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第４８回 高畠ゼミＯＢ・ＯＧ会読書会                  平成２５年１１月１６日  

『百姓から見た戦国大名』 黒田基樹著        報告者 広瀬知衛 

 はじめに 

日本史の研究では、戦国時代を中心に、パラダイム（思考の枠組み）の転換がすすめられている。それ 

は、「権力の構造を社会システムとしてとらえ、権力者はそのシステムにおける器官であり、社会を構築す

る主体は、そうした権力を生み出す民衆である。」という考えへの転換だ。そのため「民衆の視座から社会

をとらえ、大名の支配がどうして可能であったのか、その内実を突き止め、それを民衆の存立という視点に

立って、構造として理解する。」という立場で、この本は書かれている。 

 

 第１章 飢餓と戦争の時代 

千葉県本土寺にある、中世民衆の死亡状況を示す過去帳みると、物故者数が突出してみられる時期があ

る。それらの年が、大飢饉であったことは他の記録類にも記載されている。死亡には季節性が存在してお

り、食料が収穫できない端境期に多く、食料生産のサイクルに対応している。この死亡の季節性は江戸後

期の大飢饉にみられた事であり、中世後期は江戸後期の大飢饉が常態であった事を意味している。 

 一般に、飢餓は食料生産の不足から生じるもので、災害への対応能力の低さや生産技術の低さとおもわ

れがちである。インドの経済学者アマルティア・センによれば飢餓は人々の食料を獲得する能力の欠如に

よって生じるものであるという。それは食料を獲得できない人々に、食料が行き渡る社会的な関係や仕組

みが機能したか、によっていたことになる。 

＜大恐慌時代のアメリカ＝豊作なのに購買能力の低下、江戸＝災害時、浅間山爆発、東北の飢饉―流通の

欠陥、北朝鮮、アフリカ＞ 

中世に大きな気候変動があったことは間違いない。気候環境が変化すれば生産環境は大きな影響を受け

る。当然、人々は生産を継続するための新たな取り組みや、全く別な生産を開発するなど、さまざまな対

応をしていくが、それは同時に、それまでの社会関係を破壊し、新たな社会関係を築いていくことなる。 

ある地域での飢餓克服のための行動が、他の地域・集団で飢餓を生じさせるという現象も少なくなかった

に違いない。 

飢餓は、直接に作物の生産量の低下から生じるのではなかったから、飢餓であったから生産量自体が低

迷、低下していたことを意味しない。現に中世に生産量が低下していたかどうかはわからないのだ。飢餓

は社会的関係から生じるのであるから、その克服は社会的関係の構築によると考えられる。これまで、戦

国時代を含めた中世という時代を慢性的な飢餓の時代と意識してこなかったが、生き残ることそのものが

最大の課題であった時代と意識すべきである。 

 そもそも、戦国時代とは文字通りどこかで戦争が行われている時代であった。戦場では耕地が破壊され、

家屋は放火され、人と物の掠奪が繰り広げられた。敵地の作物を刈り取り、生産破壊が行われた、こうし

たことを刈田狼藉といい、敵地の地力を衰退させるための一般的な戦略となっていた。しかし、それは戦

略におさまらず、そうした生産破壊によって、その地域の人々が深刻な飢餓におちいることなった。その

上、容赦ない掠奪が繰り広げられ、作物をはじめ、雑具と呼ばれた日常生活品、さらには人身そのものま

でが掠奪の対象とされた。人身の場合は身代金と引き替えにされたり、そのまま奴隷として使役されたり、

あるいは奴隷商人に売却されたりしていた。 

 こうした掠奪は従軍する兵士によって行われたが、そのほとんどは足軽と呼ばれた下級兵士であった。

戦国大名の軍隊は騎馬1人につき徒の奉公人５、６人が付き添い、その他小荷駄運搬を担う陣夫として、

支配下の村々から百姓が挑発された。騎馬兵は１割程度、大半は奉公人・陣夫によって占められていた。

又、奉公人には「常の奉公人」と非常勤の奉公人と傭兵がいた。 

 こうした足軽は多くは村で食べていけないものや領主と奉公関係を結び戦争の時だけ出ていく人々が

ほとんどであった。だから、掠奪する足軽は掠奪をされた人々と、実は同じ階層であった。彼らが足軽に

なるのは、掠奪による稼ぎを目当てにしたものであった。いわば、自村では生活できないから戦争に行っ

たのである。まさに「口減らしの出稼ぎ」であった。戦争・動乱が難民・飢餓民を生み、飢餓や極貧やそ

れらへの恐怖が戦争・動乱を作り出すのであり、飢餓と戦争は密接に関連していた。飢餓に見舞われてい
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る人々にとって戦争への参加が、生き残るための手段になっていた。つまり、戦争は戦場になった地域を

中心として生産を破壊し、飢饉を生じさせる一方で、慢性的飢餓状況のなかで、人々にとっての生命維持

の機能を果たしていた。 

 戦争は秋の収穫そのものが狙いであったり、飢餓下の口減らしと他国での食料確保の一石二鳥狙いだっ

たり、国内での内乱防止だったりした。戦国大名があれほど侵略戦争を続けた根底には、慢性的飢餓状況

にあったとみても的外れではない。その上、戦国大名とはそもそも、そのように他国からの掠奪など、戦

争によって獲得される富があってはじめて、それ自体が存立する仕組みにあったのではなかろうか 

＜人口増、灌漑技術、土木技術、人の組織化の発達による生産力の伸び＞ 

 

