建築に もその意思が反映したものだろう。

(伏見御殿 )

築城の時、伏見城か ら移された御殿である。

『 備陽六郡志 』によれば、ここに住んだのは

初代勝成だけで、二代勝俊は二の丸東側に新

たな御殿を作って住み、伏見御殿は藩主が江

戸へ参勤する時と、福山へ参勤か ら帰った時

のみ使われたとい う。以後の藩主もこれに習

った。

ではこの御殿が使われなくなった理由は何

だろうか。私は軍事優先に作 られ、敷地の狭

い本丸に建てられた為、居住性が悪かったか

らと考える。古絵図を見ると、伏見御殿は本

丸最上段に所狭しと建物が建ち並んでおり、

いかに も狭苦しい印象を受ける。必要があっ

て も増築は難しいし、庭園も充分な物は作れ

なかったろう。それに比べると、二の丸の御

殿はおよそ三倍近い広い敷地があり、遥かに

快適に生活できたと思われる。本丸に御殿が

あるのに、他の郭に新たに作って移るのは、

他城に も例は多い。

勝俊以後 も歴代の藩主は、二の丸御殿に住

み、哀れ空屋となった伏見御殿は、阿部氏の

時代に次々と腐朽倒壊し、建物を失なって行

った。 (『 備陽六郡志 』)そ してそれ等は再

建される事なく、建物を減 じた姿で明治を迎

えたのである。城の中心の本丸、その中の藩

主の屋敷が荒れるにまか される等信じ難い気

がする。ましてやこの御殿は、幕府か ら拝領

の由緒ある建築である。福山藩の窮乏ぶりを

認識させる一事である。

(二 の 九 )

福山城の郭は、『 水野記 』や『 備陽六郡劇

を見ると、水野時代か ら阿部氏の初期までは、

本丸と二の丸の二つか ら成っていた。それが

阿部氏の時代のいつの頃かに、本丸の一部を

二の丸とし、二の丸を三の丸と改称し、三区
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分 とした。現在 もその区分が定着している。

だが三区分だと、本丸と二の丸の境界が必ず

しも明確でないので、以下の文では築城当時

の本丸 。二の丸の二郭構成として書いていく。

福山城の二の丸は、北を吉津川、残る三方

を外堀で囲まれた広大な郭で、中には勘定所

御蔵屋敷、馬場などの公的な建物と、藩主の

御殿、ハイクラスの家臣達の屋敷などがあっ

た。

城としての二の丸の防備をみると、いたっ

て簡素な物である事に気附 く。例を掲げると

① 三階以上の櫓21の内、二の丸には僅か 3

しか建てられていない。

② 本丸には数多い多聞櫓が、二の丸には全

く無い。

③ 南東部を除けば、堀 と土塁、堀と石堀、

自然の要害に柵のみといった組み合わせの、

貧弱な構えの部分が多い。

④ 二の丸内部は、平垣な敷地が広が り、中

を土塀が仕切るだけの、単純な構造である。

堀や石垣・櫓 といった本格的な防御設備は

存在しない。

①～③か ら、二の丸の防備は、戦時に惣構え

とする程度の、貧弱な物であったといえる。

又④か ら二の丸の性格は城郭というよりは、

本来的には屋敷地であると言えようか。

(本 丸 )

二の丸に比べると、本丸の防備は格段に充

実していた。天主閣と御殿のある主要部を、

現在二の丸と呼ばれる腰郭か取 り巻き、いづ

れも石垣で固められている。その外周を、内

堀が南側と東西に少し回 り、東側と西側の堀

を欠く部分は、内堀代用の石垣が長 く連なる。

北側は小丸山と御蔵屋敷のある小郭か外郭と

となり、内堀の代 りをなす。このように本丸

は、全周に渡って二重の防塁に守 られた城と

言える。

そして石垣の上には 7つの二重櫓と11の二

重櫓が建ち、多間櫓と土堀がつないだ。 7つ

の二重櫓は、その内の幾つかが神辺城と伏見

城か らの移築とは言え、 (『 備陽六郡志 』)

大層豪華な施設といえた。

本丸内の構造 も複雑で、12の 門を持ち、門

か ら次の門までの距離は長 く、攻者は長時間

銃火にさらされる事になる。又主要な門は皆、

升形虎日の形をとる、渡櫓門であった。

又内部の建物は、最上段の伏見御殿といく

つかの番所以外無かった。戦闘に備え、燃え

易い建物は極力、郭内に置かなかったのだろ

う。先述のように伏見御殿は殆 ど使われなか

った事から、本丸は軍事施設 として、日常使

われる事は殆ど無かったと思われる。

以上のように、福山城本丸は、二の丸の稀

薄さと対称的に、過密 とも言える防備施設を

持っていた。又その内部 も、近代城郭技術を

駆使した物であった。福山城本丸は、完成し

た防備を持つ堅城と言えよう。

(本丸と二の丸の関係 )

三階以上の櫓は、本丸に18あ るのに、二の

丸には三しかなかった。それ も町人街に向い

た南東部にしかない。この事か らも、福山城

は本丸重視、本丸重点防御の城と言ってよか

ろう。

通常な ら、本丸と二の丸のパランスを考え

て、本丸の櫓を減 らす事により、二の丸の各
すみやも

隅に隅櫓を配し、可能ならば各門の傍らに着

到櫓 を置 くといった配置になると思う。

それがいびつとも言える配置になっている

のは、築f/A者 の構想によるものだろう。つま

り本丸こそが本格的防御の主陣地であって、

施設はここに集中し、二の丸は軽防御の前進

陣地 (惣構え )に過 ぎないか ら、極力施設は

省略する。ただ二の丸南東部のみは町人街か

ら見え、町人や他国者 も見る事から、ここの

み本格的な造 りとして、威厳を繕 う。そんな

築城者の意思が感 じられるのだ。

その背景として次の事があろう。福山城は

政庁であると共に、いざ事ある時は、山陽道

を東上する敵軍を阻止する、幕府方の要塞で

もあつた。しかし福山藩は周囲を外様大名に
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囲まれている為、他国勢の援助が得られず、

