「幕藩」体制と「国柄」
★「幕藩」体制
・幕府（将軍）・藩（大名）の主従関係を基軸
とする江戸時代の政治・社会のあり方。
・幕府の管轄力が強大で，各藩の大名家は
その忠誠心を厳しく監視された。
… 参勤交代， 武家諸法度， 諸役

・領内の統治に関しては，一揆などの混乱が
ない限り，各大名に一任。
・その視点でみれば，日本は大名領の寄せ
集まりで，徳川家領もそれと併存した状況 。
※「藩」は，幕末期に薩摩などの大藩が自領と
区別するために用いた呼称。
・その後，新政府が旧大名領の呼称に使用し，
歴史研究者の間でも使用されるように。
・江戸時代においては「○○領」，「○○家中」，
「○○国」などと呼称。

仙台藩の「地方知行制」
と集落配置

★「国柄」の形成
・「幕藩体制」下，各藩では財政逼迫から
「質素・倹約」が基調に。
・そのため，藩運営の工夫と産業育成が
必要で，その「人材育成」が必須に。
⇒「藩校」を整備して優秀な指導者を
招き，藩士の子弟教育に注力。
・とりわけ，財政逼迫が厳しかった縁
辺部の藩で顕著 ↓東北の例
東北
・弘前藩：稽古館→東奥義塾 *名を借り
たもの
・盛岡藩：作人館→仁王小
・久保田藩：明徳館→明徳館高*
・松山藩：里仁館→松山里仁館高*
・上山藩：明新館→上山明新館高*
・米沢藩：興譲館→米沢興譲館高
・仙台藩：明倫養賢堂→仙台一高
・二本松藩：敬学館→二本松南小
・会津藩：日新館→会津高

・小田原攻め後の「奥州仕置」で，伊達家
は，会津・米沢・福島から，北上川氾濫原
の原野を抱える旧大崎・葛西領に移封。
・伊達の家臣団は3.4万人で諸藩で最多。
・家臣への給付は，コメを与える「蔵米知行」
と，領地で与える「地方（ぢかた）知行」がある。
・中世・戦国期には後者が一般的。
・近世になると，先進地から蔵米知行に移行。
・東北の外様藩では「地方知行」が幕末まで
温存。伊達藩はその典型。

★この地方知行制下で，支配拠点
とされた集落の多くは，近代以降の
市町村の中心集落に継承。

⇒「国柄」，「地方色」の醸成や，近代の
「県民性」と結び付けられる場合も。

『仙台市史，近世1』

「藩」の配置
親藩
譜代
外様
（幕末時）

・九州
九州 … 外様大藩
が多い。外国情報に
接する機会が多く，
やがて明治維新の
原動力に。

都市的集落の形成

・東北
東北：外様大藩が
東北
多い。中世的な地方
知行制の地域支配
を幕末まで温存。

・城下町，陣屋、代官所
…行政拠点 ⇒今日の市・町
の中心集落に連続

・関東
関東 … 旗本や小藩
が分立し，領地も狭く，
江戸の消費市場を背
江戸
景に商工業に熱心

日本地誌 3
（1975）

・畿内
畿内 … 小領・飛び地が多い。
大都市を抱え，農村の工芸作物
により商工業が自律的に発展。
江戸・関東市場と結んだ長距離
商社」
交易（近江商人）は，後の「商社
商社
の母体に。

・世情の安定の下で，領内の流通経済
が発展 ⇒ 都市的集落が発達

・宿場町，港町，市場町
… 交易拠点 ⇒ 交通路・
交通手段の変遷により盛衰

・鉱山町 … 資源の量
と経済性が続く限りで
繁栄。

地場産業の発達
・政情安定 ⇒ 産業・交易が発展
・藩財政健全化のため，領外移出型特産品
産業の育成に努力

・「東北」らしくない東北 … 小領錯綜して
稲作適地が少ない山形盆地， 福島盆地で
は産業振興に活路 ⇒ 関東的な地域性
・養蚕・織物の産地に
・磐城地方は，幕末の石炭採掘で工業化

・四代藩主伊達綱村が，元禄の頃，郷土産業振興のため，
京都西陣の職工を召し抱え，手厚く保護。
・五代吉村時代には，金華山生糸を用いて改良を加え，
最高級の袴地の評価を得て，皇室，幕府，他藩への贈答
用として珍重。

