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要旨

近世日本には百姓と武士の身分的中間に位置する郷士が存在した。諸地域により様々な名称が

用いられるが、熊本藩では一領一疋や地侍などと呼んだ。しかし、寸志（金納）によって武士的

由緒を持たない者が身分的中間層として取り立てられるようになると、それらを総称して在御家

人と呼ぶようになった。

在御家人の松岡忠九郎は大規模な農業経営を営みながらも、様々な役職を歴任し、寸志や褒賞

によって次々と昇進を繰り返した。晩年は多様な社会貢献を行うことで地域に貢献し、分割相続

を記した遺書を残す。松岡忠九郎という人物の一生に注目することで、熊本藩在御家人の実態と

ライフサイクルを復元した。

キーワード：熊本藩、高田手永、在御家人、一領一疋、ライフサイクル論

1 . はじめに

小稿の目的は、 1人の人物に焦点をあわせながら、熊本藩の在御家人のライフサイクルを明ら

かにすることである。その人物とは、松岡忠九郎という肥後国八代郡の在御家人である。近世中・

後期に生きた忠九郎は、洪水の多発する危険地帯で大家族を養い、多様な家産を所有していた。

彼の生涯を紐解いていくことで、熊本藩在御家人のライフサイクルを描き出すことが小稿の課題

である。

熊本藩の在御家人についての研究は、戦前・戦後を通して数々の研究が存在する1。これらの研

究の結果、熊本藩在御家人制度の大筋が明らかにされるとともに、他藩の郷士制度との差別化が

進んだと言える。熊本藩在御家人の特徴として、①寸志による家格の上昇、②社会貢献に対して

評価・褒賞が下されること、③身分標識が細かく規定されていること、④ 「郷士」という呼称が

明治以降に使用されるようになったことなどが挙げられる。

これらの研究の中で注目されるのが、吉村豊雄氏の一連の研究である。吉村氏は熊本藩宝暦改

革以降に発達した領民評価・褒賞システムに注目し、在御家人が寸志を通じて社会救済・社会事
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業に役割を果たしつつ、地方行政運営を担う「奉公」を果たすようになったことを明らかにした2。

しかし、吉村氏は藩政における在御家人の位置づけを明らかにしたものの、在御家人の生涯とそ

こから見える在御家人の実態を明らかにしたとは言えない3。

そこで、小稿では八代郡高田手永に生きた松岡忠九郎という 1人の在御家人の生涯に注目し、

大藤修氏が提言しているライフサイクル論を用いた検討を行う 4。主に分析する史料は琉球大学近

世史ゼミナールに寄託されている「肥後国八代郡高田手永松岡家文書」（以下、「松岡家文書」と

略記する）である。「松岡家文書」は八代郡高田手永に関連した総計 364点に及ぶ文書群で、 2009

年4月より琉球大学近世史ゼミナールのメンバーを中心に整理・調査が始まり、現在に至ってい

る。なお、小稿の最後には松岡忠九郎関連の史料を掲載した。

2. 松岡忠九郎とその時代

(1)熊本藩の支配機構と松岡家

熊本藩は、球磨郡と天草郡を除いた肥後国 13郡と豊後国一部を含めた 54万石の大藩であ

る。この領域は関ケ原の戦い後、加藤氏の下において確定され、加藤氏改易後は細川氏が治め

た。細川氏は統治の上で「手永」と呼ばれる行政区画を用いた。「手永」とは村と郡の中間に相

当する行政区画で、各手永 1人の惣庄屋が運営の中心を担っていた。

松岡家は中世以来の由緒を持ち、近世に入ってからは代々高田姓を名乗り、八代郡高田手永

の惣庄屋を務めてきた。近世中期になると、惣庄屋は士着を避けるために、藩境の惣庄屋を除

いて各地の手永を転勤することになった。これが直接的な原因であるのかは定かではないが、

17代目高田延右衛門の代で松岡家は惣庄屋職を退き、一領一疋となる。

一領一疋とは本来、細川氏入国後に牢人救済のために置かれた郷士的身分の 1つであり、明

和 8年 (1771)を境に寸志御家人とともに、在御家人制度の一部に組み込まれることとなる見

小稿の主人公である松岡忠九郎は、明和元年 (1764)に延右衛門の跡を継ぎ、一領一疋となっ

ている。

忠九郎が暮らした八代郡は熊本県南部に位置し、現在では八代市の一部となっている。近世

の八代郡は細川氏の下で高田・野津・種山の 3手永に分けられた。忠九郎が活躍した高田手永

は43村の計 26,333石の広大な手永で、東部は山間部、西部には干拓地が広がっている。手永

内には主要街道である薩摩街道と大河川である球磨川が通っていることから、高田手永は交通

の要所となっていた。山間部を流れる球磨川は平野部に入るとほぼ 90゚ に湾曲するが、その内

側の地域を豊原村と呼ぶ（図 1参照）。豊原村には手永会所が置かれ、手永運営の中心となって

いた。松岡家の屋敷も考古学の発掘調査により、この豊原村に立地していたことが判明してい

る見
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図1 明治中期の球磨川河口を中心とした八代郡の様子