藩兵のみの寵城といった事態にもな りかねな

い。そこで福山藩だけの兵力でも守れる規模

の本丸を重視し、防備施設を集中した。そし

てそのつけを二の丸が払い、貧弱な防備にな

った。そんな諷に考えるのである。

(北側は弱いか ?)
福山城は、城の背後を吉津川 と、

裁2かの

小山か らなる天険で守 りし
その前面に郭を展

開した、いわゆる「 後堅固の城 」と言える。

その為二の丸の北側は、自然の要害が防備の

主体であり、人工的な設備といっては、柵位

しかなかった。この事から、北側の防備は幕

府に配慮して本格的には行なわれなかったと

する説がある。

しかし吉津川は、設計当初は芦田川本流と

する予定で、これが実現 しておれば北の守 り

は充分過ぎる物となったろう。それが洪水に

より頓座し、吉津川は一転して芦田川の支流

とな り、水量は減って要害 としての意義は下

がった。とはいえいくつ もの古絵図で見る限

り、吉津り||は外堀 と同程度か、それ以上の川

幅を有している。西側を蓮池とした後の、そ

の下流の水量は明らかではないが、「 探訪日

本の城 」掲載の絵図では、その部分を外濠と

記しており、外堀代用とする為の、何 らかの

水を溜める設備を施してた可能性 もある。

以上のように吉津川は、藩政時代の当分の間

は、充分に外堀の役を果たしていたと思える

のである。

又吉津川の内側、つまり二の丸北側には石

垣ゃ櫓、土塀といった設備が無い点について

は、北側のみでなく、他の部分でも同様であ

り、特に北を弱いとする理由にはならない。

古絵図を見れば、二の丸東側の北御門より北

は、堀の内は土塁のみであった。又南側大手

門より西は、すぐに土塀は無くな り、石垣の

みとな り、西側 も同様である。

これ らの部分が、郭の内部には土塀以外防

御設備を持たぬ事からみれば、かえって北側

の方が防備は厚いともいえる。それは吉津川

と土塁代用の堤防の内側には、天神山、小丸

山の二丘と沼池、そこか ら東外堀に注 ぐ小川

などが錯綜する、複雑な地形となっているか

らだ。

以上の事か ら、北側を弱いとする説は、吉

津川が土砂の堆積や流量の変化で小川と化し

た現状からの推論と思われ、誤 りと考えるの

である。

又幕府に遠慮して云々も、築城に際して幕府

が多くの援助を行なっている事実、山陽にお

ける幕府の要塞としての本城の役割からも、

納得できない。幕府 も外様大名に遠慮して、

福山藩にそんな指示をする程弱くはなかつた

のである。

(升形について )       
ゎたりやももん

福山城の城門は、主要な物は皆、渡櫓門を

備えた升形虎口となっていた。升形には、敵

の直進を防ぐ目的と、反撃の際内部に城
界詐

ためる目的とがある。そして通常は、高麗門

の一の門と、渡櫓門の二の門から成っていた。

ところが福山城の升形は、全て一の問を欠い

ていた。

一の門が無ければ、升形内の動きを敵に知

られて、反撃の際の障害になるし、防御上 も

たやす く升形内に侵入され、マイナスであろ

う。近代の城郭技術が完成された時代に作 ら

れた福山城で、どうしてこのような不完全と

思える升形形式を採用したのだろう。

古絵図を見ると、福山城の升形は、いづれ

も升形外縁を土塁又は石塁で囲み、内幾つか
めぐ

は土塀 も廻らしている。この事から、当初一

の門を作る計画で、石垣 も築 きながら、多分

経済上の理由で断念したと推定するのである。

一の門を作 らないなら、こんな土塁や石垣は、

殆ど用をなさないと思われるからである。

(福山城に見る経費節減の跡 )

福山城の絵図を見て行 くと、経費削減の為

と思われる省略に幾つか気づ く。それは
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① 升形が一の間を持たない事

② 内堀は南側と東西の南端にしかない事

③ 二の丸は南東部のみ、石垣・土塀・櫓か

ら成る。本式の防備を持つ事。

②と③は、いづれ も町人街か ら見える方向

なので、町人や他国者に、二の丸の堅い防備

と、内堀が全周に及ぶように見せる「 ハッタ

リ」だと思 う。

④ 本丸の腰郭 (現二の丸 )は 、多 くは櫓や

多間で堅固に作 られているのに、南側の東

半分、東側の南半分は土塀しかない。

この部分には内堀が存在する事から、その

防御力に期待しての省略 と思われる。それに

しても古写真に見るように、町人街からは三

重の自い土塀と二重の堀が見え、堅固な印象

は消えない。

⑤ 本丸の東側と西側の、内堀代用の石塁に

は、土塀 も櫓 も無い。

⑥ 天主閣は、五層ながら他城の物に比べて

小ぶりである。

以上のように、省略しても左程防御力の落

ちない所 と、町人街か ら見えない所は、手を

抜かれているように感じられる。

その背景を考えると、次のようになる。福

山藩は、譜代大名としての威厳を保ち、かつ

「 西国の鎮衛 」としての堅固な城郭として、

福山城を築かねばならなかった。しかし石高

は十万石と小さく、又転封早々城と城下町の

建設をせねばならず、費用の捻出に苦しん浅

その為幕府からの経済的援助にも関わらず、

全周に堅固な防御を施す事はできなかった。

そこで防御力を落とさない範囲で、町人街か

ら見えない部分は、極力施設を省略した。そ

れでも足 りず、升形の一の門などは建てる事

なく終わり、その儘城の完成の日を迎えた。

こんな諷に考えるのである。天主について も

周辺の外様の城、広島・岡山・萩・津山が皆

五層である事か ら、譜代 としての対面上、三

層にする訳にはいかなかったのだろう。

(「 久松城 」の呼称について一言 )

最近村上正名氏が「 久松城 」を出された。

氏は昭和 41年に、ほぼ同じ内容の「福山城」

を文化財協会から出版されている。この本は、

他に福山城についてのまとまった本が無い事

か ら、大 きな影響を与えた。本の中の見解が、

その儘通説となっている事 も多い。

その本を此度「 久松城」と解題し、又文中

の福山城を久松城に差し替えて出版した事に

私は釈然 としない物を感じる。何故変える必

要があるのだろう。福山城で定着しているの

に。久松城は過去において も、現在で も一般

に普及しなかった名称なのに。

江戸時代に書かれた諸本、『 水野記』、『 水

野家記 』、『 備陽六郡志』、『 西備名区』等

々を見ると、お城に関する項は、皆福山城を

使っている。又近年刊行された、全国の城郭

を網羅したシリーズ、「 日本城郭大系」、「 探

訪日本の城 」でも福山城と記される。このよ

うに江戸時代においても、又現在 も福山城の

名称が一般に使われ、全国的にも定着してい

るといえよう。

それに対して久松城は正式の名称とは言え、

現在地元の一部に知られる程度に過ぎない。
しらさざ    う

別称 としても、自鷺城、鳥城 といった他城の

物程親 しまれていないし、知 られて もいない。

それを福山城に関する唯一の本に使 うのは、

市民を、他市他県の読者を混乱させるだけで

はイまい力)。

氏があえて久松城の名を使われたのは、深

い理由がおありと思うが、本の中では何 も触

れ られていない。是非お教え戴 きたい。
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卒暴おギキ|||

