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近世における河川濯瓶と入会慣行（JI)

一一播州東条川のーの井堰構築材料をめぐって

はしがき

白井義彦

片岡正光
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第E部三尾山井林をめぐる地域的対抗関係

第 1・2次三尾山争論の展開一一

1. 三尾山争論の概要

貞守・長井両村の700石余の水田を濯甑したーの井堰は，その構造が木組堰

であったために，その用木を井堰の南東にある井堰用木山の「三尾山井林」 52

町8反歩から調達していた。

この「三尾山井林」は「貞守村領三尾山」 26町4反歩と「少分谷村領三尾山」

26町4反歩に分かれており，これをめぐりーの井堰の位置する少分谷村I）と井

郷 2ケ村との聞で3次にわたり争論が発生したので、あった。

特に争論の対象となったのは，「少分谷村領三尾山」で，この山は少分谷村

領でありながら，少分谷村の入会権が正式には認められていなかったことが，

一連の争論の根本的な原因であったのである。なお，「少分谷村領三尾山」の

史料上の呼称は，「少分谷村境内井林」とか「三尾山北ノ原」とか呼ばれるこ

とがあるが，すべて同じ場所を指している。また，「貞守村領三尾山」は，「貞

守村境内井林」や「三尾山南山」などと呼ばれることもある。

この少分谷村領三尾山をめぐる争論は，延宝6年（1678）第 l次，宝暦11年

(1761)・明和 7年（1770）第 2次，寛政12年（1800）～文化13年（1816）第3

次と 3回にわたり発生している。このうち，第 1次・第2次争論はその期聞が

短く，しかも内済（和談）とし、う形で終っている。しかし第3次争論は，足

かけ16年間争った末ょうやく裁許を得たが，その翌年にその裁許内容の一部の

解釈をめぐり再び紛糾するなど，；蟻烈を極めたものであった。

しかし，第 3次争論の結果，文化12年（1815）の大坂町奉行所の裁許によっ

て，今まで正式には認められていなかった少分谷村の少分谷村領三尾山への入

会権が一部認められ（下柴刈取権の獲得），ーの井堰用の用木（松木）に関し

ては，従来通り井郷である貞守・長井両村が支配することになったのである。

これにより，文化12年以後明治まで，この裁許内容が守られ争論の発生はなか

っfこ。

また，特に問題となった少分谷村領三尾山は，明治13年，地租改正事業にと

もない，井郷両村が500円で井堰用木伐採権を放棄したことによって，完全に
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少分谷村が支配することになり，永年の紛争の種がここにようやく消滅するこ

とになったので、あった。

ところで，この一連の争論の展開を考察する上で重要なことは，関係3ヶ村

の領主支配関係を忘れてはならないことである。この地域は，分割支配地域に

属し，井堰の位置する少分谷村と井郷両村は異なる領主であり，井郷両村も異

なる 3領主の支配下にあった。このように，領主支配関係が複雑であったこと

、、
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図 1 ーの井堰関係図
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が争論を多発させ，また，第3次争論を長期化させた根本的な原因の lつであ