(2)享保～文化年間と八代

忠九郎の生きた享保～文化年間 (1716.........,1818)は、熊本藩宝暦の改革が行われた時期と大き

く重なる。熊本藩宝暦の改革とは、藩主細川重賢による一連の改革のことをさす。重賢は重臣

の堀平太左衛門を大奉行に任命し、改革を先導させた。主な改革の内容としては大坂蔵屋敷仕

法締結、奉行所新築、藩校時習館開校、「刑法草書」の編纂、衣服制度、奉行分職制、医学校再

春館開校、寄せ村、地引合の実施などが挙げられる。これらの諸政策の結果、財政の再建、「士

席」と「士席以下」の厳格な区別、農村の再編成が行われた。

この改革を起点に熊本藩は、領民評価・褒賞システムの導入による民間活力の取り込み、行

政権限の地方移譲、在御家人の創出を行うことで、「地方分権の時代」へと移行していく互忠

九郎が家督を継いでからの時期は、まさに「地方分権の時代」への移行期に当たり、忠九郎は

諸役職に就くことで地域行政の一端を担うことになる。

享保～文化年間の熊本藩では、強雨・旱魃・大風・地震・噴火・虫害などの自然災害が頻発

した。その中でも八代地方へ甚大な被害をもたらしたのが強雨や大風、それに伴う洪水である。

ここでは享保～文化年間の主な風水害と八代における被害について説明する。表 1は熊本藩で

起きた風水害、その災害が八代に与えた影響、忠九郎の生涯を 1つにまとめた年表である。表

中に頻出する萩原塘とは豊原村の対岸に築かれた堤防であり、球磨川洪水の際の険所であった。
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表l 享保～文化年間風水害年表- 月 風水害 八代への影審 松岡忠九郎の一生