東側から見ると (福 山城私的想像復元図 )

黎 轟裏:

西側からだと (福 山城私的想像復元図 )
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1年謝憲留議 :t

北から眺めりゃ(福 山城私的想像復元図 )

南西から見れば (福 山城私的想像復元図 )
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備 後 の 国 人

国人 領主 制 の成 立 と室 町幕 府

国人  室町、戦国時代よく使われた言葉に、
こくじん        くにしゆう

「 国人 」、「 国衆 」がある。国人とは在地の

有力武士のことで、守護等外来の支配者と違

い、その国生え抜きであることを示したもの、

戦国大名毛利氏 も英雄元就以前は安芸国人の

一人に過 ぎなかったことは有名である。

むろん、国人は室町時代に入って突然現れ

たものではない。鎌倉時代の「 地頭 」、「 下

司 」等が南北朝の内乱を戦い抜く中で一段と

強力な在地領主として姿を現したものである。

だが、なぜ彼等在地領主達は室町時代にな

って「 国人 」と呼ばれるようになったのであ

ろうか。在地領主とい う点では前代の地頭達

と似たような存在に思えるのだが、実はこの

点に深い意味があるのである。

相続法の変化  このことを明らかにするた

めには、「 南北朝の内乱 」を一つの節日とし

た武士団の変質を理解する必要がある。

一つは相続法の変化である。鎌倉時代の典

型的相続法は「 分割相続法 」と呼ばれるもの

であった。これは兄弟にまんべんなく所領を

譲与するもので、所領を分与された一族は、

惣領 (本家 )で ある嫡子の指揮の もと、団結

して事にあたった。いわゆる「 惣領制 」であ

る。

しかし、代 々分割相続によって所領が細分

されて行 くと、一族を束ねるべき惣領の手元

に残される所領は非常に狭いものになってし

まい、維持が困難になって来た。又、土地を

分与された庶家 (分家 )も 惣領の力が弱まれ

ば、その極格か ら逃れ、独立しようとした。

そこで、惣領家の力を強め、惣領制を再編

するために採れたのが「 嫡子単独相続法 」で

あった。

備北地毘荘 (比婆郡高野町か ら庄原市北部

にかけて存在した荘園 )を 本拠 とした山内首

T昏Ftti島 握 否鮮 醒 1:L『 悩

与え、「 庶子等に (所領を )相い分つべしと

雖も、分限狭少の間、相分せしめるに於ては

上の御大事に逢 うべからざるに依って通時一

人に所領を譲るものである」と述べ、嫡子単

独相続制を断行している。

この場合、「 分限狭少 」がその理由に挙げ

られているが、その真のねらいは惣領の力を

強化し、自立しつつある庶家を再び自己の支

配下に収めようとしたものに他な らない。

この結果現れたのが、庶家の「 被官化 」、

庶家が惣領家の家臣となって行 く現象である。
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庶家の被官化  備北田総荘 (甲 奴郡総領町

一帯に存在した荘園 )の地頭、田総長井氏の

場合をりКめてみよう。

田総氏は鎌倉幕府創業の功臣大江広元の嫡

流長井氏の一族、鎌倉中期その祖長井重広が

備後国田総荘地頭職を獲得し、在名を取って

「 田総 」を号したもので、重広から四代目の

直干の代には備後に本拠を移し、以後戦国時

I「:[3倉 ][:]:iξ ][[ilしil
つてお り、以後代々本領は嫡子一人に相伝さ

れている。そして、重継の曽孫広里は室町時

籍7響響亀F卑鶴『:騨]ま
を定めている。この中で広里は、

「 1 おと 共ゝ之事、一所にても候へ ゆ

つ りせす候、その器量によんて扶持

あるへく候」

と述べ、嫡子 (時里 )以外の子息には所領

を分与せず 能力 (器量 )に 応じて給分を与

えるようにせよと言っている。この場合、庶

子達の地位は、明らかに惣領の被官の立場に

転落している。

又、以前に分家した庶家に対 しても惣領の

支配権は強化されている。

「 1 親類共之中二各別之譲をもんて 惣

領之衆儀二ちかい候ハ  ゝ その支證

立ましく候 身の扶持にて候間、中

(仲 )を たかわれ候ハ  ゝ 給分の事

にて候間 御計たるへ く候 」

つまり、所領を分与された庶家 も、惣領の

命令に違背する場合は遠慮なく所領を没収せ

よ、庶家の所領も惣領か ら「 給分 」として与

えられているに過 ぎない、というのである。

「 給分 」とは、主君が家臣に対して与える

給与のことである。

ということはどういうことか。田総氏の場

合、室町時代初期には庶子や庶家をそれまで

の対等に近い存在か ら、給分を与 える被官

(家臣 )の地位に引きず り降 し、惣領権を著

しく強めていることがわかるのである。

この惣領制の変質 と強化は、周辺の弱少武

士をも巻き込んだ地域再編成となって現れた。

一円所領の形式  土豪の被官化と一円所領

の形成がそれである。

土豪 (地侍 )と いうのは、地頭クラスより

一まわ り小規模な在地領主達で、「 名字」を

持ち、荘園の下級荘官、或は有力百姓を指す

言葉である。土豪は元々独立して荘園領主 と

結んでいたのであるが、先に述べたように有

力在地領主惣領家が権力を強化す るとその武

力に押され、彼等の被官となって行った。

戦国時代、田総氏の被官森戸弾正忠1実泰は

:l:::[[l]菫 ][][:[]::|
土豪に相違なく、田総氏惣領家の勢力伸張に

共なってその支配下に入った者に違いない。

もちろん、これ らのことに対しては荘園領

主側の抵抗 もあったが、有力在地領主達は武

力を背景に土豪を手なづけると共に、「 地頭

請 」、「 下地中分」等さまざまな方法によっ

て荘園の土地そのもの も自己の支配下に収め

ていった。

田総氏が採ったのは下地中分である。下地

中分とは荘園の土地を領家の支配下と地頭の

支配下に三分し、互いに干渉しないようにす

「 乳ζ襖署管[け『 モ :「書撼墓弦里11半
分を地頭分として、排他的な一円所領とする

ことに成功した。

国人領主  田総氏のように庶家や土豪を自

己の被官 として所領を排他的に支配する在地

領主のことを「 Ъ笑嶺隻Lと ぃぅ。

そして、彼等がその領主制を確立したのが

南北朝の内乱期であった。

山内首藤氏や田総氏の場合、国人領主化は

鎌倉時代末期には達成 されているが、彼等の

場合はやや特殊な例である。山内首藤氏が備
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銀総民の経城・

'1:平

曲城ポ  (響奴郡総領町穣草 )

後に本拠を移した原因は東圏の本領が余 りに

も狭少だったためで、田総氏の場合 も、同氏

自身の所領は備後国内に限定されてお り、い

わば備後が本拠だったからである。

では、一般の武士達はどうだったのか。彼

等は全国各地に分散して所領を持ち、王朝国

家 (京都の天豊政府 )、 鎌鵞幕病とい う権力

によってその権利を保障され、所領 を維持し

ていたのである.