 第２章 村の仕組みと戦争 

 飢餓と戦争が日常化していた戦国時代、生き残ることが最大の課題であった。当時、個人はそれとして

存在することはなく、何らかの集団に所属することで、初めて存在することができた。そうした集団とし

て、もっとも基本の単位は家であった。しかし、中世では、有力な百姓であったとしても、単独の家だけ

では、継続的に存続できなかった。家の存続は、在地の有力者層でも困難であり、15 世紀頃の有徳人が

戦国時代を生き抜いている例はほとんどなく、逆に戦国時代の有力者は、それ以前には確認できない場合

がほとんどである。さらに江戸時代までの存続が確認されるのはきわめて少数であったから、１７世紀ま

での有力者層ですら、家の存続は困難な状況にあった。それだけでなく、家を形成できない人々も多く、

あるいは家が解体してしまった人々も大勢いた。そうした家の存続が困難であった社会状況のなかで、村

は、人々の生存のための組織として機能し、そのために維持されていったのであろう。 

ここで、取り上げるのは自然村ではなく、政治的村落である「惣村」、「惣庄」などと表現されるもので

ある。従来からあった集落や生業共同体、あるいは領主の支配単位になっていた村・郷・庄などの用語で

表現されたため、あたかもそれ以前の村・村落から展開したものと理解されがちだが本質的にまったく異

なるものだ。それ以前の村・村落がどのような性格のものであったかわかっていないが、政治的村落にみ

られる特質が、それ以前の史料にはみられない。又、「惣村」、「惣庄」という用語が登場してくるため、

それ以前の村・村落にそうした村は存在していなかったと考えられる。 

この政治団体としての村は、法人格として存在し、一定領域を知行し、構成員を認定し、その構成員に

対しての独自の徴税権、立法権、検断権などを行使した。そして、個々の構成員の私権を制約する公権力

として存在した。それだけでなく、構成員によって独自の武力を保持し、その武力は、村の存続のために

外部の集団に対して発動された。しかも、村の意志や行動は、特定の家や人物が決定するのではなく、構

成員が全員参加した寄合によって決定された。＜自然村ではなく政治的村落＝自治を考える場合＞ 

 村が形成され、維持された経緯も、慢性的な飢饉を背景にしていた。隣接する村落との、農業用水や、

肥料・飼料になる草木の採取など、生産のための用益をめぐる争いが生じていた。中世の民衆は日常的に

帯刀していたから、争いは武力を伴い、さらに親類・縁者を巻き込んで、たちまち集団同士の争いに展開

した。村は、そうした生業をめぐる争いに勝利するため、同業でない人々をも争いに参加させ、用益を知

行するなわばりを形成し、維持するための組織として創り出されたと考えられる。構成員の私権を制約す

る公権力として存在したのもそのためであった。人々は日常的には他の村人と血縁などの関係にあったが、

ひとたび戦いになると、そうした私的関係は切断され、所属する村のために命を賭すことになる。それは

戦争に他ならない。 

 もちろん、村の内部には、さまざまな階層差や身分差があったし、上層の百姓と下層との間には、しば

しば主従関係も存在した。さらに、村に居住していながら、構成員と認められず、そこから排除された人々

もいた。多様な立場や関係にあった人々がそれを否定することなく、そこで生存・生活を遂げることを最

優先にして構築された組織であった。村とは構成員を創り出し、それら構成員のための組織であった。そ

の上で実際の生活なかでは、さまざまな違いを持っている構成員が、一致団結したものであった。 

対外戦争のために構築された非常時の組織を、日常的な組織として維持していくための仕組みが、村に

よる私権の規制であったり、身分制であった。村という社会組織を構成するのは構成員であり、具体的に

は個々の家になる。構成員は、村に税金を納め、労役や軍事の負担をする。その代わり、村が管轄する用
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益を利用することができるなど、村の保護をうけることができた。 

この村の特質を、蔵持重裕は「すべての諸グループ・家から等距離をもつ第三者化された世界、一種の

公界」と、表現する。これは今西仁司の「第三項排除の論理」を援用したものである。それは、秩序・シ

ステムを生成する、社会形成の根本的論理である。何かを外部に排除・隔離することによって、異なる二

項、対立する二項が同一化、単一化される。そこでは構成員の全員一致、大同団結が実現されている。 

村同士の武力をともなった争いは支配者からも「合戦」と表現された。「合戦」は領主レベルだけでは

なく、民衆までの多様な階層で、いたるところで繰り広げられていた時代であった。＜宗教勢力＞ 

合戦は、蒙った損害や名誉を回復するために行われた。損害は「当」、「不足」などと称され、それを回

復することは「相当」と称された。それは具体的には、報復行動を意味した。そもそも中世の人々は、日

常的に武器を所持していたくらいなので、合戦では、必ずといっていいくらい、死者が出た。村の存続の

ための争いに死を賭して臨む。構成員に死をも強いる点に、村が自立した主体である証がみられる。 

戦争となれば何より戦力がものをいう。戦力は軍勢数による。そこで他の村に援軍を求める。こうした

加勢を「合力」といった。紛争する双方で加勢を求めあったから、村同士の争いはたちまち村々同士への

争いへと拡大していく。かねてから相互に加勢する取り決めする合力関係、軍事同盟があった。これらは

村や、領主に限られない、中世の自立した社会集団の戦争すべてに共通するものであった。 

村同士の合戦とは、紛争の当事者同士だけでなく、互いに合力関係にある村々から援軍を得て行われた。

しかし村同士とはいえ、戦争であったから、人的にも物的にも被害や犠牲が出たし、金銭的にも多大な負

担がともなっていた。直接、戦闘にあたるのは、村の正規の構成員であり、若衆、若者などと呼ばれた若

年層であった。村の組織は階梯制をとるところが多く、年寄・宿老・乙名・大人などと呼ばれる老年層が、

村の政治を主導し、合戦でも指揮を務めた。しかし、村の中まで攻め込まれた場合、総力戦で防衛にあた

った。戦争ともなれば、多額の費用がかかった。合力してくれた援軍への御礼は年貢の２．５倍、京都で

の訴訟をすれば、裁判費用もかかった。 

喧嘩騒動によって死者が出た場合、殺人の代償として相手方に差し出される存在を、解死人という。被

害者側の損害の代償として、その相当の報復を請けるために、加害者から被害者側に引き渡さるものであ

った、これは実力による報復の展開を抑止し、紛争を平和的に解決するための中世社会における慣行であ

った。＜解死人＝褒美＞ 

村の相論が自力で解決出来ないとき調停者として領主が仲介に入る。こうした近隣の領主によって紛争

を解決するあり方を「近所の儀」と言い、中世社会を通じて、ひろくみられる紛争解決のあり方であった。 

単なるこうした村々の争いから、高野山と根来寺が出て来ることになるなど国内を代表する勢力まで引き

込んで、内乱に等しい規模にまで拡大することもあった。 

村同士の戦争は、村々のレベルにとどまらず、しばしば領主にも加勢を要請した。領主も、支配下の村

の「成り立ち」が遂げられないと、年貢などの収入がなくなるからこれに加勢した。そうすると、村同士

の用益をめぐる紛争が、ひいては領主同士の戦争にまで発展した。 

それどころか、村は次々と新しい領主を生み出す。領主の対応によって御礼としての年貢の上納を続け

たり、停止したりして、村こそ領主を創り出す主体になっている。村にとって領主は複数存在していたと

言っても過言ではない。領主との関係自体、村が継続するかどうか判断したから、領主支配というのも、

村との関係が継続している場合にのみ、成立する関係であった。室町時代まで、荘園の領主の変遷が激し

かったり、知行できてない所領が多いのは、すべてこうした事情によっていた。 

しかも、中世においては領主の所領支配も自力によっていた。たとえ将軍から所領として与えられたり、

承認を受けても、所領を維持できるかどうかは自力によったのである。地頭、被官は所領を与えられたと

しても、その請け取り自体、軍勢を動員して行うのであった。しかも、それは近所の被官を総動員した、

軍勢による進駐、占領というべきものだった。他の支配者を追放し、村から領主として認められることで、

はじめて領主支配が成立した。室町時代までは公権力といっても、そこまで保障する権力ではなかったの

だ。中世を通じて、在地における合戦は絶え間なく発生している。それはたいてい、領主同士の合戦とみ

られている。しかし、そうみえる根底には、村々同士の用益をめぐる紛争があった可能性は、限りなく高

い。中世という時代はいたるところでこのような戦争が繰り広げられる戦争の時代だった。 
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 第三章 地域国家の展開 