1735年（享保20) 松岡忠九郎生まれる

1736年（元文元） 5 強雨洪水

1737年（元文2) 7 大雨洪水

1738年（元文3) 7 大雨

1739年（元文4) 6 大雨洪水 球磨川洪水

1745年（延享2) 6 洪水

1748年（延享5) 6 大雨

1748年（寛延元） ， 大風雨 高田浸水して損毛甚大

10 暴風

1751年（宝暦2) 8 大風雨

1753年（宝暦4) 6 洪水 球磨川大洪水

8 大風

1754年（宝暦5) 6 強雨洪水 球磨川l丈8尺増水、萩原塘900間破損

洪水により井樋が多数破損

1755年（宝暦6) 4 強雨 球磨川1丈2尺
1758年（宝暦8) 7 洪水

1759年（宝暦9) 3 強雨洪水

7 強雨， 大雨

1760年（宝暦10) ， 大風

1761年（宝暦11) 8 大風

1763年（宝暦13) 5 強雨

1764年（明和元） 一領一疋に任命

1765年（明和2) 7 大雨洪水 球磨川洪水 萩原塘筋水防見締役

1766年（明和3) 5 強雨洪水 球磨川l丈9尺、萩原塘破損1255間

1767年（明和4) 4 強雨 球磨川洪水 烏乱物取締役

1769年（明和6) 8 大風雨 球磨川洪水 芝原八幡宮の社殿を新たに建設
1770年（明和7) 5 強雨洪水 塘筋所々大破

1772年（明和9) 7 大風雨 高子原塘破損 郡代手附横目役
1773年（安永2) 5 強雨洪水 球磨川1丈8尺増水 塘方助役、高田塘筋水防見締役

萩原塘破損 萩原轡塘普請より作紋の麻の峠を拝領
1776年（安永5) 4 強雨洪水 球磨川l丈8尺増水、高子原村潮塘破損

植枷村・麦嶋村の塘破損
1777年（安永6) 7 大風

8 大風

1778年（安永7) 7 大風雨 作紋の袷羽織lつを拝領
8 大風 道筋見締役、井樋方助役

1779年（安永8) 8 大雨

1781年（天明元） 5 強雨洪水 球磨川l丈l尺5寸増水

7 大風 高子原塘等破損

1782年（天明2) 5 強雨洪水 球磨川1丈5尺5寸増水 萩原村庄屋から轡塘笠上・塘築立を嘆願される
7 風雨洪水 球磨川1丈8尺増水、漏子原村潮塘破損

8 大風 球磨川増水

1783年（天明3) 7 大風雨 一領一疋上座
1785年（天明5) ， 大風強雨 作紋の小袖1つ、麻の袢一具を拝領

櫨場開塘筋の普請により金子200疋を拝領

郡代衆手附横目役
1786年（天明6) 6 洪水 球磨川1丈4尺増水

7 強雨洪水 球磨川1丈5尺増水

8 大風洪水 球磨川9尺増水 久岩寺の消火に村人を派遣
1790年（寛政2) 6 洪水 球磨川l丈5尺5寸増水

1791年（寛政3) 5 洪水 球磨川l丈6尺
1796年（寛政8) 6 強雨洪水 球磨川2丈増水、萩原塘が半分崩壊 歩小姓に任命

8 大風雨 球磨川1丈7尺増水

1800年（寛政12) 新地築方出精等により賞美

新地築立寸志にて賞美
1802年（享和2) 8 洪水 球磨川l丈増水 球磨川筋高田塘普請出精にて賞美

留守居中小姓に任命
1803年（享和3) 5 洪水 球磨川l丈7尺増水
1804年（文化元） 3 洪水 球磨川1丈8尺増水

4 洪水 球磨川l丈4尺増水
5 強雨洪水 球磨川l丈7尺増水、前川塘破損

8 大風洪水 球磨川l丈7尺増水

1805年（文化2) 5 洪水 球磨川1丈3尺増水、千仏塘下大崩
1807年（文化4) 6 洪水 球磨川l丈2尺増水

8 洪水 球磨川l丈5尺増水

1808年（文化5) 3 洪水 球磨川l丈3尺増水
1809年（文化6) 3 洪水 球磨川l丈5尺増水
1810年（文化7) 3 強雨洪水 球磨川1丈8尺増水

5 強雨洪水 球磨川l丈5尺5寸増水
6 洪水 球磨川l丈3尺5寸増水

1811年（文化8) 5 強雨洪水 球磨川l丈7尺増水
1812年（文化9) 5 洪水 球磨川l丈5寸増水
1813年（文化10) 6 洪水 球磨川l丈3尺増水
1815年（文化12) 7 強雨洪水 球磨川l丈7尺増水 ※松岡忠九郎の没年については文化3年 (1806) の
1816年（文化13) 5 強雨洪水 球磨川l丈4尺増水 説と、文政元年 (1818)年以降の説がある。

8 洪水 球磨川l丈4尺増水

（出典）細川藩政史研究会編『熊本藩年表稿』 （細川藩政史研究会、 1974年）、松井家文書研究会『八代市史近世史料編w』 （八代
市教育委員会、 1992年）、名和達夫『八代地方の災害史年表』 （自家版、 1979年）より作成。
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宝暦 5年 (1754)の大洪水による崩壊後、稲津弥右衛門による大規模な修復工事が行われた。