ると考えられる。

領主支配関係が複雑化するのは，享保13年（1728）に少分谷村が幕府直領を

離れ，松平右近将監（本拠地は陸奥国棚倉，のちに上野国館林へ移封，家門6

万石）の飛地に編入された噴からである。それまでは，ほぽ3ケ村ともに姫路

藩領，幕府直領として同一領主の支配を受けていたのである。

その後，寛保2年 （1742）に貞守村の大半が地元に本拠を持つ丹羽氏領（三

草藩 1万石，譜代）となり，寛延 2年（1749）に，長井村が酒井雅楽頭領（姫

路藩15万石，譜代）となった。そして，宝暦12年（1762）に，貞守村の残りが

土井大炊頭（下総国古河藩 7万石，譜代）の飛地になることにより， 3ケ村の

領有関係はほぼ固定されることになったのであった。

第 1次争論は， 3ケ村がともに幕府直領の時に発生しているが，他の 2回は

いずれも異なる領主間で発生しており，領主聞の調整がとりにくい状況がその

根底にあったので、ある。

注

1) 少分谷村は元禄郷帳の村高100石9斗5升 1合の小村で，用水はすべて溜池に依存

しており， ーの井堰の水は全く利用していない。これに対し弁郷両村の村高は合計

1,180石6斗6升 5合（長井村362198石，貞守村818,467石）と多く，しかもーの井堰

掛りの石高は全体の63.5%にもなる。

2. 延宝の検地と第 1次三尾山争論

① 三尾山弁林の起源

ーの井堰に関する史料で最も古いものは，延宝6年（1678)2月の用木山で

ある三尾山井林をめぐる第 1次争論の内済絵図（図 2）であるので，三尾山井

林の起源を探る上での最古の史料もこの内済絵図ということになる。

この内済絵図には，三尾山井林が記されており，この争論そのものの対象の

lつにこの井堰用木山が含まれていたことから考えると，延宝6年以前には既

に井堰用木山は存在していたことは間違いない。

しかしいつの時期にどのような経緯で、設定されたかについては，これ以上

考察することは不可能である。したがって，起源が不明である以上，この用木
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山をめぐる少分谷村と井郷両村との入会権争いは，最も古い史料であり最大の

証拠ともなる第 1次三尾山争論における延宝6年の内済絵図の解釈に，その中

心が置かれることに以後なるのであった。

② 第 1；次争論とその史料

第 1次争論の概要がわかる確かな史料は，先に述べた延宝6年の内済絵図及

びその裏書と，延宝7年の少分谷村の検地帳！）の2点だけであるが，もう 1点

紛らわしい史料がある。

この史料は，第3次争論に際して訴訟方の井郷両村が大坂町奉行所に証拠と

して提出した延宝6年 2月の「指上ケ申一札之事」 2）である。これは，第 1次

争論が内済したときに，少分谷村庄屋以下村役人 3名が当時の幕府直領代官小

野長左衛門に「若以来少分谷境内ニ有之林なと L申，立木之儀，、不及申上，柴

等ニ至迄少νニ而も伐採申間敷旨」を約束した一札で、ある。ここで少分谷村は，

一切少分谷村領三尾山に手出しをしない，といっているのであるが，この証拠

を奉行所は，捺印のない写しである，として採用しなかったのである。

我々には，この文書の真偽の判断はできない。というのは奉行所がいうよう

に写しであるため偽造されたことは十分に考えられるが，少分谷村領三尾山が

「井堰御用木」を調達する山であったことは確かであるので，一種の「留山」

として少分谷村の立入りを領主が制限していた可能性もあったからである。

ところで，宝暦11年の12月に始まる第2次争論でも弁郷両村は少分谷村の主

張に反対し，少分谷村が代官小野長左衛門に以後少分谷村領三尾山に手出しを

しない旨を差し出した一札の写しがあるめといっている。したがって，もしこ

れが偽文書であれば，第2次争論の頃につくられた可能性が高いと考えられ

るめ。

また，もしもこの一札が第3次争論で本物とみなされていたならば，おそら

く少分谷村は全く入会権を得ることができず井郷両村の完全勝利に終ったであ

ろうと予測できることから，この一札の真偽はこの一連の三尾山争論を考察す

る上で，大変に重要な意味を持っと考えられる。ところが，この一札の真偽の

判断はこれ以上は史料上の限界からできない。
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③争論の展開

