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被差別民社会論序説

のびしょうじ*

一被差別民とは誰か、被差別民社会

は存在するか

二0一四年度には大阪近世人権史研究会の共

同研究の成果である 『近世大坂と被差別民社会j

が清文堂より刊行される。一四年間に及んだ 『大

阪の部落史』委員会の長期事業の成果を活用す

る目的で、その後に立ち上がった研究会である。

両方の事業・共同研究に通底しているのは、皮回・

非人身分という従来の部落史の枠組で把握され

ていた 「賎民」に限定することなく、社会が被

差別民とした多様な人々や集落を対象にして史

料調査と分析を行ってきたこと、大半の被差別

民の生成を近世幕藩体制に求めるのではなく中

世社会に求めたことにある。

対象拡大と時間枠の延長は今日では広い支持

を得、意識的であるかどうかは別として、各地

の部落史編纂や研究者に受け入れられている。

けれども被差別民の総体についての具体像やイ

メージ、個々の対象についての把握や史実がど

こまで共通のものとなっているかは疑わしいと

言わざるをえない。研究会でもその点がたえず

問題として浮かひ'上がってきた。そこで 「被差

別民社会J論として、しかも畿内いや大坂を地

域的枠組として一定の見通しを与えることを目

的に本稿を草した。

改めて 「被差別民社会」という概念が成立す

るかどうか。権力規定による対象像、地域社会

における否定的措定 (地域住民ではない)、その

聞には社会意識や心性による被差別民像がある。

幕府あるいは落、奉行所・代官所から賎民身分

と名指しされ、平人とは異なる法的扱いを受け

ることで即自的に賎民社会が定立する。この規

定と被差別民像がすっきりとして分か り易い。

地域社会には郡レベルから村落レベル、あるい

は都市か農村かといった様々な空間が想定され

る。そこにおいて 「村民でないJi地域住民では

ない」とされることで可変的流動性をもっ、も

う一つの被差別民社会が枠付けされる。近世を

念頭におけば「歴史的に形成された地減」であ

る惣郷単位と、 「交通・物流の要諦地Jに形成さ

れる町場とを基本にしていると考える 1)。つま

りそこでの 「地域住民ではない」視線が標準化

された疎外態被差別民社会となる。

そこでは定住系と巡廻系、さらには来訪系の

三様の姿がみられた。定住系の説明は不要であ

ろう。具体的な被差別民の種類などは順次に述

べる。巡廻系といわれるもので想定しているの

は、本拠地は持ちながら、巡回してくる被差別

民のことで、村・地域の側からみた見方である。
とうEうさr ざとう

たとえば四ケ所垣外や当道座 (~筆頭) なと舎を指す。

歌舞伎役者や役者村も含めて常設芝居場 ・小屋

掻けする者たちも、興行を重要な属性としてい

る点で大きな分類ではここに入るといえようか。

来訪系とした中には大きく分けて、勧進と宗教

的芸能者、もう一つは義具命2)や説教 (鉢叩き)
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にみられる、物を売るための人寄せとしてなん

らかの芸を行う人たちに分け られる。いうまで

もなく区分は相対的で、鉢叩きなどは宗教的芸

能者でありながら、物売りのためにも芸をして

いた。広域を巡る芸能者の中には万歳など目先

が利いてA地の特産品をもってB地で売りさば

く、 一般に辻商人が 「卑しい眼jで見られる類

似行為を行っていた。近世後期には芸能では専

業か「物真似J=素人芸かが分岐点となっていく 。

ともあれ地域が自分たちをどう見ているか包摂

されているのか排斥されているか。被差別民ご

とに異なるし地域偏差も大きい。乞食を許容す

る地域もあれば排斥するところもあるからであ

る。

近世社会の基幹となる町 (丁)と村から仲間

とみなされない、異質な集団とされている点で、

自然広義の被差別民がそこに形成される。漁師

や漁村はそれ自身被差別民と規定されることは

ないが、平人との間で付合いも婚姻も困難だっ

たことは周知の事実に属する。近世では漁業者

のみの村はおおむね独立した村=藩制村とはな

らなかった。近世社会に幕藩制支配に服属しな

い集団がどの程度の比率で存在したかは議論が

ある。しかし支配が弛緩する後期には山人・海民、

サンカ、都市では下層社会の実在が確認される。

彼らは新しい被差別民といえるのかもしれない。

近世社会被差別民の極北ともいえる位置に

あったのが「稼多J(畿内では皮回呼称)であっ

たことはほぼ間違いない。f稼多との距離・相違j

が広義の被差別民の社会的座標を計るそノサシ

となっていた。ところが彼が皮田であることを

知りながら、自分の属する地域社会から外れた

居酒屋で隣りして飲食し、時に酌み交わすこと

があってもそれは問題ではなかった。磁力の働

く地域でのみ彼は被差別民だったのである。嘉

永四 (一八五一)年一一月大坂にあって集大成

のような町触が出される。穣多の横暴取締りで

ある。fa風俗悪化 b履物類の売買 ・直しに事寄

せ不当の代銭をねだり取り、大道に道具を広げ

往来通行を妨げる c煮売り・小酒屋立入り、 見

谷められれば難しいことをいう d町家飼犬 ・猫

を打殺し盗み取る e盗賊悪党に宿貸し盗品売捌
はほか

きを世話する。町においても種多共身分を惇ら

ず法外の所行に及べばいささかの用捨もなく留

置き月番奉行所に訴える よう」というものであっ

た。この段階でも町の呑み屋に立ちっていたこ

とがわかる。

対外的応答と内部構造とは相即する。仲間内・

村内の問題という時、村や氏子中が座やオトナ

と、座外・非氏子を抱えていたことは普遍的な

階層性としてよく知られている。御用を基準に

して役家と非役屋にも分かれていた。定住系被

差別集団の場合には、旦那場株持と無株の階層

性が最も一般的なものとしてあった。農村の場

合出発点では村の構成員全戸が高持百姓である

ことが理念的に想定されていた。やがて小作・

請作から脱しえない人々が生まれ、さらには農

業と関わりを持てない者 (前期的プロレタリア)

が一定人数を占めるに至る。被差別集落の場合

も全体が広い意味で旦那場制の恩恵下にあった
ひょうそう

ものが、やがて借家層・日用層が一定の数を占

めるようになる。その対極に郡レベ1レの同一被

差別集落の中にあって も、また地域社会におい

ても突出した富豪が普遍的に生み出されてくる。

rl監事見聞録jには 「大坂渡辺に太鼓屋又兵衛と

いへるは、凡そ七十万両程の分限…此所 (近江

彦根)の機多頭才次 ・与兵衛といへる二人あり

倶に三四十万両の身上なりJとやり玉にあがっ

ている。かくして旧来の村落的 ・身分集団的秩

序の動揺と階層分解が進行する。
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皮田村で最も研究・解明が進んでいる和泉国

南王子村が示しているように、 一九世紀に入る

と農業と無縁の、 外形的には無高 ・同居と借家、

職業での商・工・労働の人口が農業戸数・高持

に対して比率でも絶対数でも凌駕していく。境

遇と状況を動かそうとする者たち、法や錠、儀

礼や村落秩序を無条件に従うべき倫理と考えな

いで軽々と越える、伝統から切れた思考と行動

を選択する者が増大することは、農村との協調・

対抗の局面で被差別集落側の一致した方針や行

動を困難にする。同時に若者組の実力行使や発

言力が村政を左右するほどに「成長」する。化

政期の村申合せでは若者の監督責任は親にある

と強調されているが手綱は効いていない。文政

二年七月には身持悪しく心得違いの者、手鎖仕

置をしても勝手に外すなど目に余る浅七ら四人

中友平・庄九郎の居宅を、古来よりの村作法だ

として若者二二人が打壊す前代未聞の事態が惹

起している <r奥田家文書j⑮I∞7p)。

被差別民に対する規定なりイメージは、当該

被差別民の受苦とは別におおむね暖味かっ伸縮

自在なものである。近世社会にあって彼らがな

ぜ被差別民であるかの根拠を示せる者は、 差別

をする側される側いずれにも誰一人としていな

かった。河内国丹北郡あた りでは「別所Jと名

のつく地域が被差別集落とみなされ、それを打

ち消すのに躍起になった笑えない話も伝わって

いる <r大阪の部落史j第三巻史料番号341)。

一つの例を大坂の垣外 (非人)についてみよ

う。都市大坂の支配を担当した町奉行所は彼ら

は垣外であって非人ではないとし、さらには市

中に散在する乞食が暖をとるために燃した火か

らぼやが発生したことを垣外の責任としたよう
ぜかとう

に、監督する垣外と f制道J対象の小屋者、市

中散在乞食を も仲間 (同類)と捉えていた。明

和田 (一七六七)年一二月 町奉行所は従来四ケ

所罪人を渡辺村に引き渡していたが、以後は市

中非人まで四ケ所渡しとする <r悲回院長吏文舎1

242p)。都市大坂の人々は市中に散在する乞食も

含めて非人とみていた点では半分は町奉行所と

閉じで、半分は監督する垣外と rfl剣道されるJ

非人を区分する点で異なっている。前者を「しかJ

「しかしょJと悪口を吐いていた。

垣外の自己意識にあっては、奉行所・町人ら

外からの見方とはおよそ異質で、垣外とは長吏

一小頭の下で御用と一定の既得権益を持った若

き者層 (京都では四~五人の年寄ー多数の与次

郎)までを指し、各町が雇って住まわせている
かt‘とほん

垣外番はおろか、同じ集落に住みながらも乞食・

新非人と呼ばれる者も仲間とはみなしていな

かった。当然小屋者を監督する小屋頭 (十三組)

と札持ち小屋者、その周囲に住みついた札無し

者たち、市中に散在する乞食らは、制道対象で

はあって もま ったく別者であった。強いていえ

ば彼らが f非人Jであった。強いてといったが

垣外側は市中散在乞食こそが「非人Jとみていた。

といいながら御用を勤め既得権を持つ若き者家

の永続がおぼつかず、十三組小屋頭がそうであ

るように「心底宜敷」とて小屋者のなかから垣

外番や非人番に取立て、そこから養子・入婿な

どをもってたえず供給されていったのであるか

ら、建前と実態とには大きな耳障離があったこと

も事実である。垣外身分という規定も堺奉行所

管内では、都市と奉行所に属して現業労働を行

う集団を垣外と呼ぴ、大坂で垣外とされた集団

は長吏あるいは堺四ケ所と把握されている (の

びしょうじ2∞7 6 -8話)。
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二被差別民の対象と具体相

近世大坂地域を場として被差別民とはいった

いどのような人々を指すのか。想定されている

地域は都市大坂と摂津・河内ならびに和泉国三

国である。まずはその点から始めよう。論者に

よっては権力が規定した被差別民を賎民、権力

は平人とみなした法的扱いをしたが、社会が交

際 ・婚姻などで歯列を許さなかった者たちを被

差別民として区別する見方もある。この見方に

従えば賎民身分とされたのは、皮回 (稼多)・垣
隼A.ll・VCη a哲人11う

外 (非人)・三味聖 (煙亡)、集団化した盲人 (当
ものよL

道座)・綴者 (物吉)、芸能者が範略化されるだ

ろうか。

賎民を含む近世の被差別民を総体として捉え

るためには、外側jからと内側からみることが必
しょうもじ

要になる。内側とは皮回系とか声聞飾=散所系

など、自集団の拠って立つ線拠、時にそれは由

緒書にみられるように独特の既得権に結びつけ

られていた。山本尚友(1997)が指摘する通り「非

人をのぞいていずれも中世社会に淵源をもつこ

と」である。都市大坂の形成にともなって新た

に形成されたと考えられる垣外集団であっても、

自らの由緒では古代ー中泣から連綿と続いてき

たと主張している。その意味で畿内社会では非

人もまた中世社会に権威としての出自を求める

存在であった。

外側からいえば都市 (大都市から在郷町、時

に交通の要衝も含む都市的空間)と農村ではか

なり異なっていたことを前提にして、前者都市

では①都市内定住系と都市周辺集落系②勧進宗

教者と宗教的芸能者、乞食 ・貧人 (通常非人と

総称される)に分けられる。都市大坂を念頭に

おけば都市経営として市中に被差別集落を設置

しないことを基本的な理念とした。その点は中

世都市にあっても近世城下町においてもほぼ共

通した理念といってよいであろう。大坂は当初

多くの職種別の同業者町が形成され、そこに青

屋・草屋 ・毛皮屋・山伏町などもあった。当然

職種間の差別はあり、その後膏屋町などは消え

ている。町 (丁)ごとに多 くの 「式目Jが作ら

れ中には住民としない身分 ・職種を明記して排

除していた。

けれども事実としては都市は被差別民なしで

運営できないものであったようだ。なんらかの
がA.C:人

仲間的なものとして@辻髪結@願人坊主 の

座頭 (当道座) @垣外番をあげる ことができ ょ

う。市中裏庖に祈祷系宗教者が家屋内に祭壇を

置いて布教するといったことも起こ ったが、町

触れでは度々禁令が出ている。願人を名乗り、
にしニうづ

既存の宗派を冠して勧進に廻る者たちが西高津

町の一角に集住していた。また夙や陰陽師の係

累が住み、それが露見して隣近所の住民と乳擦

を起こした場合もあるが、それらは個別事例に

留まる。年不詳備後町四丁目借家人菊屋三郎兵

衛が二丁目に屋敷を買求めたところ、島下郡吹

田村陰陽締の弟と判明して拒否された (聖護院

文書)。天保八 (一人三七)年九之助町借家人清

人が家主女房より大和国首選李将出身の夙と噂

され争論となっている。この場合には家主側が

詫状を書いて落着した (天理大図書館蔵 名柄

村文書)。 ここで問題になるのは辻髪結であろう。

市中の橋台などに一六人株許され、御用として

牢番役を負った髪結械を被差別民とみなしうる

か。昼夜七人が牢番を交替で勤めるためにも、

集住地を持っていたわけではないが、仲間を持

ち組織されていたことは明らかである。この問

題はしばらく措く 。

したがって被差別民の多くは都市大坂に近接

した「町続き在領Jr三郷続き村」と線引きされ
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I!lt・会主
2曲

た境界領土或に布置した。@皮多町 (渡辺村・曾
tぴf!

根崎葉村)@四ケ所垣外 (天王寺・鳶田・道頓堀・

天満)6六カ所墓所聖 (道頓堀・鳶回・浜・梅田・

議首 .ふ謡 @夙村 (扉高村 ・長居)をあげる

ことができる 3)。大坂三郷と町続き在領の被差

別民を当時の史料で示したものが表 lである。

次に勧進系および宗教的芸能者という点では、

まことに多機かっ呼称と実態とが必ずしも一致

しない者たちも含めて、日常的あるいは吉凶、

祝祭日に現われた。紀州和歌山城下についての

藤本清二郎 (2011)の研究によって、来訪的な

勧進・芸能でなく城下の皮回 ・非人が出向いて

行っていたものの少なくなかったことが明らか
tt .ぞろ だい二〈

にされていて、大坂の場合垣外の節季候・大黒

舞・鳥追いの事例は知られるが、皮回について

は史料的に確かめられていない。京阪寺社境内

の興行権を持つと主張した三井寺近松王子が 「長

吏方 ・木戸方」も配下といっているのは、大坂

の場合にあっても垣外から芝居者が出ていたこ

とを示唆するのだろうか。

在方では①村落定住系②村抱え③巡在系①宗

教的芸能者があげられる。大坂という場では①

には@皮田村 @t京村 @除陽師村 @三味聖

があり、 ②では@非人番 @煙亡 (組織に属さ

ないで葬送を行う者) の髪結をみる。coo)は実

に多様かつ多彩であった。

摂i可泉地域を含む畿内の中世後期にあって主

要な被差別民として論者があげているものは、

「①河原者 ②非人 ①散所=声聞師jである。

脇田精子・丹生谷哲一・服部英雄が共通してそ

のように見ているのは、実証研究者の実感に支

えられているからであろう 4」 一五世紀半ば (寛

正三~文明九年 一四六二~七七)の奈良で声

聞師集団が興福寺 ・ 大乗院の支配~U廷を試みた
ι・〈のもの

頃のこと、鉦叩きが宿者に捕縛される事件が起

こる。興福寺は衆中 (配下地侍の合議機関)会

議の決定として「七道の者Jは声関節の支配で

あり、以後宿は干渉しないよう申し渡した。そ

の干渉しではならない業態が 「猿楽・アルキ白

拍子 ・ア1レキ御子 ・金タタキ ・鉢タタキ・アル

キ横行 ・袋飼Jであった。ところで同日記は大

乗院の用役を拒否するなら 「唱間遣を遁れよj

と迫った際 「陰陽師 ・金口 ・暦星宮 ・久世舞 ・

盆彼岸経・毘沙門経等、 (及び)芸能七道物自尊J

のことだと記している (大乗院寺社雑事記 f部
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落史史料選集』第一巻 中世三章 11)。脇田は

毘沙門等までと「芸能七道物自専」とを区別し、

前段は声聞師らが従事する職能、後段は対象芸

態・芸人が大和国で興行する場合に支配・干渉

(礼銭穣収や奥行上の仕来りを守らせる)する権

限であるとした。脇田はさらに踏み込んで声聞

師出身である大和四座の猿楽集団が、この時点

では離脱し、興行時のみ挨拶をすればよい関係

となっていたと重要な指摘を行っている。広義

の芸能者である散所=声聞師は一方では陰陽師

に向かう志向、他方では 「印地の党」へ傾く武力、
こうbかまい

そして猿楽から幸若舞、万歳にまで及ぶ芸能と

広がっていて、まことに中世的といえた5)。

その一方で近世への展望を欠く 三者にあって

は、中世の中核にあった宿=夙身分の存在につ

いて、あるいはその構造について自覚的な位置

づけがなされていない。先の興福寺声聞師と宿

との一件は脇田が詳細な注釈を行っているがこ

の点への目配せはない。長年被差別民を視野に

入れて和泉国の研究を行ってきた三浦圭ーは 「ほ
へいt.ぅI!