しかし、南北朝の内乱はそれを不可能にし

た。三義国家 は分裂し、鎌倉幕府は滅亡して

しまい、武士選は、自己の所領を守 るのは自

分の力だけという厳しい現実に直面したので

ある。

こうなると力の分散は致命鋳である。生き

んがためにはどこか一ケ所の所領に一族のカ

を集中し、その確保に金力をあげる必要があ

った。むろん、本拠地以外の所領 1ま放置する

以外にすべはない。曲内首藤氏 もこの内乱で

得争僣1lTT嘗 }の

武士に押領され「 不知

又、この内議は、南襲 (公家一統 )か滅ヒ朝

(幕府の復興 )か というイデオ書ギーの対立

でもあったが、このことは独立を目指す庶家

達に絶好の口実を与えた。惣鎮家に不満を持

つ庶家は、惣領が露じ朝方ならば南朝方に走る

とい うように堂々と自立を宣言できたのであ

る。このため惣領家は自己の力を強化する必

要に追 られ、分製様続制をやめ、単独相続鋼

を採用したのである。いきおい、庶家は惣領

家の被官 と化し、土豪 もその下に系列イヒされ

た。

一鶏所領の形成 も内乱のため、比較的容易

に達成された。荘園領主の力が著しく弱体化

していたからである。

そこで元に戻って、有力存地領主はなぜ

「 墨人 」と呼ばれたのか、考えてみよう。

原因は、彼等の所領が備後な ら備後一国内

に限定 されるようになったか らである。つま

り、鏑代鎌倉時代まで1ま 、全国各地に所領を

持ち、「 御家人 (将軍の家来 )」 、或 :ま「 非

御家人 (御家人以外の武士 )」 としか呼びよ

うがなかった武士 (在地領主の意 )達 も、自

らの所領が一国内に限 られるに従つて、某爾
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の住人、「 国人 」、或は「 国衆 」と呼ばれる

ようになったのである。

守護被官  ところで、甕人領主制は内乱の

中で自己の所領を守るために成立したもので

あるが、単独では不可能に近かった。彼等は

周辺の国人領主と不断の敵対関係にあり、弱

小国人の所領は有力国人によって常にllF領 さ

れる危険があったのである。

山内首藤氏は備北地毘荘の地頭として曲緒

難しい「 備後の国人 」であったが、同氏でさ

え南北朝末期か ら室町初llJlに かけてたびたび

FTr領 を周辺国人に押領 されかけている。

特に応安 7年 (1374)に は、西隣二次地方
みよし ひでもさ

を本拠 とする有力藝人三吉秀場 (式部大夫入

道道秀 )が地麗荘に打ち入 り、三吉氏は更に

地毘荘を「 欠所 (無主の地 )」 と号して、将

辱警「

領宛行の「 下文 」を申請する始末であ

田総氏の場合 も同じ頃、備後最大の国人宮

舞『曇簿霜爆穫薔ll装患lF暫曇曇ぎ彎量
議している。

そこで彼等の採った方法が当時備後の守護

として入つて来た山名氏 と結ぶことであった。

Lll名 氏ならば守護大名として、幕府に もにら

みがきき、三書氏や富氏のような有力曇人の

横暴を押えることが出来た。むろん、山名氏

との関係は対等ではありえない。山名氏の保

護を受けるかわりに、手足となつて働 くこと

が要求された。つまり:ま「 守護被官 (守護の

家臣 )」 となったのである。

一方守護山名氏 も領国を支配するためには

鶴人をつかむ必要があった。曲名氏 といえど

も元々は地頭である。譜代の家臣は少ない。

又、幕政に発箇権を得るためにも武力は多い

方が良い。国人領主は一つの戦闘集団である

から、被官として組織出来ればそれだけ実方

が向上したのである。

将軍華公衆  しか し、国人は好んで守護被

官になったのではない。元来、守護と地頭

(国人 )は将軍の御家人 として同 じ身分に属

していた。つまり対等だったわ t夕 で、露人の

中でも有力者は守護を嫌い、直接将軍と結ぼ

うとした。将軍も強大化した守護を押え、権

力を維持するためには各地の有力国人を、武

力として組織する必要があった。こうして生

れたのが「 奉公衆 」と呼ばれた室町将軍の親

衛隊である。

鐘後で 1ま 轟治郡 (芦品郡新市町から福山市

北部 )の宮一族、御調郡東部 (現尾道市 )の

後II繁≧層糞Ylη :漁啜F機曇8言寡夏
も機後きっての有力国人である。

華公衆は将軍の直臣としての誇 りを持ち、

普段は在京して将軍の身辺警護にあたり、有

事には将軍の直轄軍「 馬廻 り衆 」として戦陣

に臨んだ。江戸時代の擁で言えば「直参旗本」

といった存在である。

守護大名にとって奉公衆は頭の痛い存在で

あった。奉公衆の所領は、将軍か ら「 守護不

入 」の特権が与えられ、守護 といえども踏み

込むことは出来ず、彼等に対する命令権 もな

かった。

応永 13年 (1406)頃 、三吉氏は守護山名

時熙の指示に従わず、時熙を「 二吉入道去年

の振舞存外極 り無し」と嘆かせてご%。

又、時熙は隣国安機の守護 も兼ねていたが、

同国の奉公衆小早チ11氏 (本拠豊閲郡本郷町 )

にその命令を無視され、「 愚老をこそ人とは

思わられず候(自分を人とは思っていない)9
と怒っている程である。

室町幕府体制  室町時代、国人達は守護大

名の被官となる者、将軍の奉公衆 となる者等

その上級権力との接し方は様々であった。

そして、このような体制の上に成 り立ってい

たのが室町幕府であった。

幕府は全国を支配するにあたり、一部の国

人領主を自らの武力として組織したのみで、
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他は守護大名にその支配を任せたのである。