く史料〉

今度就御検地井林之内ニ少分谷村荒場有之由致地引草山迄少分谷村領之由

申ニ付，貞守村J申（良、井林井草山共貞守村境内ニ紛無之候条永荒場之地引

為致間鋪旨相論ニ罷成，松平大和守様御検地御役人太田次郎左衛門殿雪吹

佐五左衛門殿，京都江被召連御郡代様江被召出，対決仕候処ュ，三木郡蓮花

寺池之坊同郡加佐町大庄屋弥右衛門平山町大庄屋庄左衛門唆を以，表書絵

図之通，双方境内井草場入相色を分ヶ，所々書付之通極相済申候，然上以

来互少も申分無御座候，為後証両村庄屋年寄致連判唆人加印形双方江取替

シ申所如件

延宝六年午二月 （下略）筆者注以下貞守・少分谷両村村役人の連印

省略

上のく史料〉は，延宝6年2月の内済絵図の裏書である。これによると，こ

の争論が発生したきっかけは延宝の検地にあった。

当地方の幕府直領の検地を代行した姫路藩松平大和守の検地役人，太田次郎

左衛門と雪吹佐五左衛門が三尾山を丈量しようとした際に，貞守村と少分谷村

の境界をめぐって両村の主張がくい違った。そこで，両検地役人は，当時播磨

一円の訴訟を扱っていたとされる京都の上方郡代5）のもとへ，両村の庄屋を連

れていき対決させたので、あった。

加古川中流域には，この三尾山以外にも延宝検地を機に争論となったものが

多く 6），この第 1次争論も検地による「村切り」を契機としたもので，特に複

雑な契機が他にあったわけではなかったといえよう。

その後，上京した両村の庄屋のところへ，三木郡蓮花寺の池之坊，同郡加佐

町大圧屋弥右衛門，平山町大庄屋圧左衛門がきて，この 3名の仲介によって裁

許を得ることなく内済が比較的早く成立したのであった。

この争論における両村の主張は次の通りであった（図 2参照）。

く少分谷村〉

三尾山の尾根筋を両村の境界としそれよりも北の「少分谷村境内井林

爵日立合井関御用木」と「少分谷村領持容村草場入相」は，自村領であると主張

く貞守村〉

少分谷村が主張する尾根筋よりも北の谷筋を境界であるとし，上記の井

林及び草場は白村領であると主張
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内済では，以上の両村の主張を相互に聞き入れ，境界は少分谷村の主張通り

尾根筋とし，井林は少分谷村領とした上で，ーの井堰の用木山に指定し，草場

はこれも少分谷村領とした上で，両村の入会地としたので、あった。

この内済結果に従い，延宝7年の少分谷村の検地娠には次のように記載され

た。

一三尾山井林謀議間弐拾六町四反歩井堰用木山

是，、松木有之長井村貞守村井堰用木造候由山手銀不付之

この要旨は，「少分谷村領三尾山26町4反歩はーの井堰の用木山である。こ

こにある松木は長井・貞守両村の井堰用木に利用するので，領主への山手銀は

払わなくてもよし、」ということであり，井郷両村がここから井堰用木を伐り出

す権利を確保したことがわかる。

④第 1次争論の内済の問題点

この第 1次争論は，この内済によ って決着することになったが，この検地帳

及び内済絵図裏書の記載内容には問題点があった。これが，後々の争論の原因

となるのであるが，その問題点とは以下の 2点である。

く1) 少分谷村領三尾山そのものの支配権がどちら側にあるのか明示されな

かった点

2つの史料の記載では，少分谷村領三尾山の支配権がどちらにあるのか

がはっきりとわからない。少分谷村領であるということからすると，少分

谷村が土地の名目上の所有者であることは確かであるが，その所有権を保

障する山手銀を実際には領主に納入していないために，毛上（土地に生育

する木や柴などの林産物）の支配権そのものが，どちら側にあるのカ込が明

確で

の井堰の普請時に貞守村領三尾山から伐り出す用木が不足し！た分をここカミ

ら用立てるのみで、，もともとの支配権は地主である自村側にあると主張し，

逆に井郷両村は毛上すべてが井郷両村のものであるとし，少分谷村領とい

うのは名ばかりで実質上の支配権は井郷にあると主張したのであった。

もしここで先の少分谷村が代官小野長左衛門に差し出したとし、う延宝

6年 2月の「指上ケ申一札之事」が確かなものであれば，この山の実質上

の支配者は井郷両村ということになるのであるが，その真偽に問題がある

ため，酸味なままの状態に置かれることになったのである。
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く2＞ 少分谷村領三尾山から井郷が利用できる井堰用材の種類が明示されな