戦国時代を関東での亨徳の乱（1455～）、京都での応仁・文明の乱（1467～）が展開してから、秀吉に 

よって列島統一が遂げられた1590年までとする。諸国の大名らは亨徳の乱、応仁の乱以降、室町時代には

鎌倉か京都で生活していたのが、戦争の恒常化によって自身の本拠に存在し続ける。（財政難から公家も） 

戦争はほぼ戦国大名・国衆の単位で行われていた。戦国大名・国衆という地方権力は、一定の領域を支配

する権力として存在していた。そのためこのような地域権力を、領域権力と呼んでいる。支配が及ぶ地域が

面的に展開していて、それは当時、「国」と称されていた。戦国大名・国衆の支配領域を領国と呼び、その

領国においては戦国大名・国衆が最高支配者であり、他者の支配権の及ばない排他的・一円的なものであっ

た。天皇や幕府の支配も及ばず、それまで列島社会の歴史になかったあり方だった。 

 戦国大名と国衆は仕組みが同じで権力の構造という側面から区別が難しいが、社会的には対等の存在でな

かった。国衆は戦国大名に従属する関係にあったが、その領国の支配に戦国大名が関係することなく、国衆

は独自に行っていた。戦国大名と国衆の関係は上下関係にある同盟関係のようなものであった。戦国大名と

は、自らが直接に領域支配する本国に加え、独自の領国を形成する国衆を従えた存在ということになる。 

 戦国大名の領国は「国家」と称された。日本国という国家と戦国大名の国家は異なる性格の国家だった。

戦国大名の領国は、実質的にも、名目的にも、一個の自立した国家として存在していた。これを日本国の国

家と対比し、区別するため、地域国家と位置付けられている。戦国時代というのは、列島各地にそうした地

域国家が乱立して存在していた時代、ということになる。戦国時代は戦国大名が将軍の力を頼らず、あくま

で「自分の力量」で、領国を支配し、維持したからこそ、室町時代の大名でなかったものが大名になったり、

あるいは滅亡してしまったりという、興亡がみられた。 

 戦国大名・国衆の領国は、それ自体「国家」あるいは「惣国」などと称され、一つのまとまりをもってい

たが、決して一元的なものであったわけではなく、たいていは地域分権的な構造をとっていた。その基本単

位となっていたのが、「領」や「群」などと呼ばれた領域であった。したがって、戦国大名・国衆の領国は

複数の「領」からなる複合的なものであり、それを統合したものであった。 

「領」は一定領域を持つ軍事・行政単位であった。その中核として城が存在していた。城は、軍事的拠点、

行政支配における拠点としての性格をあわせもつようなっていた。したがって、「領」とは城と領域が一体

として存在していたもので、軍事拠点としての城が、行政を担当する範囲、と言い換えることができる。 

 「領」が領域的なのは、村を基盤にしているからで、村自体が領域を形成していたことによる。そして、

その集合は城との繋がりによってもたらされる。具体的には城の構築、修築する普請役という労働力負担で

あった。戦国時代はこれまでの時代と違って、戦乱が日常的なだけに城が恒常的に存在したので、その負担

も恒常化した。各地の領主は本拠を城郭化、それを拠点として所領の維持を図り、同時に支配を行った。軍

事拠点を本拠として、城が政庁としての役割を兼ね備えた。戦国大名・国衆の本拠は、地域国家の首都とし

て、軍事拠点であるだけでなく、地域における政治・経済・文化の中心という性格を帯びた。それらの多く

は、江戸時代になっても大名の本拠として継承され、さらに現在に続いている。 

 戦国大名・国衆は、本拠や領域拠点の構築、その後の修築に際し、領内の村々に普請役を賦課した。しか

も他者の所領にも賦課し、それらの負担を受け入れた村が、支配下の村になり、その範囲が勢力圏、すなわ

ち領国であった。 

城の維持、管理をする普請役の負担は無制限だったわけではなく、定められていた。その上、城は村々に

敵軍が来攻してきた時、避難所として機能していただけに、その負担は単に労働力の搾取とは言い切れない。

大普請役と呼ばれた負担とは別に、「末代請切普請」という永遠の普請担当が割り当てられる。末代請。切

普請の請け持ち部分は、村々の避難所になる中城の塀であることが確認される。この費用が大名持ちである

ことから、戦国大名は避難所を維持する役割を担っていたのであり、領民の生命と財産を保護する責任を負

っていたことを示している。 

 戦国大名・国衆の地域国家の構造において、領・領国と並ぶ大きな特質に、家中と呼ばれた家来組織の形

成がある。家中とは家臣であり、戦国大名・国衆から所領を与えられ、軍役などの奉公をする領主である。

それは戦国時代に生み出されたもので、戦国大名・国衆の成立と表裏の関係にあった。 
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 室町時代の被官と呼ばれた家来は、主人を複数持つことが出来た。複数主人がいたということは複数から

保護を受けていた。一人の主人では被官の進退すべてを保障できなかった。そのため主従関係も絶対的なも

のではなく、保護を与える部分は限定された側面でしかなく、したがってそれへの対価としての奉公も、限

定的なものであった。 

 それに対して戦国以降の家中は、主人との関係は極めて強固のものであった。主人は戦国大名・国衆一人

のみで、所領もそれから与えられた。だからその存立は、決定的に主人に依存していた。主人は、家として

存在していたから、それはたいてい主家と称される。すなわち、一元的な主従制と知行制によって形成され

ている組織と言える。そのため主家は、家中に対して生殺与奪の権を持つ、絶対的存在であり、家中は絶対

的忠誠を誓うものとなった。しかし、これもあくまで双務契約関係であり、主家が家中に対し、存立の保障

をしている限りのことであった。戦国時代は一門・宿老など有能なものは引く手数多の状態で、充分な保護

を受けられなければ、家中の構成者は容易に主家を見限った。 

 家中の形成がみられたのは戦国時代になってからのことであったから、何よりも味方同士の戦争を抑止し

なければならなかった。そのため、家中同士で紛争が生じても、すぐに報復などせず、主家に連絡し、裁断

を仰いだ。親類・縁者などの合力をせずに、自力による「相当」を抑制し、さらに「兵具」「合力」を封印

した。すなわち、構成員同士の自力抗争、私戦の全面的に禁止に至った。同時に、それらの紛争は主家の裁

定によって解決が図られた。これはまさに村の形成と同じく、主家を第三項する第三項排除の論理で理解す

ることができる。 

 家中同士の紛争の基底には村同士の戦争があったのだが、それらの粉争を主家が分国法によって、裁定す

る際の判断基準を明文化し、互いに協定化して、戦国大名と家中の双方が拘束されることなった。この第三

項排除の論理で個別領主層における自力救済が放棄され、家中同士の私戦の禁止から、それが生じた場合、

そのことをもって両者を制裁の対象にした喧嘩両成敗法の制定へと展開していく。 

このように家中とは、中世を通じて存在していた、村同士の紛争が領主同士の紛争へと展開していく構図

そのものを、規制する組織として創り出された。こうして、戦国時代になると、戦争の恒常化の一方で、家

中を単位に、領主同士の戦争は抑止された。こうすることで、戦国大名・国衆の領国内では領主同士の戦争

は抑止され、領国レベルで平和が確保された。平和は家中における「相当」「兵具」「合力」の禁止によって

維持されたのだからそれはまさしく、中世の戦争の在り方の否定といえるであろう。 

 

第４章 大名と村が向き合う 

戦国時代、民衆は個々に存在していたのではなく、村という政治団体に帰属して存在していた。従って、 

個別に大名や領主と奉公関係を結んでいる場合を除き、村人という立場においては、すべて村を通じてのみ、

大名や領主と関係したにすぎなかった。戦国大名の領民支配というものの実態は村々に対する支配であった。 

 戦国大名は、権力構成員である家中と支配の基盤である村とが、ともに「成り立つ」ことによって、はじ

めて存立する。北条氏綱の書置きの一節に、家中が華美にならないようにしないといけない、とある。華美

にすれば、百姓に重税を負わせ、町人から商売の利益をとりあげることになる。借金も嵩み、財政は困窮し、

百姓・町人を潰すことになる。家中に潰された百姓は、家を明け、田畑を捨てて、他国に逃亡したり、村に

留まった百姓も、何事につけ家中に仕返しをしようと謀る。そうなると、大名の勢威は弱くなる。 

また、倹約を呼びかけ、村も家中も豊かにして、大名に勢威も強くして、戦争の勝利も導く、つまり戦国

大名の戦争どころか、存立そのものが、「村の成り立ち」関わっており、戦国大名の当主自らがこれを認識

していた。 

 飢饉と戦争が日常化していたなか、「村の成り立ち」にとって深刻な問題になっていたのが、災害や戦争

の被害によって、不作地や荒地が発生したり、耕作する百姓が、没落したり、村から他所へ移住してしまっ

て、村のなかで耕作百姓が不足してしまうことであった。災害や戦争の被害によって、村がこのような状態

になっている事例は、枚挙に暇がない。「村の成り立ち」が困難な状況が続いていた。 

 不作地が発生すると、村は「成り立ち」を維持するために、耕作の継続を図る。耕作を担当していた百姓

が没落したり、他所へ移住してしまった場合には、名主という村役人や年寄などの有力者が一族や家来を用

いて耕作を引き受けたり、あるいは他所から新しく百姓を招き据えていた。更に荒地についても、耕地とし
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て復活させる、開発を行っていた。そこでも、同じように村の有力者が耕作を引受たり、村外から新しく百