別な言い方をすれば、幕府は全国の武士を直

接掌握するのに失敗したと言えよう。

将軍 と守護、守護と国人の関係 もはなはだ

ルーズなものであった。鎌倉将軍と御家人、

江戸時代の将軍と大名、その家臣のように明

文イヒされた堅固な主従関係で結ばれていたわ

けではない。守護は国人の統制に苦しみ、将

軍は守護の強大イヒに悩まされた。

これが室町幕府が不安定であった原因であ

る。守護は国人の支持を得るために幕府内で

勢力を持つ必要があり、主導権をめぐって常

に抗争した。将軍と衝突することもあった。

このため、「明徳の乱」、「応永の乱」、「 嘉

吉の乱 」といった内乱が断えることがなかっ

たのである。そして、その極めつけが幕府を

一気に無力化させた「 応仁の乱 」であった。

注①『 山内首藤家文書』16号 o

②『 広島県史 』古代中世資料編 T所収。

③『 田総文書 』4号 。

④『 田総文書』10号 。

⑥『 日本城郭大系 』13。 又、その一族と

思われる者に、田総氏の被官 として天正

3年 (1575)正 月 1日 、備中国吉城合戦

において敵首 1つ を取った森戸新三郎が

いる (『 毛利家文書 』375号 )。

⑥現在、この地名は失なわれているが、鎌

倉末期には、荘内の村落として存在して

いた (『 田総文書 』2号 )。

⑦『 田総文書』2号 。但し、この文書によ

れば、嘉元 3年 6月 以前に「本中分契状」

が存在したことは明らかであるが、便宜

上本文書を以て「 下地中分 」の成立と見

なした。

③『 山内首藤家文書 』52号。

⑨『 山内首藤家文書 』58、 62号。

⑩『 田総文書』7号。『 早稲田大学附属図

書館所蔵文書 』永和 3月 (1377)3月 10

日付「 備後守護今川了俊遵行状 」参照。

⑪宝徳 2年 (1450)か ら享徳 4年 (1455)

頃の奉公衆名簿に、一番衆富孫左衛門大

夫、二番衆三吉加賀入道 (熙秀 )、 三吉

太郎 (豊秀 )、 二番衆杉原兵庫助、四番

衆宮上野介 (教信 )、 五番衆宮五郎左衛

門尉 (盛長 )、 宮下野守 (元盛 )、 宮修

理亮 (教元 )、 三吉弥太郎、杉原左京亮

(親宗 )、 杉原伯者守、同 掃部助の名

が見える(『 永享以来御番帳 』群書類従

所収 )。

⑫『 毛利家文書 』37号。

⑬『 小早川家証文 』47号。
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森 の石松の 毛利の石松

昨年 5月 当会の一女性会員が訪ね来 られた

時、その数露鋳入手した石松の父親の資料を

見せたところ昭和 57年福山城友の会の機関

誌「 友の会だより」に寄稿した「 森の石松の

基について 」を書き直して寄稿して欲 しいと

の事で糞の度会員でもない私があえて書かせ

て頂いた訳です。

実は石松の従弟の子孫が話されるのを大袈

裟と思つて書かなかった反面、父親柴田氏が

大塩平八郎に築係あるか も無れぬと云 う心よ

り大阪府高槻市の村上義光氏 (古文書の解読

とその指導者 )にお尋ねしたところ丁重なお

・F‐紙、研究内容、大阪城番武鑑のコピーをお

送 り戴きました。いささか伝え間違いを含め

てその裏付けを得ましたので、書き直しを書

かせい頂 きます。

今日、森の石松は遠州森町 (当 時は村 )の

生れで清水次郎長一家の渡鸞人と云 うのが通

説である。これは次郎長の養子が、清水一家

の子分衆、客人等や他の親分衆一家の間漱覚

えを基にして倉』作した「 東海遊僚伝 」を更に

譲曲師 広沢虎造が脚色 した浪曲によるもの

である。そして森町に於ては石松の墓が観光

資源となり、又、茶生産業者の守 り本尊的立

場になっているのである。

昭和 16、 7年頃、森町を訪れた事がある。

当時はまだ森町に於ては今程は石松は菫きを

おかれていなかったのか、茶生産業者は私の

質輩に対して次の 3点を答えて呉れたのであ

る。

1.森町には石松と云う渡世人はいなかった。

これは事実である。

■ 石松の墓は難穣 8年、虎造の浪曲により

森町と森町のお茶の名声が高まり、売 り上

が伸びたので、宣伝の為にお墓を建てた。

そしてお墓の向いている方向の茶畑の茶の

出来が良いと云 うジンクスが出来て、墓の

良きが絶えず一夜の内に変えられている。

1 博変打が児いの為に墓を欠 ぐとの事であ

る。

(今 日では1番新 しいのと合せて、3基ある

との事である。 )

又当時、小政の娘と云 う老婆が清水に生存

して居た。そして、その老女の話によると

1 溝水一家には森の石松と云う人はいなか

った。

1 客人に石松と機 う人が居た様に思 う。だ

からあれは広沢虎造の創作である。

以上により森町生れの石松でなく客人の石松

であって、湾水に基があるとその時間いてい

ないので駿遠には輿の彼の墓はない。

これ等二者について、遠方なのに、何故と

不審に思われるか も知れない。その頃私は浜

松で学生々活を送ってお り、友人達の話を興

味深 く思い訪ねたのである。勿論、輛に石松

の墓があるなんで私は知らなかった。

彼の墓は類の法宣寺の墓地の ものと、彼が

亡 くなった大分県中津市のものが本物である。

石松の従弟の孫、安西 ともえ氏と村上義光氏

よりの資料を合せて記るさせて頂きます。

1 石松は天保 8年 (1837)に 大阪城城番与

力柴田勘兵衛を父に、足利氏の一族で銀閣

寺にゆかりのある安西遠江守の子孫、大阪

屋書助の娘、妙真 (旧名不詳 )の子 として

攣で生れた。

1 父親柴田勘兵衛は大塩平八郎の槍の師匠

であり、親交があった。そこで大塩事変に

ついては早 く察知していたのか、後難を恐

れたらしく妻と親嬢弟を鰺で逃げさした。

そこで輛で石松は生れた。 (離縁か?)
勘共衛は大阪城より町奉行所へ同事変鎮圧

応援に派遣され活躍した記録されている由。
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尚安西家の方では勘兵衛は弟子である平八

