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伊勢神宮地域の都市構造をめぐって

－中近世移行期の信仰・流通の実態解明を主軸として－

同朋大学仏教文化研究所 所員　千枝 大志

１　はじめに

２自治組織山田三方の山田の支配領域

　伊勢山田の自治組織として著名な山田三方の山田の支配領域は如何なる様相だったのか

を火災に関する文献からうかがうことにする。

　延徳2年（1490）12月に、八日市場内の為田世古より出火、八日市場から宮後、さらに田

中世古まで延焼し家屋千軒余焼失する山田の大火が発生した（『外宮子良館旧記』『内宮子

良館記』）。特に「八日市福島」、すなわち八日市場の福島家邸宅で多数の焼死者が出たこと

で、「三方村穢」となっている。村穢とは一定地域の触穢のことである。福島家は福島末有を

家祖とする度会姓の外宮権祢宜に補任されるような名家であり（『福島文書』『応安二年九

月十三夜御会詠歌集紙背文書』）、近代まで三方会合家の家格に属する有力外宮御師（師職

家）であった。ここで「三方」と村穢が記されるのは、福島家屋敷内で多数の焼死者があった

が故に、山田三方の本来の１「方」である坂社を基軸とする坂方に含まれる八日市場のみな

らず、類焼が想定される須原方（山田一之木の〔須原〕大社を基軸とする１「方」）、さらに

類焼範囲ではなかったが恐らくは関係者がいた関係上、岩淵方（山田岩淵の箕曲社を基軸

とする１「方」）までも触穢の対象となったからであろう。つまり、「三方村穢」とは、山田三

方の支配が及ぶ領域、すなわち山田全体の触穢を示すと考えられる。

　また、『外宮子良館日記』文明18年（1486）12月 20日条にみえる「山田悉く焼亡」の表記

も、『内宮子良館記』同日条では「山田三方悉放火アル」、『宮司引付』同日条では「山田三方悉

滅却」と表現されるなど、都市としての山田全体に及ぶ大火は、山田三方の滅亡として捉え

られている。

　西山克氏は『道者と地下人』のなかで、山田三方は永享期（1429～41）にその原形（「三方

土一揆」）が形成され、文明末期から明応期（1480～1500）に都市行政の担い手である自治

組織としての体制的確立期をむかえることを言及している。西山氏は、山田三方が発給した

黒印状（三方三ツ判）の形態変化などから指摘しているが、まさに山田の火事記録からう

かがえる山田三方の山田支配の様相と時期側面で軌を一にしているといえる。

　すなわち、山田三方は文明末期以降（1480～）頃より、宗教都市山田そのものの支配機構

として君臨し始めていたと評価できるのである。
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３　山田十二郷の再編成～上之郷と中之郷

　では、中世における山田十二郷は具体的にはどこをさすのであろうか。慶長 10年段階で

は、「上之郷」「上中之郷」「下中之郷」「八日市場」「曽祢」「一ノ木 大世古」「久保 一志」「宮後

西河原」「田中 中世古」「前野 下馬所」「岩淵 岡本」「舟江 河崎」の１２郷が山田三方支配下

の所謂《山田十二郷》として確認できる。但し、この《山田十二郷》のうち、例えば河崎・船江

は16世紀代に至るまで伊勢神宮地域では重視されていないなど、17世紀初頭時点での範囲

をそのまま遡及することは出来ない（『三重県史通史編近世１』）。

　ところで、山田は上之郷・中之郷・下之郷と大きく３区画されることがあり、下之郷以外

は16世紀末までの文献で散見できる。下之郷は近世になるまでその表現はないが、一般的

に近世では下三郷のように岩淵・吹上・岡本の３郷を示す。中之郷はさらに上中之郷、下中

之郷と２つに区分されて記される場合が多い。上中之郷の表記は、明応 6年（1497）には

「上中郷橋村八郎大夫」（「世木員光道者売券」『橋村文書』）、下中之郷の表記は、明応 3年

（1494）には「下中郷二郎大郎」（「高向弥光助道者売券」『橋村文書』）と15世紀末期には

確認できる。とりわけ下中之郷は、永正 2年（1505）には下中之郷の小綿屋二郎太郎秀友な

る人物は「下中之郷小綿屋二郎太郎」（「小綿屋秀友請文」『橋村文書』）と表記されるが、延

徳4年（1492）では「中の郷 こわたや 二郎大郎秀友」（「小綿屋秀友道者売券」『橋村文

書』）と記されているため、16世紀初頭までは中之郷の別称として使用されていたようであ

る。そのため中之郷は、上中之郷ではなく下中之郷が基幹地域であったことが窺われるが、

下中之郷が今社の鎮座地である側面もあろう。ともかく 15世紀まで中之郷と呼ばれていた

地域は15世紀末期に上中之郷と下中之郷に地域分化していた。私見では伊勢参詣曼荼羅の

筋向橋付近から宮川までの描写のような山田最西部の都市開発の波の影響を徐々に受けた

結果、細分化したと考えている。

また、16世紀以降、上之郷は、中嶋・辻久留・二俣・浦口の４地域全体を示し、特に中嶋

以外は上三郷と表現される。しかし、上之郷は15世紀代には範囲が少し異なるようだ。文明

5年（1473）時点で検断権を持った「山田上之郷老分八人」として中上・中野・御塩焼大

夫・八郎大夫・中蔵・広田・吉大夫二郎、さらに榎木蔵亀石大夫武吉の 8名が確認できる

（『氏経卿引付』）。御塩焼大夫は文明4年（1472）に「八日市のみさき大夫」（「下久保安興

道者売券」『福島文書』）とみえるように福島御塩焼大夫、八郎大夫は文明12年（1480）に

「すちかいはし橋村八郎大夫」（「三日市庭新兵衛道者売券」『橋村文書』）とあるように橋

村八郎大夫のことと思われる。そのため彼らの山田での本拠地を 16世紀代の区画等を参考

に考えると、福島姓は八日市場、橋村・広田・広田・吉・榎木蔵（榎倉）の 4姓は中之郷

（上中之郷・下中之郷）、中野姓は中嶋内の中野地区、すなわち上之郷を本拠地としたが故

の姓と思われるため、15世紀後半の上之郷は、16世紀以降の上之郷・上中之郷・下中之

郷・八日市場を含んだ広い範囲を指した可能性が高い。なお、少なくとも寛正 4年（1463）

までは「二俣中野辺」は中野や近隣の二俣は関所を立てる場所に相応しい土地として認識さ

れているため、15世紀後半は中野や二俣を含む上之郷は辺境地であったと想像される。
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さらに、文明18年の宇治山田合戦時に村山（榎倉）武則をはじめとした榎倉一族が防衛

の本拠地としていたのは「かみの城」（『外宮子良館日記』）と呼ばれていたが、その場所は

近世三方会合家の橋村主膳家の屋敷付近が比定地とされている（『神境合戦類聚』）。まさ

に上之城は、上之郷内の城という意味からの呼称であると思われ、「かみの我城」、すなわち

上之郷内の榎倉の城という表記も確認できる。しかし、16世紀以降、上之城がある地域は上

中之郷に含まれている。そのため、この城の名称について16世紀以降の領域理解のまま、15

世紀後半まで遡及させるならば、中之郷内の城、すなわち《中之城》とでも仮称すべきであろ

うが、当時の文献では「上之郷」となっている。

加えて、『外宮子良館日記』によると、文明17年（1485）5月 3日の山田宮後口における宇

治衆と「上之郷衆」の合戦により多くの戦死者が発生し、真っ先に高向が戦火を受けたのは

榎倉家の私領であった関係と思われるが、このように宇治山田合戦で奮闘した山田上之郷

衆と榎倉一族の密接な関係は、榎倉家、とりわけ榎木蔵武吉が上之郷老分であるなど山田上

之郷を代表する一族であったためと思われる。

実は、寛文2～3年（1662～61）の『山田惣絵図』では上中之郷と浦口とを区切る木戸は筋

向橋より少し西側に描かれている。そのため筋向橋の西側も上中之郷内に含まれるため、恐

らくは筋向橋周辺を軸とした（浦口の最東部も含む）上中之郷は 1480年代頃までは上之郷

と呼ばれていたのではなかったかと現時点で愚考している。

以上の点を勘案すると、15世紀までと16世紀以降の山田十二郷の範囲には明確な差異が

あり、とりわけ上之郷と中之郷の領域にそれが顕著にみられるといえる。

　なお西山氏は、文明末年前後に伊勢国司家北畠氏と山田の地域共同体（山田三方を含

む）が対立し「その軍事的衝突のなかで都市の境域（内・外）が自覚され、都市共同体の空

間的枠組みが決定された」ことを指摘するが、本報告で明らかにした山田の各郷の再編成も

まさに同様の現象であったといえる。そして同氏は、山田産土社祭祀圏の要素からも上記の

問題を指摘している。すなわち山田での地域住民（地下人）の信仰の問題から都市構造の

原理を抽出しているわけである。そのため、本報告でもそのような信仰の視座から山田の中

世都市としての構造を次章より再検討していく。

４　中近世移行期の山田の都市構造と信仰～山田産土社と外宮の関係性

西山氏は『道者と地下人』のなかで、中世都市としての山田の構造的特徴を検出するため

に都市内の産土社祭祀圏の問題を取り上げており、その際に注目したのが山田産土社の結

衆の実像であった。中世末期には各山田産土社で結衆が組織され、毎年正月15日頃には、邪

気・悪霊払いの御頭神事が斎行されている。また山本ひろ子氏は、外宮の子良と物忌父が御

頭神事に儀礼・芸能面で関与し、御頭自体が外宮子良館で管理されるという近世の祭祀構

造を明らかにしている。山本氏も引用する、貞享４年（1687）成立の外宮子良館関係の儀礼

書『外宮子良館祭奠式』の「巻上正月例」の「十五日」の記載に、

御頭　御頭者獅子頭也、茜根社、大社、藤社、今社、坂社、牛頭社、美乃社等各有御頭一頭、是皆山田之
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産神也、到北御門橋外賜使价於当館、俗所謂七度半之使也、于時大物忌子良及当番物忌父一