姓を呼び寄せていた。 

 実はそうした百姓は他所で没落したり、税金や借金が支払えず、移住してきたものたちであった。不作が

発生すると、ある村から百姓が逃げ出し別の村へ移住する、そのような百姓移動の循環構造があった。多く

の村で、耕地の半分にも及ぶような不作や荒地が存在していたから、移住先には事欠かず、そのため村々で

は耕作百姓の取り合いのような状況にあった。 

＜村は場所の帰属を巡って争いが起きる。大化の改新、荘園、太閤検知、現在の農政＝土地の所有権、

占有権、地上権、利用権、帰属、秀吉の検地以前、農業労働者、下人から本百姓へ＞ 

 その一方で、村はそのための条件を整えるため、大名・領主に様々な要求をした。不作が生じると減免を

要求し、それに応じて作柄調査をもとに村高を設定し直す検見が行われた。災害・戦争被害によって不作が

生じた場合、必ずその分の年貢・公事の減免が要求された。そうした減免を獲得することによって、村は、

村から出て行った百姓を呼び戻し、不作地の耕作の継続にあたった。また、荒地の再開発の場合には、耕作

が軌道に乗るまでの一定期間、年貢・公事を免除する5年から10年に及ぶ鍬下年期が認められた。 

 こうした村による年貢・公事の減免要求は村の「成り立ち」のための、村の政治行動の一環であった。も

っとも根幹にあたるのは年貢・公事の収取関係であり、大名や領主と村との間で行われた。これを「村請」

と称する。収取関係に限らず、領主からの法令なども村に宛てて出されたり、領主への訴訟も村として行わ

れるなど、大名や領主と村のやりとりはあらゆる側面にわたってる。 

 それは法人としての性格にあったもの同士の間で取り結ばれた、「契約」であった。支配する側、される

側、社会的・身分的立場に大きな格差があったが、大名や領主と村を主体にして結ばれた関係であった。こ

こでの契約は社会契約であり、両者の関係は、＜だから？＞互いの義務を持つ双務的なものになる。  

その内容は大名の側は「村の成り立ち」を果たすことで、その一つとして「勧農」という、耕作環境の整

備や資金の貸付が行われた。これを果たすことにより年貢を取る資格を得ていた。飢餓と戦争が日常化して

いたなか、村の平和と安穏を保障する、それが大名や領主の責務であった。 

 対して村の側は、年貢や公事と称された税金を負担した。これは大名の責務への対価であり、大名がそれ

を果たさない時、上納を停止した。あるいは村に侵攻してきた領主と、支配関係を結んだ。元の領主は、支

配を維持できなかったため、「領主失格」と判断され、村の側から一方的に支配関係を破棄された。 

 また不作が生じた場合には、相当分の年貢等の減免を要求するが、それが容易に認められない場合、実力

で抗議した。村ぐるみで、山野などに逃げ込み、年貢の納入や耕作を放棄した。これを「逃散」といい、中

世を通じて百姓の対領主闘争の基本的な方法であった。そして領主から適切な対応がとられないと百姓は没

落したり、他所へ移住する。そうすると村は退転し、村そのものの存立が危機に陥ることになる。そうなれ

ば領主も年貢・公事収取もままならならなくなり、領主の存立も危機になる。 

 戦国大名・国衆の領国は、大名・国衆とその構成員である家中（給人・領主）、その所領として支配をう

ける村の、三者の関係から成り立っていた。それは、大名が、戦争のための普請役、さらに戦争の際、荷物

の運搬を負担する陣夫役などの、大名の戦争のための負担を、勢力下の村に直接、課すことを通じて形成さ

れた。大名は、各村を支配する個々の領主が存在していた一方で、それらを含めた領国内のすべての村々と、

直接、政治関係を形成することを前提にして、存立した権力であった。村こそ、戦国大名・国衆の権力基盤、

というゆえんである。 

 そのなかで家中は、領主として、独自に所領を支配することで存立していた。年貢を収取するだけでなく、

様々な公事も収取していた。それによって領主としての存立を果たし、主家の大名に軍役奉公していた。 

ところが所領の村の「成り立ち」が危機に陥ると、領主としての存立も危うくなる。そうすると、家中は

大名に、軍役などの負担の軽減を要求する。村が不作になると、領主であった家中は、年貢・公事の減免を

行い、また大名も国役の減免を行った。さらに給人に対しても、知行役を減免したりした。このようにして、

大名・給人・村の三者は、相互規定的な関係にあり、その「成り立ち」を遂げていた。 

 村への課税は、およそ田畠耕地の面積をもとにした課税基準数値と、家数という、村を構成する家の数を

もとに決められていた。その作業が、耕地については検地・検見であり、家数については棟別改めというも

のであり、原則として大名・国衆が行った。それまでにも、それらは村の税負担の基準になっていたが、そ
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れが戦国時代では、大名・国衆と各村との政治交渉によって決定されたところに、大きな特徴があった。そ

のため給人の所領は、両者間の決定を前提に、その高も決められたから、ここからも給人は、そもそも大名・

国衆と村との関係に、大きく規定されていたことがわかる。 

 村高は課税基準高であったから、その取り決めがされるのは、大抵、大名の交代に際してであった。大名

の代替りや、全く別の大名に交代した場合に行われた。大名が代わると、村は新しい大名に、それまでの負

担分の明細を記載した指出を提出した。これが新しい大名の支配を受け容れることを意味した。新大名は指

出の内容に基づき、村との間で負担額などについて交渉をすすめ、あらためて負担額などが決定された。そ

の際、現地視察して新たな賦課基準を設定する場合があったが、これが検地であった。検地は村との間で行

われ、作業も村の案内をうけて行われたから、村との共同によるものであった。検地は、課税額決定のため

の政策であったが、他面において村領域の保障をもたらした。 

 村高は田畠面積をもとにしていたが、それは決して自動的に決まるものではなかった。そもそもどれを耕

地とするのか、田畠の区分はどうするのか、という検地の基本からして、簡単に決まることではなかった。

例えば、不作地をそのまま課税対象にするのか、それとも荒地にして課税対象から外すのか、屋敷の周囲は

たいてい畠になっているが、それを耕地とみるのか、屋敷の敷地内とみて村高の対象外にするのか、という

問題があった。また、耕地の利用も多様で、田が畠になったり、畠が田になることもしばしばであった。だ

からこの耕地を、田で登録するのか、畠で登録するのか、ということも簡単ではなかった。検地における田

畠面積の調査、確認といっても現代のように正確なものでなかった。その作業は機械的なものではなく、そ

の作業は大名と村との間における、政治そのものであった。＜意識的に小さく縄延、現代比較的正確＞ 

 耕地面積や種別などは、村との協議によって決められた。控除分も一律なものではなく、それこそ村によ

って、種目もその貫高もまちまちであった。村の要求通りに控除したなど、互いの交渉によって決定された

ものであった。交渉の結果、双方で合意に達すると、村はそれを承知し、その分の年貢の負担を誓約した「請

負の一札」といわれる誓約書を提出した。それをうけてようやく、検地書出が村に交付される。 

 ここに年貢・公事などの税金納入が、村の合意に基づいた、大名と村との契約であったことがみてとれる。

それは互いの契約であったから、その数値は大名と村の双方を拘束した。大名といえど、契約以上の額の徴

収は出来なかった。 

 