かった点

2つの史料の記載には「用木山」とあるのみで，下柴や土芝の記載はな

かったことである。このことから，少分谷村は第3次争論では用木として

貞守村領三尾山では不足する分の松木の伐り出しは認めたが，下柴－土芝

等は自村のものであると主張した。これに対し，井郷両村は検地帳にある

「井堰用木山」というのは用木だけではなく，井堰普請に必要なものすべ

てをさし下柴－土芝も含むものであるとし，毛上すべての利用権を主張

したのであった。

以上の 2点をまとめると， 2つの史料には井郷両村が他領である少分谷村領

三尾山に入会権を持つことについては確かに示されたが，その入会権の及ぶ範

囲については詳細に示されなかった。そのために，常識的には地主である少分

谷村が自村領において持つはずの入会権が不明確になったということが，これ

らの史料の問題点であったといえる。

その後，何かの事情でこれらの史料の記載の不備な点を突いて，実際には用

木だけの入会権しか持たなかった井郷両村が山そのものの横領を謀り少分谷村

の入会権を排除したか，或いは逆に，最初から入会権を全く放棄させられてい

た少分谷村が，自村領であることを理由にその回復を謀ったか，のいずれかの

動きがあったものと考えられる。しかしこのいずれの動きがあったかについ

ては，少分谷村領三尾山の入会関係の根本を規定したはずの先の 2つの史料の

記載が暖味であるために判断はできない。

ところが，次の第2次争論の段階では，現実には井郷両村のこの山の支配権

がかなり確立しており，少分谷村は自村領でありながら立ち入りを制限されて

いる（ただし全く入会権が否定されていたかどうかは史料の文言上判断でき

ない）とし、う状況がみられる。

また，第 3次争論の始まる寛政12年の段階では，少分谷村の立木は勿論下柴

の刈取権も全く否定されており，井郷両村が山全体の毛上を支配している状況

に現実にはなっている。そして，このような状況の中で少分谷村が井郷両村に

抵抗し争論を引きおこすとし、う経過をたどる。

このように，第 1次争論の内済内容の不明確な点は，後の争論の火種となっ

たのであるが，第 1次争論後しばらくは，この点が問題にならなかったようで
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ある。その理由は，争論後の約50年間，双方とも幕府直領として同一代官の支

配下にあったために，細かな入会関係の方法については，この代官によって相

互調整された可能性が大きいと考えられるからである。また，当時も山の利用

があったとはし、え，自給を目的とした範囲の利用で，薪等を商品として積極的

に売却し現金収入を得ょうとする近世後期に比べれば，その利用価値はそれほ

ど高くなかったと考えられるからである。

したがって，第 1次争論の内済内容は，その中に矛盾を含んでいたにもかか

わらず，この時にはそれが表面化しなかった。しかしそれが時代の変化，特

に領主支配関係の変化と，商品貨幣経済の浸透による山の利用価値の上昇とに

刺激され，その矛盾が表面化し，第2次・第3次争論を引き起こしていったの

ではなし、かと我々は考えるのである。

注

1) 少分谷岡田一成氏所蔵。

2) 今村寿氏所蔵。

3) 今村寿氏所蔵，宝暦12年正月「乍恐返答」。

4) 第2次争論は内済により結着しているので，この時には奉行所はこの一札の写し

の真偽についての判断は下していなし、。

5) 朝尾直弘「上方郡代と播磨支配」，兵庫県の歴史 16号 1979年 pp. 1～lOo 

6) 延宝5～貞享3年の多可郡小苗村と黒田村との境界争論（『黒田庄町史』 pp.216～ 

219），延宝6年の加東郡新定村大谷山争論（『中東条村村誌』 pp.94～96）など多数

ある。

3. 第2次三尾山争論とその意味

① 第2次三尾山争論の概要

第 2次三尾山争論とは，宝暦11年（1761) 12月7日に発生し翌年の 1月中に

決着したものと，明和 7年（1770) 1月18日に発生し同年3月中に決着したも

のとの 2つを合わせ，名付けたものである。なお，この 2つの争論を 1つにま

とめた理由は，次の 3点である。

く1) 2つの争論は，大坂町奉行所へ出訴し公事宿の仲介でいずれも内済が

成立したものであること。

く2> わずか10年以内に連続して発生した争論であること。
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く3) 明和7年の内済内容は宝暦12年の内済内容を確認したものであり，こ