人往于橋上与御頭対礼、自子良献夷扇一柄、茜根社、大社、藤社、坂社、今社、今社者自子良

献夷扇一柄、即時又返賜扇一柄、皆同、於牛頭社美乃社者無件事、自十七日夕御饌至二十一日

朝御饌七禰宜勤番也

とあるように、既に17世紀後半には御頭神事は外宮子良館が関与する形で外宮の祭祀体系

に連なる神事になっていた。それは、山田産土社（茜社・大社・藤社・今社・坂社・牛頭

社・箕曲社）と外宮子良館とが直接の接点があったことを示す事例であろう。ただ、儀礼面

では、山田産土社７社の対応には若干の差がみられ、茜社・大社・藤社・坂社の４社は子良

から献呈された夷扇１柄を各社で納入するが、今社は注記されるように献呈された夷扇１

柄を即座に返さねばならず、また牛頭社と箕曲社の両社はそもそも夷扇の儀礼が無い。

つまり、儀礼面からは、４社（茜社・大社・藤社・坂社）よりも今社は薄礼、さらに牛頭

社と箕曲社は今社よりも薄礼な対応となっており、外宮子良館側からすれば社格的な格差

を設定していたと判断できる。何故、このような儀礼差が生じたのかを直接的に証明する史

料は現存していない。

私見では、各山田産土社（や結衆中）の成立や外宮子良館との関係性の時期的な問題が

その要因の一つではないかと考えている。例えば、牛頭社の鎮座する辻久留は山田上之郷地

域、箕曲社鎮座の岩淵は山田下之郷地域に属するという、いわば山田十二郷の東西端部に鎮

座した外宮から最も離れた産土社であるからである。外宮近郊地域に比べると、都市的な開

発が遅れていたことが推測されるが、事実、山田上之郷地域での本格的な都市化は 16世紀

に入ってからである。おそらくは、そのような中世都市としての山田の成り立ちから生じた

社格の差が、17世紀後半まで御頭神事における外宮子良館側の儀礼面での対応差として現

存したと推測できる。

このように、外宮子良館側からすれば、若干の儀礼面での対応差があったとしても、山田

産土社同士の信仰面でのネットワークは中近世移行期には形成していたのである。

次に儀礼面、とりわけ外宮参拝儀礼の問題から信仰ネットワークの様相を示したい。承応

２年（1653）成立の外宮参拝儀礼書集『神拝式類集』所収の「外宮神拝之次第」（正保元年

（1644）以前までに成立）には「国見社ニテ　坂村社拝、藤社ニテ　牛頭社拝、大社、今村社、

茜社、箕曲社」と山田産土社への参拝作法がみえ、坂社以外の山田産土社の神拝は外宮宮域

鎮座の藤社での遙拝で済ますことが指示されている。少なくとも 17世紀前期までには参拝

作法という儀礼的側面において各山田産土社は一種の信仰面でのネットワークを構築し、

外宮祭祀体系の末端に連なっている。外宮参拝儀礼書集『諸家神拝修祓式』（寛文８年

（1668）成立）所収の永正８年（1511）成立の「荒木田守晨両宮神拝式」にも「次西爾向天、

国見社、藤社」とあることから「外宮神拝之次第」でみられるような山田産土社間の信仰ネッ

トワークは16世紀初期にも（原初形態的には）遡及し得る可能性も高い。

以上を鑑みると、坂社と藤社は特別視された扱いであるが、藤社は外宮宮域内に鎮座し、

宮川からの参詣路という好立地に位置し、山田産土社の一括遙拝には最適であるという理
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由から指定されたと考えるのは自然な流れであろう。同様に、外宮摂社の国見社で坂社を遙

拝するのも利便性が理由と思われるが、何故、坂社のみが別格扱いなのかは不明である。

いずれにしても、参拝儀礼面での検討により中近世移行期において各山田産土社は一種

の信仰面でのネットワークを構築していること、中世末期には藤社が外宮祭祀体系の末端

に連なる産土社として存在していたことは明らかである。

５　山田産土社の信仰圏と都市構造

（１）１６世紀末期の今社結衆の復元　

　前章では山田産土社と外宮子良館、ひいては外宮との信仰上の繋がりを論じたが、本章で

は山田産土社結衆の具体的な構成を検討していく。『外宮子良館祭奠式』上でまずは儀礼的

に特異的な今社（山田下中之郷鎮座）を事例として検討する。そして、その成果を踏まえた

上で、既に拙稿（『伊勢市史近世編』『三重県史 通史編 近世１』）にて大枠を検討済の牛頭

社（山田辻久留鎮座）結衆中と比較検討していきたい。

西山氏も『道者と地下人』のなかで、16世紀末期時点の山田産土社祭祀圏の構造を考える

上で最も重視した山田産土社の一社である今社について検討している。次にあげるのは、慶

長４年（1599）時点、すなわち近世初頭段階での今社結衆中に関係する根本史料（神宮文

庫蔵『輯古帖』）所収の一文である。

　　　　　毎年御しゝの御番之事

　　　御中江此一まわりの内ハきねの下弐拾貫文出し可申候事　

御むつかしき事候ハゝ何れも令申候て御さはき可有候事如件

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　八郎兵衛（花押）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式部（花押）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　半衛門尉（花押）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　忠衛門尉（花押）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長熊大夫（花押）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二郎大夫（花押）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　源三兵衛（花押）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三郎兵衛尉（花押）

慶長四いのとし正月九日

西山氏の分析では、上述の今社結衆中連署状は、「都市地下人上層部に固定した結衆の組

織が、十七世紀半ば以降ほとんど変動を蒙らなかったこと」、今社結衆中のうち少なくとも

３家（堤長熊大夫家・榎倉二郎大夫家・中山源左兵衛家）についてはその体制が、慶長初

年、すなわち16世紀最末期まで遡ることを指摘している。さらに３家のうちの榎倉家は、天

文15年（1546）5月吉日付の「榎倉修理進武棟譲状」『輯古帖』の一項に「今社結衆」とある

ことから、その「系譜を十六世紀半ばまで遡及しうる」ことをも実証し、榎倉家の事例をもっ
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て、産土結衆の基本的な「「数代」連綿として結衆の特権が相伝され」るプロセスとしてパタ