 第５章 戦国大名の構造改革 

大名と領主は「村の成り立ち」のためにそれぞれの対応をとっていたが、それでも村々は不作・荒地にな

るなど存立の危機があった。そうした中、すべての村に対しての「村の成り立ち」の保障のため、収取制度

をはじめ、様々な制度について改革を行った。結果として、戦国大名の領国支配の仕組みは、当初のものか

ら大きく変化していく。何よりも領国全域における統一制が高められ、また個々の領主の支配権への制限が

強められていった。それを、資料の残る北条氏にみる。 

 二代氏綱は、直轄領における公事賦課制度を改革し、賦課量が定数化されていない公事・夫役の徴発につ

いて、「虎の印判」を押した文書を用いて、郡代・代官から行うことを規定した。それまで、身分の違いか

ら、大名は村に直接に文書を出すことができなかったが、印判を用いることで、村に宛てて文書を出す仕組

みが創り出された。大名の命令は、虎朱印状ですべて通達し、徴発する公事の内容や数量もそこに明記する

ことにし、そのうえで、虎朱印状なしでの賦課や、内容と相違する賦課について一切応じる必要のないこと

を保障している。それまでの郡代・代官の家来らによる不当な徴発行為への強い不満が村にあったのであろ

う。氏綱は公事・賦課についての命令を直接、村に示す方法をとった。さらに、不当な公事賦課を行った役

人について、村から大名に直接、提訴する権利も認めた。いわゆる直訴の承認であり、目安制と称している。

これらは同時になされていて、村宛文書の創出と目安制の創出は一体であった。 

 こうして、大名による、「村の成り立ち」維持の姿勢が明確に示され、この後、大名は、村と直接、常に

向き合うようになっていく。同時に大名と村との間に介在する役人らの行動に規制がかけられ、それが制度

化されてもいく。 

 次なる画期は三代氏康の１５５０年４月である。前年４月の大地震災害によって大規模な不作が生じたと

みられる。この年春に、領国のほぼ全域において、村から百姓が欠け落ちし、村々では深刻な退転状態にな
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っていた。多くの百姓が、債務の返済ができず、あらたな融資を獲得できない事態になっていたらしい。こ

のままでは耕作が行われず、荒地が大量に生じかねなかった。 

 そこで氏康は、村を出て行った百姓を元の村に呼び戻し、耕作にかかれるようにするための対策をとった。

この時の法令を「公事赦免令」と称している。一つは、畠賦課の諸税について、一律税率に一本化し、懸銭

という税目にした。田賦課の反銭、屋敷地賦課の棟別銭などが減額されたり、正木棟別銭が創出されるなど、

役銭といわれた税金について、改革が行われた。この改革を通じて、北条氏の税体系は、賦課対象や基準な

どが単純化・一律化され、整然としたものが、創り出された。その後は、この時に整備された体系が踏襲さ

れていく。 

第二に給人・代官の公事賦課について、「村の成り立ち」を妨げるような場合には、北条氏への直訴を認

めた。本来大名は、給人・代官の存立のため所領や代官地に独自に公事賦課しているものに干渉しないのが

原則であった。しかし村の復興にあたり、北条氏はその原則を踏み越え、給人・代官の独自の公事賦課につ

いて、規制に乗り出した。それまで給人領の村では、大名には直接訴訟できず、領主層を通じてしか行えな

かったのを給人領の村々にも北条氏への直訴を認めた。目安制の全面展開であり、これによって領国内の全

ての村が訴訟できる仕組みが作り出された。このようにして大名は、給人の、領主としての独自性において、

もっとも根幹にあたる年貢・公事収取に関してまで、干渉するようになる。 

 三つは欠落百姓のうちこの日まで元の村に帰住したものについて、借銭・借米をすべて破棄する、「徳政」

を行った。「徳政」は、金融関係に著しい混乱を生じさせるから、万全の策ではなかったが、それでもこれ

を行わなければならなかったところに、逆に、この時の領国危機の深刻さをうかがうことができる。こうし

て領国支配の在り方は、極めて統一性の高い、新しいシステムへと変貌していく。 

ところがその後、戦争の大規模化による負担増大のため、村々において災害への対応能力が低下したのか、

１５５７年から旱魃によって飢餓状態になり、１５５８年からは、人々から穀物購買能力を喪失させる、｢撰

銭」現象も深刻化してきた。さらに疫病の流行もみられ、領国では餓死者や病死者が続出して、村人が減り、

残りの村人も村を捨てていくような状態になっていた。このため氏康は大規模な飢餓対策をとらざるをえな

くなった。それが、代替わりによる世直しだった。同時に徳政令を発した。それは質入れしていた妻子・下

人・牛馬の労働力をすべて取り戻させて、耕作のための労働力を確保させ、さらに新たな耕作資金の融資を

うけられるようにして、耕作能力を確保させようとするものであった。 

また、撰銭への対策として、その年の年貢収納に限って特例として、銭貨納入を半分にして、残り半分は

穀物による現物納入を認めた。撰銭によって銭貨の獲得が困難になっていたための処置であり、現物と貫高

との換算基準を定めた。そこでは現物から銭貨への換金は、領主側で行うことになる。 

しかし、こうした氏康の対策が台無しになったのが、上杉謙信の関東侵攻である。謙信はすぐに退陣した

ものの上杉軍によって散々に掠奪された。これによって、家臣も百姓も成り立たなくなる危機感を持ち、謙

信の再度の進軍を受ける前に反撃すること選んだ。敵に攻めさせないために、こちらから攻める。領内での

掠奪を回避し、逆に敵領で掠奪する、ということであった。 

 謙信の侵攻により徳政の効果は充分にあげられず、防衛戦争のためには武士層の成り立ちも維持しなけれ

ばならなかった。そのため反撃を図るにあたって、在村しながら軍役を負担する、「諸一揆相衆」に対して

徳政を行った。村の有力者である彼らは身分が百姓でなかったため、前年の徳政は適用されないものが多か

った。戦争のためにも、「村の成り立ち」のためにも彼らの存続は必要であり、北条氏が彼らに貸し付けて

いた債券も破棄された。続いて、職人衆に「徳政」が行われた。彼らの奉公は、大抵、大名の戦争のための

物資供給であったし、その職能が「村の成り立ち」にも関わっていた場合も多かったから、彼らの存立を維

持する必要が生じたのであろう。 

 氏康は、こうした政策を行うことは、「国家」を維持していくうえで当然のことだ、と認識していた。 

謙信との戦争は、１５６７年まで連綿と続けられていくが、その間、関東ではほとんど飢饉が常態化してい

る。このような飢饉が長期化していった、大きな要因になっていたのが、謙信の侵攻に始まる、北条・武田・

上杉の関東を舞台にした抗争にあったことは間違いない。 

 撰銭の深刻化が続いていたが、やがて世間は、それへの新たな対応を生み出した。精銭と呼ばれる良質の

銭貨しか、通用しなくなったのである。そこで北条氏は、年貢などの収納銭は、精銭に限定するという政策
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転換を行う一方、精銭調達の困難さに配慮し、現物納入を、役銭の一部について認めるようになった。それ