明和 4年 (1767)に実施された萩原塘の高さ調査の結果が記された覚え書によると、「一、塘

高包石より弐丈四尺」と記されている8。「包石」とは堤防を築く際に積まれた石（堤石）と推

測され、「弐丈四尺」をメートル法に換算すると 7.27mとなる。崩壊後の萩原塘は幾度も修理、・

嵩上げが繰り返され、 7m以上の高さを誇る堤防となった。

大規模な堤防を築かなければ球磨川の洪水を防げなかったことから、享保～文化年間の八代

とは、洪水の脅威とそれへの対策のために住民が奮闘していた時代でもあった。

3. 松岡忠九郎とその家族

(1)松岡忠九郎とは

松岡忠九郎の生誕は「差出控」より明らかにできる9。天明 7年 (1787)5月 29日の「覚」

には、両郡代衆に宛て自らの経歴を全5ヵ条にわたって記してある。その最後の一つ書きに「一、

私儀当年五十三歳罷成申候」とあり、そこから逆算すれば享保 20年 (1735)に生誕したこと

になる。忠九郎の出自は在御家人の桑原家で、その後松岡家に養子入りしている。明和元年

(1764) には、養父高田延右衛門の跡に当主となり、一領一疋に任じられている。

没年については 2つの説が考えられる。 1つが松岡家に残された家系図「松岡氏系」に拠る、

文化 3年 (1806)の説である。しかし、【史料 5】によれば文政元年 (1818)の文書の差出人

として名が記されているので、没年を文政元年 (1818)以後に求める説もある。

図2 松岡家系図

女
長章

（高田理三兵衝）

栞原恕仙長昌 女
長軌

（高田延右衛門）

小田宇之丞 女
長親

（松岡忠九郎）
女

冒̀,'n
 

nr 
衛

右
左

長

理岡

女

松

＼ヽ

|

[

女

[

女

某 女

女

長延

（松岡新右衛門）
女

長徳
（松岡理三兵衛） 1 女 —=「―鹿子木謙之助

女 I '鹿子木正七

長寛 某 女 女 女 某 女 長祥

長庚
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（出典）「松岡氏系」より作成。

忠九郎の養子には養父延右衛門の実子・松岡新右衛門がおり、その子には松岡理三兵衛がいる。

後に孫・理三兵衛は忠九郎の養子に入っている。また、近世後期の松岡家では、忠九郎をはじめ

家格の近い家から養子を迎え、当主とする例が多い。忠九郎の孫婿にも在御家人の郡野家から理

-41 -



右衛門が養子に入っており、後に新右衛門の跡を相続しているが、これについては後述する。こ

の理右衛門は「松岡氏系」の理左衛門にあたると考えられる。

図2には、「松岡氏系」にある人間関係を示した。忠九郎には、妻、 2人の娘、数人の孫娘がい

る。そのなかで、忠九郎が晩年に記した遺産相続書に記された女性は「おのふ」と「おひろ」、そ

して「かりと呼ばれる 3人だけである（【史料8】参照）。このなかで「おのふ」「おひろ」は「松
かか

岡氏系」の「ノブ」「ヒロ」にあたると考えられ、残る「かりは漢字で書くと母であると考えら

れるため、忠九郎の妻にあたる。また、「ノブ」は忠九郎の娘に、「ヒロ」は孫にあたる。

「松岡氏系」によれば、松岡家では新右衛門によって新たに「新宅」が建てられ、「本家」と「新

宅」で 2つの世帯に分かれて住むようになる。当初は「本家」に忠九郎と理右衛門が住み、「新

宅」に新右衛門と理三兵衛が住んでいた。しかし、理三兵衛が「本院」（本筋の意か）であるとし

て、忠九郎の跡を継ぎ「本家」に入り、代わりに理右衛門が「新宅」に入っている。また、文政

11年 (1828)に八代の領主松井直記方から、理右衛門へ書状が差し出されている10。したがって、

後に理右衛門が「新宅」の当主となっているとも考えられる。

(2)松岡家の世帯構成

在御家人の松岡家では、どの程度の規模で世帯を構成していたのか。また、家族以外にどの

ような人々が家に出入りしていたのか。そのことを次の「差出控」より確認する11。

覚

ー、男女六人 内男二人女四人

ー、譜代家来家内五人 内男二人女三人

合拾壱人

此鳥目三百三拾納

未九月十七日

松岡忠九郎

才次殿

「差出控」に納められた史料は、ほぼ年代順に並んでいるため、史料の前後関係から「末」年

は天明 7年 (1787) となる。忠九郎は、「鳥目三百三拾」を「オ次」という人物に納めている。

「鳥目」は銭のことを示すため、納めた銭は 330文であり、記された人数は、合計 11人いるた

め、 1人につき 30文を納めたことを意味する。「オ次」は村役人である、したがって村に家族一

人につき村の経費として 30文を納めたと考えられる。

よって、松岡家の世帯を構成したのは 11人（家族 6人・家来 5人）であったことになる。そ

のうち、「男二人」は忠九郎と卯兵衛であり、「女四人」には妻の「か ~J (【史料 8】参照）と卯兵

衛の妻が含まれると考えられる。また、「譜代家来」とは、熊本藩において武士の家来を指し、「村

人数」（庄屋の支配のもとにあること）と切り離され、名子とは区別されていた12。そのため、松

岡家では 5人の家来を抱えており、忠九郎はこのような人々と共に生活していた。そのうち、「男

二人」は質を相続する際、相談するよう言い付けている「弥七」「素八」（【史料 8】参照）の 2人
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にあたるのではないだろうか。

4. 松岡忠九郎の席次の上昇

(1)在御家人と寸志について

松岡忠九郎は、在御家人として、席次を上昇させるだけでなく、さまざまな役職を果たした。

ここでは、忠九郎の席次の上昇について述べていく。

表2 松岡忠九郎の席次と職務

席次 年月 職務

①一領一疋 1764年（明和元） 12月

1765年（明和 2)8月 ①萩原塘筋水防見締役

1767年（明和 4) ②烏乱者見締役

1772年（明和 9)7月 ③郡代衆手附横目役

1773年（安永 2)6月
④塘方助役、⑤井樋方助役

⑥高田塘筋水防見締役

着任年月日不詳 ⑦惣塘支配役

1781年（天明元） ⑧高田手永道筋見締役

1781年（天明元） 11月 ⑨高田手永井樋方助役

②一領一疋上座 1783年（天明 3) 10月

1785年（天明 5)9月 ⑩郡代衆手附横目役

③諸役人段 1787年（天明 7)

④歩小姓 1796年（寛政 8)

⑤留守居中姓 1802年（享和 2)

⑥留守居中小姓 1803年（享和 3)