ぽー郡に二つの箆牛馬処理を兼ねたキヨメ集団

と、一つの陰陽師 ・雑芸能や竹細工を兼ねた集

団とが存在していたJ(三浦圭一1980)地域構造

を指摘し、そこには中世から近世へ夙が大きく

位置づけされている。ところが三浦は薬師寺検

断史料などから中世の 「しく jを明確に捉えな

がら、最後まで夙と皮田との身分的峻別をつけ

ることができなかった。回線郡鶴原村に典型化

されるが、一つの藩制村の中に夙と三味聖と皮

固とが複合的に集落を形成しており 、内部構造

が確かめられなかった段階では三者を融通性の

高いものと考えてやむを得ないことでもあった

からである (図2参照)。 かえって史料に忠実で

あった脇田晴子は清水坂の構造について、長吏

と下座の八人の執行部、さらにその下に正規構

成員、叡尊の施行では塔の大床で三五九人、搭

の庭で八七三人が斎戒をうけたことより「三五九

人を坂執行部の母体をなす坂惣衆と見、また搭

の庭の八七三人をその支配を受ける乞食・非人

と見て、坂内部の階層性を想定J(脇田晴子2αm

349p) して正確な徳造を捉えている。さらに
いぬ じじん

清水坂非人と祇園社犬神人を同一で後身といわ

れるなか、「清水坂近辺の非人の地縁的共同体が

清水寺に認証されて、非人乞食を統括したもの、

坂非人の主だったものを任命して犬神人とした」

(同350p)と性格の違いをみた。監督仲間と差配

される対象とが内側からはくっき りと別物であ

りながら、外側からはおしなべて 「非人集団」

と見える。先に垣外で述べたと同 じ構造となっ

ていたのが非人宿であり中世夙であった。にも

関わらず脇田には坂非人の後期の姿である夙の

実態が視野には入ってこない。観阿弥 ・世阿弥

が登場する前に猿楽は夙の集団の中から生まれ

た。奈良で宿が声聞師の業態に干渉した理由も
つぴ

そこにあった。奈良坂豆比古神社で知られるよ

11."'" 
うに翁舞は夙に担われてきたからである。周知

のように世阿弥は 『風姿花伝jで「翁舞jこそ

猿楽の本道と述べている。先に指摘した通り夙

のなかの中核=監督層からなのか、監督下のな

かに担い手があったかは確かめよう のないこと

であるとしても、観阿弥らが大和国声聞師集落

から出てく るのとは大きく異なる出自であった

ことは明らかである。宿が担っていた事実は脇

田も書くがその持つ意味は問題とはな らないの

である。

現在部分的に明らかになりつつあるのは発牛

馬処理の権限を夙が持ち、それを皮回に「預け

ていた」こと(応永三二年大和国 「草場預り証文J

写し f奈良県被差別部落史 史料集j第六巻)、
。みこまの

早くに横田冬彦が紹介した南山城上狛野で天正
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一六 (一五八八)年「アチ助四郎」が 「コマ八郎」

(末尾に 「新在家村かわた証文うつしJとある)

へ玄米五斗で永代売渡した 「クサハノステモノJ

は、 「上狛チサウノシクj以下対象がすべて夙村

という特異な草場売券のあり様 <fヨシクヲハン

フンスケ四郎ハウナリJ四夙半分は助四郎方也)

からは夙と死牛馬処理権が密接に関わっていた

ことを示唆する (横田冬彦1988 東大経済学部

蔵浅田家文書 f京都の部落史』第四巻 282p)。
仁.，<1

中世にあって夙が監督していた癒者は 『日菊辞

書j段階では稼多が管理をするものとなってい
いぬ じ にん

たこと、京都でも弓矢町 (犬神人=夙)の隣地

に 「物吉村jがあったが、近世には関係を絶っ

ている。京都祇園祭の先払いと警護を宿が行っ

ていたように、歴史的に祭礼においても夙がキ

ヨメ役の主役を勤めていた。それが摂津生田社

祭礼でも近世初頭にはキヨメの主導的役割を皮

回が果たすに至った <r兵庫県同和教育関係史料

集j第一巻 浄証寺文書)。 多くの祭礼で変化が

起きたと恩われること、奈良坂では近世中期と

ころによっては山城上狛・兵庫津でも江戸中期
やぐら<t"

まで櫓銭 ・祝言や勧進に従事していたが、多く

は近世初頭~前期には勧進 ・旦那廻り的行為か

らも撤退する、などである。柳田国男は 「夙が

穣多に対する態度は乎人が穣多に対するのと同

様だったjと書いている。中世後期から近世初

頭にかけて被差別民中核の交替と力関係の逆転

が起こったのである。

夙問題の複雑さは淵源のみではなかった。す

でに江戸期に皮回を除く多様な被差別民が夙呼

称、に集合呼称される傾向にあった。紀州につい

ては渡辺広の指摘があるが、畿内も同様で「江

戸時代に至っては旧来の宿の者も、声聞師も、

雑芸人も…一概に之を 『志久jと卑称して世人

が之と齢せざるに至ったJ<香畝生 「夙の者雪量

運動Jr民族と歴史J4 -2 )という。

三近世人の捉えた被差別民

近世人が被差別民をどういうものとして見て

いたか。それを①百姓村指導層の認識ー和泉歴
ると必りうちとう

史絵図 ②知識人本居内逮 「賎者考J③連合

した百姓たちの意議 (集合心性)を反映した郡

中議定 ・国訴を素材に一瞥しておく。まず①に

ついて。白根郡中庄村庄屋家に伝来する絵図は

通常の村絵図ではなく、代々の庄屋家として子

孫に伝えるべき村と家の重要な情報を盛り込ん

だ歴史絵図ともいうべき性格のものである。宮

本常一 f忘れられた日本人』のなかで村の有力

者が一人前になった我が子を村が一望できる小

高い丘に連れて行き、 一軒いっけんの詳細を伝

授する印象的な場面が描かれている。各家の功

罪から家族関係までを把握することが村のリ ー

ダーには求められたのである。江戸中期に描か

れたと考えられる絵図から読み取れる彼の主観

はa濃密に分布する三O以上の宗教対象物の由緒

と作法 b入会 ・水利の詳細 cそして被差別民

の来歴、に集中している。熊取の「ライ病の村J

から嫁を貰ったがために合戦となり万福寺が焼

打ちされたこと、熊野街道沿いにあった三味を

寛文二(一六六二)年に隣村との境界地の浜へ

移転させたことが明記されている。明らかに被

差別民を災厄をもたらす注視すべき対象とみて

いる。

稼多以外の多様な被差別民についての網羅的

な関心は大正後期に高まる。柳田国男が主幹し

た 『郷土研究j誌と喜田貞吉が刊行した 『民族

と歴史j誌がそれぞれ 「特殊民」報告を求めた

結果が主たるものであるが、時代思潮のなかそ

れ以外の定期刊行物にも多くの報告がなされた。
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それらを加工した貴重な一覧を山本九七が作成

している。表2は関西部分を抽出した。江戸時

代後期になると各地で被差別民の実態が、たと

えば臨鍛・旅行記、地誌などに記録される。 し

かし多様な被差別民を網羅的かっ分析・分類を

試みたものは多くはない。そうしたなかでも本

居内遠 f賎者考J(弘化四年脱稿)は特別な位置

にある。国学の伝統から文献主義に傾きながら

も、築地と見聞を重視した実証的方法に腐心し

ているからである。名古屋に生まれ紀州に赴き、

紀州藩に抱えられて 『紀伊続風土記』編纂に関

わったことがベースになっている。古代制度の

長い論説を終え本旨冒頭内遠は次のようにいう

(カッコ内ならびにルピは引用者)。

ここに くさくさ今の世の普通に忌るる者

の種類を挙ぐ。
か人1.<1> みニ 〈ぐっ

夙村街トモ・亙村 (;;;区女村)・依儲師・俳優・
けい<t¥.ゃ

傾城屋・観物屋 (見世物)・野子 (香具師カ)・
で人が( .‘ 
田楽師・願人僧・化子 (水主カ)・袖乞 (乞食)・

蝿房 (隠亡)・屠者 (えた)・番太 (非人番)・
ゅ う

産所 (散所・声聞師)・刑殺役・偽具朗j(土師)

是等の外もいささか名目かはりて比類な

る者くさくさあり 、此中に平民より同火 ・

同婚せざる者と、火は忌まずして婚のみ通

ぜぬ者と、火も婚も しひては忌まねぎ等筆

におもはざる者とあり、 固により習俗によ

りて違う地もあり、厳にいむと緩なる所と、

同国にでも村里によ りて差異もあり

目次に上がっている 「賎民jは五O種、そこ

から一般化出来る (i今の世の普通に忌るる者J)

とした一七種だが、紀州の地方的偏差を差し引

いても現在的感覚とは随分違っている。大正期

に生きた庶民の感覚とも懸隔があるようだ。但

し@同火・伺婚しない @同火すれども婚姻せ

ず の同火・同婚すれど一等下と扱う、三つの

基準は同火・共食と置き直せば一般庶民の感覚

として一般化しうるものであろう。本文では@

下層平人が内縁を結び半夙・半風呂 (風日身分

は名草・海部郡の被差別垣内)と忌まれる、扱

いも出ている。

冒頭の一七種については、一部は私の理解の

及ばないもの、さらに数多い芸能者 (宗教系 ・

勧進系を含めて)の中からなぜそれが選ばれた

かという疑問を持つとしても、おおむね妥当な

表 2 関西被差別民一覧

系統 近江 山緩 3哩a 河内 大和 伊賀 伊努 但馬 丹滋 婦層 紀伊 淡路

1・t串 成 夙 島竜 均4 川 風 夙

盤ffl晶 院内在日暗 前回舗ー散所 在所 正文 E主同鋤・ 崎師・散s軒 院内 除協師牟 草案tJ，鍾L

Ji~量" 散所 《入車対'1¥1)1

事l~晶 民事 w.多 情事 後多 唱。
樫己 耳雨空・包外 ~亡 ::;~盟

谷の者

I~叩・錐叩 外周I 鉢op 鉢!，{ 鉢叩 事主 外務・鉢.k: 事完

菩菩ら・謙治 きさら きさら・説教

書人 ~人 骨太

拘t.
~!I.' 院女 たfニ占也女

Zlt 線引 娘号l 人形周・ 線路

役者村

そ伺健 -l-地11

典拠 山本向J.(rよE町民自色同崎究の環:!IJ(i$!S研究1)I!I.自は世!lit..た. n'lーの宜誕とj用車を1iなうた.な島原真には初島flIはないので加えなか今た.
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「賎者Jが挙げられている。けれども繰出し(目次)

に上る五O種、さらに本文では関連、あるいは

地方的呼称なども列挙され総数で数百を数える

「践者Jについては、あまりの拡大適用ではない

かと言わざるをえない。同火と婚姻を基準とし

た列挙のゆえであろう。芸能者と遊女、「禁制jの

業jが相当の割合を占めるのは、本居内遠の倫

理的立場が作用している。

近世後期 「農民的商品生産に対する都市並び

に在方資本の統制への反対運動Jとして摂河泉

を中心とした地域に形成された社会通念として

国訴が捉えられている(薮田貫1992 45 p )。 薮

田はその基盤に郡中議定がある、「村内外の身分

(社会)集団と対峠、対決するところに…成立契

機があるJ(同299p)と新たな提起を行い、具体

的には①寺社勧化・廻在者②頭組織 (非人・駿人)

@株仲間・座@奉公人 ・日雇をグループ化した。

いうまでもなく①②の多くは広義の被差別民が

対象となる。④には村内・組合村からもあろうが、

規制の困難な外からの供給が一般化することが

前提としてあるという意味では 「外の脅威から

村を守るJ心性、そこから進んで多分に観念化

された「農本主義的地域共同体の復興Jが契機

といえる。契機がそうだとすれば郡よりも小さ

い惣郷や最寄組合村が出発点となる。郡中議定

(惣郷・最寄レベルの申合わせも含む)には訴願

による藩法や国触を求める方向性と、もう一つ

対象に対する直接行動・ 実力的抑圧に向かう方

向とがあった cr大阪の部落史j第一0巻241p)。

薮田は歴史的概念である国訴は経済での国触要

求に限定すべきとするが、国規模での国触要求

は被差別民規制が時間的には先行しており、そ

れを国訴に含めるか別の概念規定をすべきか問

われている。

それでは職人や株仲間など、一見して被差別

民と思えない身分集団・仲間を除いて申合わせ

の対象となった者たちとはどういう人々であっ

たか。蔽田が挙げた例では①座頭 ・虚無僧-is
げん かつらめ

験、浪人・寺社勧化 ・桂女②四ケ所・髪結床で

あるが、大坂での広域申合わせでは皮回 ・非人

番の横暴や不服従、 三味聖規制、天王寺牛問屋

孫右衛門の牛売買・移動規制反対と自由化要求・

運動、艶牛馬持主勝手処理要求などが知られる

(大⑩七 ・八章)。 広綾申合わせも国訴も社会運

動である以上多数派の形成・獲得が重要になる。

そのために一つの要求でなく数カ条の議定が行

われる場合も多い。①~④の要求である。そこ

では村の上下階層の利害にかかわらない、被差

別民に対する差別的心性が多数派形成・結束の

引金になっているのである。その歴史的経験は

維新期の新政反対一援 ・打壊しに引き継がれる。

村や中上層農民の立場でなく、規制の対象となっ

た被差別民の侭jから過程の全般をみれば、それ

は社会的包囲網であり恐怖以外のなにものでも

なかったであろう。成文化された申合わせは残

されていないが、「皮回が押しかけてきた時には

駆付ける」との約定をしたとの証言は各地で知

られる。

同時代人に自明であっても広がりすぎる被差

別民規定は問題であろう。本居内遠の 「賎者J

五O種には遊女・男色から偽造士 (いかきま師)・
11<ろう

博労まで上がっている。暫定的にせよ近世畿内

社会での被差別民の内包と外延を明らかにしな

ければ、 ここから先には進めない。すでに先験

的にこにおいて大坂での対象となる絞り込んだ

被差別民を列挙している。その根拠を示すこと

ともなる。

歴史的に形成された近世の地域社会 (惣郷)

を地域共同体と捉えた場合、織豊政権が村切り

=石高制を導入し、智UII政権が藩制村単位の支
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配末端を敷いたことにより(都市では丁を基礎