にともなって、現物と貫高との換算率を定めた納法も、その都度、定められるようになる。現物納はその対

象を拡大し、年貢を含めたすべての役銭（所得税）に適用された。これは代替え処置であったが、現実には

精銭調達の困難さから現物納が継続し、定着していった。現物納が基本となることで、銭貨による納入に基

づく貫高から石高へと転換をみせていくことになる。 

 それとともに、収取の機構も整備されていった。北条氏が役銭収取などについて、徴収責任を負う下級役

人とし、小代官の存在がみられるようになる。小代官は代官の被官であったが収取に直接あたっていたのは

彼らであった。北条氏は彼らの任免を直接行うようになったので、役人の不正等の告発に対し、徴収側の責

任の明確化へと帰結していくことになる。 

 その一方で納入する側の責任者として、名主の存在が明確化してくる。名主は領主との関係において、村

側の代表者の立場にあり、それまでもあったがこの小代官の登場とともにより明確化してくる。そこでの名

主の役割は、負担すべき年貢や公事をきちんと用意するという、納入側の責任者として位置付けられていた。

そして、村に未進が生じれば、まずは名主が処罰の対象とされた。これは、役人側の不正排除と表裏の関係

にあろう。 

さらに名主は、「村の成り立ち」そのものにも責任を負わされるようになる。これも、北条氏が、年貢・公

事減免をはじめとして、「村の成り立ち」のために対策を行ったことと、表裏の関係にある。 

又、現物納容認にともない、換算のための計量が必要になるが、それは村側、しかも百姓の代表である百姓

頭の仕事と決められた。小代官とも名主とも異なり、大名・領主から一切給分を支給されない、文字通り百

姓の代表が、収納で重要な役割を果たし、そのことが公認された。 

 こうして、年貢・公事を徴収する側と、納入する側との、役割分担とその責任が、明確化されていくよう

になった。そこで役割を務める人々は、大名・領主支配の役人であるともに、村側の代表者という両面をも

った。むしろ村の代表者が、大名・領主の収納実務を、現地で担うようになったと言った方がよいだろう。

こうした村役人の在り方はそのまま近世にも継承され、村役人制度として体制的に確立していく。 

＜この関係の在り方、力関係、村寄り、大名寄り、本人の利権、今日まで＞ 

 北条氏の領国支配の、最大の特徴は、直轄領・給人領の区別無く、領国規模において統一的な支配体系が

構築されたことにある。この整備された支配体系が戦国大名のみならず、以後の近世大名まで基本的に継承

されていき、その原型をなした。 

 戦国大名は、領国のすべての村の「成り立ち」に責任を負ったが、その帰結ともいうべきものが、普請役

の広域的な治水工事への転用であった。堰や堤の修理は、その流域の諸村にとってみれば、「成り立ち」を

左右する死活問題であった。それらの堰や堤の修復は、流域諸村では充分に対応できなかったため、大名に

そのことが要請されたのであろう。そして大名は、本来は軍事目的であった大普請役を充当して、それを行

ったのである。ここに大名は広域的治水事業を担うようになり、さらに大普請役という領国の平和維持にた

めの負担をもって充当した。こうした治水工事の在り方は現代における公共工事の原型にあたる。 

こうした普請役の治水工事への転用は、江戸時代になると完全に体制化していき、むしろ普請の目的そのも

のへと転化していく。 

＜土木工事と支配―帰化人、宗教者、公共工事＞ 

 

第６章 大名の裁判と領国の平和 

 村同士の、「成り立ち」をめぐる紛争は、戦国大名が成立しても、決してなくなるわけでなかった。村同

士の紛争は、家中の形成にともなって、ただちに領主同士の戦争を引き起こすことはなくなった。 

 そうした状況を大きく変化させることになったのが、目安制全面展開ともいうべき事態である。目安制と

は訴状の意味であり、北条氏の場合、重臣数名からなる評定衆のもとにのぼり（あげられ）、担当者が目安

の紙背に署判を据えた上で、そこから被告に送付され、それに対する相目安（反論状）を作成し、本目安に

添えて提出することが求められた。そして、両者の主張点を検討して、北条氏が出席する、定日の評定にお

いて判決が出された。 

 目安制がもたらした新しい意味は、領国内の全ての村に、北条氏への直接訴訟権を認めた、ということそ
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のものにある。そもそも室町幕府までの中世権力において、裁判は権力を直接に構成する人々、具体的には

大名や御家人などの家来、公家・寺社などの利害調停のためのものでしかなかった。したがって、村には開

かれていなかったし、村が訴訟しようとすれば、自らの領主を通じて行なければならなかった。その際には、

裁判に協力してくれた領主をはじめ、裁判の担当者などにも進物を頻繁に贈らなければならず、その費用は

莫大であった。 

 すべての村に、大名への直接訴訟権を認めるということによって、自らの領主を訴えることも容易になり、

それまでのように別の家臣を頼む必要も、その限りではなくなる。それによって、家中同士の対立もその分

だけ減少することになる。目安制は北条氏に限らず、他の大名でも確認できる。訴訟費用も低額化して、伝

がなくても誰でも容易に訴訟できる制度ができ、ここにはじめて、支配下の万人に開かれた裁判制度が生み

出されたのである。 

 そもそも、目安制は、代官・奉行らの不正の排除や、給人・代官の恣意的支配の排除のために導入された

ものであった。しかしここで、すべての村に開かれたことによって、そうした領主との紛争に止まらず、村

落間紛争などを含めた、領国内におけるあらゆる紛争をも対象にしていった。それまで村同士の紛争の場合、

合戦に訴える実力行使や、近隣の村々による仲裁、神意に委ねる神栽などと並ぶ権力の裁判は一つの解決方

法でしかなかった。しかも、裁判に勝訴しても、それを実現するのは自力によるもので、権力が、その結果

を執行してくれるわけではなかった。 

 それに対して北条氏は、紛争の現地に役人を派遣して、客観的な基準によって判決をだそうと努めている。

又、判例を蓄積して、それに基づいて判決を出すなど、判決における一貫性の維持に努めている。そして裁

判にあたっては、できるだけ公平性の確保が図られている。裁定は、何よりも紛争の発生そのものを抑止し

ようとするものであった。 現代の裁判と比較すれば不十分極まりないが、その前段階として、まずは万人

に開かれた裁判、自力解決を抑止する裁判の展開があったことを忘れてはならない。 

＜自力解決の否定＝日本の政治文化、欧米、中韓と程度の差が、強力な権力＞ 

 裁判は必ずしも公正に行われたわけではない。しかしそうした場合には家中分裂を引き起こし、ひいては

大名家の存立を危機に陥れる。そうならないためには、裁判において道理や正路の追及に努めなければなら

なかった。こうして、大名裁判の有効性が高められ、有効な解決方法として機能していくことになったであ

ろう。 

 こうした訴訟を容易にする条件を整備する一方で、北条氏は、武力をともなう実力行使の抑制をすすめて

いった。目安制の目的のなかに実力行使の抑制があった。中世百姓にとって伝統的な対領主闘争の方法であ

った逃散が、目安制の展開にともない、それとの引き替えのようにして、明確に禁止の対象になっている。

ここにも中世の自力救済から、戦国時代におけるその抑制へという変化をみることができる。 

ただし、逃散した百姓の処罰は筆頭者のみを処刑するという方法をとり、その後の江戸時代の百姓一揆に

対する処罰方法に受け継がれる。 

 村同士の紛争よりも、あるいは宿町における紛争のほうが日常的であったかもしれない。宿町は、現在で

言う繁華街にあたるから、市が立った時には、不特定多数の人々の出入りがあった。それだけ紛争も生じや

すかった。紛争が起きると、関係者がそれぞれに加勢するから、紛争はたちまち大規模になる。狼藉側が、

領主被官であれば、紛争に領主が介入してくることになる。そこで、法度に従って、すぐに処罰するから即

座に訴訟しろと定める。 

又、宿町では質取も禁止されていた。質取とは何らかの損害（権益や名誉を損なわれた）を受けた場合、

報復もしくは問題解決（交渉の場つくり）のために、相手方から損害相当の質（人や物）を奪う行為であっ

た。その場合、質取された当人は、紛争と直接的に関係なくてもかまわない。人々は何らかの集団に帰属す

ることで、はじめて存在していたからである。そのため、報復な対象もその集団に向けられることになる。

質取は報復であると同時に、紛争を村同士の問題とし、その政治交渉によって解決を図るための条件作りで

もあったが、それ自体が暴力をともなう強制行為であったから、しばしば刃傷が生じることになる。そうす

ると、別な問題に展開してしまい、紛争はさらに拡大することになった。宿町で質取が多かったのは、市に

は、不特定多数の人が集まったため、質取がしやすかったことによる。そして紛争ともなれば、たちまち被

害者が領主を呼び出し、領主の介入がみられた。宿町が問題にしたのは、質取の報復が、その場に対しても
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行われることが多かったからである。質取された側が、加害者に「合力」したと判断するからである。 