郎を殺した後切腹したものと思い込み、生

れた石松を尊敬する平八郎の生れ更 りと喜

んだと伝えられている。

1 石松は放蕩の末、家出して長州にて渡世

稼業人とな り、旅鳥として全国を股に渡 り

歩 く。

1 長州は毛利公の領国なる故を以て、人呼

ス′で毛利の石松と云 う。

1 母親は亡夫 (死んだものと思い込み )の

菩提を弔う為 と石松の罪減 しのため、出家

し、妙真比丘尼 と号し後山の寺迫峠の寿量

を建て直して庵主となり読経三味の生活を

送り、里人の為に世話役的役割を果たす。

1 短気で喧嘩早 く、義侠心に富んでいた。

1 刀傷があ り、切 られて片眼であった。

1 誰々の代参か不明であるが、両三度金比

羅宮に代参し、多度津 より輛に上陸し、藩

吏に捕われている。

1 明治 6年、豊前国中津 (大分県中津 )で

なまず切 りに切 り殺され、知 らせがあり叔

父が遺骸を火葬にしてつれ帰えった。その

時家族が建てたのか、地元の親分さんが建

てたのか言い伝えがないが、中津に墓があ

る。西南の役の時石松の死を聞いて清水の

次郎長が建てたのではとも云 う。

1 犯罪者や博徒等は当時は一般に墓を表向

きは作 らせていない。従って、或は名前を

かえて人目につきにくゝひっそりと墓を作

り、或は又、親兄弟の墓に葬るのが常であ

った。彼、石松の場合は世間体を考え、祖

父母の墓に葬 り、墓の裏側を浅い額縁出腹

に彫 り、次の如 く刻し、又水鉢をつ くりか

え、銚子と盃を浮き彫にした。

明治 6年癸酉

転玖院宗聡 日勇信士

10月 8日

1 浪曲で知った時にはあま りに もよく似て

いるので驚いたと安西 ともえ氏は言ってい

る。

以上に依 り、毛利の石松を遠州に森村 と云う

土地がある為、毛利を森として東海遊侠伝に

森の石松と記したか、虎造がその様にしたも

ので、輛にある毛利の石松の墓と、中津の墓

とが森の石松の墓である。

尚参考迄に安西家、柴田勘兵衛に関する資

料の一部を次に記す。

1 安西家は大坂に出る前は京都に住し、そ

の跡地は銀閣寺のそばにあ り「 安西家敷 」

と云 う。今尚銀閣寺 も丁重に安西家を遇す

る由。

1 柴田勘兵衛、慶安元年上総飯野藩 2万石

の藩主保料弾正忠が大坂城定番 (玉造口 )

に任ぜ られ、大城城に赴任の際、与力 30
騎、同心 100名 を新規召抱えた。この時

の与力、同心が大阪に定着、定住し、世襲

であった。柴田家 もその一家で代 勘々兵衛

を襲名した。天保 10年の大阪袖鑑 (武鑑 )

参照。

1 家禄は「 200石現米 80石 」で、与力

30騎全部同じ。同心は 10石 3人扶持。

1 明治初年の旧大阪城在番の与力や同心が

「 士族籍復帰願書 」の中に も旧玉造に与力

柴田勘兵衛の名あ り。

■ 大阪城定番与力は譜代扱で、大阪町奉行

所与力は抱席で別の組織形態であり、定番

与力の方が一格上である。

1 玉造組与力衆の屋敷は大阪市東区の現在

の大阪城公園の東南の一角である。

1 柴田氏本貫の地は参州 (三河 )で槍術宗

家 ?であり、柴田勘兵衛が大塩平八郎の槍

術の師匠であった事は大阪での大塩平八郎

研究者の定説である。平八郎の師匠か、そ

の先代と思える勘兵衛直筆の書状のコピー

を参考迄に付す。

以 上
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開発と文化財保護の両立

文化施設建設に想う一……

最近、私は毎んのために郷上の歴史を調べ

ているのか疑間をもつてきた。「 そこに山が

あるか ら登るのだ」「 とにかく好 きなんだ」

ですまされる問題であろうか。

郷土史研究にも簡的がなければならない。

そこで自間自答をくりかえしている。

郷土史・地方史・地域史

郷土史研究の歴史は古い。戦前ひところ、

愛郷心養成のための郷土教育が提唱され、盛

え′

“

郷止読本や郷蓋室が設けられた。そして

そのことは愛国心へつながるものとして、皇

国史観の歴史教育に日標が向けられたのであ

る。戦後 tま郷土史と呼ぶのは、何か偏狭なお

国自慢に終始するひゞきがあると、地方史と

呼びかえられた。しかし地方といえば中央を

意識し、広い視野でふるさとを見直そうとし

たものが、中央につながる、いや中央集権的

な考えで、中央文化につながるものを地方に

求める風潮を生じた。郷土研究でもそうであ

ったが、地方の歴史を調べて攀央の表層文化

に見られるようなものが無 く、貴種尊重の考

えは、いたず らに地方文化の貧しさをかとつ

結果となり、種造される明日の地方文化はた

ゞ中央文化の無批判な受入れに走 り、流行的

な追従となつている。

そこで最近は地域史と呼称を変えることが

提唱されてきた。それは地域の自主的な文化

を見直し、特定の地域の もつくらしの文化を

探求し、そこの伝統文化を堀 りおこし、地域

独自の生活文化を続立しようとする動 きであ

る。

地方と地域のちがいは、地方が中央に対す

る語感 とことな り、地域 :ま生灘議の もつ生活

文化を意識し、その地域の特有の ものを掘り

起し、他地域 との共通性をも考える上で、そ

の鶴城の生活文化を中心に考察 してゆこうと

いうのである。

従来のような貴種尊重、指導者の側に立つ

表層文化ではなく、ふるさとの逮域に綾づい

て、地域の中でくらしつづけてきた、底辺を

なす庶民の生活文化を見直そうというもので

ある。それは日常生活の中の衣食住 。年中行

事・冠婚葬祭・民俗信仰・またそれらのもつ

生産用具や生活用具などの生活文化財をふく

めて、その中を貫く精神性、ふるさとの心を

さぐり、 もう一度現代社会の中に成立し得る

ものを見直して、継承しようというのである。

郷止歴史民俗資料館

最近各地に郷止歴史民俗資料館が建設され

盛々ふるさとの歴史資料や生活文化財が採集

され、これを展鶴することが流行 している。

私はあえて、流行 という言葉を使用したが、

まさに流行であろう。文部省の奨励補助金支

出もあって、雨後の筍のように、全国津々浦

々に建設され、現に福山にも義の浦歴史民俗

資料館建設が市制 70周年記念事業 として構

想されている。しかもそれは輛城跡という歴

史的認念物の史麟の上に建てようというので

ある。

このことは地域史の見直しと共に、私達ふ

るさとの生活文化を見直して、明日の地域文

化倉0造のための資料 としておわめて貴重な施

設で、しか もそれが史跡という歴史的な土地

に建設されることは意義の深いことである。

ただし、資料館建設の日F・Jが 自覚され、史

跡地のもつ意味と生活文化財採集の意義が、

館の建設によって生かされるものでなければ

ならない。

史跡も民俗資料 も、骨董的な懐古趣味の も

のではない。史跡が観光のみの対象となり、
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民俗資料が民芸品となったのでは、歴史民俗