単位として街区が設定された)、中世~戦国期ま

で続いた自生的地域共同体が、長期には惣郷か

らムラ(村落・藩制村)へと一次的共向性が移

動していく 。その長期の過程は惣郷内の垣内問

に歴史的に横たわっていた 「序列jゃ「非常に

細かい差別J(朝尾直弘1981)を際だたせた。惣

郷からの村の自立の過程は、初期村方騒動が明

らかにしたように、その根底にあって個々人や

家に優越する惣郷や村惣中から家が自立してい

く過程であった。家産 ・家格が形成され 「家」

観念の成熟を迎える。民衆墓が登場する。「家J

を補完するものとして村や惣郷が位置づけられ

ていく 。そこから近世的「家格J意識が自他を

分かつものとして卓越化してくる。

後期には再び広減結合が進捗し組合村一郡中

議定へと広がっていく 。この長期の過程は村問、

惣郷内の序列や中世以来の細かな差別が等閑も

しくは解消され、貢納主体・地域住民という点

で性格を同じくするという村聞の均質化が進捗

していく過程であった。最寄組合村が中世後期

以来の惣郷結合に再帰した地域もあれば、進展

した地域経済や地主制の発達に相即して新たな

枠組みを作った場合もあった。いずれであっ

ても藩制村や伝統的ムラが一次的共同性を保

持した点で単純な中世田婦とはなっていない。

一八八八 (明治二一)年に成立した町村制はお

おむね後期の村結合の結果として生まれた。近

世畿内の地域社会の長期の動向をとりあえず以

上のような展開を遂げたと理解をしておく。

近世畿内の被差別民を総体として概念化すれ

ば、まずもって事実レベルではなく、中世 (時

には古代より )以来の由緒を自己の既得権益の

根拠としている。そのうえで①E那場所有の主

体であること、彼らを外から規定すれば②民間

宗教者 (中世的には 「半僧半俗J)と一括できる

存在であること、最後に重要な属性として③ケ

ガレ (=キヨメ)の社会構造の中にあったこと、

この三点 (歴史的存在という大前提を入れれば

四点)が指標となる。当該社会の差別の根拠も

理由づけも綾早誰一人と して明示しえないので

あるから、例外やはみ出しは避けられない。ま

たこの全てを満たさなければ成立しないという

厳密さを要求されるものでもない。

各項について以下若干の敷街をしておく。

①の旦那場所有は土地所有・動産所有に次ぐ

第三の所有というべきものである 61。いうまで

もなく前近代の所有は人格さらには団体とも切

り離せない「直接に社会化された所有」である (渡

辺1987)。動産=資本といっても手職の延長であ

り宿・売場の共同所持から分離しない。旦那場

を縄張と位置づければ土地所有に属する領有権、

動産所有に属する商人の得意や職人の稼場も旦

那場と括ることが可能だ。あるいは一部の三味

聖は、不浄地とみなされたこともあり墓所域を

所持し、近代以降もそれを保持した。天保一四

(一八四三)年和泉国泉南郡員塚村で庄屋藤兵衛

が三昧の立木を聖に無断で伐採したことを訴え

出ている (f大阪の部落史j第三巻文書番号

179)0 J!那場所有が土地所有に直結していたと

いえよう。また長い歴史に裏付けされた漁 ・猟

師の漁場や霞場は近世近代を通して保持されて

いる。定住系被差別民は名称は区々であるが独

自のE那場を持った。この場合でもまず夙は竹

細工を主とする紀州の場合には得意場はあり得

たかもしれないが、近世畿内では早くに旦那場

を持たないものとなっていく。脱賎あるいは被

差別視からの離脱の第一の階段がE那場の放棄

にあるとする自己認識をみてとることができる。

井原西鶴 f世間胸算用jには同時代のこととし

1
 

1
 

1
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て「大乗院門跡の家楽園l幡といへる者の許にて
とみとみとみとみ

例に任せて祝初め富富....---....といひて町中を駈け

廻れば、家毎に餅に銭添へてとらせけるJとあり、

一部は江戸中期までみられた。また六ケ所墓所

聖、とりわけ史料の残る道頓堀墓所聖の研究で

は木下光生 (2010)は明確な旦那場はなかった

と結論している。和泉固など在方については旦

那場の存在は確認されている。四ケ所垣外の場

合も私はそれぞれの旦那場を持ったと考えてい

るが、区分されたE那場を持ったかどうかにつ

いては意見が分かれている。

②の民間宗教者規定は、近世中後期社会では
うしろ ど

猿楽・歌舞伎以下の芸能が、寺社の後戸での奉

納であり河原奥行であった発生史、そもそも神

仏への奉納であった起源は忘却され、唯娯楽の

ためのものと思われているがそうではない。 物

を売るための人寄せとして芸を行う 「愛矯芸」

を専らとした香具仰の場合、とりわけ関東では

被差別民とみなされず、振売りと同じ下層商人
ごう ttl:!

とされている。したがって乞胸支配に入ってい

ない。民間宗教者というこの規定では皮回が最

も速い対象といえるかもしれない。峯岸賢太郎

は賎民の一般規定を 「勧進身分」と した。それ

は旦那場と勧進的宗教行為を合わせた性格から

の規定であった。

民間宗教者とは呪術を含む広義の宗教的観念

に底支えされていることを示す。一七世紀後期

神仏混滑とされた現況から分離の方向性、とり

わけ神道の地位獲得と上昇が起きる。吉田家の

神職組織化、陰陽道では幸徳井家の神職化、土

御門家の山崎安斎門下での唯一神道化など (白

川・吉田とならんで京都神道三家と世評される)、

それなりの神職衣装による作法・行事の普及が

一般化することで、習俗的宗教行為を一段下と

みなす通念が広がる。さらには惣郷の鎮守であっ

た神社が神主 ・社人の発言権が大きくなるにと

もない、伝統的ケガレ観念に基づいて当然のよ

うに行われてきた、皮回など被差別民の随行や

先払いが問題視されるに至る。祭礼からの排除

が本格化する。こうした流れの中で関東に展開

した舞々 ・舞大夫集団が習合神道、神事舞大夫

へと名称変更していく。よく知られているのは
hずさみ

この集団は梓亙女 (死者を呼び出す口寄せを行

う)の組織化を意識的に進めていたことである。

陰陽師や修験は梓亙女を極力排除する方針を採

用していたことを考えると、禁裏勢力とも近い

強力な土御門家 ・聖護院に併呑されぬ自己防衛

であり高度な戦略かとも思われる。戦国大名後
たか

北条の下では「卜算をする移他家・声門師の類

…舞々の下にこれを付けるJ(天文二四年)と朱

印状を頂戴するほと・権勢を誇っていたのである。

③のケガレーキヨメは、皮回にとっては「稼多j

が文字通りケガレ多いと解字されるように、ま

た発牛馬処理や処刑役 (断罪役)と不可分であっ

た事実からももっとも理解されやすい対象規定

であった。これとは対照的に垣外・非人、垣外番・

非人番には、固着するという意味でのケガレの

実感しにくい存在といえた。とはいえ「ケガレー

キヨメ」論それ自体を理論的実証的に深めるこ

とは、ょうやく一九九0年代半ばに始まったと

いえる分野である7)。

四研究者は被差別民をどう捉えて

きたか

権力側の被差別民のとらえ方、平人側の個々

の被差別集団との応答や視線などについてはそ

れなりの業績があると述べた。そこで権力 ・平

人側の総体としての被差別民、すなわち別個に

存在する被差別集団の序列をどうみていたか、
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被差別民自身が他の被差別民をどう位置づけて

いたか、という点に絞ってみていきたい。関心

をそこに集中させた場合の先行研究を取上げ検

討してみよう。まずも って九0年代中頃より活

発化した議論、一つは多様な被差別民というと

らえ方、もう一つは身分的周縁論がある。それ
ち，ぜ人

より以前たとえば八O年峯岸は「鉢屋 ・茶集・

夙・藤内などを…それは同一種類の地域による

呼称、の差J(峯岸賢太郎1980 57p)と述べてお

り、かかる規定は八九年段階でも揺らいでいな

い。個々の被差別民の実態はほとんど解明され

ていなかったのである。

多様な被差別民研究は九五年から始まった全

国部落史研究交流会の、第二回 (九六年)から

四固まで前近代の統一テーマとして設定された。

そこでは①賎民・雑種賎民、諸賎民・被差別民

それぞれの概念の吟味と検討 ② 「稼多 ・非人J

以外の従来 「雑種賎民」と呼ばれしかも一括さ

れてきた被差別民について、独立した実証と分

析を行う ③平入社会と個々の被差別民との相

互関係だけではなく、平入社会と多様な被差別

民社会とのトータルな相互関係に目をむける、

ことが目指された。逐年刊行された報告書『部

落史研究jからは、最初の山本尚友報告が賎民 ・

雑種賎民・被差別民の検討と外延(どれほどの「特

殊民J[大正期の各地報告]があったか)を示し、

森田康夫が村と複合する被差別民の関係総体を

解明することの重要性を指摘して始まったこと、

けれども南九州から東北まで広がるだけ広げた

報告を、どういう論点や視角から総括するかと

いう点で積み残した感が大きい。藤沢靖介二著

(2∞1・2013)は彼なりの立場からの本研究の総

括といえるかもしれない。そうした中からE那

場・民間宗教者・枝郷制、本寺・本所制を被差

別民の存在を計る指標となる方向性、被差別民

{象を豊かにするためには芸能民・民間宗教者の

実態解明がかかせないことなどの問題提起がな

されている。

多様な被差別民研究が対象実態を定めている

のに対して、身分的周縁論はこれを推進した者

たちの強い理論設定の下にあった。そうであり

ながら統ーした仮説なり概念定義が与えられず

編者それぞれ、執筆者個々のとらえ方、その限

りでイメージでもって展開されるという出発を

する。以後第三次シリーズの刊行まで8)一五年

間近世史の一つの潮流といわれるが、最後まで

この点は変わらない。いや三次では最早身分的

周縁論ではなくして、周縁集団論、すなわち 「教

科書的あるいは論者の捉える身分理解から外れ

た者を対象する」ところへ着地する。そこには

少なくとも編者たちに当初はあった身分と周縁

の緊張関係 (周縁的存在の身分的位置、あるい

は身分論としてみた周縁社会論)は遠くに追い

やられ、従来の近世史が本格的に取上げること

もなかった雑多な人々の実態を解明し発表する

場となっている。これに応じて強い権力統制下

にあった 「稼多・非人J以外の被差別民を積極

的に実態解明しようとした出発地点の重要な問

題意識の一つも後方に退くこととなっていった。

処女作に全てがあるとすれば、すでに最初の成

果である『身分的周縁jをみる限りでも、被差

別民間の葛藤や車L撲を意識的に対象とした論考

はなかった。

身分的周縁論が抱える根源的な問題点を身分

認定主体の恋意性と、集団による上昇に輸を

置く強者の論理である点を指摘した木下光生

(2∞9)がある。木下の指摘に則していえば、前

者の最大の問題は中核と周縁を権力からの距維

や認知度によって評価する史観であろう。後者

では重要な点、は、私たちも陥り易い過ちとして

113 
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心しなければならない論点を提起している。皮

田村を含め本稿が対象とする被差別民は、基本

的に定住し一定の集団を形づくる。その前提に

既得権益と権力のなんらかの認知lがある。地域

社会とのなんらかの黙認も含めての合意がある。

史料に基くほかない歴史学、とりわけ当事者史

料を基本に据える場合、流浪する旅芸人を担上

に上げることは、よほどの文献上の幸運に恵ま

れない限り不可能に近いのである。山本尚友

(999)は集団定住を賎民と被差別民の区分とし

た (はじめに)。

被差別民間の葛藤や緊張が出てこないのは、

編者の一人塚田孝の周縁社会論の帰結といって

もよい。社会集団を①所有 ①役 ①共同組織

の 「三位一体jとして捉える視角である。近世

世界を政治社会=特権の体系=身分制社会と、

周縁社会 (身分制に収倣しきれない部分)に分け、

後者の存在・活動は 「直接に政治的性格を持た

ないJと断言する。その具体像を①江戸町奉行

所は弾左衛門利権の櫓銭を特権として否定する

が、京都町奉行所は認知する②本所三井寺別所

近松寺に認知されない伊勢ささら③非人一野非

人のように、前者が政治社会となることでそれ

以外の同類似た者は「存在は許されない」 ④公

認を得られない利害集団、などとして示した。

百姓の諸活動は政治的だが、伊勢ささらの勤め

る町の下級公務は政治的でないなどとどうして

区分できるのか、それは誰が決めるのか。幕府

権力さえ一枚岩ではないし、近松寺が認定する

主体といって納得がえられるか。町や村が町人・

百姓身分を決めるところから立論するのではな

く、幕府に総括されるものとしての身分制を出

発点とすることは、聞いに答えのある同義反復

であり逆立ちした身分社会像であろう。近世夙

や陰陽師に端的にみられる、公議から平人と認

定されたにも関わらず、平入社会からは私的領

域のみならず公的な村落生活においてさえ被差

別民として、いわば政治的権限を剥奪もしくは

制限された扱いをうける集団を、近松寺でさえ

政治身分の認定権限があるとするならば、当然

町も村も認定資格を有 しよう。さすれば幕府も

村・町も認定資格を持つとみた場合どう判定す

るのか。判定することにどういう意味があるの

か。

逆立ちした世界観がいかに実相から遠く離れ

るか。門付 ・大道芸、小屋芸など冒頭で来訪系

と分類した広義の芸能者をみれば歴然である。

「芸が鍍の種Jである彼らは、上から命じられれ

ば本所にも入るし、集団 (団体)を作ることも

いとわない。そしてそれが自縛の側面をもつこ

とは否定しない。いや支配統制に服することに

なると認める。けれども当の芸能者にとってそ

れらは方便であり便宜、すなわちそこに拘泥せ

ず容易に河岸を替え、本所や組織に終身忠誠を

誓うというものではない。

次にこのような課題設定をおこなった場合の

先行研究として、 二つの領域がある。一つは多

様な被差別民研究の提唱もあり、従来初歩的な

事実さえ明らかでなかった者たちを、こつこつ

と被差別民・村・集団ごとの史実の積み上げを、

行うことによって生じた論理や像への影響であ

る。身分的周縁論の分野にあっても、地縁的被

差別民はあまり対象とはならなかったが、民間

宗教者・芸能民の分野で多くの新知見がもたら

された。次に述べる片岡智・山本尚友の三味聖像、

森田康夫の畿内夙像には、それ以後史実集積の

進んだ地平からは修正を求められるからである。
いヲそんたち

集落数も多く中後期一村立(議制村に準じる)

も進んだ皮田身分にあってきえ、当事者記録や

史料引が蓄積をみたのは一九七0年代以降のこ
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とであった。それ以外の被差別民史料はさらに

苛酷な状況にあった。意識的かつ組織的努力を

もって発掘されるを待っか、研究者の地道な営

為によって日の目をみたのであった。前者につ

いていえば『京都の部落史j編纂事業が尖端を

切り、後者では草の根研究者・郷土史家の長年

の探求の結果に加え、右述したこつの共同研究

が刺激と覚醒をもたらした。但しこの分野につ

いては多岐わたることとあまりに業績が多いこ

ともあり、次の課題と関わってくる範囲で言及

することで許してもらいたい。

もう一つは片岡智の差別階梯論、森田康夫の

重層構造論、山本尚友の移行期夙論・賎民論、

藤本清二郎の村落構造論などがある。和泉国を

フィ ーJレドにした三浦 ・近藤孝敏の総合化の試

みも合わせ考えていこう。

多様な被差別民を順次に取り 上げて叙述する

ことは通史に代表され過去にみられる。皮回と

他の被差別民の係争や緊張を取り上げたものは

関東などに一定程度の蓄積がある (高埜利彦

1998 藤沢靖介二著)。 けれども畿内社会におい

て複数の被差別民間の関係、さらにはそれらを

総合して構造化する意図的な試みはほとんど類

例がない。管見では片岡智 (1990)、森田康夫

(1993)が数少ないものである。

片岡智1990は、身分制研究が支配を重視した

反面で差別論が後退し、戦前豊かな蓄積のあっ

た、支配関係に捉われていない 「雑種賎民」研

究が近年には欠落させられている、という研究

史総括の観点から舎かれている。まず百姓村落

内での排除論理を家格差別として、村内では 「吉

凶祝儀拒否→縁組拒否→神事祭礼排除→村境移

住Jの共同体疎外の階梯、外に向けては追放 (5p)