（出典）「松岡氏系」、「松岡家文書」 No.3、No99・100より作成。

熊本藩では近世中後期以降、在御家人制度と寸志制度とが整備され、これが村・手永・郡を通

して、藩領内の身分秩序の形成に大きな役割を果たしていた。

寛永 9年 (1632)に細川氏が肥後に入国した後、在地軍事力、特に鉄砲所持者を組織化したこ

とをはじめに、その後、寸志・褒賞によって苗字・帯刀などを認めるシステムが整えられ、この

2つの制度が一元化されていった。その過程で、寸志に伴う席次上昇のシステムが次第に明確化

され、社会的広がりを持つようになっていった13。

特に安永元年 (1772~)以降は、それまでの寸志銀やオ覚銀による個別献金的な寸志から、目

的明示的な寸志へ移行した。とりわけ「村々救立寸志」「難儀者取救寸志」など、社会救済目的の

寸志や、「龍口御屋敷類焼寸志」「江戸城二丸修復御手伝御用寸志」など、藩財政を補うことを目

的とした寸志が増加している14。これに対応して、宝暦期 (1751~1764)の藩政改革時に形成さ

れ始めた身分の序列化が浸透していくこととなり、寸志の金額に見合って細分化された席次（表

3) が形成された。
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表3 寸志額による席次の上昇

席次 寸志額

士席浪人格 18貫目

独礼 15貫目

歩小姓 12貫目

諸役人段 10貫目

一領一疋 8貫目

地侍 5貫目

郡代直触 4貫目

惣庄屋直触（苗字） 2貫 500目

惣庄屋直触（無苗） 1貫 500目

百姓

（出典）内村政光「肥後藩に於ける金納郷士制度」（『社会経済史学会』 2、1932年）より作成。

在御家人とは、席次のなかでは、郡代直触以上の者を在御家人と呼び、庄屋の支配を離れ、直

接郡代から触が届く者のことを指す。在御家人となった者たちは親子数代にかけて寸志を繰り返

し、次第にその地位を上昇させていくことが通例となっていた。在御家人たちは、庄屋支配を抜

けていたため、百姓とはみなされず、夫役負担を免れた。年貢は負担したものの、農業経営は高

主という代理人を立てて、別の人物が行っていた。

そのような農業経営の傍ら、在御家人たちは、剣術・柔術・鉄砲などの師に入門し稽古を続け

ることが義務付けられ、藩側からの呼び出しにすぐに対応できるように武具の準備や手入れを行

なわなければならなかった。その呼び出しは「奉公」と呼ばれたが、奉公は主に「見締」と称さ

れる手永内の警備活動であった15。

(2)松岡忠九郎の席次の上昇

ここでは、表 2に沿って、忠九郎の席次の上昇について述べていく。

① 一領一疋 (1764,.._,1783)

忠九郎は、明和元年 (1764) に親である高田延右衛門から一領一疋の席次を受け継いでいる。

一領一疋とは、もともと細川氏入国後、大量発生していた牢人たちを地侍として登用し、警察・

軍事面に用いたことに始まる。その地侍の頭を「一領一疋」とした16。この名前は、鎧一領、馬一

疋を所持することからきている。その後、寸志によって一領一疋や地侍に上昇する百姓などが増

加し、明和 8年 (1771) に一領一疋と地侍は在御家人に組み込まれることとなった17。

② 一領一疋上座 (1783,.._, 1787) 

【史料 1】によると、忠九郎は天明 3年 (1783)10月に庶民の困窮救済の寸志を行い、一領一

疋上座に命じられている。上座が何かは不明だが、これは天明 5年 (1785)に忠九郎が作紋の麻

の上下（神）一具を与えられたことにも関連していると考えられる。作紋の麻の上下は、困窮者
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の救済のための寸志に対する褒賞で多く見られる。池田手永の寸志褒賞の例を見ると、作紋の麻

の上下は、一領一疋以上、歩小姓以下に与えられるものだとされている18。

③ 諸役人段 (1787,...._,1796)

天明 7年 (1787)、忠九郎は一領一疋上座から諸役人段への席次の上昇を果たした。諸役人段

に上昇するための寸志などを行ったかは不明だが、「差出控」によれば、忠九郎が高田手永の井樋

小屋に出勤したため、諸役人段に任命されたとある19。

④ 歩小姓 (1796,...._, 1802) 

寛政 8年 (1796)には、歩小姓に任命されている。どのように席次上昇したかは不明であるが、

寛政 8年までの数年間に社会貢献した記録は見られない。したがって、表 3をふまえれば、諸役

人段から歩小姓に席次上昇するために銀 2貫目を寸志し、歩小姓になったと考えられる。

⑤ 留守居中姓 (1802,...._,1803)

「松岡氏系」によれば、享和 2年 (1802) に忠九郎は留守居中姓という席次になっているが、

留守居中姓という言葉は、熊本藩の一般的な席次には見られない。留守居中姓という席次が存在

したのかということは不明である。

⑥ 留守居中小姓 (1803......,)

享和 3年 (1803)に、忠九郎は留守居中小姓に任命された。留守居中小姓は、士席身分とされ、

在御家人の席次でも一番頭の席次である。ここも席次上昇の経緯は定かではないが、寛政 12年

(1800)の新地築立寸志による賞美や球磨川筋高田塘普請の賞美など、活躍が大きかったことで

席次を上昇させたと考えることもできる。

特徴的なのが、一領一疋から一領一疋上座に席次上昇するのに約 19年もかかっていることだ。

一領一疋上座になってからは、 20年間で4回席次上昇を果たしている。このことから、忠九郎は

長い下積みを経て、晩年に席次を上昇させたことがわかる。

忠九郎の席次に関連した衣服に注目したい。熊本藩の身分標識として機能しているのが、宝暦

5年 (1755) に規定された「衣服制度」である。宝暦 11年 (1781) に完全実施され、家中、領

民のヴィジュアル的な身分標識として重要な役割を果たした。熊本藩の『藩法集』には、次のよ

うな規定が記されている20。

衣服御制度

ー、士席以上衣服裏付上下・羽織・袴等、総て表は紬木綿を可被用事

ー、独礼以下諸役人段以上衣服羽織・袴等、表裏共総て布木綿可用事

ー、足軽以下衣服帯二至迄、惣て布木綿可用事

対象となったのは「士席以上」「独礼以下、諸役人段以上」「足軽以下」である。規定からは、
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衣服に基づいて「士席以上」と士席以下の区分が明確であることがわかる。明和 8年には、一領