ーン化を試みている（前掲『道者と地下人』）。このように西山氏は今社結衆中の榎倉家を

事例に山田産土社結衆中の固定メンバー化の構造が 16世紀（前半）まで遡る可能性が高い

ことを明らかにした。ただ力点がおかれたのは、いわば結衆中の固定化モデルの提示であっ

たため、今社結衆中の構成メンバーを具体化する作業は、あまりなされていない。報告者は、

西山説を踏襲する形で、『伊勢市史 中世編』では、今社と同様の山田産土社の一社である藤

社の結衆中、また『伊勢市史　近世編』と『三重県史　通史編１』では、山田産土社の一社で

ある牛頭社の結衆中の16世紀代から19世紀代までの実像を解明してきた。

ここでは、前述の成果を踏まえつつ、さらに中世末期段階での具体的な今社結衆中の構成

メンバーを検討し、構成メンバーのみならず、産土社祭祀圏の具体像を示したい。

ところで、先の慶長 4年の史料は、名のみの記載であり姓は不明である。西山氏はどのよ

うにして姓を復元し得たのかといえば、文政5年（1822）に成立した『小祠拾』なる地誌に、

下中之郷領今社の結衆名が記されており、そのため西山氏は主として『小祠拾』にみえる結

衆８名（榎倉靱負・谷左馬・堤長熊・高田左門・林左近・西村八郎大夫・中山縫殿・奥田

三郎大夫）と先の慶長連署状にみえる 8名とを比較することで人名比定を試みたわけであ

る。この比定法は極めて有効だが、16世紀末期と19世紀初期の状況を比較するには、やや躊

躇せざるを得ない感もある。なぜならば、メンバーの若干の入れ替えや、両者を比較し得る

要素は、通称部分のみであるから、途中で通称が変わってしまった場合には検討の埒外にな

る可能性も当然想定できるため、慶長連署状をより深く分析するためにも、今社結衆につい

て具体的な人名が判明するより近い時期の史料を探す必要である。そこで、「寛文七年　収

納之控」ともともとの表紙に記された『外宮子良館日記』（２２冊目）にみえる延宝４年

（1676）正月条には次のような記載があることに注目したい。

十四日

　　　　　　一　拾四匁　　藤社御頭之年貢　　福嶋伊豆殿よりうけ取

　　　　　　同日

　　　　　　一　黒米弐斗五升　黒升也　茜社御頭之年貢　山田大路より請取

十八日

　　　　　　一　拾四匁　　今社御頭之年貢也　（橋村主膳殿　西村八郎兵へ殿より請取

　　　正月廿二日

　　　　　　一　拾四匁　　大社之年貢　綿屋文右衛門方より請取

　ここには、延宝４年正月の14日から22日の間の外宮物忌の斎館である外宮子良館へ年貢

銀の請取状況が記されている。「御頭之年貢」とあることから、正月のこの時期に行われる御

頭神事に関係する年貢が納入されているわけだが、この年貢は、御頭神事で用いられる獅子

頭のいわば外宮子良館での預かり料である（『伊勢市史　中世編』）。注目すべきは、藤社・

茜社・今社・大社といった山田産土社の結衆が記され、今社結衆中も「橋村主膳」と「西村八

郎兵へ」なる２名が確認できることである。そこで、同日記にみえる毎年正月の御頭年貢に
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関連する記事のうち、外宮子良館へ年貢納入を行った今社結衆中の名前がわかるもののみ

を年代順に列挙したい。

寛文 ６ 年　榎倉若狭・高田

寛文 ８ 年　西村平大夫

　　寛文１１年　善右衛門・六兵衛

　　寛文１２年　忠右衛門

　　延宝 ２ 年　榎倉若狭

　　延宝 ３ 年　橋村主膳・林半右衛門

　　延宝 ４ 年  橋村主膳・西村八郎兵へ

　　延宝 ５ 年　谷主殿・赤塚三郎大夫

　　延宝 ６ 年　榎倉若狭・高田左門

　　延宝 ７ 年　林半右衛門・堤長熊大夫

　　延宝 ８ 年　橋村主膳・西村八郎兵へ

　　延宝 ９ 年　榎倉若狭・高田左門

これをみると、寛文６年から延宝９（＝天和元）年（1666～81）時点の今社結衆中で姓

が判明するのは榎倉・高田・西村・林・赤塚・橋村・谷・堤の８姓である。

次に、享保 21年（1736）の随筆『杉の落葉』には「今村社ノ結衆ハ橋村・榎倉・堤左衛

門・同右門・林左近・西村八郎大夫・谷兵部・橘屋弥右衛門ナリ」と今社結衆中の７姓８

名（谷・堤・橋村・西村・榎倉・林・橘屋）の記載がある。

また、宝永３年（1706）の山田大火以降の記述と思われる谷家の覚書にも「一　従古来御

頭今社御棚谷兵部大夫結衆六人名前谷大夫堤長熊大夫松尾次郎大夫西村大夫榎倉主税高田

大夫　は書大火之節焼失近来御棚代高柳家来石田善吾」（三重県総合博物館蔵『谷家文

書』）と今社結衆中の６姓６名（谷・堤・松尾・西村・榎倉・高田）の記載がある。

これら18世紀代の今社結衆の構成メンバーと寛文・延宝期、すなわち17世紀代のメンバ

ーとを比べてみると、橘屋・松尾両姓以外は系譜関係を見出しうるといえよう。

さらに、寛文・延宝期にみえる「西村八郎兵へ」・「林半右衛門」・「堤長熊大夫」について

は、それぞれ前掲の慶長４年連署状の「八郎兵衛」・「半衛門尉」・「長熊大夫」と明確な対応

関係が見出せる。３名とも 16世紀末期までの別の史料で同様の通称を名乗っていることが

確認できる人物で（「元亀元年（1570）６月１６日付西村八郎兵衛尉宛朝倉治部丞景遐寄

進状」〈名古屋大学附属図書館蔵〔神宮皇學館文庫所蔵来田家旧蔵〕『朝倉家関係文書』〉）及

び、神宮文庫蔵『文禄検地沙汰文』）。西山氏が、慶長連署状にみえる８名のうち、長熊大夫

を堤長熊大夫、二郎大夫を榎倉二郎大夫・源三兵衛を中山源三兵衛と比定するのは、妥当な

見解である。

以上から、慶長４年段階での今社結衆中について、まずは堤長熊大夫・榎倉二郎大夫・中

山源三兵衛・西村八郎兵衛・林半衛門尉の５名を復元することが可能である。さらに、『文

禄検地沙汰文』文禄３年（1594）７月９日条には、「内宮号之衆、神主衆へ礼を被申樽代二百
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疋」と荒木田姓を有する権禰宜衆７名が文禄検地の免除交渉のために内宮正禰宜へ礼銭を

渡す記事があるがそれも参考になる。なぜなら、そこには「内宮号之衆」として「林半右衛門

尉」と「堤長熊大夫」いった名前の他に、「高田豊右衛門尉」・「高田忠右衛門尉」・「林伝兵衛

尉」・「堤右兵衛尉」・「村山掃部助」の５名が記され、そこには寛文・延宝期の今社結衆中

で確認できる高田姓の人物、特に「高田忠右衛門尉」が確認できるからである（５名は全て

荒木田姓を有する山田に住む有力御師）。まさに慶長連署状にみえる「忠衛門尉」は「高田忠

右衛門尉」に相違無かろう。このように慶長連署状にみえる今社結衆８名のうち、じつに６

名について通称名から比定し得た。

比定できなかった「式部」・「三郎兵衛尉」についても、寛文・延宝期にみられる赤塚・橋

村・谷の三姓や、『杉の落葉』にみえる橘屋姓、また、『谷家文書』にみえる松尾姓、さらに『小

祠拾』にみえる奥田姓などに系譜的に繋がる一族の可能性が浮上する。あるいは『輯古帖』に

は天正 20（＝文禄元）年（1592）２月２日付で「我等祖父之兄弟ニすし屋又六と申者御座

候　彼又六死去仕五十年余ニ成申　又六死去仕候年より此方ニ御神事つとめ申候事」と天

正 20年時点までは確実に今社結衆中のひとりである鮓屋半四郎吉定なる人物が「乍恐以書

付申上候」と「御奉行御両三人様」宛に出された申状の写しを所収するように（「鮓屋吉定申

状」『輯古帖』）、17世紀以降の今社結衆中には繋がらない鮓屋姓の一族である可能性もあ

る（『伊勢市史　中世編』）。鮓屋吉定によると、彼の祖父の兄弟に鮓屋又六なる者が存在し、

天正 20年時点で 50年以上前に死去しているが死去した年より鮓屋吉定は御頭神事を含む

今社の御神事に奉仕していると記している。鮓屋吉定の言に従えば、真偽はともかく、少な

くとも天文11年（1542）には吉定は今社の神事奉仕者、すなわち今社

結衆中のメンバーだったことになるが、彼は「今社之御師子すし屋家ニ数代相伝之事」と今

社獅子頭を扱う役を数代相伝している旨も述べている。つまり、16世紀末期時点で今社獅子

頭役は特権として相伝対象となっていたことを鮓屋一族の事例からもうかがうことができ

るが、この申状は『輯古帖』に所収された時点で「榎倉靱負蔵」と所有は榎倉家となっている

ため、最終的には榎倉家に権利が移転したと推測できる。

　ともかく、慶長４年時点の今社結衆８名のうち、３名のみを復元した西山説案に比べ、今

回、６名まで比定数を増加できた。当該期、榎倉・堤・中山の三姓を有する家が今社結衆中

に参画できる家柄であることを明らかにした西山説に対し、報告者の調査により新たに西

村・林・高田の３家を追加し得たのである。さらに 16世紀末期段階の今社結衆中のメンバ

ーがほぼ想定復元できたことにより、中世末期の今社の基軸祭祀圏をも具体性を帯びつつ

想定ができるようになったともいえよう。そのため、姓などを頼りに文禄３年（1594）１０

月２０日付の『太神宮御師人数之帳』（神宮文庫蔵）などの史料で、彼らの居住地を考えて

みると、西村家は大世古、林家は下中之郷、高田家は上中之郷、堤（長熊）家は下中之郷、榎

倉家は上中之郷、中山家は上中之郷が主要な居住地と判明する。当然ではあるが今社が下中

之郷に鎮座しているわけであるから、やはり、結衆中の構成は中之郷（上中之郷・下中之

郷）の御師が中心であり、彼らは、江戸期のいわゆる「三方会合家」や「年寄家」に系譜的に
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繋がる有力地下人であった。それはすなわち慶長初年、つまり 16世紀末期の今社祭祀圏は