があったとした。実際には吉凶祝儀拒否にして

も個別の細かな区分を設けたり、村内では婚姻

拒否でも村外とは通じるなど融通性があり、ま

た村法・村提に一応の差別の根拠を持っていた。

神事排除は 「穣村同前J(大和葛下郡穴虫村 文
どん こ

政五)i汚穣不浄J(同郡土庫村 寛政九)と噂

されるように苛酷な差別であった。

村内の疎外階梯を念頭に置いたうえで、夙と
ら@宅金ん

陰湯師 ・茶尭・隠坊、穣多を対象に平人との日

常的交流の諸相を取りあげ、右の村落内の差別

の諸階梯との関係を念頭に置いたうえで次のよ

うに総括する(要約IIp)。

「共同体からの疎外Jの諸階梯①吉凶祝儀

拒否②縁組拒否③神事祭礼排除@別火⑤家

内立入拒否@村境移住⑦追放と、諸賎民差

別との対応関係は、夙者①~③、陰陽師①

~③または特例として@、茶尭①~①また

は④、機多①~⑥となり、綴多が全階梯を

包括している。「雑種賎民Jと裁多(一部茶尭)

との分岐点は「別火」であり、日常的交流

からの隔絶であり、 (別火は)①~①を包括

するという量的問題ではなく、触稼観念を

伴った「別火」として質的差異があった

さらに「雑種賎民」の社会的位置に言及して

①稼多と「雑種賎民」の分岐をケガレ観念にお

く (llp) ①村落内で不安定な身分にあり、村

落内で身分階層秩序の転換を迫るのではなく、

公家や寺社に帰属することでそれを外在化 ・相

対化する解決方法を試みた。けれども公家や寺

社の権威は村落 ・地域内の身分関係の改変には

無力だった (13p) ③近世中後期に「共同体か

らの疎外Jの極北にあった稼多への差別が強化

され、「共同体からの疎外」という相向性を持っ

た「雑種賎民」への差別を強めることとなった

(l5p)、など重要な提起をおこなった。なお片岡
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は所与のこととして指摘していないが、被差別

民間の婚姻は通常存在しなかった 10)。

片岡は山城国相楽郡B村 (上狛村)を主な場と

して取り結ぼれる諸差別の機相を展開した。こ

の村は四カ村から構成され、その内のーカ村は

七垣内に分かれ、隣村C村と事あるごとに合議

制がなされるなど複雑な集落機成をとっていた。

多垣内の中に後期夙九O軒・陰亡・繊多二軒(前々

より居住していたが明和九年絶家、文政九年願

い出て近村より招致)複数の被差別集落が存在

するという身分複合集落であった 11)。畿内は自

然村と藩制村との一致比率が最も高い地帯とい

われるが、それでも一定の比率でこうした身分

複合村が存在する。三浦圭ーが言及した和泉国

鶴原村 (図2参照)、そして森田康夫が考察の対

象とした河内国植松村もその一つである。

森田康夫は 「えた非人を含めた村落共同体を

中心とする地域社会の全体構造の中でのj被差

別民の位置づけは皆無であるという問題意識と

視角から出発する。森田(1997)では 「近世村

落共同体を構成する農民にと ってJrかわた ・非

人層を含めた中世来の多様な賎民層がどのよう

な関係におかれたかが問われJると提起してい

る。

分析対象を河内国渋川郡植松村に据えて、延

宝検地屋敷地記載順序が八尾座 (神人)ーかわ

た一志くの瓶、それが後期宗門改帳段階では皮

回は別帳、もうー帳は f夙ー煙亡一非人番J、さ

らに安政期五人組帳では「稼多一夙」の願となっ

ており、村方ならびに地域社会では一貫して夙

は皮回より低い位置づけになっている、とした。

森田康夫(1997)では河内園、和泉固にまで視

野を広げ、皮田村と夙村が①同一村に並存する

六村 ②隣接する九村 ③近隣する三村、皮田

村総数河内一二和泉九村として二一村中一八村

にのぼり過半に至る。「意味論的に十分注目する

必要があるjと指摘する。森田にあって片岡に

欠けていた視点は、被差別民が「農耕民や都市

住民の手で行いえない非日常的祝祭行為を代行J

した、という地域社会の儀礼的・公的領域にあっ

て不可欠な存在であったことの強調である。片

岡に明確で森田に見逃がされている視点は、い

うところの近接が同一惣郷内であるのか他郷で

あるかの重要なところを等閑にしている点であ

ろう。

いわゆる「雑種賎民」について早くより言及

し問題提起をしていた一人が山本尚友である。

したがって山本(1999初稿は1997)は以前にも

重要な提言をしている。その一つはすでに紹介

した被差別民が中世起源をもっとの指摘である

(京都部落史研1998 序に代えて)。

政治的賎民身分とはべつに社会的身分と

して賎民と考え られた人びとがあった。こ

れらの人びとは政治的身分としては平人身

分であったが、当該の地域社会においては

賎民身分として扱われ、政治的賎民身分で

あった綴多同様、中世社会において賎民身

分とされた人びとであった。そしてこれら

の人びとのつくる村は地方によってさまざ

まな名称で呼ばれたが、中世社会でたずさ

わっていた職能によって宿・声聞師・鉢叩 ・

隠亡の四つの系統にわけることができる。

中世の淵i原を四つに区分けしたことは卓見で

ある。これによって移行期を連続して、かつ変

化するものとして把握する道を聞いたからであ

る。中世宿の近世夙・非人・物吉村への分化 (と

いってもここまでの叙述で、外からは一体にみ

えたとしても、内部の当事者にあっては元来別々
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の者であったことは明らかである)、声聞師 (=

散所)の芸能系 ・陰陽師系・辻商人系分化、鉢

叩きから舞々・猿曳、猿廻しを包含できるか、

等々。それぞれに少し説明と展開は必要として

も、妥当な提言といえよう。被差別民とりわけ

集団定住系のそれを政治的身分と社会的身分に

分けることで、夙や声問自市系被差別民の顕現化

(見える化)をはかった。享保五年の幕法を挙げ

るまでもなく隠亡は政治的賎民であるが、片岡

同様この段階では 「隠亡集落をきちんと書き上

げた記録はありませんJ(問書山本発言 190p) 

「隠亡集団に広域の集団形成が認められないJ(山

本1999)との認識からもわかるように、三味聖

の研究はいまだ進展をみていなかった。

きて山本尚友 (1的9)論文に戻る。山本が試

みた賎民概念 (山本の場合は被差別民と同義)

の特色は①社会からの排除と疎外②社会的地位

の低さ①権益を輸とする集団化④清めの機能を

担う、とされた。そのうえで中世に淵源を持つ

としても「近世賎民の大半はすでに賎民的実質

を失いつつあったというのが実態であり、そこ

に腔民性を担保したのがその役としての刑吏役

であり、累代の賎民という意識であったJとみる。

累代の賎民とはすなわち種姓 (近世中期以降で

は筋 ・筋目)である。誤解を招く評言かもしれ

ないが、中世社会に適合的な被差別民にとって、

集権的武家政権である近世の世は、権力的強制

の働く、その意味において変質を遂げたもので

あった。

藤本清二郎 (1990)は村落機造に賎民集落を

組み込んだ場合の類型図、 1997年著舎 「むすび」

では類型図を和泉国の実際の賎民集落を もって

図式化している。はからずもそこでは和泉固の

七つの皮田村中四皮田村が複合被差別村である

ことが示されている。といってもどちらも皮回

村以外の被差別集落を論じているわけではない

し、被差別民間の関係が視野に入っているもの

でもない。にも関わらず取り上げたのは藤本清

二郎(19却)があるからである。地域社会や村

の中の被差別集落や、そうした被差別集落聞の

関係を考えるという時、村や地減が権力や政策

の従属変数に過ぎないのであるならば、かかる

問題意識自体が成立しないか、成立したとして

も極小な意味しかもたない史実を追及するに過

ぎないものとなろう。幅広い自治が認められ、

自律した村内 ・村筒、地域社会の動向が重要な

政治的意味を持・ち、かっ幕府・領主の政策に多

大の影響を与えうる、という近世村落像が獲得

されていなければならないのである。部落史の

分野において、叙述上の対象として村や地域を

論じるのでなく、差別論の要請から意織的に地

域社会論を取り上げた早い時期の業績として藤

本 (1980)の問題提起があった。歴科協一四回

大会報告が基になっている(前述した三浦圭一

1980は本報告時のものである)。 その準備メモ

(r歴史評論J364 1980 著作に注lとして全文

収録)は rr地域社会史論j的接民制研究の提起J

と題されていて意気込みが伝わる。「諸事象生起

の一次的要因をともかく f地域社会jの諸関係

に求める視角を堅持Jする、ことは賎民問題を

その成立から抑圧まですべからく 権力問題と見

てきた当時の支配的史観を相対化する画期的な

問題提起であった。

藤本清二郎(1990)は自立的村落と地域社会を、

村と定住系被差別民 (専ら皮田村)との関係と

して①校郷制②惣郷 (地域社会)③旦那場制④

農業を軸とする諸経済活動(①以外の)、に分節

化して論じる。その場合政治的藩制村と共同体

的ムラ (伝統的帰属単位)を意識的に峻別しつ

つ具体像を描いた。当然定住系の他の被差別集
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落と百姓村の関係を考える場合の共通した原理

ともなる。

三浦圭一 (1980)と藤本清二郎(1997)の図

を比較すれば、この間に和泉国被差別民研究が

長足の進展を遂げていることがわかる。『大阪の

部落史j編纂事業後の現在ではさらに新たな史

実と知見を加えることが可能である。和泉国被

差別民社会を特徴づける三味聖については拙著

『被差別民たちの大阪J(2007 5話)で詳述し

ている。けれども三浦には地域社会の中での公

的 ・儀礼的領域で、被差別民が相互補完的にそ

れぞれの代替不能な役割をはたしていた実態が

見事に搭かれている。周知の通り呪術的 ・宗教

的儀礼は中世から戦国期に大きな変転を来たし、

近世には秩序安定もあり再編された儀礼が復活

する。やがて実事的思考の成長や世俗主義の隆

盛から中後期には呪術的宗教的世界は形式主義

に流れていった。広い意味でかかる宗教的儀礼

と深く関わっていた被差別民は存在の根拠を喪

失する。三浦 (1980)は近世後期には最早 「失

われた環Jとなっていた中世後期の和泉固にお

ける公的領域、宗教的領域での被差別民のあり

表 3 和泉国葬送儀礼と被差別民の役割

葬儀・中陰儀礼 関わる波~glJ民など

l 喪主を交えて葬儀 ・供養日径を定める 勧進霊・陰陽鱒

2 1.師依頼、日仏 七体仏の絵を絵師発注 絵師

3 忌中札を容さ、 pロに掲げる

4 葬儀行i阜の板金日間注文 河原者

5 墓穴抱り ニ昧盤 ・河原者

事事地に釘貨建立、墓塔制作依頼、;g石発 河原大工・三味霊 ・石

6 往 工 ・鍛冶度・鋳物師

7 埋葬に副えるf百経手配 熔鏑

8 喪服の相級 呉服屋・ 8島屋

9 喪家で出家希望者ーがあるときは導師 勧進聖

ニ浦 1980より 全体を勧進M.が仕切る

*J肱石宿「起術文」 などから宿ノ者が堂塔1典型軽の供え物を取得して

いた、また乞食らが弊家(~物乞いしていた

様を生き生きと伝えてくれている。表3は葬送

儀礼とのかかわりを示した箇所を表化したもの

である。

五地域社会の中の被差別民の実像

ここまで畿内を大枠として諸被差別民の実態

や、そうした被差別民の複合的なあり方を論じ

た依拠すべき先行研究を、若干の批判的意見を

交えてみてきた。それとともに論点となるいく

つかの視角を抽出した。これらをふまえて若干

の見通しを記しておきたい。主要な規定的要因

としては①権力把握 ②社会的規定 ①被差別

民間の競合があげられよう。③に関わってはと

りわけ被差別集団の生活戦略を重視する。①を

輸に見ていく場合規定的要因として挙げられる

ものは@対平入社会a対本村b対地域社会 @被

差別民間関係a皮回との距離b定住系と非定住系c

賎民と被差別民、が主要な指標となろう。

そこでまず村もしくは郷庄、さらには中世都

市が複数の被差別民を必要かっ不可欠としてい

ることを示す典型的かつ象徴的戦国期史料を示

しておこう。一つは畿内周縁のもの、もう一つ

は中世都市兵庫i掌のものである。中世日本を「キ

ヨメの都市的構造」と規定してきた大山喬平は、

近年そこからさらに進んで中近世日本を「ゆる

やかなカースト社会であるJとする興味深い問

題提起を行った (大山喬平2∞2)。象徴例として

示す以下の二事例は恰好のものと考える。かつ

て柳田は「忌みが本当に行われている空間では

見えないJといった。前半の史料は中核地帯で

は見えず (史料的に適切な事例が得られなかっ

た)周辺でこそ見えるものといえるものでもあ

る。畿内近接紀州粉河寺東村の永正五(一五O八)

年一二月 「地下定はんとの事J である I~I。
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は声関節支配、茶築を売り歩いたことでこの名

がある。「野歩き停止Jとは茶尭の原料である竹

{氏 周lJ
地下定はんとの事

{み It<ち》 つつ(JIIる〉

ミナ口ーに大麦二ワ充カJレヘシ
f 錨縄カ)(ー尺 八寸}

ユイヲワーシヤクハンスノナワニテユ を採ることを禁じたということであろうか。四

カ粂「ソウチ」を註は葬地 (隠亡)とするが文

字通り掃除の者と解する @条文で特徴的なの

は 「シュクノモJ(夙の者)への支給のみが停止

されていることであろう。確かに 「チャ屋ン」
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も野あるきは停止されているが他の慣行は引きアキ二升〉升

③ 兵庫津には①夙村

散所村 (定芝居

辺地に定住し兵庫津に対してなんらかの役務を

勤めていた。また兵庫津を二分 して風E谷と糸

木の皮田村がE那場を持ち、発牛馬処理はもと

より刑罰・牢番役などを勤めていた (高木伸夫

2∞7)。中世の代表的被差別民である兵庫夙に慶

長一七 (一六一二)年豊臣方片桐市正が与えた

判物がある 13)。

緩いた限定的なものと考える。チャウ シーシュクノモ
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タユヘシ、初定所如件

永正五年十二月二十四日

右コノムネソムカンスルトモカラワ、

ナラヒニ、

神ハチヲアタルヘシ、

タ・ヒシャモン、

従兵庫夙之者ニ為扶持可遺覚

一回畠不寄大小ニ壱ケ所ニ壱把宛二季ニ如

先規可遺之事

一兵庫町中より料足七月ニ弐貫文、節季ニ

三貫文合五貫文可遣事

一湯屋中6料足二季に弐百文可遣事

一風巴屋中右同前之事

一傾城屋中右同事

ー祝言又無祝言之時ハ、上之家日ロ弐百文
t田中}

宛とらせ可申口口口下之いゑハ遣問敷事
(，，) 

一科人からめ捕候口ハ其科人之身ニ付着物

可遺候、万わきさし其外雑物等ハ公儀へ

上ケ可申事

右之表於相背者何時も此方へ可申上候、不

届方急度幽事ニ可申付候也

慶長十七年拾月十八日

典拠 cr中世政治社会思想j下)に付された精

細な注釈なども援用して行論上必要な限りで要

約すれば①五カ条の意図は計りがたいが米 (麦)

作分配の特殊な法度といえるか ②前書は村か

ら以下の者へ遣わす米麦の作法 (水耕田水口の

麦ニ把、秋早稲三把ずつ云々) ③前回カ条が被

差別民を指示すると考えられている。「チヤ屋ン」

を註は中園地方の茶集カとするが、「野あるき停

止Jに該当するのは程当では隠亡=三味聖が考

えられる。大和では葬場での施しを 「野もらいJ

といい、近江坂田郡では彼らは 「野ひじり 」と

呼ばれた。けれどもその後隣接する朝淵八幡宮

の慶長一七年遷宮史料に 「百文 チャせン」が

見つかっている (黒国弘子1985)。京極楽院空也

堂に属する茶集は鉢叩き念仏とも呼ばれ大和で
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01"刷》

片市正

且元(花押)