一疋・地侍の衣服は、諸役人段、足軽に准じると規定されている21。

このことから、忠九郎の席次について衣服制度から考えていく。【史料 1】によれば、忠九郎は

安永 7年 (1778)に作紋の袷羽織を、天明 5年 (1785)に作紋の小袖と作紋の麻の上下一具を与

えられている。この時期の忠九郎の席次は一領一疋であるが、衣服制度の規定によれば「布木綿」

となるので、麻の上下とは結びつかない。おそらくこの麻の上下は、庶民の困窮救済の寸志を行

ったことへの賞与と考えられる。作紋の袷羽織と小袖に関しては、素材が不明なため確定はでき

ない。しかし、衣服の規定によれば、その素材は士席以下の「布木綿」と推測できよう。

5. 松岡忠九郎の職務

(1)忠九郎の職務

在御家人が自身の席次以上の職務に任命された際、本来の席次とは別に、「役席」（職務上の

待遇）を受けることがあった。例えば、「本席・一領一疋」の者が惣庄屋に任命されると、「在勤

中・諸役人段」となり、在勤中に限り、「諸役人段」の扱いを受けるといったものである。しか

し、ほとんどの在御家人は、身分階級によって任じられる職務が定められていた22。このことを

ふまえた上で、以下、松岡忠九郎が就いた職務について、表 2に沿って述べる。

① 萩原塘筋水防見締役 (1765-----1773)

忠九郎は、明和元年 (1764) に、養父である延右衛門から一領一疋の席次を受け継ぎ、翌年

の8月から、この職務に就いた。これは、萩原塘を取り締まるものと考えられる。当時は大

雨・洪水が頻繁に起き、彼の在勤中にも萩原塘が破損することがあった。忠九郎が自身の由緒に

おいて、「安永二年五月、求麻川洪水之節、萩原塘筋iェ罷出、危所を取防申候」（【史料 1】参照）

と記しており、対応に尽力したことが窺える。

② 烏乱者見締役 (1767-----)

数人で 5-----6ヶ村を受け持ち、犯罪容疑者を捕えたり、不審な者を取り締まったりした23。

③ 郡代衆手附横目役 (1772-----1773)

この職務は、惣庄屋・山支配役とともに手永三役とよばれた、郡代手附横目のことをさすと

考えられる。郡代手附横目の役割は、郡代の指揮を受けて警務を担当し、手永内の手永役人・村

役人・在御家人の勤務評価や善悪といった人事面を郡代へ注進するといったものである24。

明和 4年 (1767) 5月に、一領一疋や地侍から 15名任命したのが始まりと言われ25、役席

（職務上の席次）については、地侍以下の場合は一領一疋に、一領一疋の者はその 1つ上の諸

役人段となる26。つまり、忠九郎の場合「本席・一領一疋」であるが、在勤中は「諸役人段」と

なった。また、在職期間によって本席が上昇し、地侍は 10年以上で一領一疋に、一領一疋の者

は 15年以上で諸役人段となる27。さらに功労者も進席を命じられたと考えられるが、忠九郎は

この時点では昇進されなかった。
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④ 塘方助役 (1773,....,1785)

堤塘・治水を担当し、役席一領一疋で、銭 200目が支給された28。

⑤ 井樋方助役 (1773,....,1785)

井樋・水利を担当し、塘方助役と同じく役席一領一疋で、銭 200目が支給された29。

⑥ 高田塘筋水防見締役 (1773,-..,)

高田塘筋水防見締役は、先述の萩原塘筋水防見締役と同じように、高田塘の取り締まりをし

たものと考えられる。寛政 8年 (1796) に起こった洪水の際に、高田塘が破損したため、忠九

郎はその普請に出精して褒賞を受けている30。

⑦ 惣塘支配役（着任年月日不詳）

忠九郎が就いた職務のうち、「松岡氏系」や【史料 1】に記されていなかったものが、この職

務である。これは恐らく、藩内の塘普請など、塘に関わることを監督したものであろう。安永 4

年 (1775) に忠九郎が惣塘支配役としての働きにより、水主からお礼としての褒賞を受けてい

る31。

⑧ 高田手永道筋見締役 (1781,.....,)