れ以後寛政12年の第3次争論まで約30年間争論が発生しておらず，この

2つの争論の結果，一定の入会慣行が成立したと考えられること。

②第2次争論の発生

第 2次三尾山争論は，宝暦11年12月 7日に少分谷村が井郷両村を大坂町奉行

所に訴えて始まったのであるが，少分谷村が訴えに及んだ直接の契機は，この

年の 8月13日に貞守村村役人を筆頭に，井郷両村の村人が加わり，少分谷村領

三尾山に入り込み，木柴を刈り取っているのを，少分谷村の者が差留めたにも

かかわらず， 15日に再び大勢でやってきて木柴を大量に刈り取ったことにあっ

Tこ！）。

このことにより，以前から持っていた弁郷両村に対する少分谷村の不満が爆

発することになったのであるが，同年4月にーの井堰井溝の繕普請時に，井溝

に隣接する少分谷村の団地の「合壁」に生育する諸木を取られたばかりか，畦

岸まで掘込み，井溝を広げられたことから，井郷両村に対する不満が既に高ま

っていたのであった。

さらに，この井溝掘込みに対する不満は，ずっと以前にその端緒があった。

それは， 7年前の宝暦 5年（1755）のーの井堰御普請時に，井溝の欠所の普請

を同時に行うといって領主から助成金を下付されているにもかかわらず普請を

せず，今年に至るまで毎回少分谷村の団地の畦を切り落として溝敷にしてしま

っていたことであった。

以上が少分谷村の訴状に記された争論の発生原因で、あったが，これらを整理

すると，少分谷村領三尾山の入会慣行の問題と，ーの井堰の井溝普請の問題の

2点が複合され争論が発生したといえる。しかし，直接の訴えの契機が前者で

あったことから，少分谷村にとっては，この方がより重要な問題であったと考

えられる。そこで，争論のポイントをこの点、に絞り以下検討していくことにす

る。

③争論の展開

④ 双方の主張

少分谷村の少分谷村領三尾山への入会慣行に対する認識は，訴状の記述を要

約すると次の 3点にまとめられる。
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く1) 少分谷村領三尾山は，少分谷村の田地や屋敷に隣接するすぐ近くにあ

る山であるので，自村領として大切に所持してきたこと。

く2＞ 少分谷村領三尾山の地続きに貞守村領主尾山というーの井堰の用木山

があるが，井堰普請のときにこの山の木では不足する分については，少

分谷村領三尾山からわずかの材木（松木）を利用させていること。

く3) 立木についてはその一部を井郷両村に分けてやっているが，この山の

落葉や下草（下柴）などは少分谷村が昔から自由に刈り取っていること。

以上から，少分谷村の少分谷村領三尾山に対する認識は，ーの井堰のために

一部の松木を分けてやってはし、るが，あくまでその支配権は地主である当村に

あり，松木の多くや下柴・土芝 ・落葉等は当村が自由にできるものであるとい

うことにあった。

これに対し，井郷両村の反論は返答書の記述を要約すると，次の 4点にまと

めることができる。

く1) 三尾山井林は貞守村領三尾山と少分谷村領三尾山であるが，これらは

すべて長井 ・貞守両村が井堰用木山として支配しているところであるこ

と。

く2) 両村が三尾山弁林すべてを支配できる理由は，「井堰御用木山」に幕府

が定めたからであり，立木はもちろん下柴・下枝・土芝など井堰の普請

に必要なものすべて両村が支配できること。

く3）三尾山井林は井壌の普請用に特別に設定されたものであるので，井郷

両村といえども，下柴・土芝等についても私的に利用することはできな

い。しかも普請用に利用するときも，弁郷両村が立会うことが原則であ

ること。

く4) 私的利用を取り締まるために山番人を置いている。また，山番人の給

米が不足したときは三尾山井林の落葉・下柴を刈り取ってその代米とし

ていることを領主も了解していること。

以上から，井郷両村は少分谷村領三尾山は井堰のために幕府より特別に支給

された山で、あることを強調し，松木はもちろん下柴－土芝に至るまで両村の井

堰用材として用いるため，少分谷村の入会権はもちろん，両村が私的に用いる

ことも一切認めていないことを主張したことがわかる。
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＠宝暦12年の内済内容