兵庫町中
《機織 3

「御本書片桐市正様被下置候夙之もの召

遺之証文J

ーカ条に 「先規の知く遣わすべく事」とある

ように、新しい支配者となった片桐が夙から要

請を受けたか支配のかなめゆえ夙の存続を考え

兵庫津中に発したものである。農村のみならず

都市もまた被差別民を構造的に必要としていた

事実を裏付ける。手当の大半は都市型だが津の

後方に広い農村部を抱えていてー把稲の慣行 (先

の紀州東村の慣行と同じ)が官頭に置かれてい

る。元禄八 (一六九五)年一二月夙年寄から兵

庫津惣代宛夏二貫冬三貫規定通りの受取証が残

されていて、少なくともこの時期まで渡されて

いた (喜田貞吉1920 現在史料所在不明)。 寛保

三(一七四三)年二月病気と称して御用に出な

い垣外長吏喜兵衛の件で貌伊兵衛を会所に呼び

出した尋ねでは、旧来夙村が警備を行っていた

が長吏なく、尼崎長吏久三郎の願いで兄庄兵衛

が母ともに当地に来て長吏職を勤め二代目より

喜兵衛を名乗った。「年数不知候へとも只今喜兵

衛ニて六代ニ罷り成るJ(岡方文書『官要録J)。

これに続いてもう一つの長吏家角兵衛家につい

て二代田喜兵衛姉の入婚の代から別家して只今

五代とも述べているので、近世初頭あるいは片

栴判物からさして経過していない時期に市中警

護の交替が起こったことは間違いないであろう。

兵庫津と夙との関係は他の被差別民にも当然存

在した。たとえば長吏・非人に対して兵庫津が

扶持を行っていたことは尼崎長吏の例や、大坂

四ケ所と大坂三郷の例に徴して間違いなかろう。

惣郷であれ伝統都市であれ、複数の被差別民

の関与なしに、とりわけ公的儀礼的行事・運営

は行いえない関係にあった。ただ歴史的に忘れ

てならないことは、惣村とは被差別民を共同体

の成員仲間とせず、むしろ彼らを排斥すること

で内なる均質性を凝縮して成立したことである。

そして重要なことは共同体から排斥しながら、

彼らの存在なしに惣村・都市の存続はできなかっ

たのである。社会外的包摂という状態が構造化

されていたところに中近世の地域共同体があっ

たのである 141。

六大坂での特徴的動向

伝統の上に権威・権力も構成されている近世

田制 (大坂に則していえば大坂城代ー町奉行所・

代官所)、あるいは藩領ー藩制村の場合も複数の

被差別民の権利的公務 (御用 ・役負担)抜きで

は存続しないという根幹部分は継承されて成立

しているといえよう。けれどもその移行自体は

飛躍と部分的な断絶を含む過程であった。かく

して始まった近世社会は①市場経済の展開 ② 

地域共同体の変化 ①身分制の再編 ④勧進-

E那場制の動揺、という大きく四つの規定要因

をも って大局的には白被差別民の集散と分化 ・

卓越化 Hケガレ観念の極大化 y排斥 ・敵視

に進んだということができる。

繰り返しとなるが私の基本的な視座は①被差

別民を生み出す源泉は都市も視野に置いての地

域共同体の様造と心性にある。朝尾は身分とは

地方的なものといったが、被差別民こそ最もそ

の特質を体現するものであった ②その対極に

被差別民 (とみなされた)の生活戦略がある。

そこには本所 ・本家の選択から地域との権利的 ・

積極的関わりまで幅広い ③両者の間に権力の

名付けや序列化を通しての体制内への定置の試
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みがある。時間の経過とともに権力の位置づけ

や判断が地域 ・被差別民両方に規定的な作用を

もたらす、構図にある。

まずは大坂・畿内の枠組のなかでの権力・社会、

そして被差別民間の特徴的な動向を押さえてお

こう。

1 権力政策のもった意味

織豊政権から初期徳川政権まで、定住型被差

別集落は皮回はいうに及ばず夙・陰陽師・三味聖、

数の上では多くはないが非人集落 (京都は悲田

院、大坂は四ケ所垣外、堺では長吏)・舞村に至

るまでそのま まで石高制の単位村落、藩制村と

なったものは一村としてなかった。枝郷として、

すなわち百姓村に行政的包摂 ・従属して近世を

出発した。藤本清二郎 (1拘0)は早い段階で「一

村立」となった南王子村を念頭に「自民内近国で

は…近世初頭のa(独立村)b (枚郷)分岐が決まっ

たJ(403p)とするが、管見では藩制村 (独立村)

として近世を出発した被差別集落はなかったと

確信する。また非人番や三味聖を念頭におけば

外形的には村抱えとみなされる、身分集団とし

て意志を示すことの困難な付属世帯 (一戸もし

くは数世帯)の場合も少なくなかった。

f駒井日記jの記すところによると文禄三

(一五九四)年京都の声聞師村からーO九人 ・大

坂八人・堺ーO人と、都市の陰陽飾は秀吉によっ

て三河地方に強制移住させられた。現在ではさ

らに広域で、諸国の陰陽師がまずもって京都に

集められ町から姿を消したといわれる。政策意

図などその全容はいまだ定かではない。中世声

聞師系被差別民の間口は広く、近世には大きく

芸能民と民間宗教者に分岐する。といっても易

者 (算置)や陰陽師系万歳など単純に仕分ける

ことの難しい職分も多かった。陰陽師といえど

も商都幸徳井ならびに奈良町陰陽町の暦陰陽師

が五所 ・十座 (中世声聞師の根本住居)の声聞

師であったとは考えられていない。そればかり
つら みかど

か万歳一つをとっても土御門家を本所とする者
二人 Llうじ

のほか、神職白川家や近松寺から許状を受け

た者もあった。大和における両者の関係は好適

な史実を示してく れるので敷街しておく 。寛文

一O(一六七0)年土御門家が大和声問師の一

部に「烏帽子・浄衣・官名等免許」したことか

ら代々 「陰陽頭jであった大和幸徳井家が朝廷

に訴訟に及んだ <r大日本史料J)。本一件は①朝

廷翁旨で決着した ②土御門が大和声聞師の内

「あっさ御子Jを声聞師、「釜殺Jを陰陽師と区

別して後者に免許を与えた ③幸徳井は釜械だ

ろうと梓亙女だろうと声聞師であり、商都では

陰陽師と声聞師とは異質であり、その異質とは

自家を含む陰陽師は社家と近く、声聞師は賎し

いという点にあった ④声聞師発祥の地である

大和にあって彼らがどのように見られていたか

が浮き彫りになる (猿楽再興の祖といわれる世

阿弥は声聞師の出自を持つ) ⑤一部にせよ声聞

師を絵陽師とすることで、正当の我々陰陽師を

被差別民と同列化してしまい嘆かわしい、とい

うものであった (延宝三 「口上之覚J)。もっと

も幸徳井の主張を幾呑みにはできない。先に唱

聞道に触れた際冒頭に陰陽師が置かれ、暦も七

道の内にあった。盛田嘉穂は幸徳井が奈良に下

向するにしたがい陰陽師が声聞道の主流になっ

ていったとみた。「大乗院門跡領目録jには五カ

所の項に 「暦新座 ・本座在之Jとある。両者が

水と泊であったはずはないからである。ここで

はこれ以上幸笹井・ 奈良町暦陰陽師と旧声間師

系集団との確執に踏み込まない。

裁多=皮固にとって権力の規定や見地が重要

な意味をも ったのは、先ず元禄期の 「生類憐れ
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み令」である。発牛馬処理について地域と皮回

の問で互恵的に取り結ばれていた関係を疑心婿

鬼なものにした。さらには事保五 (一七二0)

年の「機多・隠亡年貢が織れているとして金納

を命じた法令j、次いで安永七 (一七七八)年「稜

多 ・非人風俗取締り令Jである。幕領に触れだ

された安永三年令では「浪人・旅僧 ・修験 ・瞥
ぜ

女・座頭・物貰いJ巡在者・来訪者の多くを 「稼

多・非人jに召し捕らせるとした。ここに皮田

が他の多くの被差別民を取り締まる位置に立つ

こととなる。幕府諸藩の賎民制の中核に位置づ

けようという明らかな意図の下で、皮田村の長

期的な対抗的生活戦略としてor皮回百姓化J

路線と@重工商業化路線があった。とりわけ@

の選択を行った皮田村を軸にして中後期に著し

い戸数 ・人口増が起きる。寛永二一(一六四四)

年三六世帯一五一人であった河内国更池村皮回

は干支一回りした元禄後期には百戸に迫り、ピー

クの文久には二三O戸一一五O人にまで膨れ上

がる。和泉国南王子村では元禄三 (一六九0)

年三二戸二O三人、以前の人口は不詳だが、幕

末には四O二戸一九九三人となる。江戸初期か

らみてーO倍数十倍の増加を達成した村も少な

くない。そのこと自体が地域社会の脅威となり

緊張を生んだ。

掌{呆五年「繊多・隠亡年貢を綴れているので

金納にするJ幕法が出る。畿内隠亡=三味聖の

基礎実証研究が進展したのは一九九0年代に

入つてのこと 『三味聖の研究jが画期となり、

また刺激となった。幕法によれば隠亡は賎民で

あったことになるが、和泉固などでの実際の扱

いは必ずしもそうではなかった。元禄七年 f高

石南村明細帳』によるとこの段階で、村には二

名の聖しか葬送業務に従事していない。他の集

落居住者は従事していないにも関わらず 「隠亡

の筋目Jとして同様の社会的扱いを受けている。

文化三(一八O六)年倫中国後月郡井原村茶

発と小田村被多との争論を契機として幕府の茶

尭調査が行われる(嗣曹雑識巻四or播磨国皮

多村文書J443p)。幕府が西日本の代官所等に

「夙・茶尭jの問合わせを行い回答を得たのは

これよりやや早い寛政期である。寛政二年代官

の判断で備中国笠岡村茶集を江戸弾左衛門新町

宿に泊まらせた一件がきっかけであった。なお

同時期は中園地方で綴多頭のいない幕領の毅flJ

権をどこに帰属させるかが課題となり、大坂町

奉行所が管轄することになる。江戸では寛政三
よしずば句

(一七九一)年町奉行所が ri直貨張渡世j、何等
ごう[rね

かの芸を生業とする者を乞胸支配とする仰出が

あった。 こう考えると寛政改革の一環として被

差別民の管轄問題が温上に上ったものと思われ

る。

民間宗教者や諸芸能者の統制は、幕府権力の

ちには朝廷権威を与えられた本山・本所・本家

が人的金銭的貢納と引き換えに登録 ・許状を与

える、配下となった者は身分 (権威)営業保証

を得る形式で組織される。本所からみれば家職

支配、加入者からすれば身分公認化である。そ

こには仲間加入を条件としての一定のふるい分
'"ずさみ

け (梓翠女を妻とすることなど、ふさわしくな

い業態の排除)と統制(制道)が働くとともに、

土御門を本所とする組織化が狭義の家職を超え

て、諸種の職能民を包含する方向にも進む。す

でにある団体 ・仲間あるいは集住地への網掛け

ではなく個人を単位とした組織化へと向かっ

た。その結果陰陽師とは際種によるのではなく

土御門家に属した者という逆転が生じる (高埜

利彦1989)。土御門側にあった基準とは貞享元年

(一六八四)に作成された次の家裁であった(林

淳二00五 E一論文)。
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陰陽師家職

ー判はんし諸事占方之事

一神道行事一切之祈祷之事

一地祭・家堅・五穀之祭り之事

一四季之被 ・荒神之誠弁札守之事

一暦年鑑配申候事

一秘符ましなひ矢除之守之事

一日暦十二神之札弁神篤之札之事

一千寿万歳之事

本所支配のもう一つ重要な点は本所 ・本家が

いかなる権威・権力をもっていたかによって、

編成された被差別民間の序列あるいは既得権益

の強弱がともなった。天保八 (一八三七)年五

月大坂天王寺大黒屋正兵衛より説教 (地域によっ

ては鯵 ・鉦叩きなどと呼ばれる被差別民)讃語
せ.~み去るぐう

や音曲芸能は三井寺近松寺=関蝉丸宮の支配下

にあると主張して、宮地芝居の諸奥行について

もこれに従うべきだと訴え出た。このため弱小

の宮地芝居であった文楽軒(人形浄瑠璃一座

後には文楽が人形浄瑠璃の代名調になる座)は

解散にまで追い込まれた (盛田19ヴ3)。もっとも

その主張は、それほどの権威をもたない三井寺

近松寺にと ってあまりに過激だったようで、大

坂町奉行所の認めるところとはならなかった。

かくして寛政一o(一七九人)年頃から大坂寺

社境内などでの奥行に対して、自らの許可と運

上金を掛けようとする断続的だが執効な試みは

ひとまずここに頓聾する。

土御門家の権威を背景に破竹の勢いで勢力拡

大を続けた陰陽師であったが、天明四年から文

化八年まで断続的に大坂を舞台に「売卜・占考」

について当山派・本山派両方の修験との関で一

大争論が惹起する。本山派の元締めは天皇家に

濃い縁のある (門跡)聖護院、本所同士の話

合い決着となり、結局は土御門も幕府寺社奉行

も「修験の占考は売トとは異なり自由」と決着

し、土御門家が聖護院へ謝罪して終わった(林

2005 0四)。

権力との関係にあって本質的な点についてい

えば、皮田を含む被差別民全体に共通する特質

は「領主支配の弱い環を構成しているJことで

ある。定住地を持たず諸国を経めぐる宗教者や

旅芸人を想起すれば理解が早かろう。定住系で

あっても、畿内で「古組Jと称された陰陽師村

では土御門の家産制の支配を受けるとともに本

村を通して領主支配の下にもあった。「賎民」の

場合には御用を勤めており、藩あるいは奉行所

の特別な命令下にもあった。前近代社会にあっ

ては支配と保護とは両輪である。したがって言

葉を換えれば保護の弱い環を構成していた、とい

うことにもなる。定住系の場合には複合支配15)が

通常であり、境界的存在形態を基本とした。役

人化とそれを嵩にきての振舞い、厳罰化等はそ

の裏返しと考える。

2 社会的規定のもつ意味

次に社会的規定、広い意味でのa世論・社会意

識とb地域社会の中での被差別民を考える。

おんぼう・皮回を含む被差別民について、大

工仲間堺南北組に対して、元禄人 (一六九五)

年九月に京都大工頭中井家が代替わりに確認を

求めた 「大工仲間申合J(r堺市史J6 r大阪の

部落史j第一巻文書番号147)では、新築はす

るが修理はしない (傾城屋・宿 ・陰陽師・おんぼ・

人焼場・牢屋)、京ではせず閏舎では構わない (篠

木・責道具など ・背屋)、三0-四O年前は従事

せず近年関わるようになった (芝居家作・石塔屋・
おき

紫屋・毛草屋 ・樫屋・猿廻し・箆屋)大区分が

記されている。そこにはやや長いスパンでのケ
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ガレの社会的な動態が示唆されている。

寛延三 (一七五0)年摂津茨木村で陰陽師集

落と本村との争いが起きる。摂津田島下郡茨木

村ー下村席次争論である。年貢免¥lIIJの際下村が

別席を強要され、訴訟となる。本村 ・大庄屋の

圧力から下村は訴訟を取下げかかるが、 本所土

御門家が前面に出、高槻藩さらに京都町奉行所

へと争論舞台が移る。宝暦二年一二月奉行所は

下村が陰陽道であることは認定するが、座争い

は奉行所では取上げないと裁決する (梅田千尋

2∞9 四章)。

被差別民の総体が民間宗教者としての性格を

持っていたと指摘した。一八世紀初頭を前後す

る時期庶民の墓所 ・墓碑が現れる。墓所 ・墓地

の新しい意味付けが起こ った。大坂では盆行事

に七墓を巡る習俗が生まれた。こうしたなか享

保一四 (一七二九)年大坂願人組頭から道頓郷

墓所に金仏地蔵建立、さらに元文二年「下地之

立像恰好な出来大坂ニ而評判」として建替を願

い出て許されている (r道頓堀非人関係文書j上

475p)。墓所聖も自らの権威を高めるため道頓

掘では延享四 (一七四七)年に行基一千年法要

を行い、寛保三(一七四三)年 f行基菩薩草創記j

を刊行した。そこでは都市大坂の各層にわたる

葬送業務を崇高な営みと宣言している。後述す

る天明七 (一七八七)年畿内三味聖が連合して
。.ぅ~.うい人

大和東大寺龍松院を窓口として天皇諭旨を受

けて自らを権威づけようとした運動は、そうし

た転換期の象徴的な出来事で‘あった。

村々の広域の申合せによって被差別民の勧進

や 「横暴Jを二つの回路でもって規制する動き

は天明飢鐙を引き 金として出現する。天明八

(一七八八)年和泉国四郡国訴では本来の経済要

求と並んで虚無僧の勧進が訴えられる。その後
<:A包・う ず じaう

の多くの郡中議定や国訴は①幕府 ・奉行所へ訴

え国触れを要求する ②結束した議定によって

集団的に被差別民に対峠する、ものであった。

時を同じくして平人若者らが集団で皮回若者な

どの被差別民を直接に暴行する事態が惹起する。

早い事例として明和九 (一七七二)年和泉国信

太郷中村の稲荷町祭りで「綴多共五六人は打殺

しでも何方よりも祭りはないJと放言して暴行

を受けたものであろう (f大阪の部落史j第一0

巻八章)0r度を失った差別jの暗矢である。

百姓村の郡中議定や国訴に対抗するかの如き、

集落を超えた被差別民側の広域結合の早い事例

は先に述べた天明七年議内の三味聖鎗旨獲得運

動であろう。聞を超え大和東大寺龍松院を通し

て天皇給旨を獲得しようとした運動を指す。こ

れに先行する明和三(一七六六)年畿内の夙村

が五条家を本所として「殉臣村」由緒を立てよ

うとした事例があるが、実際にはもう少し時代

が下った ものと考えられる。

本稿では定住系被差別民を主な対象においた

こともあり、第三の領域すなわち村からみた来

訪者 (一部は②の巡廻者)について、門付け ・

大道芸などの芸能も含めて分類さえ行っていな

い。大工頭中井家の達しでも芝居小屋造作に抵

抗がなくなっていたように、およそ一八世紀半

ばに芸能者の脱賎化の端緒が聞かれ、一九世紀

に一定部分が達成をみる。その要因は①芸能の

自立、守屋毅(1985)のいう芸能の商品化が御

用能楽以外の広い地平一最右演が歌舞伎であっ

たーで展開される ②脱践にはもう一つの側面

があった。それは従来の既得権益の入り込みに

くい近世的空間(私宅・師匠家、村堂・宮地芝居)