いわゆる中之郷を軸に展開していたことをも示すのである。

　ところで、今社御頭年貢の寛文・延宝期、すなわち 17世紀後半の外宮子良館への納入状

況は先述したが、その構造は史料上、どこまで遡及し得るのであろうか。『外宮子良館日記』

１２冊目には天正 16年（1588）３月１０日に出された外宮子良館惣中の内規の控がありそ

れが参考になる。

　　　おかしら年貢之事

　　　　　　天正十六年也

　　　ふしやしろ　以上味進

　　　大やしろ　　あと味進

　　　預り物又ハ取かへ候共今日より以後者少も有間敷候ほんく可為候以上

　　　　三月十日　　　惣中

ここには「おかしら年貢」、すなわち御頭年貢の「ふしやしろ」と「大やしろ」の天正十六年

分が未進であることや、預物や取替があっても今日以後は禁止する旨が記されている。

「ふしやしろ」は外宮宮域にあった藤社、「大やしろ」は山田一之木領にあった大社（須原大

社）のことを指す。内容から禁止された預物と取替も、御頭年貢にかかる貸借行為であろう。

この場合、両社の御頭年貢は未進であるが故に記載されているわけであるから、逆にいえば

１６世紀後半時点で両社以外の山田の産土社からも外宮子良館に御頭神事の年貢が出され

ていた可能性は極めて高い。すなわち、今社からの御頭年貢は同時点で外宮子良館に納入さ

れていたと考えられる。

ただ、これは単に16世紀後半時点で御頭神事の年貢納入を介して今社をはじめ山田産土

社が外宮子良館と祭祀・儀礼的に繋がりがあることを意味するだけではなく、寛文・延宝

期の事例のように納入者である各産土社の結衆中、つまり山田各所の有力地下人と外宮子

良館構成員とが物資納入面で密接な関係があったことをも示している。換言すれば、大半が

外宮の職掌体系の末端に位置づけられている山田の地下人は、地域の有力者となって結衆

中の成員に加入さえすれば、御頭神事を媒介に外宮祭祀・儀礼の根本を司る同館と祭祀・

儀礼面や物資納入面で密接な人的ネットワークを形成させることができるのである。

つまり、これこそが中世末期より、結衆の地位が家に帰属し、相伝対象にもなった有力地

下人が有する結衆成員の権利上の大きな具体的メリットの一つだったといえよう。

（２）牛頭社結衆中の構造変化

　前節までで、今社をめぐる信仰構造、とりわけ 16世紀末期の今社結衆中の実像はより具

体化できたと考える。本節では今社結衆との比較として、隣接した山田産土社というべき牛

頭社の結衆中について検討してみたい。

　ところで、17世紀以降、牛頭社（及び関係境内社である八王子社）は山田辻久留に鎮座し

ていたが、永正 16年（1519）に「二俣社田」（「くし屋十郎畠地売券」『白米家文書』）、天文
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16年（1547）に「二俣牛王社」（「下中郷二郎四郎畠地売券」『白米家文書』）、大永 6年

（1526）に「二俣　八王子社」（「浦口七郎左衛門田地売券」『白米家文書』）というように、

辻久留の隣郷の二俣に鎮座していることになっている。そのため 16世紀前半までは二俣に

鎮座していたのがそれ以降に辻久留に遷座したと考えることもできる。ただ、牛頭社自体の

鎮座地は移動せずに二俣郷の領域が変容した結果、辻久留鎮座の産土社と認識されるよう

になったと理解することも可能である。現時点の成案はないものの、私見では二俣郷の領域

変容の結果と考えておきたい。

さて、表 は、牛頭社結衆中の構成メンバーの史的変遷を示したものである。一部推定箇➀

所も存在するものの、天文8年から明治 3年まで（1539～1870）という 330年間の姓・屋号

別の牛頭社結衆中の定数や具体的な構成メンバーの史的変遷を窺うことが可能である。

慶長 11年（1606）までは 10名であったのが（永禄 6年（1550）のデータは後世の覚書

のため北出雲・北監物家が欠落している）、その後、加入者数は減少傾向を辿り、明治 3年

時点では4名となっている。

本報告で注目すべきは天文8年時点で確認できる「亀石大夫」である。まさにこの人物は

先述した榎倉亀石大夫であることは疑いない。永禄 6年の「牛頭結衆覚」（『白米家文書』）

より、天正 17年から元和元年まで（1589～1615）確認できる孫七郎も亀石大夫家の結衆の

権利を継承しているから榎倉一族と考えられる。次に、牛頭社結衆中を考える上で、榎倉亀

石大夫家を含めた榎倉一族の活動、とりわけ上之郷地域の活動の様相を史料で少し確認し

ておこう。

まず、明応 5年（1496）の「村山氏後室屋敷売券」（『来田文書』）では「的場之南世古」、

すなわち辻久留内の屋敷が売買されているが、屋敷の西限は「亀石大夫殿屋敷」と榎倉亀石

大夫の屋敷であった。永正 15年（1518）の「榎蔵武棟屋敷売券」（『輯古帖』）では「山田浦

口之内」の屋敷を売却しているが、屋敷の南限には「榎木蔵大後室屋敷」、北限には「榎木蔵

茶薗」と榎倉一族所有の不動産が確認できる。次に、享禄元年（1528）の「延命院良秀屋敷売

券」（『来田文書』）では「浦口北つら」の屋敷が売買されているが、屋敷の西限と北限は「亀

石大夫殿地」と榎倉亀石大夫の土地であった。また、永禄 8年（1565）の「榎倉武延山地売

券」（在所は上之郷内の「やはた」（八幡））の売主は榎倉「掃部武延」であったが、武延は

「多気大御所様」、すなわち伊勢国司北畠具教と関係があった（『来田文書』）。さらに、永禄

10年（1567）の「榎倉武忠本銭返畠地売券」（在所は「中嶋之北わき」）の売主は「榎倉亀石

大夫武忠」であったが、武忠も「多気 大御所様」（北畠具教）と関係があった（『来田文

書』）。加えて、天文 7年（1538）と同21年（1552）の「榎倉武国屋敷売券」（在所は前者は

「中嶋之北」、後者は浦口北はた）の売主は「榎倉新九郎武国」であったが武国は天文 7年に

は「玉丸御上様」、すなわち伊勢国司北畠晴具と関係があるなどかなりの有力者であった

（『来田文書』）。実は表 でも「新九郎」の呼称は天文➀ 8年（1539）に確認できる。表 の新➀

九郎については牛頭社結衆として推定したため確定ではないが、八王子社田（及び牛頭社

田）の管理メンバーであるため仮に牛頭社結衆中ではなかったとしてもそれに準じた有力
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者であることは疑いない。やはり表 にみえる新九郎は、中嶋や浦口に屋敷を所有するなど➀

上之郷に関わりが強く、北畠家とも繋がりがある地域内の有力者であることを勘案すると、

榎倉新九郎であると比定できる。

以上、榎倉亀石大夫家を軸として上之郷地域内の榎倉一族の活動の様相を紹介したが、少

なくとも 15世紀末期から 16世紀後半まで不動産の所有や取引面等で盛んに経済活動を行

っていることは疑いなく、それ故、牛頭社結衆中に名を連ねるに相応しい当該地域を代表す

る名家であったといえる。

しかし、表 をみれば明らかなように牛頭社結衆中への関与は元和元年（➀ 1615）を境に

姿を消している。同様に山田久留を代表する師職家である上地家は寛永元年（1624）を最

後に結衆から離脱しており、榎倉（新九郎）家とほぼ同様の傾向がみてとれる。

そのような榎倉一族の上之郷地域における影響力の減退傾向は、上之郷における居住状

況からも読み取ることができる。まず、天正 20年から慶長 4年まで（1592～1599）の上三郷

（辻久留・二俣・浦口）の住民リストである『上郷人付帳』には榎倉姓の人物は全く確認さ

れず、慶長 12年（1607）と同16年（1611）の上三郷内の郷之年寄にも榎倉一族は名を連ね

ていない（『伊勢市史近世編』）。ただ、文禄 3年（1594）の『太神宮御師人数之帳』では上之

郷には榎倉家は確認できないものの、上中之郷には榎倉姓が2名（榎倉新太郎・榎倉仁八）

確認できる。また、寛永 20年（1643）の『吉利支丹御改之時郷々請状取申帳』（『来田家旧蔵

資料』）では、上中之郷には榎倉姓 5名（榎倉左次助・榎倉利右衛門・榎倉次右衛門・榎倉

隼人・榎倉善兵衛）、浦口には1名（榎倉宗左衛門）が検出できる。

　このように16世紀末期から榎倉家は上中之郷内に多くの一族が居住するようになってい

るが、上之郷内では寛永 20年に浦口に1家確認できるものの、ほとんど居住していない状況

であり、まさに上之郷内における榎倉一族の優位性は 16世紀末期には消失していたと判断

できるのである。

その一方で、辻久留（とりわけ辻）を代表する外宮師職家である白米彦大夫家は、天正 20

年（1592）を初見として、牛頭社結衆中として明治 3年（1870）まで活動している。

このように中近世移行期の牛頭社結衆中の構成メンバーの動向をみた場合、最初の大変

革期は16世紀末から17世紀初頭であることは明らかだが、この動向は慶長 4年の今社結衆

中の構成員を考える上でも重要である。何故ならば、榎倉家は、上之郷地域での有力一族と

しての存在形態が17世紀初頭までに消失する一方で、天文15年（1546）を史料上の初見と

して、今社結衆中の特権を少なくとも 19世紀前半まで相伝するという上中之郷（換言すれ

ば《近世中之郷》）地域の有力一族（上中之郷年寄家や三方会合家を輩出）として君臨する

ことになるからである。

つまり、榎倉家は中近世移行期に山田上中之郷を本拠地とした有力一族としての地位を

確立したと評価できるのである。

以上、牛頭社と今社の結衆中の構成員の問題について榎倉家を軸に考察してきたが、やは

り山田各郷の領域の再編成と連動している可能性が高いことが明らかになったといえる。
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つまり、山田、とりわけ西部地域における領域の変容と地域の有力者の拠点の変化、さら