1）城下町の産業
・近在必要工業 … 食品（味噌，醤油，酒，麹 etc.），
雑貨（木工，金物，網組品etc.）
・御用職人 … 相馬駒焼，津軽塗，堤焼，仙台平
・地場産業（領外移出の特産品）

・明治〜昭和初期が全盛時代。年間3万反を出荷。
・第二次大戦中の贅沢品の禁止，戦後の需要激減
により，甲田機業（明10年創業）のみが技術を継承。
・1956年，文化財保護法制定で，重要無形文化財
指定。甲田機業の当主・栄佑は人間国宝に。

… 下級武士（米沢織），町人（会津漆器）

・流通 … 特権商人・問屋 ⇒ 工業品の企画開発

・1970年，栄佑死去し，嗣子・綏郎↓が継承。

と流通を担当 … 問屋制家内工業

・2002年，綏郎も人間国宝。
2）農村工業
・藩による技術移植 … 会津本郷焼，大堀焼
・自生的工業 … 山形盆地，福島盆地 …共通点？

・現在，「合資会社仙台平」
（甲田機業の後進）のみが伝
統を受け継ぐ。

3）鉱山 … 小坂，尾去沢，院内，細倉，釜石
http://sendaihira.jp/yurai.html

・会津の地に本格的に漆工芸が根付いたのは、天正18年（1590），豊臣秀吉の
命を受けて会津の領主となった蒲生氏郷が産業として奨励したことによります。
・氏郷は，前の領地であった日野（滋賀県）から木地師や塗師を呼び寄せて，先
端技術を伝授させます。これによって会津塗の技術は進歩を遂げ、漆の栽培か
ら加飾までを一貫して手がける一大産地となっていったのです。
・江戸時代には会津藩の藩祖・保科正之が，漆の木の保護育成に努め、歴代
藩主たちも技術革新に取り組み、中国、オランダなどへも輸出され、隆盛を迎え
ます。
・戊辰戦争で会津漆器は壊滅的な打撃を受けてしまいますが，明治の中期に
は、会津は日本有数の漆器産地として復活するに至っています。
・400年という時を超えて生き抜いた伝統の技
の上に、最新技術を積極的に取り入れ，会津漆
器は現在まで成長を続けています。

堤焼

http://tsutsumiyaki.net/

・藩主の茶器を作るため，江戸から陶工三浦乾也
を招き，良い土と登り窯に適する傾斜地があった
城下北方の堤町の近くに開窯。

・後に甕や鉢、皿などの庶民の生活雑器を生産。
・最盛期には30軒を数える。
・地元の粗い土の素朴さ、黒と白の釉薬を豪快
に流し掛けた“海鼠釉” (なまこゆう) が特徴。
・昭和初期に堤町を訪れた民藝の父・柳宗悦が
東北を代表する「民窯」として注目。
・乾也の一番弟子が針生乾馬で，今はその四代目。
・「堤焼乾馬窯」として，息子2人（久馬，和馬）と継承。

乾馬窯

交易路の整備と交易集落

市場町の成立
市場町の成立

・参勤交代や年貢・特産品輸送
のため，藩領内外の交通整備。

1）街道 … 宿駅,伝馬,助郷機能を整備 … 奥州,羽州,浜街道etc
2）沿岸港湾 … 城下町の「外港」（下図）を整備し，御用蔵・代官を
配置して管理
3）河川舟運 … 領内の主要河川では，各拠点に「河岸」を設け，
浅瀬を掘削して整備 … 北上，最上，雄物，岩木，阿武隈，阿賀etc.

庄内藩の山居倉庫（酒田）。今も
JA米穀倉庫として現役

※近代以降の変化
・沿岸航路の港町 ⇒ 主要都市に
・川の船着場集落 ⇒ 機能を失いつ
つも，集落として存続。
・街道 ⇒ ルートを少しずつ変更し
つつ，幹線交通路として存続。多く
の町場集落も盛衰しつつ存続。

秋田県の定期市
秋田県の定期市
（1975年
年8月）
月）
（仙道1977による）

原釜

南部地方の
南部地方の定期市（
定期市（1980年
年3月）
月）
（仙道1980による）

・定期市の起源の多くは
定期市の起源の多くは近世期
の起源の多くは近世期。
近世期。

五城目朝市

古川八百屋市

500年の歴史がある五城目朝市。山の幸、
川の幸、包丁や桶、ざるなどの生活用品
も販売。毎月2,5,7,0のつく日に開催

交易集落

・近代化ととも
近代化ととも廃絶
大規模な市や北東北で多く存続。
北東北で多く存続。
ととも廃絶。
廃絶。大規模な市や
古川，小牛田，若柳
・宮城県では，県北
県北の
・宮城県では，
県北の農村地帯に多く存続。
農村地帯に多く存続。古川，小牛田，若柳etc.
・今日では，地産地消
今日では，地産地消，
地産地消，食文化，
食文化，観光，
観光，地域づくりの観点から再評価。
地域づくりの観点から再評価。