や理屈 (香具師の愛敬芸)において芸能が展開

されていくことである。ではあるけれども撃寛

するに、旦那場制の空間支配である限り中世的

既得権を持つ皮回・垣外ら被差別民の制道 ・収
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銭から自由になれず、卑賎視から逃れられなかっ

た ③実力を持った興行師 ・元締め・顔役の成

長 ④平入の芸能への視線の変化、にあった。

皮田村のなかで脱賎化 (社会的な差別を克服

する試み)の突出した動きをみせたのは摂津田

川辺郡火打村である (藤原豊1997)。村寺勝福寺

に正長元 (一四二八)年の党鐘銘を持ち、伝聞

に古くは宿村と呼ばれたとあるように小戸庄内

の歴史の古い村である。かつて農業主力農間出

稼ぎで矯磨加古川辺に出むいて皮革業の技術習

得を行い、寛永頃に播磨から西森某が来たりて

皮革業の有利なるを説き、以来村ぐるみで皮革

業に従事したと伝承される。推測を交えていえ

ば次のような段階を踏んで f脱賎化」を進める。

①少し以前より準備されていったのであろうが、

宝暦期に入って出作地にあったまとまった田畑

三六石余を「小戸新田之内火内村議多J高とし、

さらに宝暦一三(一七六三)年 f宗門改帳jで

は百姓の抱え水呑の一部に「西成郡賀島村被多

清兵衛子 (長次郎)拾七年以前養子ニ参Jなど

と記すようになる ②文政一O(一八二七)年『宗

門改帳』には 「是6奥之者共火打皮多ニ而…先

年6別所ニ住居仕、村方落牛馬支配仕候者共ニ

雨御座候」と害上げる ①天保に入って近隣住

民が火打の者を穣多と蔑称したとして公儀に訴

え出て詫状を獲得する ④天保一二 (一八四一)

年村と勝福寺 ・円福寺(もう一つの寺)は西本

願寺本山に対して③の詫状をたてに「白地問機」

の扱いを嘆願する ⑤本山は大坂町奉行所に火

打村の取扱いを問合せている。その回答は歯切

れの悪いもので、稼多は上申書に皮多村と書く

が火打村はその肩書きがないというのみで、そ

れ以上に踏み込まない @本山は白黒を明確に
れ人

せず、従来の黒地扱いを基本として時々に「憐
び人

懲jをかけるという対応を行う。財力と一橋家

領の権威を背景にしても、地域との関係で脱賎

化は進まなかった。幕末まで残る f宗門改帳j

の他村通婚・養子縁組はすべて皮田村であるか

らである。

社会の変化を生み出す最大の要因は地域社会

への市場経済の浸透であった。歴史的に富の分

配を規定してきた贈与と互酬が、市場経済の優

位にとって代わられる長期の過程に入る。社会

のなかの被差別民、地法社会のなかの被差別民

を問う時、一定の蓄積もあり典型的なあり様を

みせる皮田村では出発地点から貨幣=市場経済

に親和的構造を持っていたことを指摘しなけれ

ばならない。少なくとも自然経済 (農業)に基

礎を置く構造ではなかった。地域社会に受容さ

れるために農地を確保し拡大する営みは不可欠

であったし、幕藩制の基礎に石高制がある限り

その志向から逃れることはできなかった。けれ

ども近世中期までをとれば皮田村の人口規模は

彼らが有する旦那場制に規定されていた。鈴牛

馬処理自体が一定の市場経済を前提することに

よって利益をもたらす仕組みとなっていた。そ

のうえに構築される皮革業 ・皮革関連業に至つ

ては貨幣経済そのものというほかないもので

あった。地域における皮田村の経済構造の異質

性が近世中後期以降の差別の 「根拠Jを提供し

ていたともいえる。

3 被差別民間の競合のもつ意味

最後に被差別民間の競合を、当の被差別民の

生活戦略に関わらせていくつかの局面をみてい

こっ
中世後期以降近世社会でも主要な被差別民間

の婚姻は基本的に成立していない。現在では中

世非人が分化して夙・河原者や散所が生まれた

とする説は実証的にも論理的にも退けられてい
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るI刷。 けれども職能や職種にあって、被差別民

間の類似・交叉・干渉は数多くみられた。とり

わけ民間宗教者、たとえば陰陽師 ・修験 ・神職、

願人や説教などでは配札 ・祈祷 ・庁長い ・代参な

どは類似行動といえるものであった (林淳2005

序)。 身分とは畢寛するに職能のことといえる

が被差別民間では職能の干渉 ・交叉は容易に起

こった。寛文一二(一六七二)年大坂に二一人

あった願人仲間に春長 ・順界二人の組頭があっ

た。この年「配下之内心得違不東成作業仕、非

人等ニ紛候類も有之j非人類似の勧進行為を行

うものがあり、一方の組頭がそれを黙認あるい

は積極的であったようで組頭聞で争議となり本

山京都鞍馬寺が乗り 出す事態となった (吉田伸

之2∞0)。鞍馬寺大蔵院は「願人坊主由緒瞥Jの

中で修験者に 「似寄らず候もの」は願人を名乗っ

ていると述べている。両者に大きな差異がなかっ

たということである。播磨などでは隠亡のいな

い村で非人香に葬送業務を行わせることがあり、

訴訟などで大坂町奉行所に出頭した場合 「仲間

の家に泊まらせるよう」天明七年町触れが出る

と、大坂六ケ所墓所聖としては断りたいと嘆願

している。不特定多数の死人の葬送実務を生業

とする者を三味聖とすれば、ここでの非人番、

中国・山陰地方に広がる茶尭の中には 「隠墓J

をする村のあることが報告されている (調曹雑

識)。職能の同一性が必ずしも身分の同一性に結

果しない一例である。

そればかりではない。大坂寺社境内での興行

権を掌握しようと試み組織化を図る三井寺蝉丸

宮は「日本田中説教・讃語・勧進師 ・音曲諾芸

道之祖神」と唱えて「由緒之者jをこの四派に

分け「枝葉種々ニ相変候といえども、惣名説教

者ニ」間違いないと芸態を列挙した。説教には

「操り師 ・物真似・芸役者・人形遣い ・狂言師 ・

舞師 ・辻能飾・猿遣い[歌舞伎 ・十三香具師]J、

先に触れた讃語には「法師 ・浄瑠璃語り ・歌議・
うr:. ::: if 

謡師・瞥女・ 三弦弾[琵琶法師]J、勧進師には

「辻角力 ・辻打物 ・小見世物・万歳・長吏方 ・木

戸方[合薬旅売]Jが含まれ、音曲道には f講師・
や し ほうか さい&人

日出師 ・白拍子 ・遊女・野士 ・放下師 [祭文師]J

が入る。大道 ・小屋芸のほとんどの芸態の認許

可権を持つというのである (f関蝉丸神社文書1

430頁 []内は418頁の補い)。 土御門の組織化と

同様に芸態をもってことごとくを配下とする方

向を志向したのである。さらに舎上げを見れば

長吏方即ち垣外までも配下と主張するのである。

事実正徳 (一七一一-)以降のことであるが京
。て人，.人

悲田寺村 (悲閉院)が近年勤めを果たさないと

して町奉行所へ正式に訴えを出しでさえいるの

である (同文瞥 292p)。悲田院側は配下ではな

いと拒否している。

畿内では皮回は警護・番役に従事しない。垣外・

非人番の役務である。ところが祭礼・行事など
や〈らぜに た4-<tA

で櫓銭 ・庖銭徴収の旦那場権の一環として出張

ることがあった。河原興行へ設営・監督として

出張った歴史的由緒を有していた。そうすると

垣外や非人番の出張と競合する事態が生じるこ

とになる。そうした車L際が起きた最初は管見で

は元文二(一七三七)年大和国式下郡安養院・

極楽院法事・開帳降、直接には雨寺・中村らと

皮回風根村とが争いになった事例である。しか

し内実では 「別所隠亡」と非人番の役務との被

差別民の悶での三者競合が根底にあった (f署長

良県彼差別部落史史料集j第一巻白井寿光

1996)。やがて権力の側も警護 ・番役に垣外・非

人番を重用するようになる。岸和田藩でも城下

に最も近い皮田島村の1債を鉄万役として用いて

いたが、天保頃には主に非人番を使役するよ う

になっていく (f大阪の部落史j第一O巻207頁)。
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被差別民全体の粉持としてあったのは「乞食・

非人・物貰いではないJ11)という一線であった。

たとえば畿内皮回の共通意識として「御百姓意

識jがあった。そこで措定されている対概念は「物
すが

貰いの穣多Jr百姓の御情けに縫って糊口をしの

ぐ繊多Jではないというものであった。とりわ

け大衆芸(門付・大道・小屋芸)ではその意識

は強いものであった 18l。

なぜそうなったか確実なことは分からないが、

後期に夙への厳しい差別的視線が強まる。いう

までもなくその過程全体に権力規制は関わって

いない。大坂座頭組織にあって「えた・しゅく ・聖」

の者 ・村へ布施を頼まないと明文化されたのは

化政期であった <f大阪の部落史j第九巻文書番

号1∞)。 近世社会では勧進・布施の来ない村は、

被差別集落とみなされ地域社会からも排斥され

る。天保三(一八三二)年京都析座福井家で相

続争いが起こる。継いだ養子に対して夙村出身

だと養父妾が訴え出た。綴喜郡・相楽郡の夙村

一四カ村は、京都町奉行所への働きかけを五条

家に嘆願した。結果的には継嗣は認められた。

片岡智の取り上げた相楽郡B村で夙村旦111)寺へ本

山使僧を迎えた際の 「蒔砂・高張提灯」が天保

七 (一八三六)年問題となり、九年人形芝居奥

行の際に本村百姓から夙村の者へ「穣多同様之

素性ニ而S村シュク機多之ものJと言葉を投げら

れ訴訟に至った。百姓側の差別的視線や言葉は

以前からしばしば見られたと考えられるが、お

そらく酒を飲んでの発言と思われるそれを訴え

たところが夙村側の意識的戦略とみるべきであ

ろう。

かかる強まる賎視に対応する夙村の即自的応

答さらに意識的な生活戦略が立上がる。五条家

と結びつき「殉臣村Jなる由緒をうけとったの

は明和三年という。尤もこの年月については不

確かなところもあり、もう少し下った時期かと

も思われる。各地に残る 「由来書Jは文化一一

(一八一四)・一三年の年紀となっている。夙の

一部が新たに五条家と結びついた理由について

は明確になっていて、従来二条家へも館入りし

ていた奈良坂が五条家館入りを願い出たのは安

政四年の遅い時期であった。畿内夙の横断的行

動が越訴的行動に及んだのは天保九 (一八三人)

年、折からの幕府巡見使に対して山域・大和・

摂津 ・河内四カ国三三カ村が連署して 「願舎J

提出に及んだ。そこでは「近在で何時となくシュ

クと言う異名をつけて繊多共らの村のように言

われ嘆かわしいjと訴えている。

七変化の段階的区分

大坂地域広くとって畿内を念頭においたうえ

で、中世後期 ・戦国期から幕末・維新期まで賎

民・被差別民を取り巻く状況は、大きく次の段

階を追って変化したと捉えることができるだろ

う。変化の基本方向は先に述べたα被差別民の

集散と分化・卓越化 Fケガレ観念の極大化

y排斥・敵視、である。予め二つの視角を保持

する。一つは自覚的に被差別民の側=当事者の

視点をとるということ、そうなると対権力、対

社会、そして被差別民間を問うことになる lへ
もう一つは都市・農村という地域社会において

の被差別民を捉えようとする意図である。その

ため右記の作用が地域に働く限りでこれを指標

化する方法論を採ることになる。

以上をふまえ次の諸段階 (時期区分)を経て

変容したと考えられる。 I寛永期~一七世紀中

期 E宝暦~寛政中期一八世紀後期 皿~天保

中期一九世紀中期 IV-維新まで、である。変

容の指標となっていたのはこれも前述したとお
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り①市場経済の展開 ②地域共同体の変化 ① 

身分制の再編 ④勧進 ・旦那場制の動揺、の深

化と広がりが規定的な要因と考える。

まず①市場経済の展開をみる。貨幣 ・市場経

済の進展はある程度の段階まで脱呪術 ・宗教的

外被を取り払う作用として働く。それはケガレ

に基づく地域生活の再生産を相対化する。既得

権益の正統性を脅かし、やがては純粋な経済利

害、損得関係に変える。その延長に貧富を主要

な差別関係に据えることとなったこと、そのこ

とは共同体内秩序を番号かすとともに 「地縁的・

機能的身分J序列を動揺させる。けれどもまた

貨幣経済は、被差別民のなかから富裕層を生み

出し、交換の持ち手の平等化を意識化させるの

である。 E期の終わりから 皿期頃、市場経済の

展開がさらに進むとセーフティ ーネットの脆弱

なこの社会では、自然の脅威とは異なる「博笑

経済Jの士官塙の中に人々を落と し込む。新たな

ゲン担ぎや呪術的救済が横行するようになるの

である。ある意味ケガレ観念が新しい「根拠」

と 「理屈Jを見出す。

和泉国南王子村をみる。後期村を悩ませた博

笑検行では享保頃から触れの請書に文言は表れ

るが、実際には宝暦二 (一七五二)年七月の

「村方申合Jが早〈、次いで明和六 (一七六九)

年二月 「請印帳Jに 「博英仕候者有之様及御

聞Jと具体的な言及がある。そして寛政一二

(一八00)年堺奉行所に召し捕られ 「稼多故

に罰を村に任せる」裁決が下る。この措置に村

役人は抵抗するが最終的には受け入れる。以後

これが慣例となる。九月には本件を受けて 「村

方取締請書連印帳Jcr奥田家文書』⑮文書番号

2524)が作られた。本請書が注目されるのは博

笑と並んで「在稼ぎJ(竹皮・島木綿類から崩家

取引・小質・ 代物売買、さらには勧進等)規定

が列挙されていることである。商売の盛況と博

英とが深いところで連動している (貨幣経済の

浸透)ことが意識されていると考える。実際銭

ではなく物の融通(右の小質 「預け ・預かるJ)