に祭祀圏の再設定は全て密接な関係を有していたのである。恐らくそのような地域変動の

痕跡として貞享４年（1687）時点でも御頭神事での儀礼的差異がみられたと思われるので

あり、そのように理解すれば牛頭社同様の扱いであった箕曲社も山田東部地域の中近世移

行期の変動の名残といえるのではなかろうか。

６　中近世移行期における山田の流通構造

　最後に、中近世移行期の山田における流通構造について、外宮子良館との関係性でその実

像に迫りたい。以下、商業組織と外宮子良館の関係についてと、外宮子良館の経済活動と山

田の市場流通について、という2つのアプローチで論じていく。

（１） 商業組織と外宮子良館の関係

　まずは中世末期時点で外宮子良館はどのように運営がなされていたのかを紹介しよう。

　　　太神宮外宮御子良館神徳之神主御注進申上子細之事

右御子良館の神主者正月朔日あいきやうの御神事をはしめとして　両太神宮朝夕の御供を

そなへ奉り其外諸神事等に相はつるゝ事なく候然間此役人をハ大物忌の神主と申也今度御

検地ニ付而以別帋申上候萬於御免除者弥武運長久之可奉丹誠之旨注進言上如件

　　　大神宮外宮御子良神役人　持分　員数之事　

麦　　十六石三斗二升

　　　　米　　弐石一斗一升

　　　　　以上合而十八石四斗三升也　但十二合之升也（傍線部②）

　　　　文禄三年十月吉日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大子良

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同物忌神主中

　　進上御奉行中

伊勢神宮地域は、文禄 3年（1594）太閤検地の際に、秀吉より検地免除の朱印状を獲得し

それ以後、江戸期を通じて検地免除地であったが、『外宮子良館日記』にも、外宮子良館に関

わる検地免除の注進状の控が書写されている。これをみれば 16世紀末期時点で外宮子良館

に物忌職として務めることで得られる所領収益は全体で 18石余とごく僅かであったことが

判明する。つまり、この所領得分だけでは、組織としての同館の運営面はおろか、家の生業と

して物忌職に従事する人々の収益面でも全く不足することが想定される。そのため、領地に

依存しない形での外宮子良館の経営構造を素描する必要がある。

そのため次に外宮子良館への物資納入状況から、その実態を探ってみたい。『外宮子良館

日記』の第１冊目の明応 3年（1494）の箇所には、「九月御祭に御器十三具御器座より受取

之」と、外宮子良館への御器調進の記述がある。ここから明応 3年の9月の外宮神嘗祭の時

に、御器座なる座より、同館が御器 13具を受納していることがわかる。御器は伊勢国多気郡

有尓郷で製作された御料土器の有尓土器と想定されている。また、天文 19年（1550）には
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山田三方が山田「一志」町の「はかりや宗三郎」（秤屋宗三郎）に商業座の御器座の加入を認

可されている。さらに、寛永 20年（1643）に筆写された『子良館年中行事』には、「一　こき

十二く九月の市ニこきや町より参候引出物ニ上銭十文程する也」と記される箇所が存在す

る。ここから、寛永 20年時点で、外宮神嘗祭時に開催された9月の市に「こきや町」、つまり

御器屋町より外宮子良館へ御器 12具が納入されていることがわかる。寛永期の記載を明応

期のそれと比較すると、明応期段階は御器座、寛永期段階は御器屋町といったように、若干

の呼称が異なるが、いずれも御器に関わる集団から、外宮神嘗祭時にほぼ同数の御器が納入

され、寛永期には、御器は9月の市場の開催時に出されている。

つまり、御器は、15世紀末期では御器座よりの納入であったが、17世紀前半になると、御

器屋町よりの納入方式へと変容していたのである。先述の如く御器座は、秤屋宗三郎という

御器とは直接関係の無い品職屋号の秤屋を冠した山田住人が加入しているように、恐らく

は、所定の加入手続きを行えば誰でも入れる存在であったと考えられる。したがって、寛永

期の事例は、天正 15年（1585）に当該地域の諸座が撤廃され、御器座も恐らくは廃止され

た後にも、御器屋町と変容しつつも、以前と同様に外宮子良館に御器を納入し続けていたこ

とを示している。

また、『子良館年中行事』から、寛永 20年には、山田八日市場に居住した外宮御師慶徳平右

衛門家が外宮子良館に名吉の開きを神事用物資（神饌）として納入していることが確認で

きるが、同家は中世末期には八日市場に魚座を有していた。近世中期まで八日市場では上座

地区を中心に魚屋が多かったわけであるから、八日市場居住の慶徳平右衛門家の近世初頭

における名吉という海産物の同館への納入は、御器の事例を踏まえれば、同家が魚座を取得

していた中世末期まで遡及する可能性は極めて高く、そうでなくても近世初頭の名吉納入

は、中世末期に魚座を同家が取得しなければ成立し得ない。やはり、慶徳平右衛門家の魚座

を介した外宮子良館との関係性は中世末期には成立していたとみるべきである。

さらに、御器座と（慶徳平右衛門家所有の）魚座の事例を踏まえて、外宮子良館に関連し

た物流構造、とりわけ商業座との関係性を考えてみたい。既に拙著（『中近世伊勢神宮地域の

貨幣と商業組織』）にて、寛永 21年から慶安 3年までの間（1644～50）、すなわち17世紀初

期に外宮子良館で取引されていた主要な物資の概要を明らかにしている。次にその主な物

資を示すと、【穀物】《米・草餅・餅米・麦》・【銭】《新銭・古銭・鉄銭・悪銭》・【貴金属貨

幣】《金・銀》・羽書・鏡・【海産物】・【木製品】《宮櫃・柄杓・紙》・【陶器】《土器・焙

烙》・【木材】《松明木・竈木》・花・煙草・【繊維品】《麻・木綿・綿・手拭》などがあげられ

る（なお【 】内の名称はグルーピングの都合上、私に表記した名称）。それらのほとんどが

銀で価格に換算されているため、物品の場合、売値と判断できる。そのため、大半は贈与行為

を介して外宮子良館にもたらされた物資であると理解される。

次に拙著（『中近世伊勢神宮地域の貨幣と商業組織』）の成果を踏まえつつ、表紙に「永禄

年間より天正年中迄　雑記」と書かれた『外宮子良館日記』（12冊目）の日々の金銭帳簿的

な記載を中心に、16世紀代に外宮子良館をめぐり取引されていた主な金品をまとめてみる。
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具体的には、【穀物】《米・白米・黒米・餅米・餅・麦》・【銭】《永楽銭・薄銭・ビタ銭》・