高田手永道筋見締役は、高田手永における街道を取り締まったものと思われる。八代を中心

とする街道には、熊本一八代一鹿児島の薩摩街道と、八代一人吉の人吉街道の 2つ本街道があ

り、八代にはまた、薩摩街道に並行して、およそ 6つの脇街道があった32。

脇街道は、本街道が通行できない場合に、代わりの往還として用意されたものである。この

うちの 1つ、奈良木脇街道は、平山で薩摩街道から分かれ、奈良木、下豊原、上豊原の手永会

所前を通り、球磨川を渡って、萩原、上日置を経て、中片野川で薩摩街道と合流した（図 3参

照） 33。この街道は手永会所前を通るという点で、脇街道の中でも最も重要視されたと推測で

き、忠九郎もこの街道の取り締まりに重点を置いたのであろう。
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図3 八代平野の本街道と脇街道
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第 5巻』（八代市教育委員会、 1978年）より転載。

⑨ 高田手永井樋方助役 (1781,...,_,)

先の⑥と同じく井樋・水利を担当したものであろう。忠九郎はこの 2年後に寸志によって一

領一疋上座に命じられている。また、「差出控」によれば、天明 7年 (1787) に、「井樋小屋」

へ出勤したことにより、諸役人段への進席を命じられており、「井樋小屋」はこの職務に関わる

ものだと考えられる34。

⑩ 郡代衆手付横目役 (1785---...,)

天明 5年 (1785) に再び郡代衆手附横目役に任命された。【史料 1】によれば、これが最後に

就いた職務となった。

これまで彼が就いた職務の傾向をみると、塘や井樋に関わるものが 6つと多い（①④⑤⑥⑦

⑨)。塘に関わる職務に関しては、「塘筋江有之櫨木」も管理していた（【史料 6】参照）。櫨木か
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ら採れる櫨蝋は、宝暦改革の際にその利潤に着目され、専売制がとられるようになった35。さら

に、櫨木は塘に植えることで、塘の強化に役立ったと考えられる。第 2章で述べたように、当

時は大雨・洪水が頻発していたため、水の管理と利用や堤塘の強化が課題であった。以上をふま

えれば、彼はこの課題に対して、忠実に役割を果たしていたことになる。

さらに忠九郎は、壮年期にあたる 30歳から 50歳までの 20年間に 10の職務を経験してい

る。つまり、 2年に 1回のペースで次々と職務に就いたのである。似たような職務であったとは

いえ、次々に新しい職務を経験するということは、心身ともに大変な負担を要す。在御家人の功

労の裏には、こういった苦労があったのであろう。

6. 松岡忠九郎が遺した家産と相続

(1) 忠九郎の家産

在御家人たちは、庄屋支配を抜けているため百姓ではなかったとされている36。しかし、その

実態については明らかになっていない。以下、【史料 8】をもとにしながら、松岡忠九郎の遺した

家産の相続の実態についてみていく。

近世では、土地や家屋・船場などの定着物を不動産、それ以外を動産とした。ここでは松岡家

の家産を、動産・不動産だけでなく、名誉（忠九郎が得た褒賞）も含めた 3つに分類する。

① 動産：米銭・椀類・掛物類・焼物類・櫨の実

椀類・掛物類・焼物類は先代より新右衛門へ渡された。また、【史料 6】によれば、杉山又左衛

門より櫨木 53本分の櫨の実も受け取っている。安政 5年 (1858)の櫨木数が約 70万本で、集実

量が約 500万斤（約 3000t)であることをふまえて計算すると37、櫨木 53本から採取できる実の

量は、約 400斤（約 240kg) となる。忠九郎は、これだけの重さの櫨の実を受け取ったと推測さ

れる。

② 不動産：田・畑（小麦、粟）・質（おそらく質地）・屋敷・酒蔵

松岡家は「新宅屋敷」（別宅）も所持しており、「造酒蔵」も建てている。「雑酒」用に「狼米」

を蓄えているので、松岡家は造酒も行っていた。ここでいう「雑酒」とは、今日の熊本県の特産

品である赤酒を指していると考えられる。赤酒とは製造中に木灰を入れる灰持酒の一種で、熊本

藩では御国酒として他の酒と区別されており、藩内では赤酒のみ製造することが許されていた38。

松岡家が所持していた土地について、正確な面積を割り出すことはできない。しかし、松岡家

側から和田氏へ、米 1000俵が渡されることになっている。米 1000俵は約 400石と換算でき、

これは近世の村における平均的な村高の割合とほぼ同じと考えてよい。松岡家は、これほどの量

の米を渡せるほどの、広大な土地を所有していた地主だったといえる。

なお、近世における地主は、土地の集積方法によって、質地地主と新田地主の 2つに分けるこ

とができる39。前者は質にとった田畑を耕作させ、小作料を徴収するという形で地主化した者の

こと、後者は資金を投下して新田開発を請負、その開発地の地主となった者のことを指す。忠九

郎は質地を相続させていることから、おそらく松岡家は前者の質地地主的性格を有していたのだ
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ろう。