が一般化する。それは口利きや代質手間 「足代j

が 「銭一貫文で二O文が相場」となっていた (文

政一二年 『奥田家文書』⑤227p)ように、相場

が立つほどに繰り返され定着をみているからで

ある。

I期領主・都市 ・御用商人の経済圏 (象徴と

しての外国・遠隔地交易と貨沢品)と在方自足

的経済圏は交わる こと少なく推移する。富の移

動と流通は贈与と互酬の観念に支え られて成立

していた (ハレの場での多量の金品の布施・寄付・

心付の進物や消費はこの観念に基づく )。それが

E期には都市貨幣経済のパプJレと在方への貨幣

の浸透が起こり 、権威的消費が広がる。m期に

は作物の商品化は所与として、農村側の都市問

屋・ 株仲間への国訴的集団運動が展開され、そ

れは地域社会に農本主義と重商主義の鋭い対立

を生み出す。

次の②地域共同体の変化では都市には伝統型

と創出型がある。それは町の形成にもいえるこ

とである。一般に城下町は後者であるが前者を

核としている場合も少なくない。 在方の地域社

会と村の場合も伝統型と新開型に分けられる。

両方の後者はひとまず置いて伝統型に共通して

いるのは五でみたように、行政運営に被差別民

が不可欠な位置づけを持っていたことと、にも

かかわらず共同体の外部にこれを措定し、そう

する ことで共肉体の平等性と凝縮を保持した。

このことを前提に大きな変化の流れをおさえる

とすれば、第ーの地域社会の再生産に被差別民

が不可欠であるという点は激変の鎌相を見せな

がらも否定できなかった。ところが他面では被
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差別民、史実の解明の最も進んだ皮回身分を例

にすればE期に顕在化し皿期に決定的となる、

皮田の存在と行動が地減共同体を脅かす、敵対

的存在とみなされるようになる。もとより伝統

的地域共同体の生成の過程そのものに押された

熔印として、共同体結集を外から支えるという

ことは、被差別民を「外敵j脅かす存在と措定

したものではあった。けれども E期をはさんで

惣郷・村の地域共同体は外に聞かれたものから

内に閉じた共同体へと変容するのである。かく

して地縁原理 (地下の論理)はより一層職能の

原理 (座の論理)に優越することとなる。

地域共同体は元来重層的なものである。惣郷

が主体で各村は従属的であった I期の段階から、

E期には村が主体となって惣郷を構成する段階、

また村の支えで各家が維持されている段階から、

各家が自立しそれによって村が運営される段階

へと動いていった。E期には村の借金が増大し、

家々の階層分化によって合意形成が困難になる

こと で、最寄組合村や郡中議定が前面に出る。

やがてN期に至って再帰的共同体の結集へと時

代が動く。

③身分 ・身分制の再編について。マルクスは

「歴史的発展がすすんでゆくうちに、そして労働

の分割という事情の下では社会的関係が不可避

的に自立するからこそ、各個人の生活のなかに、

人格的な生活の面と、なんらかの労働部門およ

びそれに付随する諸条件のもとに隷属させられ

ている生活の面との区別がきわだってくる。-

人格的個人の階級的個人に対する区別、個人に

とっての生活諸条件の偶然性は…階級が登場し

てきではじめて現れてくるJaドイツ ・イ デオ

ロギーJ)とした。労働の歴史的性格が身分を、

階級と国家が序列を作ると理解しておく 。身分

は地域共同体が決めるととも に、社会区分とし

て(これを身分制と規定しでもよい)中国から

の外来思想の翻案である 「士農工商」が通用し

ていた。現在では武家・公家ー町人・百姓 (平人)

一被差別民の大きな括りとして理解されている

といってよいだろう。それは被差別民の側から

清浄ー俗世一機れの観念に支えられたものとさ

れてきた。後者の身分制についてみれば、 E期

に権力側に皮回を含む「賎民Jの存在が意識され、

少し遅れて被差別民総体についても本所 ・本家

を通しての編成に着手される。

前者の 「地域的・職能的身分Jを支えている

地縁共同体と世襲的職能制は、右で略述したよ

うにある程度は独立に、しかしまた連動して変

容していく。その結果E期には家格・家業 ・家

産三位一体の小農の家が一般的に成立すると同

時に、そこから外れた住民を許容しえなくなり、

百姓の村 (田畑を持ち百姓役を勤める家で構成

される)の建前と観念が揺らぐ。象徴的には中

世以来の惣郷・村役人の安定した地位が、台頭

する新興者に取って代わられる事態が出現する。

勧進.s_那場制については本稿全体で述べて

きたことであり割愛したい。ただ本稿を閉じる

にあたり大坂よりは京都に近いともいえる矯磨

国多可郡東山村で文化九 (一八一二)年七月村

民全世帯六一 戸 (庄屋宛とすれば六二戸)が署

名した村錠「村方定一札之事J<r兵庫県同和教

育関係史料集j第二巻625p)の一条を示 してお

く。地域住民の皮田に対する意識が大きく変わっ

てきたことを当の皮田が表出した切実な一文で

ある。

(一条絡)

ー他所御宮社堂御寺院様方ハ不及申ニ、 E

家衆其外他村衆江不儀不作法ケ関敷義一

切無之様ニ可仕候、尤今時ハ前々与者相替
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り、 E家衆其外他ノ白所御村々悉々ノ、左

ニ而有閑敷候得共、内ニ而皮多百姓ハ御自

身ニ飼置候ものの様ニ思召裁も前々与ハ

違ひ格別下シメ、無由緒悲法之御振舞御

申方有之趣内々相聞江候得共、夫ノ、前業之

因縁哉与被存、何事も御相手ニ不成様差

控へ逃而喧嘩 ・口論等致問錨旨、厳密ニ

内々取示シ異見被申間ケ一々合点仕罷在

候上ハ、 E家衆外他村御白所衆中6いケ

鉢悲儀後申掛ケ候共、兎角御相手ニ不相

成随分差控江逃而喧嘩 ・口論等一切致問

敷旨被申間是又承知畏候、 E又他ノ白所

類方時々勧進芝居ニ付而ハ、人寄リ御見

物口付等、又々何方之於御村々ニハ夜芝

居 ・操リ歌舞、或ハ相撲御歴々御催シ興

行被成候節、是又前々与ハ違皮回之も の

へハ見セぬ、入ぬ与今ハ噂サ有之由、是

又先様ニ被申候通リ〆男女子供ニ至迄口

鉢之場所へ壱人茂罷出不申、暫時間も無益

ニ暮ス間敷鉄、其徳ハ生百姓ニ而候得ハ、

御団地相続耕作大切出精いたし片時も空

ク幕シ申問敷候、

おわりに

fカムイ伝』第二部の魅力の一つは抜忍を結節

点として広義の被差別民たちのネットワーク、

いや狭い了見を乗り越えた地下組織が生き生き

と立ち働いている姿にあった。ユー トピアであっ

てもそこに希望があると思えた。勝新太郎の代

表作である座頭市シリーズとりわけ初期作品は

「放送禁止コー ドjにと'っぷり と抵触するため今

は見ることはできない。座頭であること、盲目

であるという被差別の立場を逆手にとって (生

活戦略)、たく まし く世渡る生き様や、自らが被

差別民ゆえの弱者や他の被差別民に示す共感、

その多くは裏切られながらも純な心根を保持し

続けていく。平人とはまた別の倫理を見る思い

がした。差別と抑圧を受けている人々が違和感

ではなくして共感をもち、異議申立ての行動と

連帝をいかにして推し進めることができるのか、

その道筋と戦略とは何なのか。

近世大坂に被差別民社会がどのようなものと

して存在しえたのか。そのことを追究しながら

私の脳裡にはたえず右の想念が通奏低音の如く

に響いていた。同時に相当以前の共同研究となっ

たが 「多様な被差別民研究Jの、畿内いや大坂

を起点とした狭い空間に限つての、これは現時

点にたっての一定のまとめだということを自覚

した。

註で言及した諸論も含めてその一つひとつが

ー篇の論文、時に一冊の本を必要とする論点で

あり、事柄によっては深刻な激しい論争となっ

ていることは充分承知している。主題である 「被

差別民社会」について一定の見通しを与えるこ

とを目標にした。大坂の購民 ・被差別民につい

て具体的なイメージを持ってもらえるように、

そしてその全体構造が理解されるよう、註は別

として本文では可能な限り平易な叙述を心掛け

た。自覚的に 「下降の道、具体化」の解明に努

めた。このことによって次なる課題が「上昇の道、

抽象化」にあることも明らかになった。

[付記]

意図的自覚的に部落史の対象を被差別民全般

に広げたことによ って、 大衆芸能や民間宗教者

研究の積年の成果を汲み取るとともに視角や論

点の共有が可能となった。両方の業績に刺激が

交感された。

けれども総合化という非常に大きな困難が立
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ちはだかったともいえる。私にとっては何より

も媛昧な認識と史実にしか通じていない分野を、

部落史が到達している認識のレベjレにまで引き

上げる努力が課された。そのためそれぞれの被

差別民についての先行研究を集中して読むこと

から始めた。「多様な被差別民J研究の頃に多く

の研究者の手を煩わせて抜刷やコピーをお送り

いただいたり、入手できる限りの基本史料に目

を通すこととなった。当然その過程でも多くの

研究者の助力・助言を得た。

でありながらその時に一気阿成にまとめをす

る機会を逸し、改めて再度取組むことになった

のは『大阪の部落史』編纂の過程、とりわけ概

説(ーO巻)執筆を意識するようになって以降

のことであった。後内を枠組としてデータをと

り、時々のメモを作ってきた。概説執筆に役だっ

たことはいうまでもないが、専論を書く機会は

なかった。そこまで手を回す余裕は持てなかっ

たからである。後続の大阪近世人権史研究会が

そのチャンスとなった。三度まとめの気持ちを

高めた。けれども書くとなればまとまった時間

を割かなければならないことは明 らかであった

し、長尺が予想されたこと、にも関わらず序説

にしかならないであろうこと、つまりはなお概

念化や論理化が十分でないことで論集収録を執

筆前から断念せざるをえなかった。

今回本誌に機会を与えられたことで現時点で

のまとめを公表できることになったことはあり

がたいの一言に尽きる。この機会を逃せばおそ

らくまとめることはできないままとなったであ

ろう。長丁場論文・史料等の恵与などで直接の

お世話になった多くの方々、今回の機会を与え

て下さった野口道彦先生と大阪市大人権問題研

究室に感謝いたします。

なお 1頁をとって収録した図版 (中庄村歴史

絵図と鶴原村絵図解読図)は既刊 f泉佐野市史j

絵図 ・地図編所収のものであ り、当該教育委員

会ならびに所蔵者の掲載許可をいただいたもの

である。記して謝したい。

*西錨地減皮多村文容研究会

(i主1
1 )近世畿内を拾じる者には地域社会は 「歴史的に形成された

地域jとして、個人差はあってもイメ ージの輸郭は説明不

要なほど明確なものである。端的にはコモンズの網目 (入

会・水平IJ・基郷・氏子)をいう。けれども吉田伸之 「社会

的権力論ノートJ(r近世の社会的権力j山川出版社1996)

は一貫して厳回貧・村田路人らの地域社会像を規定があ

いまい、実態.不明と指摘する。線底のところで相容れない。

自暗号・説明不要、改めての概念規定を必要と しないのも

厄介ではあるが、本績もとてもそこまで戻ることはでき

ない。 若干官業を織っておく程度に留まる。

2)香具筋は後内と東日本・西日本で、関東の香具師関西の

テキヤに端的に表象されるよ うに顕著な異なる実態・像

を描く 。その意味で被差別民の分布特徴と近似している

点で興味深い対象である。当然香具師を被差別民と規定

しうるか議鎗となる。東日本の香具師については吉田伸

之のー速の鎗考が①興行師 ・所場元締の形成 ・成長②農

関商人、 の特徴を拍出している。吉田伸之 『身分的周縁

と社会=文化情逃J(忽落問題研究所2∞3 第一部)

3)江戸期市民の喝采を博した歌舞伎を始めとする芝居者・役

者を大坂町奉行所は倉G:劇場ができた後でも一貫して 「河

原者Jと呼んでいた。公言午の遊女町から飯盛女までかな

りの入量生で存在した遊女は公法的には被差別震といって

誤りはない。けれども本稿では歌舞伎を主とする芝居者

と遊女については:をS量的に対象から除いている。

4 )脇阻晴子荻削、丹生谷哲一 「非人・河原者・散所J<r身分・

差別と中世社会J2∞5 初出1994)、服部英雄『河原ノ者・

非人・秀吉J(山川出版社初12 2.)。近世に連続する

中世宿 (夙)身分について問題提起をしてきたのは片岡

管(1997)・山本尚友(京都部落史研1989など)である。

5)声伺師l.t大和で生まれた名称であり後に京都でも用いられ

た。一般には散所と呼ばれる。周知の通り憂い研究史と

鎗争がある。 倣所の原義1.t'8~以外の諸所に敏仕する地下
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人・準官人を指し、被差別民をいうものではないが、一部

には掃除に機わる者など軽度に卑E重視される者もあった。

けれども定住系として把録される集団としては、やがて宿

支配に属さない、あるいは艦脱する呪術的破能や縫芸能

に従事する非人法師たちが散所に加わることで被差別民・

陪住地としての飲所が成立する。

6)前近代日本とりわけ近世における所有について「身分ご

とに所布のあり方と形態が異なるJと問題提起を行った

のは脇田修 「近世封建制と銭高Eの成立J<r節目喜問題研究1

33 1972 後『近世身分伽!と彼差別"1~J 部落問題研究所

2∞l所収)である。そこにおいて土地所有からの資本の分

維を前提に「住居・手工業の務用具、自然生的な世襲の

取引関係 (ゆえ)その占有者の特定の労働と直接に関連

していて、まったくそれから分離されがたい、その限り

で生産者の労働と結びついた資本…身分的資本であったJ

(マルクス・エンゲルス『ドイツ ・イデオロギーJ)。そこ

から阿茶組合が生まれ、者E市の日告書と組合排除 (とは所

有からの排除)により賎民が生まれる、とした。

脇田「身分的所有j論についてはその斬新な問題提起

を認めたうえで多くの批判がなされた (峯岸賢太郎・朝

尾直弘・吉間伸之・藤沢清介など)。 近年所有論にこだわっ

ているのが吉田伸之個別)で、現在までの身分的所有

の研究史が検討されている (i所有と身分的周縁J後前拘

箸2∞3所収入周縁身分や被差別民の所有を排除型(脇

悶)・疎外態 {吉田)など湾外において捉える視角から脱

し‘近世後内社会の被差別民までを見据えた場合、土地・

動産 (資本・庖舗、市庭、市湯・用具)に緩〈場所有を

第三の所有として提起して必〈 。中四球li駐において 「え

たの職場と祢す鈴牛馬鎗場亦同種のもの」とし、これを

「準不動獲物織J(i徳川時代の物権法雑考Jr法制史拾集』

ニ 岩波書庖)と位置づけした。中田鋭を検討した井ケ

悶良治は日本近代法制が f近代法になじまないものとし

て廃止しなくてもよかったのではないかJ<i明治前期に

おける都1H1別と裁判J1984.後『日本法社会史を拓くj

&11洛間短研究所2∞2所収)と述べている。

7)民俗学でのケガレ論が新たな紛争となったのは波平恕鈴子

の発言以降である。一九八0年代中期のことである.活

発な議諭と成果が部落史研究に波及し苔績されたのはさ

らに遅く九0年代前期から半ばのことである。実証分野

での成果がみられるようになったのはさらに後のことと

いってよい。大きな影響を与えた著作として二点。山本

幸司『穣と大敵Jil'l補}坂(解紋出版社2∞9元版平凡社

内92)辻本正教 『ケガレ意餓と部浴差別を考えるJ(解放

出版社1999)。実証としては磯野o.編『歴史のなかの 「繍

者JJ(ゆみる出版1996)、細川涼一編『三味笠の研究J(碩

文社2001)をあげておく。直近にケガレ諭を整理したも

のとして湧水野手E舗「ケガレ諭の現在J(00) (r解放章者間j

全国版2624・2629号 2013)をあげておく 。

8) i身分的周縁J研究会の手になる共同研究と成果物として

は第一次『身分9'1周縁J<部洛問題研究所1994)二銭情成

六+七篇.内被差別!il:にかかわる益考九 第二次『シリー

ズ近世の身分的周縁』金六巻(吉111弘文館2ぽ)())。 第三次『シ

リーズ身分的周縁と近世社会1会九巻 (古川弘文館2α)6-

7)。

9 )近世後期に一定数の皮凹村で庄屈を持つに至ったとして

も、近現代まで家が存続せず、存続したとしても災害に

よる俊失 {こうした事情は百姓村にも共通する)、彼差別

畏であることによる公開矩否など、また多くの皮回村で

は枝郷$11により村自体に文書は残らず記録も作成きれな

かった。 その他の被差~IJ J更についてはさらに事情は厳し

いものであった。被ffiglJ!il:の'1'でも設も研究の進んだ皮

田村にあっても彼ら自身が記録し笹き残した文書が分析

しうる程度のまとまりをもって発鋸されるに至ったのは、

期せずして一九六九年に刊行された f播磨悶皮多村文容j

(同研究会 都落問題研究所)r奥田家文書J(同研究会

大阪府立中之島図型事館 最終的には金一五巻、引き続いて

『持j王子村文書』全五巻の刊行をみた)以降のことである。

同和対策事業の進展に助けられ関西のすべての府県に研

究所が役立をみ、地方文書の発銀が進んだ.研究所レベル

では滋賀県同和問題研究所の取組みが先駆となった。そ

れ以外の被差別民については郷土史家の手になる細々の

発婦は戦前よりあったが、部落史の研究進展によって皮

回以外の被差別民を視野に入れることが要E脅されるに至

り進展する。契機になったのは『京都の部落史j全一O巻、

緩いて f大阪の部落兜j全一O巻の事素である。この間

市町村レベルでの邸落史編纂事業も開始され、皮田村の

みならず被差別民史料が発掘されていった.とはいえ『大

阪の郎務史1にあっても当事者ト史料となると題外の当事者

史料の大量発掘な ど特自在すべき成果はあるとしても、質

量ともにきわめて不十分なものと言わざるをえない。当

事者性の益要性(i~量的に入口である呼称からして明らか

である。たとえば大坂石山本願寺時代毎年正月と八月に

弓弦を献上する者は 「ほうらいJと自称したが、他称で

は坂の者 犬神人、近世では夙とされた(左右田1鈎針。

10)被差別民間の婚姻という点については若干の旬保が必要か

もしれない。一つは中世夙や近世庖外のように正式矯成

133 
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届と統制下にある届とに分かれているがほぼ一つの集落