【貴金属貨幣】《金・銀》・【木材】《枌・柱・椹木》・竹・【木製品】《折敷・柄杓・茶筅・笊・

尺八・桶・桶結》・【陶器】《擂鉢・鉢・甑・竈？》・【繊維品】《麻・畳表・表・縄・帷子・

惣物》・【金属品】《鈴・鏡・釘》・【醸造品】《酒・古酒・味噌・酢？》・【紙】《鳥の子》・【海

産物】《鰹（節）・熨斗・海老》などが検出される。16世紀代の物資を17世紀初期の主要贈

答品目と比べると、共通する物資は名称が完全に一致するものは計 8種（米・餅米・麦・

金・銀・鏡・柄杓・麻）となるが、他に内容的に類似するものは少なくない。16世紀代に確

認し得た主な物資が全て贈答品であるとは判断できないものの、大半は外宮子良館外から

流入した物資とみてよかろう。また、鏡や鈴は聖女の子良を養育しているという意味合いで

外宮子良館へもたらされた特殊な贈答品である可能性は極めて高い。

さらに16世紀代に外宮子良館に関連して確認できる物資名と中世末期の山田の商業座の

名称（拙稿「中世後期の貨幣と流通」）とを比べてみる。現在のところ、山田では15世紀末

期以降、天正 15年（1587）の秀吉政権による破座令までに合計 25の商業座（軽物座・太布

新座・酒座・御器座・相物座・布座・油座・かま座・麹蘗座・瀬戸物座・米座・麻座・紺

座・麹座・魚座（本座）・紙座・立物座・鰯座・火車座・瓦座・連雀負座・賽座・櫛座・

綿座・割木座）の存在が確認できる（表②参照）。その多くは山田三方の認証下で加入す

る場合が大半（麻座・立物座のみ商業座認証）である。御器座や魚座のように直接的・間

接的にでも外宮子良館との関係性が窺われる商業座以外に、「たゝみ之おもて麻代　天正七

年二月廿日」とみえる麻を扱う麻座といった外宮子良館との関連性を彷彿させる商業座も

少なくない。無論、25の商業座のうち、連雀負座のような外宮子良館との関連性が極めて低

いと思われる商業座も含まれている。しかし、それにしても、外宮子良館が宮域内部での唯

一の神事物資納入セクションであったという機能的性格を鑑みると、直接的な商取引では

なく貢納形態に近い取引であったとしても外宮という魅力的なマーケットとの関連性を持

ちたいと考える商業座所属の商工業者は多くいたはずである。想定の域を超えないが、御器

座のように外宮子良館と接点があった商業座は複数存在していた可能性は極めて高いので

はないだろうか。

では、先に触れた秤屋宗三郎が加入した御器座のような山田の商業座の加入手続きはど

のような実態であったのか。まずは、新たに発見された火車座なる商業座への加入認証に関

わる享禄 5年（1532）の三方定文の写しを紹介しつつその問題を検討していきたい。

　　　 火車座之事

　　　　合壱間者

右座就玉丸与取相諸座入申候

此座久保小五郎殿入申候仍為後日証文

如件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（花押印）

　　　　　　享禄五年壬辰五月十八日　　　三方　（花押印）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（花押印）
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ここでみえる火車座とは、恐らく火舎座のこと、すなわち火鉢を商う商業座のことである。

これにより享禄 5年 5月18日付で山田三方は久保小五郎なる山田久保の住人は山田三方か

ら火車座（火舎座）1間の加入が認められている（表②参照）。

　この定文で注目すべきは「就玉丸与取相諸座入申候」という文言があることである。ここ

にみえる玉丸とは田丸のことすなわち伊勢国司北畠晴具のことであるが、山田三方は田丸

北畠氏と戦争状態であり、そのために諸座 1間の加入を認証していたことが窺える。事実、

表②をみると同じ享禄 5年 5月18日付で山田三方は大主屋宗左衛門の麹座 1間の加入を認

め、同様の理由で、天文2年8月28日付で山田三方は足代民部丞の内衆である小三郎に布座

2間の加入を認証しており、北畠氏との合戦を契機に諸座の加入認証を行っていたことは明

らかである。具体的な記載はみられないが、加入時には加入料が支払われるのが一般的であ

るため、「就玉丸与取相」という加入契機の際にも加入料が捻出されたことは間違いない。つ

まり、山田三方は北畠氏との合戦の軍資金調達のために商業座の加入を認め、加入料を軍資

金に転用していたのである。拙著では、山田三方は、北畠氏をはじめ、織田信雄や豊臣秀吉と

いった武家権力者層への上納金捻出のために商業座の加入認証を行っていたことを指摘し

たが、今回新たに山田三方の軍資金捻出のためということも判明したといえる。

　つまり、山田三方は、様々な用途の資金確保を短期間で行うための一手段として、商業座

への加入認証業務を行っていたと評価できるのである。一方、加入希望者側はそのような山

田三方が広く募る機会を逃さずに把握していたと想像されるが、それは山田三方による加

入認証は商業座の場合よりも加入時の費用負担が少なかったことによる（『中近世伊勢神

宮地域の貨幣と商業組織』）。

このように山田三方関与の商業座加入に関しては、山田三方と加入予定者、さらに商業座

との関連性が窺われるが、では本報告で重視する山田の各郷との関係は如何なる様相であ

ったのか。それを考える上で、次の2通の中世文書（『松阪市郷土資料室所蔵文書』）が参考

になる。

　　今度宇治与合戦付助四郎殿

　　打死無比類忠節候就其為香伝

　　麻座壱間進候仍為後日証文如件

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（花押印）

　　　天文十二癸卯年六月晦日　　三方（花押印）

　　　　　　久保　　　　　　　　　　　（花押印）

　　　　　　　五郎兵衛殿

　　　　　　　　　　　まいる

　この天文12年（1543）6月晦日付の三方定文には、天文12年の宇治山田合戦時に山田三

方が討ち死にした助四郎の香典として麻座 1間を久保の五郎兵衛に与えた内容が記されて

いる。この場合、香典として麻座加入を認めているから恐らく加入料はかからなかったと思

われるが、認証された五郎兵衛は助四郎の兄弟という（間宮忠夫「山田三方の印判」）。
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　実は、この定文に関係する三方の黒印状も現存する。

　　　今度助四郎殿打

　　　死於三方無比

　　　類大忠候各以

　　　参上申候へ共

　　　先者如此候永代　　　

　　　褒美之段くほ

　　　五郎兵衛殿へ以

　　　証文申入候

　　　恐々謹言

　　　　　　　　　　　　　（花押印）

　　　　六月晦日　　　三方（花押印）

　　　田中　　　　　　　　（花押印）

　　　中世古

　　　同二本杉殿

　　　　　　　まいる

この三方黒印状の日付は 6月晦日であり、内容も助四郎の討ち死に対する褒美として、

「証文」、すなわち先の三方定文により久保の五郎兵衛への麻座加入を認証するものである

ため

先の定文と同日に発給されたものであることは間違いない。注目すべきは黒印状の宛先が

「田中 中世古　同二本杉殿」とされていることである。間宮忠夫氏の「山田三方の印判」によ

れば、助四郎は二本杉家の一族であるとされ、史料１からもそれが窺える。宛先より助四郎

の親族である二本杉家は田中中世古に住んでいたことが判明し、「同二本杉殿」と「田中 中

世古」と併記する表現を取るが、単に二本杉家の住所表記を示す場合には「同」表記は不要で

ある。よって、「田中 中世古」表記は二本杉家とは異なる存在であると捉えねばならない。す

なわち、「田中 中世古」表記は、田中中世古の自治組織そのものを示している。つまり、山田

三方関与の商業座への加入認証の際、加入予定者本人はもとより、関係する親族、さらに関

係者が居住する地域の自治組織への周知も必要であったのである。従来、流通経済面での山

田三方以外の自治組織の関与は言及されたことはなかったが、これは自治機能論を考える

上でも重視される要素といえよう。

ところで、外宮子良館に両宮での由貴神事等で用いる志州国崎からの鮑・栄螺などの海

産物の供物（神饌）と、由貴神事の供物を載せる「檜籠（ひご）」と呼ばれた檜製の浅籠形

の膳を調進する糀屋の屋号を有する山田岡本の松原八郎大夫家の神事物資調進面を介した

中近世移行期の活動を拙著（『中近世伊勢神宮地域の貨幣と商業組織』）で紹介した。松原八

郎大夫家は麹座を所有していたという伝承があるように麹を商っていた可能性がある。

貞和 4年（1348）9月 18日の「国崎神戸御贄注文」（『坂口茂氏所蔵文書』）から、松原家
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と外宮子良館との関係は南北朝期には確認できる。それは神饌や檜籠等の神事物資の調進

を通じたものであり、国崎地下中とは中世末期までには師檀関係を締結していた。『松原旧

記』と呼ばれる松原家に関わる古文書集には、その関係を示す古文書の写しが多数所収され

る。

くさきひこのせぬ一貫文しハす十四日にて七日のゑになり申候へ共御せんわ外宮内宮

に御うけとりなされ候間此方へも米ハたり申候ひこかへり候てれそく壱貫文とり申候

ひこも御せんもせりになり候間此ふんのきあり申候　　

六郎左衛門尉殿　助兵衛殿　由勘五郎殿

　　　　　天正拾五年十二月十四日

　　　十五日のあさをさしゆ三人々御こし候てきんと御すまし候

大意としては、12月の月次祭のために志州国崎の地下老分衆 3名が山田に来訪し松原家

へ檜籠料 1貫文が届けられたが、生憎その時は、7日間の触穢の期間内であった。しかし、

「御せん」つまり、鮑などの神饌を、両宮は受け取ってくれたので、「此方」（松原家）へも米

は供され、松原家へ檜籠も戻り、1貫文も受け取った。また、そのようなことから、「ひこも御

せんもせりにな」った、となろう。ここで注目すべきは、12月の月次祭に際し、国崎長3名が

檜籠料の銭一貫文と鮑などの御饌を持ってきた時点では、触穢期間に当たっていたが、両宮

は御饌を受納してくれたということと、檜籠調進にかかる費用の1貫文を松原家が受取り、

檜籠も返ってきたということ、檜籠と御饌は競りになったということである。松原家の檜籠

や御饌の調進先は外宮の場合、清浄を重んじた外宮物忌衆中の斎館の外宮子良館であるか

ら、触穢が発生すれば、当然、穢を避けるため外界との接触は避けられ、物忌の期間となるが、

今回は特別に、御饌は調進することが許されている。また、檜籠は松原家へ返却されたが、檜

籠を調進するのは同家であり、国崎側は、その調進用の年貢を納めているだけであるから、

檜籠を返したのは、外宮子良館であった。また、檜籠と御饌は競売になっているということ

から、檜籠は、外宮子良館からの撤下品か供進の際の余剰品で、神宮への御饌としての鮑な

どの海産物も、同様のものが商業地域に投入され、競売になったと想定できる。それらは、三

節祭に合わせて開かれた市に投下されたのであろう。

以上から、外宮子良館への神事品調進を介した山田の商業地域との密接な関係、さらに外

宮の祭日に合わせた市立てと、神事品の市場への投入の関係を構造的に中世末期の段階で

想定し得たと考える。

　つまり、本来は触穢忌避のために、いわば神域外の世界である山田との接触が少ないはず

の外宮子良館は、既に16世紀時点で、外界とそれなりの交渉を持っていたのである。とりわ

け、中世段階で市場に出入りする商人や商業座から神事物資が納入されている微証が明ら

かになると、それは、神事物資を介して、いわば外宮の「聖」を象徴する子良館と、「俗」の属

性を帯びる外宮門前町山田が実は密接な関係であったと判断せざるを得ない。視点を変え

れば、外宮子良館側は、山田の経済的要素（市・商人・商品・商業組織）を深く認識してい

たということになり、とりもなおさずそれは、同要素が、外宮子良館を常に意識していたの
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ではないかということも示すことになろう。次の史料を見てみよう。