 こうした宿町における質取などの紛争は以前からもあった問題であった。これらは、本来宿町が自力で解

決していた。町人の武力によって、紛争を鎮圧していたのである。紛争当事者側の領主から介入があっても、

自前の武力や他の領主を頼んで対抗したと考えられる。村落間相論と同じく領主同士の紛争へも転化した。 

しかしそれでは、町が戦場になるし、宿町の「成り立ち」を危機に陥れてしまう。あるいは狼藉者が大名

の被官であったりして、それと対抗したりすると、場合によっては大名への敵対とみなされてしまうことも

あった。そのため、宿町の町人は、宿町における紛争に対して、自力による解決について、大名からの保障

を受ける必要が生じてくる。さらに、自力によって宿町の平和を維持できない場合は、大名に訴訟し、その

保護によって、場合によってはその武力によって、事態の解決が図られることになる。 

 こうした宿町の在り方が、「楽市」である。楽市とは、大名が、宿町や市における「楽」（平和）を実現し、

保障することを示すものであり、宿町において生じた紛争に、大名が最終的な平和の実現を担うことを示す

ものである。そしてその対価が、大名への役負担であった。 

 こうして領国においては、あらゆる紛争において、当事者による武力をともなった自力解決は抑制されて

いき、公正に裁判で解決を図っていく状況が展開していくことになる。 

 村々は互いの成り立ちを遂げるために、大名という権力を形成し、維持したのである。＜言い過ぎ＞村々

は、本来、成り立ちを自力で果たすために生み出された組織であり、そのために村人の私権を規制する、公

権力として存在していた。その村々の成り立ちを、大名が一定の部分において担い、そのために村々の実力

行使が抑止されたということは、大名は、村々の公権力をその部分において代替えしていたことになる。そ

れこそが、大名の存在を正当化し、またそれを公権力として存在させた本質的な要因であった。 

 そうした両者の関係は、大規模な戦国大名同士の戦争が激しくなり、大名の存亡の危機の際になって、新

しい論理で表現されるようになる。それが「御国」の論理である。「御国」とは北条氏の領国を指す。これ

まで、大名家とその領国については、「国家」「分国」などの言葉で表現されてきたが、それは権力構成員の

家中や寺社に対して通用するものであった。「御国」は領国の村々に向けて用いられた。具体的には、北条

氏当主が領域支配にあたる、本城領国と、一門が独自に領域支配していた支城領における村々に限定されて

いた。従属する国衆領には用いられていない。対象が村であったことは、家中・寺社とは異なり「国家」の

構成員ではない、領国の一般の人々を対象にしたものであったことがわかる。  

それはまず、臨時の普請役の賦課の際に用いられた。普請役は年間の負担数が明確に規定されていたが、

武田氏との戦争では、とうに消化してしまっている。しかし、防衛体制上、どうしても普請役が必要である。

そこで、採られたのが、臨時に普請役を徴発する、というものだった。その際、臨時に負担してもらうため、

その代償として、税金の一部の免除からやがて賃銭の支払いをするようになっている。北条氏の文書をみる

と、臨時の普請役を負担させるために持ち出した論理として、第一に「御国」のため、第二に村のためなの

だから、百姓であっても奉公すべきだ、としている。 

大名家とその領国は一体のものと認識され、あわせて「国家」と呼ばれていたが、この言葉が通用したの

は、大名から所領などを与えられている家臣や寺社、直接に奉公関係を結んでいた職人・商人らに限られて

いた。大名とそうした関係を結んでいない、村の百姓とは関係のない論理だった。そこで持ち出されたのが

「御国」である。ここでの「国」は北条氏の領国というよりは、村々の生活領域の「くに」であろう。それ

に「御」を冠することで、「くに」と北条氏の領国を重ね合わせているのである。そうして「御国」のため

になることは、村のためでもあるのだ、と，いって、村の百姓が、奉公するべき対象として、「御国」を掲

げているのである。 

 「御国」の論理はさらなる展開をみせ、村の百姓が兵士として動員しようとする。「国」の存亡がかかっ

ている戦争には、例え百姓であっても協力すべきだ、というのだ。それだけ、武田との戦争は、自家の滅亡

をも想定せざるをえないほど、強い危機感を持ったものだった。村は、大名の存亡を賭けた戦争に際して、

その領国に住んでいる、というそれだけで、大名の戦争に動員される事態に直面するようになった。ここに

はじめて、人々は、自らが帰属する政治領域＝国家というものを認識するようになった。それまでも国家は

あったが村は、その構成員でないので、直接には関係していなかった。しかし、戦後大名の国家においては、

村は、直接の基盤に位置していた。現代の私たちが認識する国家は、むしろこの戦国大名の国家から展開し
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てきたものと考えられる。 

＜先の大戦でも＜国家への取り込み＞＜検地＝土地所有の在り方の変化＝国家の保障？＞ 

 その後、こうした村の武力を、戦国大名の存亡を賭けた戦争に動員するということは各地の戦国大名でも

みられる。そうして動員された軍勢は、一揆衆と称された。歴とした武将の軍隊でない、村の武力という意

味である。こうしてみると、現在みられるような、国家への奉公＝忠節が、決して国家が本来的に備えてい

たものではなく、あくまでも歴史的に形成されたものであったことを、明確に認識することができる。そし

てそれも、国家が生存と平和の保障を果たしている限りにおいて、というきわめて限定されたなかでの論理

にすぎなかった。 

 村の側でも、決して戦国大名の言いなりになったわけではなかった。村では徴兵の台帳作成に、村そのも

のの防衛のために、精兵を温存しようとした。又、大名が敗北すれば当の大名を見限り、進軍する敵の大名

を支配者として受けいれた。村にとっては、自村の存立こそが最大の課題であり、そのためにはただ強い領

主に従うのみとばかりに、村の存立を保障してくれる大名・領主を選択した。村々は、特定の大名・領主と、

決して運命をともにすることはなかった。 

 