双方が提出した証拠をもとに，宝暦12年 1月25日，大坂町奉行所において対

決したのであるが，その時に奉行所は，公事宿を仲介者として内済交渉を行う

よう指示した。

このころの争論では，まずは奉行所が内済交渉を指示するのが一般的な手順

であったので，争論の内容そのものに内済交渉を勧めなければならない特別な

部分があったわけではないといえよう。

この内済交渉の経過を示す史料がないために，詳細は不明であるが，比較的

短期間に交渉が成立したことは確かである。このとき成立した内済内容の要旨

は次の通りである。

く1>少分谷村領三尾山の立木については，「井堰御普請御用木入用次第」旧

慣通り長井・貞守両村が伐り取ることができる。もっとも「井堰手当」

に差し障らないように少分谷村はしなければならない。

く2>三尾山井林以外の田の畦や合壁に生えている木や下柴・土芝などを長

井－貞守両村が刈り取ってはいけない。

く3）井溝筋の少分谷村の団地の畦 ・合壁は，井郷両村で繕普請をし，支障

のないようにする。

以上3点の内済内容のうち，（3）は井溝の件であるので直接三尾山とは関係

しないが，く1＞くめの内容によると，井郷両村の主張がかなり認められたことが

わかる。く1＞については，井堰御普請時に両村は，用木を貞守村領三尾山の不

足分に限らず，必要な分を自由に少分谷村領三尾山から伐り取ることが認めら

れている。しかも，井堰の手当のときに支障がないようにとし、う条件がついて

いることから，立木については，少分谷村の余木刈取権も事実上否定されたこ

とになり，両村が完全に支配したと解釈できょう。

しかしこの文言からだけでは，下柴－土芝の刈り取りについては，少分谷

村の権利が否定されたとはし、えない。このことはく2＞と合わせて考える必要が

ある。

く2＞では，少分谷村が要求していた井溝沿の岡地の畦・合壁における生木・

下柴・土芝の刈り取り禁止は認められた。しかしこの文言では，井林の内で

は刈り取りが認められたことになり，ここで，両村の少分谷村領三尾山におけ

る井堰用材としての下柴・土芝刈取権が正式に確認されたと解釈することがで
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きょう。ただしこれにより少分谷村の下柴・土芝刈取権が正式に否定された

わけではなく，この点が陵昧なままにされたといえよう。

＠ 明和7年の争論

次に，約10年後に再燃した明和 7年の争論について述べることにする。これ

は，宝暦12年の内済で少分谷村の下柴・土芝刈取権の有無が不明確であったた

めに発生した争論であるともいえる。

この争論の発端は，明和6年12月27日に，少分谷村源兵衛の枠庄次郎が少分

谷村領三尾山に入り柴を刈っていると ころを長井・貞守両村の山番人が見つ

け，鎌・荷内俸・衣類を取り上げたことにあった。

このことに対し，翌年 1月28日に，井郷両村は宝暦12年の内済に違反する行

為であるとして，大坂町奉行所に出訴した。また，同日，少分谷村も，理由も

なく衣類等を奪われた，として出訴した。出訴が同日に行われたのには何か理

由があったと思われるが詳細は不明である。

3月18日，出訴後初めて双方が大坂町奉行所に出頭し対決した。この対決

後，奉行所は， 10年前の宝暦11年の時と同様，内済交渉をするよう指示をし，

再び公事宿を仲介者として交渉が行われた。この時の公事宿は，長井村領主姫

路藩酒井氏用聞日向屋半兵衛・池田屋嘉右衛門，貞守村領主三草藩丹羽氏周聞

加賀屋徳次郎代人彦兵衛，貞守村領主古河藩土井氏用聞桧皮屋喜十郎代人善兵

衛，少分谷村領主館林藩松平右近将監用聞河内屋吉右衛門であった。

その結果，今回も比較的早く交渉が成立し， 3月中に内済文書2）に双方捺印

することになったので、ある。その内済内容の要旨は次の 2点である。

く1＞ 宝麿12年の内済内容と同じく，宝暦11年8月以前までの古来の慣行通

り，少分谷村領三尾山は井郷両村の井堰用木山とし，井堰手当のときに

用木が不足しないよう「少分谷村より障無之様」にする。

く2) 少分谷村庄次郎から取り上げた衣類等の品々は公事宿を通して少分谷

村に返す。

これによると，＜1＞は宝暦12年の内済内容をそのまま確認したものであった

が，＜2＞の内容が，この山に柴取に立入った少分谷村百姓の持物を返却するこ

とのみで，宝暦12年の内済内容を変更するものでなかったことから考えて，下

柴・土芝刈取権も立木伐取権と同様，「井堰手当之節少分谷村より障無之様可

致事」の中に含まれたものと思われる。つまり，この内済の結果，少分谷村領
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三尾山における少分谷村の下柴・土芝刈取権も否定されたといえよう。