か近接して居住している場合、①上位の男が支配下の女

を姿ることはあり得たし、':'IC怖を迫ることはさらに例が

ある②正式情成員の夫婦に子がない場合には支配下の中

で「実鉢なるものH実直なるものJを養子あるいは弟子

として引き入れ、やがて継嗣とする例は短外に見られる。

もう一つは較図期から近世初頭期にはいくつかの被差別

民間で婚姻の成立している可能性がある、という点であ

る。但し史料に表れる呼称の違いが実態の違いであるかど

うか、地調R聞の呼称だけの違いであるにすぎないかの判

断を、後世の私たちにはできないことを心得ておかなけ

ればならない。題外では中期以降垣外若き者(垣外正式

情成員)と十三組配下の者とはたとえ小屋顕とでも婚姻

しないのを原則とした。けれども初頭には京都の「鉢叩きJ

が鍾姻をもって道領掘J:ii外に入るなどの事例がみられた。

その道頓婚では元録四年長吏奏の子である到岸・正徳 ・

乙松三人が墓所霊に預けられる(道347p)。婚姻がからむ

かどうかなど詳細は不明であるがこうした事情があって、

以後到浮はしばしば三味聖と題外両方の史料に名を見せ

る。

実はこの問題は皮回村の生成が「河原者 ・細工 ・居者J

が集合して形成されたとする暮悶貞吉以来の仮説(波辺

広・藤本清二郎も支持する)の問題にまで抵触する重要

なお点を抱え込むのであるが、指繍のみしておく。

11)一つの藩伊l村の内鶴に身分の異なる複数の被差別民 ・集落

を抱えた村を身分複合村という。一被差別集落・民が百

姓村に校郷として所属している場合も厳密にいえば身分

複合村といいうるが、ここでは被差別民が複数百姓村に

枝郷として従属している場合を指す。

12)和歌山県都珂郡粉河寺町で!日粉河庄東村鎖守の王子神社(若

一王子権現社)所蔵文書、 収載した文書など一郎は 「高野

山文書J5に収録されたが、その全体は f和歌山県史中

世史科-J(1975刊)に紹介された。ここでは詳細な頭注

と繍注を付した 『中世政治社会思想、 下J(岩波『日本思

想大系J22 1981)を典拠とした。本史料については渡辺

広 rr河原jから皮困へJ(r和歌山大学教育学部紀要 人

文科学120 197()後『未解鉄筋落の形成と展開』吉JII弘文

鎗1m所収)の分析がある。チヤヤンを茶第とする解釈に

従わずサンジョかもしれないとする。ソウシを小法師に

比定する。また彼らがJIl村に居住するのではなく河原者

は名手庄河原に、夙は伊都郡力日野田庄下夙村とみている。

先行する盆田武の解釈通り、被差別民が納めるとし fショ

マイJを滞米 (神にさ さげる洗い清めた米)とし祭礼に

河原者が奉納すると考えた。その後本史料は小山場憲(r中

世E華民鎗JrB本歴史J4 J巨大出版会1985)が非人の乞

場を惣村の側が規制jしたものと(正反対の解釈で)捉え、

ソウシを村内細工で庭締き に従事しつつ符や草履の制作

を行っていたはず、などと推定した。つまりここでは惣村

が被差別民に渡す米麦と捉えられたのである。藤本清二

郎<r近世身分社会の仲間練造』鶴落問題研究所2011)は

惣村から被差別民への施与を自明とし、さらにソウシ=細

工に同意しながらも村内ではなく (といいながら 「東村は

ずれjともいう)近世西之芝村であり後世の皮図と比定

する。河原者は誇鎗者共通して名手度狩宿村とみており、

チヤヤン ・シュクノモへの「チヤウシJを立入 り禁止す

なわち小山問機惣の規制と した。村内被差別民であるか

惣郷内であるかと、他惣要事に属したかはこれを旦~場(=

乞場)権利として理解するか、村内役米・扶養とするか

で大きく意味を異にする。惣郷を異にする被差別民への

給米もないわけではないが、さらに厳密な検討が望まれ

るのである。藤本は「野歩き停止jを村・入会山等への

入込み禁止と踏み込んで解釈している。入会権と鏡合す

るEお場権の一部としての落葉や竹などの取得を規制し

たものと見うるか、なおE量輸の余地を残している。黒田

弘子 (1985)紹介史料を待て、そこに板者(ならびに坂

の惣分とも、夙の古体を示す)・夙者と並んで園名を名乗

る者(一般に長受下の奉行クラスの夙と考えられる)、京

都でツルメソと呼ばれる弦街 (夙の聡名、事実国名で出る)

が並列して銭の下行に名を出すことが気にかかる。すな

わち東村の夙者は分化 ・分厳しつつあった夙のどの部分

を指すものなのかという疑問である。指織のみしておく。

13)本史料をその他の関係史料とともに最初に本文全体を紹介

したのは薯困貞吉(1920)である。兵庫i章三方{岡・北・南)

の内の岡方会所に伝来した文書であり『岡方文.J1-1 

{神戸市教育委員会1979) と して創~Jされている。 写真版

により校訂した。書事落史といえば皮図身分の解明という

縛りもあり、現在に至るまで研究史的にはあまり注目さ

れてこなかった。中世起源論者であり神戸の郷土史家で

もあった落合重信が再三取上げてきているが、当時の研

究の限界もあり夙が容易に皮白となったと考えられてい

たこととともに、夙=葬送=非人と理解しており、天明

二年j夙村の名称を織って御崎村と改名したなど多くの賞

.mな事実を怨り起こしながら、J3iI.諭としては深化するこ

とはなかった (代表作として落合 f増補未解放邸洛の起原』

神戸学術出版1978)。今世紀に入って兵庫津の発渇調査 ・

同方文書の創刻の進展などもあり活発化しており、その
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一環で被差!lIJs':の研究にも新しい兆候が見られる。現時

点での整理として高木伸夫 (2∞7)を挙げておく。

14)社会的包摂と排除という概念は近年の都市社会学の分析で

用いられた。 包仮には元来~質なものの包奴という意味

あいがあり、周縁製・下位裂、そして外的の位置づけも

さして違和感のないものと恩われる。

15)四ケ所極外の一つである天王寺悲回院窓外l;!:①居住地が天

王寺村に属するため領主支配を受けた②と ころが歴史的

には四天王寺との結びつきが強〈個別人身的な関係 {支

配)にあった③御用にあっては大坂町家行所の管絡の下

で動員 ・差配を受けた@町奉行所と同質であるが大坂代

官所の動貝下(代官所牢番も勧めた)にもあった。この

ような複数の支配一命令系統を持つことは一方では隷属

の強化といえるが、 他面では織力支配の相対化を作り出

すことも可能となったのである。宗教系 ・芸能系の湯合

には信畿のえびす干上人が本来の西宮神社の配下でありな

がら.その他にも土御門・吉図書医 (吉田社家)・神事舞大

夫などの支配をうけると同時に、同じ小集団の内部で別々

の配下に入る事態も起こっている。尾張・三河の万歳し

かりである。明らかに彼ら自身の積極的な選択であり生

活機略であることを示す(志村洋 「近世後期信州の西宮

えびす役人についてJr関西学院史学J39 ニ0一二}

16) :長い研究史や現状について諜細を記すことはしない。分化

書面者にとっては一方的な決めつけとなるが、私見では分

化はなかった.一所と見えたものは外からみて複合的な

集務・築住を見r:ni量ったものと考える。

17)大坂においては非人とは四ケ所厄外に組織されていない散

在の乞食 ・物資いを指す。厳密にいえば中世家~近世官官

民自では乞食とは綴織された自らのことであり.物貰いは

貧人と書き fひにんJとよばれていた (のび2007 7話参

照}。

18)近代の意織ということになるが、 - }L-O年生まれのi主軽

三味線奏者商僑竹山は 「下手でも芸をすれば対価、乞食

ではない」という蛍織を持っていた<r津軽三味線ひとり

旅J)。戦後の高度成長前の社会意織を反映する三隅研次

監督 rJ.f頭市血煙り街道jに金を渡そうとする者に対し

て座頭市が強烈な反発をする場面がある。大まかにはこう

いえるとしても、厳'8fには大衆芸の鍛後の段F昔である 「芸

を売るJ意磁の生成と一般化がなければかかる意織は生

まれようがない。奉納一門付け-1芸を売る.という大き

な段階を総てきたと考えるからである。さらにili'l.!なこと

は頂点芸能として歌舞伎や浄潟測があり、それは村芝居

に鈴り.若者が熱中して素人芝居にするほどとなっても、

相変わらず 「ーO年一日Jの大道芸も芝居も担寄り続けた。

19)権力一つをとっても単純でないことは明らかである。社会

に歪つてはあまりに対象が大きい。そのことを承知した

うえで三分知をしたうえで進めたい。

{書F考文献l

*本文で言及した文献に限る.註で言及したものは註で触れ

る。著作収録に際して内容に手を加えているものは著作の

年次とした

朝尾直弘1981r近世の身分fjtJと賎民J(f8事稼問題研究J68

後『著作集J7 岩波書庖二00四所収)

臼井景子光lω6r部落史の枠組みと構惣J(上野茂編『被~別民

の精神世界』明石容l主)

篠田千尋忽削『近世陰惨進組織の研究J(吉川弘文鎗)四章

大山誌平2OO2fゆるやかなカースト社会J(r続落問題研究j

159 後『ゆるやかなカースト社会・中世日本j校倉書房

二00三所収}

片岡智199。近世における差別情造と村落ーいわゆる「雑後

賎民Jを紫材としてJ(r史学研究j189) 

片岡1997r十 五 ~十七世紀における非人宿の展開J(f史学研究』

216) 

審問貞吉1920i兵庫の夙文書J(r民主主と歴史J3-4) 

木下光生2似)9r身分的周縁おへの向き合い方Jm~諮史研究

からの発信j郎落解叙 ・人11研究所)

木下2010r近位三味聖と葬送文化J(縞讐房)

京都611~史研究所縞1989 r近世の民衆と芸能J(阿昨社)

近藤孝敏2∞1r和泉国の宿村・舞村 ・物吉村」二一回三味聖

研究会報告資料

左右田昌幸ω99ifほうらい (蓬莱 ・宝来)J考J(世界人僚側

題研究センター f研究紀要J4) 

高木伸夫2∞7f近世・近代移行期における兵庫海の絡賎民J(北

崎畳二編『明治維新と敏差別民j解放出版社)

命i'!t!:利彦1989r近世臼本の図家術力と宗教J(東大出版会)特

に第一讃・第九務

塚田孝 ・吉国伸之 ・脇田修繕1994r身分的周縁J(都落問組研

究所)

のびしょうじ筑ゆ7r被差別民たちの大阪I近世前期編 (解政

出版社)

林淳2005r近世陰陽道の研究J(吉川弘文飽)

勝i尺続介2∞1.2013 r部落の歴史像Jr部落・ mglJの庭史J(共

に解放出版社)

藤本i青二郎1990f差別と村落Jf近世賎民制と地波社会J:補詰(i青

文堂 一九九七}
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『人権問題研究J14号

藤本1997r地減社会の秩序と商王子村の『一村立1Jr近世賎

民制と地域社会j一一章(清文堂) 初稿一九八O

藤本2011r近世身分社会の仲間機造J(書事務問題研究所)-0 

t! 

藤原隻1997 a r近世後期の部務寺院についてJ(大阪教育大慶

史学会『歴史研究J34) b r火打村勝福寺関係文書J(私家版)

c r近世『横倒』についての一考察J(rひょう ご部滞解放1

74) abは修士蛤文

三浦圭一1980r中世から近世初頭にかけての和泉国の媛民生

活の笑態J(後『日本中世陵民史の研究1害事落問題研究所

一九九O所収)

峯岸賢太郎1980r身分諭と吉事務問題J(r歴史僻論J364 後『近

世身分論I校倉古書房一九八九 所収)

森田康夫円9H近世賎民身分のZ量層構造についてー河内国を中

心にJ(r認落解放研究J93 後 n重視の歴史的形成』解

放出版社 一九丸J¥ 所収)

森岡1997i大坂における被差別民の重層僧造Ja多様な被差

glj民の世界j部落史研究l 解放出版社)

盛田嘉徳1973r鋭教積語J(大阪教育大 『学大国文J17 後 f盛

困惑徳部落問題選集j邸落解放研究所一九八二所収)

盛田1974r中世媛民と主主芸能の研究J(雄山悶出版)

守屋毅1985r近世芸能興行史の研究J(弘文堂)

薮間賞1992r図訴と百姓ー撲の研究J(校倉書房)

山本尚友1鈎9i近世身分制と賎民身分Jr被差別邸落史の研究I

二.四節(岩田S院一九九九)

検回冬彦1988r賎視された職人集団J(f日本の社会史J6 

岩波書庖)

吉田伸之2(削 「鍛鳥寺大蔵院と大坂の願人仲間J(後『身分的

周縁と社会=文化構造j部落問題研究所 二00三所収)

脇田靖子筑削 f日本中世被差別民の研究J(岩波書庖)

渡辺尚志1987r近世村落共同体に関する一考察J(f歴史喜子

省J451 後『近世の張農と村落共同体1東大出版会

一九九四)

l史料文献1

*音111喜史の重要史科集については本文中に( )でもって注

記したが出版社等のデータを一括してここに提示する。廠

不同

『大阪の部落史』全一O巻(大阪の録落史委貝会編解叙出版

社予IJ 1999-2∞8) 

『関蝉丸神社文書1(宝木弥太郎・阪口弘之緩 和泉S院

l鈴7)

f箔磨回皮多村文・J(同研究会編 著E落問題研究所事IJ 1969) 

『兵庫県同和教育関係史料集』 会三巻(兵庫県鶴落史委員会編

兵庫県教育委員会刊 1972 -1974) 

f道頓掬非人関係文書j上下 (鈎本良一 ・内回九州男編清文

金 1974・1976)

『悲回院長吏文書J(長受文書研究会編解放出版社 Z∞8)

『来良県被差別部落史 史料集』金六巻 (後良県部落解放・人

権研究所 1985 -2002) 

『部落史史料還集』第一巻 古代・中世篇 {総落問題研究所

l銘8)

黒田弘子1985r殺国~近世初期の賎民と祭礼J(r歴史書干鎗j

426) 史料本文の錫~Jは著書 f中世惣村史の構造J (古川

弘文館 一九八五)に全文紹介

和泉回目線郡中庄村歴史絵図/目線君E餓原材絵図解読図 f泉

佐野市史』絵図・地図編

『扇曹維2量』巻四o(f日本庶民生活史科集成J26 三-tf房)

本居内逮『践者考J(弘化四年脱稿 f日本庶民生活史料集成1

14 三一書房)

武餓隠士 f世事見開銀Jcr日本庶民生活史料集成J)所収

服部補選 「夙之者取扱い方問い合せJ(f日本歴史J228

一九六七)
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