資料館建設の意義を失うものであろう。

市制 70周年の単なる記念事業 として入れ

物を建てばよいではすまされないのである。

今迄輛の有志によって努力され収集がなされ

た民俗資料が生かされるも、死蔵されるのも

館の設計と、今後の運営組織に在 る。そして

史跡地 という歴史民俗資料館にとっては、こ

よなき立派なのであるか らその遺構を破壊す

ることなく、いや歴史記念物 として、更に整

備復元し、史跡公園とし、こゝを輛町民の明

日の歴史と、生活文化の見直しと継承の場 と

して意義あるものとなし、兼ねて観光的な場

所 となしたい ものである。

博物館・美術館

福山市は市制 70年 を迎える。 21世紀に

羽博 く生産工業文化都市として、福山城跡公

園周辺を文化ゾーンに指定 し、ここに文化施

設を集中し、福山文化のシンボルたらしめよ

うとしている。

県はいち早 く県立博物館をこの文化ゾーン

内の県立葦陽高校移転の跡地に建設し、草戸

千軒町遺跡出土の遺物を中心に、日本でもユ

ニークな中世文化の展示を行おうとしている。

福山市は同じ葦陽高校運動場跡地に市民待

望の美術館建設を70周年記念事業 として決

定し、どちらも63年完成を目指して建設業

務がはじまった。

やがて河口湖の湖底に沈んでゆく運命の草

戸千軒町、中世に栄えた港・市場町。それは

福山の前身の町であると共に、瀬戸内海の中

央に位置し、日本の京都の所在地、いわゆる

中央と、九州を経て大陸文化をつなぐ海の大

動脈の中心にあって、中国文化と都の文化の

中継地 として、その実証となる遺物が大量に

出土している。これを復元して、しか も中世

の家屋やくらしの実態を復元的な展示により、

更にひろげて瀬戸内の中世文化、更には当時

輸入された中国陶磁の実物を展示する部屋 も

設けるべ く、すでに準備室が設置 され、将来

の館員となる学芸員 も任命され鋭意建設に向

って努力が続けられている。

ところが建設予定地の葦陽高校跡地は、実

は福山城三之丸で外堀をめぐらした内側の家

老屋敷の跡なのである。福山城にとっては大

切な史跡地なのであった。明治初年廃藩 とな

り、城地 も開放されたとき、こゝは福山町立

女子高等小学校、更に女学校の敷地 として転

用され、戦前運動場拡張のため堀 も埋められ

たのである。

文化財保護法により、この土地は史跡指定

こそされては居なかったが著名な遺跡地とし

て、埋蔵文化財の遺存状況を調査するため、

県・市共に発掘調査が実施 されたのである。

ところが県立博物館建設予定地内では、旧

家老屋敷の庭の遺構や、西門の番所の建物や、外

堀と内堀を結ぶ溝など、福山城にまつわる遺

構が存在することが半J明 した。また市美術館

建設予定地は完全に北西外堀内になり、内側

の石塁 もほ 完ゞ全に遺っていることが判明し、

更に西側外堀の内側石垣 も完全に遺されてい

たのである。

そこで福山市文化財保護審議委員会として

は、これが保護を要望せざるを得ないことゝ

なった。

郷 土 文 学 館

文化ゾーンヘの文化施設建設要望は、県・

市の博物館・美術館だけではない。民間有志

の文学館建設 。福山地方の書道家やこれに学

ぶグループの書道館建設の要望、それに福山

市には既存の福山城博物館が天守閣に存在す

る。

しかし考えて見ると、この施設が必要なだ

け、その館の内容である遺物・作品が存在す

るのである。県立博物館は中世以前の県で発

掘調査 された遺物が山積している。草戸千軒

遺跡は もとより、原始・古代の遺跡が最近の

開発事業その他で、埋文センターのみでも年

間数十件の発掘がつづき、収蔵しきれない遺

物が公開 もされずに収納されているのである。
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これを復元修理 して展示しないと、せっかく