　　　　舟江河崎木之口役之事

従御長官様百ちやうに壱ちやうつゝと被仰出候間其分可有御取候然者五十ちやう卅ち

やうのこり候なとゝ被仰事あるへく候其時ゝゝに一ちやうの木をそれほとつゝわり候

て御取候て御すまし候へく候木之宿々より此ミけ殿御出候ハす共あき人のまへより取

御わたし候へく候もし一ちやうもふさた候ハゝ太神宮の御とかめをその宿ゝへ御あて

あるへく候此木をもつて年中之御神事之物をまけとゝのへ御子良館へ進上一大事之上

物にて候間末代迄此分相定候也

　　　　　　　　　　　　　　　　　　上部孫大夫

　　　　天正四年十一月吉日　　　　　　　　　　永（花押）

　　　御池木平右衛門尉殿

　　　　　　　　　　　まいる

さて、内容を見ると上部永元が、御池木氏に勢田川流域の河崎・船江の「木之宿々」から、

商取引する木材の百分の一の公租である「口役」として徴収することを命じていることがわ

かる。注目すべきは、徴収した「口役」の木材は、外宮の神事や子良館に納入されるという趣

旨が「木之宿々」側に通知され、その木材の納入は商人より前にし、無沙汰の場合には神罰が

蒙るという商権をめぐる担保文言も記されていることである。つまり、両所における「木之

宿」の営業権は、まずは外宮の神事に用いられる木材を神税としての「口役」として納入する

ことで、外宮側に認可される、つまり当該地域の商業保障がなされるのであり、その納入先

が外宮子良館であることや、その使用目的は、重要事項として「木之宿」側に十分に周知され

ている。このような構造は、「木之宿」だけでなく、恐らくは史料上確認できる鉄や米の宿は

勿論、その他の物品を扱う両所の全ての「商人宿」（近世の問屋の前身組織）に該当すると

思われる。よって、商人宿側は、「口役」としての諸物品の納入を通じて外宮子良館を認識し

ていたということになり、当然、同館側も商人宿との関係を深く理解していたと思われる。

つまり、外宮子良館は、中世末期には御器座といった商業座以外にも河崎・船江に置かれた

商人宿の存在を理解し円滑な流通構造を構築していたのである。

以上から、物資納入を介して外宮子良館は河崎や船江などの勢田川流域のいわば「港湾商

業地域」とも密接な結び付きがあり、本来はここであげた木材のように、諸物資の神事用と

商業用との区分は無いことも明確になったといえる。

つまり、外宮の祭祀・儀礼面で非常に重視され、子良・物忌の斎館でもあるために、清浄

を重んじ触穢を避ける意識が強かった外宮子良館では、館自体の運営や外宮の神事斎行等

のために必要な物資の納入・差配も行なっていたが、中世末期段階では土地に由来する収

益基盤は脆弱であった。それ故に、組織維持のために、物資の納入等においては、経済的要素

の強い山田の町方に深く結びついて自律的経営を行っていたのであり、町方の地下人は、そ

のような神宮の祭祀・物資納入の根本的セクションである同館を理解し、接点を持つこと

で自己の経済的活動をより展開していったといえる。
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（２）外宮子良館の経済活動と山田の市場流通

前節の検討により、外宮の祭祀を担う外宮子良館は、外宮の神事物資の納入セクションで

もあったため、中世の段階で物資納入面において外宮前の山田との接点、特に商業組織との

関係が密接であることが明らかになった。そうなると同館は商業組織を単に認識・理解し、

そこに出入りする商人層を利用していただけでなく、神事等の面でも市場システムを制度

的に導入していた可能性は極めて高い。

ところで、外宮の子良や物忌父は、斎館である同館に奉仕するが故に、いわば外界と隔絶

された神域内での活動から、世上（特に、市場経済）に疎いようなイメージを抱き易い。

しかし、仮に外宮子良館が市場システムを導入していたことが検出できれば、そのことは、

同館の運営主体である外宮物忌層が高度な経済的感覚を有していたことをも意味する訳で

あり、経済感覚に疎いイメージは、ある程度払拭されることになろう。

そのような問題関心の下、外宮の神事面で外宮子良館において制度的に市場システムの

導入が図られているかを検出したい。はじめに、市場システムの導入の有無を、神宮の神事

の代表格ともいえる式年遷宮から探るため、次の『外宮子良館日記』の記事を見てみよう。

弧娘舘諸記録之事

応永六年戊卯九月廿一日

作所御方より請取申物之日記

　　　　　　米一石九斗二升之分八舛食

合代銭二貫九百八十文なり

正殿之ふきのはりかやしの人数六人たゝしあるきの板ハ九枚明衣の布四なからてわら

ひ九給なり米ハ一人に八升なり米の代ハときのうりかひをたふへしはりかへしハ九月

十五日十六日十七日也　

これは、応永7年（1400）の外宮式年遷宮のための正殿の葺の張り替しの費用に関する前

年の記載と思われ、造宮最高機関・外宮作所よりの食米等の費用（手間賃）を記述したも

のである。これによると費用は銭 1貫文で米は約 6斗 4升 4合の交換レートで算出されてい

るが、注目すべきは米は時の売買値（相場）を問うという、いわば米の時価を参照すべき旨

が記されていることである。つまり、室町後期の時点で、式年遷宮での銭と米の交換の際に

外宮子良館では、市井の米相場の利用が明文化されており、それはすなわち、遷宮において

作所承認済の経済システムであったことを示す。また、天正期以降の両宮遷宮においては、

河崎相場と呼ばれる伊勢神宮周辺地域統一の河崎に置かれた米相場が利用されていること

を拙著（『中近世伊勢神宮地域の貨幣と商業組織』）にて指摘したが、これも応永期の状況を

踏まえれば、システム的に遷宮制度に組み込まれていたと推測できる。加えて、河崎相場は、

同館が関与する外宮の毎年 5月 3日の宮川の鮎取り神事・御川神事でも天正期以降に度々、

明文化されて利用が確認されている。特に中世末期より勢田川の川湊機能を持つ「商人宿」

河崎が、物流的に重要視されてくるのは 16世紀に入ってからのことであるから、当該地域
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において河崎は、中世末期からの新興商業地域と位置づけできる。

また、河崎相場自体も永禄年間頃から使用されているから、天正期から外宮子良館関係史

料で同館関与の神事における河崎相場の利用が明文化されているということは、同館が、外

宮神事面で当該地域の新興商業地をシステム的に組み込んだのは、かなり早かったと判断

できる。つまり、外宮子良館の市場動向の認識性と対応性は非常に高い、言い換えれば、同館

の経済感覚は中世段階で成熟していたと評価できる。ただ、外宮子良館が高度な経済感覚を

持っていると判断できる材料は、市井の米相場の採用のみに留まらない。それは、中世より

の同館の収益機能の一つである、参詣者からの献納品や賽銭の対応や参詣者への祈祷執行

にも垣間見える。まずは同館への奉納品対応や祈祷執行の様相を見てみよう。

　　　一　定申事　内宮御せん宮候共此ことく相定候也

　　　一　御せん宮之時ハ御内出銭是への出銭此外何れ物なり共おき物ハそうはふハとう

番神徳相残者ふんハ衆中のしんとく此内をもとう番衆もはいとう可申物也

　　　一　御祓ハとう番衆うるへし

　　　一　日月ハ前うしろ三日に相定候也

　　　　　仍定事如件　　　　　　　　　　子良館（印）

　　　天文拾年かのとのうし五月十三日　　　　　　

　　　定そう番之事

　　御くほう様御参宮之時もはしくやう之時も何れも三日ツゝ相定物也是も御セん宮のこ

　　とく仍如此候

　　　天文十二年正月吉日　　　　　　　　　　　　　子良（印）

両史料も既に岩間氏が外宮子良館物忌衆の収益分配のための同館の内部規定の一例とし

て紹介している。それによると、天文10年 9月 26日の外宮仮殿遷宮を前にして同年 5月13

日に定められた外宮子良館の内部規定が前者であり、後者も遷宮時の特別体制化を示すた

めに天文12年正月に出された内規とみられる。いずれも当番と非番の物忌をも含めた子良

館の組織内での収益の公平な配分に留意したものである。天文 12年の内規には「御くほう

様」（伊勢国司）の参詣の時などには、遷宮時の規定に準拠して前後 3日の当番物忌に配分

されている。また、拙著（『中近世伊勢神宮地域の貨幣と商業組織』）では、前者の内規には①

内宮の遷宮をも意識した文言がある点や、②参詣者に求められた外宮子良館からの御祓は

明らかに売却するものであるという意識で明文化されている点、③後者の内規には、遷宮時

の規定に準拠する場合が伊勢国司の参宮や宇治橋供養といった個別具体的な事例で明記さ

れている点の 3点を明らかにしている。

まず、②について考えると、まさにこの行為は伊勢御師のような経済活動といえるもので

ある。次に若干の事例を紹介すると、永正 17年6月21日には「こくしさま御まいり長祓一合

進上申候　同上様御まいり候御初一貫文出候を二百文置銭百文せんたちくほの善一太郎殿

かたへ百文御祓被遊ニ引申候のこり六百文当番衆はいとう申也」とあるように、伊勢国司北
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畠氏の参宮時に御祓を進上し、初穂料として１貫文が外宮子良館に入っているが、この際、