その理由は，次の第3次争論の中で，井郷両村は，少分谷村の一切の立入り

がこのときの内済で否定されたもの，と解釈し，証拠としてこの内済文書を提

出したのに対し，少分谷村は所持していたにもかかわらず，敢えて証拠として

は提出しなかったことから この内済内容は少分谷村にとって有利なものでは

なかったと考えられるからである。また，文面の上でははっきりと「否定する」

とは記されていないが，ここでは少分谷村の者が立入ったことが原因で入会権

そのものが争論対象となっているのに，内済内容には，井郷両村の権利は従来

通りとしかない。もしも，少分谷村の入会権が認められていれば，両村の権利

が従来通りとのみ記されることはなく，その上刈り取った柴も少分谷村側に衣

服等とともに返却されたはずて、ある。したがって，この内済内容は，「今回に

限り，少分谷村の者が入会権がない少分谷村領三尾山に立入ったことを罪とは

せず，没収した衣類等は返却するが，今後とも少分谷村には入会権がないので

そう心得よ」ということであったと解釈できるのではないか。

しかし文面に少分谷村の下柴・土芝刈取権が否定されたことが明記されな

い以上，一切の少分谷村の少分谷村領三尾山への立入りを禁止したことにはな

らず，争論が再発する可能性を残すことになったので、ある。

また，少分谷村はこの時にこの内済内容を一応承諾したかにみえるが，真に

納得したものではなく，この山へ立入る機会を常に窺っていたので、あった。そ

して，この少分谷村の少分谷村領三尾山への立入りを契機として，再び第3次

争論が発生することになったので、ある。

④第2次争論の意味

ここでは，この第2次三尾山争論が発生した歴史的背景を検討することによ

って，この争論のもつ意味を考察してみたい。

宝暦・明和期は，加古川流域においてかなり山論が発生している時期であ

る。このこととの関連がこの第2次三尾山争論にはあるのではないだろうか。

この近隣では，園依村と東小沢・西小沢・厚利の 3ヶ村3）との入会林野をめ

ぐる争論が発生している4）。最初は明和6年（1769）に「新林」をめぐって入

会山と国依村の村山との境界が問題となり，次いで安永3年（1774）には山林

の切払いが問題となっている。さらに安永5年（1776）には争論にまでは発展

しなかったようであるが，国依村が，白村の山林から東・西小沢両村の百姓3
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人が立木を切った，と大庄屋5）へ訴えている。これらは，いずれも山林特に松

木が問題となっている。

また，現在の黒田圧町石原・回高－船町を井郷とする三ヶ村井堰の井堰山を

めぐる争論も，宝暦13年（1763）から明和5年（1768）にかけて発生している。

これは，船町村の新規入会をめぐる争いであったが，その結果，船町村は請山

及び薪等の刈取権を獲得している6)0 

その外にも宝暦・明和期には争論の発生がみられ，その多くが木柴の盗伐に

起因するものである。このことから，この時期の争論には商品貨幣経済の浸透

による松木 ・薪等の商品としての価値の上昇と階層分化による貧農の増加とを

背景とした，山稼ぎの活発化とそれにともなう林野利用の激化が影響している

ように思える。しかし文化－文政期に比べれば，争論の発生数はまだまだ少

なく，争論期間もそれほど長くはない。したがって，宝暦 ・明和期は，商品貨

幣経済の浸透による階層分化等の影響7）が加古川中流域の山論に対しても出始

めた時期であると考えられよう。

この意味で，この第2次三尾山争論においても，商品貨幣経済の浸透と関連

する下柴刈取権が問題となっていることから，このような歴史的流れの中に位

置する 1つの争論とみることができょう。

ところで，この宝暦・明和期を含みその前後は，加古川中流域において領主

支配の変遷の激しい時期の 1つでもある。そこで，この領主支配の変化がこの

時期に争論が多発した一因てあったとも考えられよう。

この時期は，今まで長く幕府直領として支配されてきた村々の多くが，御三

卿領や藩領或いは譜代大名の飛地へと変化し，しかもその領主がわずかな期間

に入れ替わる場合もよくみられた。

また，特にこの頃は，以後長らく当地域と深い関わりを持ち続ける大名が所

領を持つ時期でもある。たとえば，寛保2年（1742）に入部する三草藩，延享

3年（1746）の一橋家，寛延2年（1749）の姫路藩酒井氏，宝暦13年（1763)

の古河藩土井氏等がこれに該当する。

一般に領主が交替する時には，新しい領主による山境や入会関係の確認が行

われる。それは，年貢の対象となる山野を調査し少しでも増収をはかろうと

する目的があるためで、あるが，この時に入会関係が不明確な林野や自村領であ

りながら不利益を被っているような土地に関する争論が発生する可能性がある

と考えるのである。
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この意味で，この第2次三尾山争論も，領主支配が大きく変化したことが一