エピロ－グ  戦争の時代の終わり 

戦国の戦争は秀吉の天下一統というかたちで、終息を遂げた。秀吉の列島統一は、各地方の戦国大名・国

衆を従属させることによっていた。どの大名も、本国の他、周辺の国衆の領国を従えていた。大名と国衆と

の関係は、双務契約の基づく、保護と奉公の関係であった。大名は国衆の存立を保障し、国衆は大名に軍事

奉公する、というものである。国衆は、それ自体が自立した国家であったから、隣り合う国衆同士の間では、

しばしば紛争が生じていた。それぞれが別々の大名と従属関係を結ぶと、その境界が、それぞれの大名の最

前線に位置し、大名同士の戦争が展開される境目を形成した。そのため国衆の離反は、そのまま自身の勢力

圏の後退、敵対大名の勢力圏の拡大を意味するから、大名は国衆の離反を防止しなければならなくなる。国

衆の存立の保護の具体的な内容は、敵方から攻撃された場合援軍することと、領国の保障であった。その際、

北条氏は味方同士が戦争になったら、糾明して、非分の方を捨てる、隣接国衆と境界相論が生じたら、両方

の代官を小田原に招集し、糾明する。ということを、国衆に誓約している。国衆同士の戦争、それは一方の

国衆の離叛防止でもあるが、それを抑止するのも公正な裁判であった。 

中央政権の秀吉も同じように、紛争を裁判によって解決を図る。秀吉が、各地方の戦国大名に自身への従

属を促す論理として掲げたのが、惣無事令である。これもまた、大名同士の戦争を「国群境目相論」と位置

付け、両方の主張を聞き、裁決する、というものであった。天下人と大名、大名と国衆という立場に違いは

あるが、自力解決を抑止し、裁判で解決する、という論理は全く同じである。そしてそれはまた、家中形成

における論理であり、目安制における論理であった。「相当」「兵具」「合力」という中世の戦争の特質が、

順次規制されていくことで、平和領域が拡大し、遂には列島規模にまで拡がった。それこそが秀吉の天下一

統の内実であった。 

しかしながら、戦争のもっとも基底に位置していた、村同士の紛争における実力行使は、依然として存続

していた。それが領主同士の戦争、さらに大名同士の戦争へと展開していく回路は、秀吉の天下一統によっ

て、切断されたものの、村同士の紛争の様相は、相変わらずであった。列島社会における平和の確立を遂げ、

継続していくためには、村々による実力行使への対応が必要になってくる。それは支配権力にとってだけで

なく、むしろ村々にとっての課題であった。そして、秀吉の段階になると、村による実力行使の規制がはじ

まる。「天下喧嘩停止令」により村同士の紛争において、実力行使そのものが処罰の対象にされた。 

もっとも、処罰されたのは統一政権もしくは大名に訴訟された場合に限られた。訴訟までいたらない場合

には、相変わらず現場では実力行使が続いていた。そのため以後の徳川政権になっても、繰り返し規制され

ていく。秀吉の天下一統から五十年近く経っても、村同士の紛争では中世と変わらぬ、刀・脇差にとどまら

ず、弓・鑓・鉄砲という兵具を帯び、近隣村々から「合力」を獲得して行われていた。喧嘩停止を掲げてい

たにもかかわらず、社会の実態は、まだまだ自力による紛争解決が行われていたのである。そこで問題にさ

れていたのは他ならない、「兵具」「合力」であった。その代替としてあげられているのは目安制であった。

目安制を通じて訴訟を促し、実力行使を抑制していく。これが平和な社会を構築し、維持していくための主
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要な手段となっている。 ＜情報開示と論理＞ 

 秀吉の天下一統の後も、大名による戦争自体は、実際にはしばらく続いていた。朝鮮侵略、関ケ原を経て、

徳川幕府が成立する。ここにきてようやく、大名たちは戦争で得られる果実をあてにしない、体質変換の模

索をすすめていくことになる。その後大阪の陣、島原の乱を最後として２００余年戦争のない、平和な社会

が展開していく。 

 村々の実力行使はその頃まで続いていたが、村の戦争の原因たる慢性的飢饉の克服にあわせて終息を迎え

ていく。人々はようやく毎年訪れる飢饉から解放され、多くの人々が安定的に生存できる社会を創り出した。

それこそが、一七世紀後半の社会の歴史的段階とみることができる。 

＜生産性、流通の向上、その後の飢饉の際は？＞ 

それにあわせて村々は、天下喧嘩停止を自らのものとしていく。「兵具」を所持していたが、帯刀禁止さ

れ、それを使用しないように自ら封印した。それは太古から人々が生存のために行使し続けてきた「人殺し

の権利」を自ら放棄したことを意味した。すなわち「戦争の放棄」である。人々はそうすることで、平和な

社会の構築と、その維持図ったのである。 

＜利害対立が明確な隣村との間にさえこういう原則を作っているのだから平和を愛する諸国民の公正と信

義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。憲法前文は政治文化＞ 

 「人殺しの権利」を支配者のみに委ねることで、それを独占したかたちのなる支配権力と、それを封印し

た人々の間のせめぎ合いを抱え込みつつ、システムとしての存立をみている。民主化・人権保障・自由の獲

得などの問題が、人々にとっての重要な課題になっていくのは、そのためであった。しかしそれは、人々が

安定的な生存を果たし、平和が確立されているからこそ、課題たりうるものであることも間違いない。 
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何故この本を選択したか、 

私の父は社会主義者で天皇制廃止論者、「家」のイデオロギ―を持っていなかったし、論語や封建的考え

にほど遠かった。その父が、法事の墓参りで、村の墓地の端にある少々崩れた墓石に線香を手向ける。何気

なしに父に聞くと、殿様の墓だと言う。その時はそれで終わったが、父が亡くなって、法事などので墓参り

に行くたびにその事が気になりつつ、殿様のものと呼ばれた墓石に、私も何となく線香をあげる。一体、父

はどういう積りでその墓に線香をあげていたのか、そして俺はどういう心構えでその墓石に接すべきか、は

たまた子供達に聞かれたら殿様の墓をどう説明しようかと考える。 

おそらく、その墓石は、父に「殿様」と同時に「先祖」に何がしかの思いを起こさせるものであっただろ

う。主義主張は別として、そこに父自身にとっての自分の位置付けがあったのだろう。大した事のない一族

ではあるが、そのことは一族にとって重要な成り立ちに関わる「物語」があったに違いない。 

今さら父に聞くわけにもいかないので、地元史等を開いて、勝手な推測をするようになった。 

私の出身地の村は、江戸時代旗本領だった。旗本を殿様と呼ぶのは不適切な気がするし、何より地元史の

江戸時代を調べても、墓を作り、後世まで支配者の旗本の墓参りをするほどの関係が作られるほどの出来事

が発見できない。いっそ、私の先祖の成り立ちに関わりあるのではと考える。 

私の出身地の村は米作と養蚕が主とした農家だ。しかも、稀代の暴れ川鬼怒川の支流の川沿いにある。川

を制御できなかった中世以前、現在の地に住んでいたかは不確かだが、いずれにせよ生活基盤は不安定であ

ったろう。それが、一定の権力と技術を持った領主が開墾と大規模な土木工事を行うことによって、始めて

米作農家として定住、自立できたのではないかと推測する。地元史にある伝説の名君で、水田開発を行った

水谷播龍斎をはじめとする水谷家の殿様が父の言う「殿様」なのではなかろうか、そんな風に推測した。 

この想像が正しいかはわからないが、私の「自分とは何者かの」一つの物語として創作している。今日、

私たちは、自分の成り立ちについて、家族の物語から解放され、私だけの神話を作れる時代に生きている。

それは、たった一人で世界と伍していく事であり、「自分とは何者か」の答えに、家族や共同体の関わった

歴史、神話を失っている事でもある。今や、「自分とは何者か」の神話は誰とも共有されず、承認される事

もなく、「何故生きるか」の解とともに、一人作り上げねばならないのだ。 

その「私とは何か」の解を家族や共同体が関わった固有の歴史物語を失ったとは言え、最近の研究はより

普遍的、より一般的な形での百姓としての（あるいは日本人としての）私の過去(私を作り上げた)を解明し

はじめている。それは、支配者と被支配者の関係は戦後の歴史教育のような、支配者を主体、被支配者を客

体としてするだけの貧困なものではない。父の「殿様への敬意」のように何がしかの、被支配者の主体的な

営みが語られる。この本は、被支配者層を主体化において、少々行きすぎの観のもあるが、歴史の中に秩序

形成主体としての「自分が何者か」の答えをより一般的ながら見出せる、と思えた。 

 

歴史を「私とは何か」の解と結びつけるだけに、歴史を支配者のものとして語る事にあまり関心が無い。

又、戦後民主主義を否定するわけではないが、戦後民主主義を信奉する多くの方の歴史観が、歴史を価値実

現の過程としてみる、歴史主義に立っている事に疑問を感じている。社会科学がそうであるように、価値か

ら自由になって、歴史をより事実に即して組み立てていることこそ「歴史的に作られた私とは何か」の解に

近づける。もっと言ってみれば、私は歴史をその社会の適応の展開過程とみていて、どちらかと言えば歴史

相対主義と非難される考えだ。この本は私のそうした考えに近いと思われるので選んだ。この本によって私

（日本人）の倫理、秩序観がいかに歴史的に作り上げられたかの発見と再確認ができた。 

 

 なお、この本の感想、あるいは疑問点、気になった事については、この報告書に＜ ＞の中にメモで記し

た。 