山田久保の「善一太郎」なる先達に案内されていることが注意できる。また、天文 5年 5月に

は「壱貫文八日市きぬやより御祓を申せ候てまいらせ候様候間二百文これへおきせにニお

き申候ハヽ一万度御祓申候て御祓まいらせ候」と山田八日市場の「きぬや」なる商人の依頼

（対価は1貫文）を受けて外宮子良館側は一万度御祓を絹屋に対し奏上している。また、天

文 7年4月18日にも「中世古助四郎一万度の御祓のためにすき有を壱貫文ニ御まいらせ候

て御とりつき善三郎殿方へ百六十文もて二百文さう中へおき申候のこり三分いちをとう番

へひき申候のりこをこれへ御まいり候て御はらい御申方と番しゆとして御はいとうめされ

候御はらいの代ハ番[　　　]御出候」とあるように山田中世古の助四郎の依頼（対価は1貫

文）により、外宮子良館側は一万度御祓を助四郎に対して奏上するが、この助四郎は先述の

二本杉助四郎の可能性が極めて高い。事実、彼は同年8月23日に「中世古二本杉助四郎」と

道者売券に確認されるように中世古在住の伊勢御師であった（『伊勢市史中世編』）。つま

り、外宮子良館側が奏上した一万度御祓は伊勢御師が発行した御祓大麻と同様のものと思

われるが、それでも伊勢御師は外宮子良館側に求めていたといえる。

①については、本来この規定は、外宮子良館に関わるものであるため、極端にいえば直接

関わる外宮遷宮のみに対応する内規として設定すればよいはずなのだが、内宮の遷宮の時

にも準拠すると明記している。これは中世末期の段階で既に、両宮のいずれかの遷宮があれ

ば片方参りではなく両方を参拝するという両宮参拝が通俗的な認識となっており、それが、

収益観念と結びついた結果を示しているのではなかろうか。

そのように考えると③の内宮前の宇治橋供養も本来は外宮とは直接関係しない内宮側の

神事といえるが、外宮子良館では遷宮並の特別体制下での配当規定がなされている。また、

天正7年12月 21日に定められた内規でも「一　天正七年十二月廿一日定申者也はし供養定

日正月中ニ而候ハゝ三日そうはん定申為後日如此候」と宇治橋供養時の特別体制が設定さ

れている。この場合、殊更に正月中の体制を明確に規定しているが、恐らくは正月の参拝者

の増加動向をも含意していると考えられる。ここでも両宮参拝の意識が垣間見える。

よって、外宮子良館は、内宮の仮殿遷宮や宇治橋供養などの際に金銭が奉納されるのでは

ないかと経済的面で期待して内規を制定しているのは明らかである。つまり、外宮子良館物

忌衆中は、それらの神事の際には、外宮に参拝し外宮子良館にも立ち寄り金銭を奉納する、

乃至、訪問は無くとも、同館にも金銭を奉納する人物が多かったと予想していることになる。

さらに、③では伊勢国司参宮の際も遷宮並の特別体制下の配分規定であると明記している

が、天正 9年頃にも、「上様（延永さま）」・「御本所様」・「延永之御子息尉助殿」といった

ような織田信長親子の参宮情報が同館にもたらされると、同年11月 1日には「遷宮ことく」

の「神物」（奉納金銭）の配分規定を明文化しているなど、特定の有力者の参宮の場合、人物

を特定・明記した内規が作成されている。天正 9年の場合、信長が実際に参宮したか否かは

分からないが、その事実はともかく、同館側に特定の有力者の参宮は、収益増に繋がるとい

う経済的意識があったことは間違いない。
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そのような研ぎ澄まされた経済感覚を外宮子良館物忌衆中が持っていたということになる

と、「大永六年二月下番候小そておき候て代七百五十文ニうれ候て百文おきせに出候」と大

永 6年 2月の事例のように、外宮子良館への参拝者や信仰者からの金銭の奉納（大永 6年の

場合は小袖）についても売却されて、配当されるという極めて経済的な処理がなされる。

さらに実例を挙げておきたい。大永7年（1527）6月19日には、「坂内殿より御うわき一

まいりて一貫八百文ニうり」て「惣中ニハおき銭三百文うりてニ百文万度一合小祓一合ニ二

百丗二文引申」している。ここから、外宮子良館側は、伊勢国司家北畠一族の坂内氏よりの上

着を売り手を使って1貫 800文で売却し、同館惣中の置銭には 300文、売り手に100文、御祓

執行（坂内氏への）の経費に232文を必要経費から引いており、明らかに到来品は売物とし

て売却されていることが確認できる。この場合の売り手は外宮子良館物忌中のメンバーで

ある可能性もあるものの、後述する元和 2年の事例をもってすれば、やはり山田の商人であ

る可能性が高い。

また、天正 18年 33月88日にも「大まんところ殿より小袖壱ツ参申」、「弐貫五百文ニ祢な

り候へ者番衆へ五百文渡申」すと、大政所からの小袖は直ぐに売却され、その金額が分配さ

れている。この件を踏まえて早速、外宮子良館では同11日に「参物候ハゝ壱貫之外者五分一

也　万事如此相定申候」と内規を定めている。近世初頭では、元和 2年（1616）10月上番

（一ろう・半衛門・久大夫・孫衛門）は、「御嘉州ちくせん殿」（加賀前田家）より「たんの

小袖壱ツ」が参り、「三らう口ニテしろかねや八兵衛殿へうり申候」と、山田の商人と思しき

白金屋八兵衛が三臈の所まで出入し、丹の小袖を売却しており、また、他に同4名は同年に

到来品の「つぎ小袖壱ツ」を銀「廿匁ニうり候て一匁ハすわいニくれ申候」と、売値の一部を

仲介・仲買業者「すわい」に渡している。

このように外宮子良館をめぐっては、小袖などの衣料品が頻繁に贈答という回路で同館

に流入し、それらは直ちに市場価格が参照された上で売却されている状況が中世末期から

近世初頭にかけて常態化していたのであり、その取引は山田の商人や仲買人が介在するも

のであった。当時としては小袖などの衣料品はポピュラーな贈答品ではあるが、夥しく外宮

子良館への贈答品として選択されている背景には聖女子良を養育する機関であるという特

殊性も考慮されるべきであろう。そして、外宮子良館から売却を通じて流失した小袖等は恐

らくは山田の町に環流し、再度売買の場に姿をみせるものと思われる。その際、小袖等の衣

料品のマーケットとして、山田は申し分ない一大市場であると思われるが、それは多くの山

田の衣料品関係の商業座の存在が証明しているといえよう。

このように、外宮子良館への到来品は、売り手や出入りの商人などを通じてその度ごとに

売却されているが、慶長 20年（1615）6月吉日付で、そのような「参物」（奉納品）から生み

出される神徳についても、「定　神徳之事　米にても万之物にても何にても拾五匁まてハ当

番の神徳可為候拾五匁之上者御座候ハゝ大中へ御置可有候五ぶん一ハ当番得御取可被成候

祢の儀ハ世上得御とひ可有候」と内規が明文化されることになる。この場合、奉納品を売却

し配当決定する際、市場価格が参考になっている。実は、神徳決定の際に市場の価格動向を
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採用する意識は、早くも永徳4年（1384）2月 22日の同館内規に「こらのたちのてき物はま

ちのねをきくへしまちのね五貫文ニねならハそう中の物なり五貫文内四貫文あまりならハ

そのはんの物なり又まちのね五貫文と候ともときのうりたて三貫文の内ならハそのはんの

ものなるへし」と記され、南北朝期には半ば制度化されているから、その後も、ことあるごと

に内規が明文化されるのは、制度的な改正を示している。

　つまり、外宮子良館の基本的な運営スタンスは、常に市場価格の動向を把握するような経

済感覚に優れたものであり、それ故に、山田を軸とする伊勢神宮地域の流通構造と密接であ

ったといえるのである。
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