発鑢され濃減した遺跡に対 して、調査した意

義 tま ないのである。

私達は文化ゾーン地区内に、県・市の博物

館が伴存し、展示に競合することを恐れてい

たが、県知事の裁量で県立博物館は草戸千軒

町遺跡を中心とした、中世以前を重点的に展

示することゝなり、機 ll機博物館はその建物

の象徴する近世の福山藩政下の、歴史と文化

の遺品を展示すればと、その展示企画委員会

を構成して市当局に建策している。

そして近 。現代の文化財は市立美術館に展

示して、文化ゾーン内にそれぞれ分握 された

二館が鼎立し、共通券を発行して協力体勢が

とられることを希望している。

ただ心配されるのは経営主体の異る県・市

が協力して展示分担が出来るだろうかと心配

している。また美術館の収蔵作品が展示にた

えうる作品収集が出来るかが問題で、願わく

は貸画廊的存在とならないことを祈つている。

また運営組織の整備をも願ってやまない。

最近文学館の建設が続いている。近くでは

尾道の文学記念館が憲贅直哉の『 暗夜行路 』

を執筆した三軒長藤を改装 して、こゝに尾道

ゆか りの文学者の資料を展示した。岡山には

中国銀行の提供で、「 吉備路文学館 」が市内

南/J~に今秋生まれるが、ここも明治 ,大正・

霧和の間曲県ゆか りの文学者の著作や肉筆原

稿など、すでに 5千余点を超す資料が集めら

れ、運営に当る館長 も人を得て、着々準備が

されているとか。山口県は県立女子大学の付

属機関として「 山口県郷土文学資料センター」

が 5月 には開所式をあげるが、いづれ も運営

主体に当を得て、内容の充実したものとなっ

ている。

もし福山に建設されるとしたならば、美術

館同様に今後の内容整備に待つ ものが多い。

しかし文学的な資料については、江戸時代に

さかのばれば、有名な菅茶曲を1ま じめ、崎門の

五傑佐藤直方 も福山生れ、阿部家時代の藩儒

伊藤長英とその子孫、藩校弘道館や誠之館の

教授達、そこに学んだ逸材 も多い。これらの

遺墨類で誠之館関係は誠之鐘高校に藩校時代

の玄関を残した記念館に収蔵されているが、

公開されてはいない。

こうした内容 となる遺品と同時に文化財保

護の立場よリーつの提言は、その入れ物であ

る文学館に、ゆか りの建物をtl」 用すれば、こ

れ も震じ文化財なので史鱗保存との両立がか

なえられるというものであろう。

福山文学にとって、誠之館と共に忘れるこ

との出来ないのは藩校弘道館である。その建

物が幸せにも現に遺存していたのである。

この弘道館の還努な:ま 、建設当時の西舞繭機に

存在したのであるが、IEE在 のように開発整備

されるので取 りこわしになるところを、戦前

西小学校の父兄会がゆづり受け、小国民の修

練道場 として、名を「 振励館 」と名付け、西

校藤の議瀧寺境内を借 りて移建したのである。

終戦近く実践女学校の校奮に間借 りされ、そ

の後引あげ者の借家など転々とし、現に腐 ln‐

はなはだしく残存している。この記念すべ慾

建物を是非文化財として保存したいものであ

るが、文学館に 1ま ふさわしい建物 と思うので

ある。市に相談しても移転する敷地 もなけれ

ば、金 もなし、これ も幻となるのかと残念で

たまらない。

近代に入ると、青年の父山本瀧之助も多く

の著述を残し、戦前・戦後と童謡に不朽の名

作を残した葛原鼓、詩に俳旬に叙情を托した

本下夕爾、更には現代 日本を代表する文豪井

伏鱒二氏 も福山出身、 こうして全国的に活動

された署名な文学者のみではなく、郷土にあ

って一意郷土史研究に一生を捧げられた得納

三道、浜本鶴賓の遺著や蔵書はすでに市に寄

贈され、現に城の古文書館に文庫として収蔵

されている。こうした資料を一堂に展示する

文学館と、これを管理運営することも文化都

市を目指す福山市としては大切な仕事ではあ

るましヽか。

そして、こうした夢を実現に導き、推進す

るの も、郷土史を研究しているものの役日で
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はなかろうか。

研究調査から実践運動ヘ

文イヒ財を保護することを任務に、法によっ

て結成され、市の条例で規定されている福山

市文化財保護委員会は、以上状べてきたよう

に文化都市を目指して建設される文化施設に

対して も、文化財保護法に照して福山市に要

望書を提出した。それは歴史民俗資料館の内

容とするものが文化財であるばかりでなく、

それを入れる館が史跡の上に建設されるか ら

である。

その内容を記すと、

輛の浦歴史民俗資料館建設について

福山市文化財保護審議会

今回福山市が提案された輛の浦歴史民俗資料

館建設予定地は福山市史跡である輛城跡内に

あり、これが建設にあたっては次の点に留意

されたい。

1 輛城の遺構 (城の建物跡礎石、石垣等)

を完全に保存すること。

2 資料館の外観は史跡輛城跡に調和した

ものとすること。

3 取つけ道路等周辺整備にあたつては、

史跡輛城の遺構景観を損傷しないこと。

なお、収蔵する物件は重要な文化財なので、

資料館建設にあたっては、文化財保護審議会

並に輛の浦歴史民俗資料専門委員会と協議し、

歴史民俗資料館としての機能を充分発揮でき

るよう設計並に運営機構等を配慮すること。

(付則 )

歴史民俗資料館建設にあたっては、文化財

保護法第 57条により用地の発掘調査を行 う

こと。

美術館建設用地に就ては、現在史跡地では

ないが、当然史跡とするべき周知の埋蔵文化

財所在地なので、法第 57条により事前発掘

調査を実施し、堀その他の重要な遺構が存在

することが判ったので、市に対し「 ふくやま

美術館建設について」の要望書を提出した。

提案された「 ふくやま美術館基本設計案 」

によると、建設のコンセプ トに於て、「 歴史

的環境 との調和を配慮し」「 城と対話する」

美術館として建築されることが意図されてい

るので、また「 水系のデザインを検討し、昔

日のイメージの復括を意図する」「 水上緑地

をはじめ美術館周辺を野外展示空間とした」

とされていて、堀の復元的な景観構成が意図

されているものと信じ、次の点を要望した。

l 城跡の遺構を保存すること。

2 美術館の建物の外観を城跡公園にふさ

わしい、城の建物 と調和したものとす

る。

3 昔日のイメージを復活した、水と緑の

空間に外堀内側の石垣の一部を復元的

利用を構想した苑池とされたい。

と条件を再度にわたって要望書を作成して

提出したのである。

県立博物館に就ても、福山市文化財保護の

立場で申し入れを行いたいと考えている。

開発と文化財保護の両立を

ひたす ら郷土史を研究、調査する者にとっ

て、その結果をひっさげて書斎をとび出さな

くてはならない時期に達している。

文化を標傍しなければな らない時代が来て

いる。また地方の時代ともいわれている。

しかし実際に行われている姿は、いまだに中

央と地方、欧米文化の追従による近代化の名

のもとに、流行 を追っている感が深い。地域

の伝統をふまえた、地域文化を創造し、地域

特有の生活文化をうち立てるべ く、市民運動

をおこさなければならない。そして私達が調

査研究した地域文化の歴史的素材を見直し、

これが発展継承を提示すべきであろう。

ふるさとの歴史民俗資料館といゝ、博物館、

美術館、文学館をふるさとに立地し、地域に

根ざした、市民生活の明日を開 く文化施設な

のである。その内容は市民サイドの要望に答
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えるものであるならば、私達市民が地域の自   こうした意味で、私達はその消滅をなげく

主的な自覚が主役をなす ものであらねばなら  のみではなく、記録保存にきゅうきゅうとす

ない。                    るだけではなく、これを保護、保存する実践

近代化による開発という名の もとに、私達  運動に立 ち上るべきである。

地域の歴史は消されて行 くものが多い。歴史   そして現在こそ「 開発と文化財保護の両立」

的遺産は古い過去のものとして、民具は骨量  を計ることの大切さを市民運動の流れにすべ

的存在で、一部趣味人の民芸品的存在となり、 くヽ書斎か ら飛び出さなくてはと、夢締庵の

遺跡は開発をさまたげる存在となり、文化財  書斎で自分にい ヽ間かせるのである。

保護法は反故のようなものだといわれて居る。

しかし、この消え去ろうとしている歴史 。       (福 山市文化財保護審議委員)

民俗資料を保存し、先人の残した遺鋳を史跡

として保護するのは、明日の地域文化を創造

する上での伝統を考える大切な資料であるか

らなのだ。
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編 集 後 記

ごぶさたしました。

昨年中に出す予定が大幅に遅れ申し訳ございません。

特に早 くより原稿をお寄せいただいた村上先生、森田先生には大変

御迷惑をおかけ致しました。末筆なが らおわび申し上げます。

又、会員の森さんには御多忙にもかかわらず校正の労をとっていた

だきました。厚 くおネL申 し上げます :

本号は下津間、吉田氏の論考を始め力作ぞろいです。この小冊子

が少しで も地方史研究に役立てば望外の幸せです。

(編集子 )
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