有壁宿本陣
1971年5月，国の重要史跡指定
・旧有壁宿本陣は、1619（元和5）
年に奥州街道の宿駅として創設。
・参勤交代の確立後は、松前，八
戸，盛岡，一関の藩主や重臣が通
行の際に宿泊した場所として知ら
れています。
・現存する建物は、1744（延享1）
年に改築されたもの。

古川城主・鈴木和泉元信は，古川の町割を行い、慶長9年
（1604），産業振興のため、稲葉村と大柿村で3と7のつく
日に御日市を開くことを許しました。 その後，十日町でも
市が開かれるようになり，古川は交易の中心地として発展
するようになりました。今も三日町，七日町，十日町の地名
が残されています。 明治以降は，道路の使用規制が厳
しくなり，裏（浦）町，熊野神社境内に移りました。
現在は，4〜6月の3と7のつく日に開催されます。

・目につくのは道路に面して建つ二階建長屋と，
脇にある御成門。
・藩主，幕府・各藩の重要役人が利用した御成門
は、1876（明治9）年と1881（明治14）年に明治天
皇が出入りされて以来、堅く閉じられ、利用が禁じ
られています。
・藩主たちが利用したのが、「上段の間」で、床が
ほかの部屋より一段高くなっています。
・造りは、天井が高い「竿縁天井」で、縁に面した
書院窓がつく典型的な「書院造り」。
・こうした典型的な造りは，東北では当本陣だけ。

http://www.kuriharacity.jp/index.cfm/12,669,80,html

大石田と特殊堤修景事業

・1884（明17）年，大川沿いに新道（国道121）開通
・1932年，会津線が湯野上まで開通
⇒ 大内は辺鄙な豪雪山村に

・大石田河岸は、寛政4年（1792）に幕府の舟役所が置かれて
最上川舟運の中枢として栄え，酒田を経由して上方文化が入
り，町には蔵づくりの店など，往時の面影が残る。

観光地化への流れ

・1960年代，度重なる最上川の増水で堤防の整備が強く望まれ、
1979年，左右岸合わせて 2.1kmの特殊堤防が完工。
・ところがこれにより、町並みと川が切り離された状態に。

・1970年頃から，山村調査や伝統建築の研究者
が来訪するようになり，往時の景観が残る「化石」
のような集落が知られるように。

本陣

・女性誌 an'an， non-no創刊，小京都，妻籠に注目。

・1990年，「大石田町と最上川を語る会」が開かれ、町と
川のつながりを再生したいとの提案が出された。
・そこで1991〜95年度にかけて，大石田大橋下流側の
特殊堤602ｍに，塀蔵の壁画が施され。

火の見やぐら

最上川電子大辞典 http://www.thr.mlit.go.jp/yamagata/river/enc/genre/05-shi/shi0304_003.html

・1980年代，大内も観光雑誌で取り上げられる
ようになり，観光の対象に。
・1981年，国の重要伝統的建造物群保存地区
（伝建地区）に指定。
・1984年，本陣復元

・1990年代，観光バスの乗り入れが可能になり，
一挙に観光地化。
・トタン屋根を茅葺きに戻す。
・各戸が食堂，土産物屋に転換
・会津広域観光ルートの必須スポットに。
http://www.dewatabi.com/murayama/ooisida/bansyo/01syasin.html

http://ouchi-juku.com/

河川交通の時代

大内宿

・流域＝流通経済圏

・妻入り・茅葺きの宿を兼ねる農家の家並みが整然と並ぶ。

・かつて栄えた
河港。今はどう
なったかな？

・1640年頃，下野街道の宿場として開かれる 。
・若松城下から3つ目の宿場（福永，関山の次）
・峡谷をなす大川（阿賀川）沿いが交通困難
のため，山間部に道を開削。
※下野（しもつけ）街道 … 日光－若松32里（130km）。
・会津，新発田，米沢藩の参勤交代と年貢米輸送ルート

・関東側からは「会津西街道」，
「南山（みなみやま）通り」と呼称。

最上川