因となって発生した争論であるとし、う見方ができるのではないだろうか。

少分谷村は，享保13年（1728）に幕府直領から松平右近将監領となった。し

かしこの時は井郷両村は姫路藩預地とはし、え幕府直領であったため，少分谷

村領三尾山の入会慣行の件で争論を起こしたとしても，少分谷村に勝目はなか

った。ところが，寛保2年に貞守村の大部分が三草藩領となり，寛延2年には

長井村が姫路藩領に，さらに宝暦10年には貞守村の残り一部が松平周防守領と

なって，井郷すべてが私領となった。これにより，少分谷村と井郷両村とは領

主関係において領主聞の力の差は多少あるとはし、え，一応私領同士ということ

では対等になったのである。

そして，この翌年に少分谷村は井郷両村を相手取り，大坂町奉行所に出訴し

たので、あった。この時の訴状の中で，少分谷村は，「自村は百石余の小村で力

はないが，相手は井郷両村合わせて千石余もある大村で，村落の力ではかなわ

ない。そのため，今まで不利益を被ってきた。しかし少分谷村領三尾山は自

村にとって大変に重要な山であるので，この度は思い切って争論に踏み切っ

た」と述べている。

ここで，小村でありながら争論に踏み切った理由を考えてみると，幕府直領

時代には，小村であるがゆえに井郷両村よりも常に軽視され，自村領の山の権

利も奪われていたが，今では小村とはいえ，松平右近将監領の 1つである。し

かも井郷両村とは領主が異なる上，同じ私領同士で村落関係は対等となった。

これにより，少分谷村は自村領であることを理由にこの山の権利の回復をはか

ろうとしたのではないだろうか。

また，これには領主の後押しもあったことが考えられる。財政難で少しでも

年貢が欲しい領主が，その支配下の村の山に他領の村々が入会い，しかも自村

領でありながら入会権が腰昧になっている状態をみて，もしも，自村領の山野

への他村の入会権を制限し自村領の入会権を強化できれば，村そのものの力が

上昇し，いくし、くは年貢増収につながると考えるのは当然である。しかも幸い

なことに相手方両村がすべて自分と同等の私領となり，争論での勝ち目も生じ

てきた。そこで，「今が自領の村の権利を奪回できるチャンス」と考えたので、

はなかろうか。

以上は，我々の推定であるが，この争論の発生した年は，井郷両村がすべて

私領となった翌年だけに，領主支配の変化の影響が強いのではなし、かと考えた
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上でのことである。

もしこの推定が正しければ，この第 2次三尾山争論は，分割支配地域にあ

りがちな領主支配の変化による影響を受けた争論で、あるとし、う意味を持っとも

いえよう。したがって，このような意味を持つ争論であるために，井郷では，

領主の変化に対応しつつ井堰用材を確保せねばならないとし、う困難さが常につ

きまとっていたと考えられる。

注

1) 今村寿・岡田一成各氏所蔵，宝暦12年「為取替申一札之事」，以後この争論の展開

はこの史料に基づく。

2) 今村寿氏所蔵，明和7年「為取替申一札之事」。

3) いずれも現在の東条町域の旧村々で，国依村は栄枝の一部，東小沢・西小沢両村は

合併し小沢，厚利村はそのまま厚利になっている。

4) 以下の記述は，栄枝・厚利両区長文書に基づく。

5) 国依村・東小沢村・西小沢村・厚利村は，当時松平右近将監領で，吉井村の大庄屋

の支配下にあった。

6) 石原－田高両区長文書，明和5年「為取替申済口之事」。

7) 筆者が目を通した小野市河合中町「三枝家文書」，岡市三和町「梶本家文書」，東条

町貞守「今村家文書J，同町横谷「片山家文書」（以上の諸家は近世後期から近代にか

けてきかんに土地集積を行った有力農民である）などに田畑質入証文，金子借用証

文，山林譲渡証文などの賃借証文がこの頃から多くみられるようになる。また西日本

ーの大名貸として知られた小野市市場の「近藤家文書」にもこの頃より譲渡証文，質

地証文等が多くみられるようになる。（植村正治「播州農村における干鰯商の金融活

動」大阪大学経済学 251 昭和50年 pp. 153～196) 

（帥：兵庫教育大学教授文博理博 ¥ 

片岡：兵庫県立小野高等学校修士（学校教育学）／
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