③ 名誉：作紋の麻の上下一具・作紋の袷羽織・作紋の小袖・金子 200疋

忠九郎は、役人としての職務以外に、社会貢献にも努めた。そのとき得た褒賞は、松岡家の家

産となった。

(2)家産の相続

① 動産

米銭と杉山又左衛門からの櫨の実は、 3分の 2を理三兵衛が、 3分の 1を理右衛門が受け取る

ようになっている。椀類・掛物類・焼物類は、新右衛門には既に渡してあるので忠九郎の死後、

新たに分け与える必要はないとしている。

② 不動産

田と畑は、米銭や櫨の実と同じように 3分の 2を理三兵衛が、 3分の 1を理右衛門が相続する

ことになっている。また、新宅屋敷については、年貢の上納を理右衛門が行うようにとしている。

「松岡氏系」によると、新宅屋敷に理右衛門が住んでいたとされており、そのため、年貢の上納

を任されたのだろう。

③ 名誉

忠九郎の相続について書かれた【史料 8】には、忠九郎の得た作紋の麻の上下などの褒賞を相

続する規定がない。そのため、名誉については、松岡家よりも、あくまで本人一代限りのもので

あったといえる。

熊本藩における武士の相続は、基本として長子単独相続の形態で行われていた40。しかし、忠

九郎の行った相続は、家産の多くを理三兵衛と理右衛門の 2人に相続しており、分割相続の形態

をとっている。また、相続した内容を見ると、米銭や土地という家産は相続しているが、主君か

ら与えられた作紋の麻の上下などの褒賞は相続する規定がない。これらは、武士の名誉を示すも

のであるにもかかわらず、相続していないのである。相続形態が分割相続であったことや、相続

した家産の中に名誉が含まれていないことから、家産の相続という点では松岡家は、百姓的性格

が強いと考えられる。

7. 松岡忠九郎の社会貢献

松岡忠九郎は、在御家人として席次を上昇させ、次々と職務を果たしたが、それ以外にも次の

5つの社会貢献を実施した。
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① 社会救済的寸志

天明 3年 (1783)から 4年にかけて熊本藩内では夏に冬のような冷気になり、大凶作に見舞わ

れている41。このような状況下で、藩は本来自らが行うべき救済を民間社会へ委託し、寸志の献

上を要請している。【史料 1】によれば、忠九郎は藩から難儀者の救済を命じられたことに応じて、

寸志を献上している。

② 火災の対応

松岡忠九郎は、次のように火災へ対応している42。

ー、在中村々より人数役人引連罷越候（中略）同役申談本堂之東之方庫裡二懸ケ跡火少々相

残居候付、其所を町人数引せ右人数二相渡、跡火不残消方二相成候、且高田才吉•松岡忠

九郎・松岡新右衛門在人数引廻し御知行頭黒木善太夫ー同二引取被申候事

久岩寺は、現在の八代市字石原町に位置し、曹洞宗の総本山永平寺の末寺である43。上記の史

料には、天明 8年 (1788)12月 25日に久岩寺で火災が起こった際のことについて記されている。

もともとは勝手に火元へ取り入らないように指示されていたが、後に消火活動に取り掛かるよう

出動要請が来たため、忠九郎らは村人を集め、消火活動に当たらせている。

③ 神社の再建

芝原神社は松岡因幡守長景が創建した神社である（【史料 10】参照）。芝原神社には八幡神が祀

られており、八幡神は武神として崇敬されている。明和 6年 (1769)、忠九郎は宝殿の再建を行

い、武運長久・五穀豊穣・安隠息災を祈願している。地域一帯の住民の安全、成就などを願って

神社を再建したのである。これ以降、芝原神社は地元の人から松岡神社と呼ばれ、豊原地区の信

仰の対象となっていった。

④ 球磨川洪水への対応

図 4によれば、 1750,.,_,1810年代の球磨川洪水の平均水位は、いずれも 400cm以上となる。と

りわけ、忠九郎が治水に関する職務を歴任した 70年代は、その他の年代と比較しても極めて高

い。洪水が起きれば堤防は決壊し、集落へ流れ込んできた水で家屋は損害を受け、さらに洪水に

巻き込まれた人は行方不明になったと考えられる。このような状況下で、忠九郎は塘方助役など

に任じられ、治水を担当していたのである。
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図4 球磨川洪水の年代別平均水位 (1750年代,....,1810年代）
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（出典）細川藩政史研究会編『熊本藩年表稿』（細川藩政史研究会、 1974年）、八代古文書の会

編『八代市史 近世史料編1X』（八代市教育委員会、 2000年）より作成。

⑤ 妙見宮の石橋拡張工事

文化 8年 (1811)7月 28日、松岡忠九郎は、次のように妙見宮前の石橋の拡張工事の寄付を

願い出ている44。

（前略）然は、頃日被仰聞置候延宝初年筑後直之殿被致寄附候御社前の石段、三尺余り広り

候足石、松岡忠九郎方被致寄附度趣、委細被仰聞置候通の趣を以申談、帯刀殿えも申達候（後

略）

妙見宮とは球磨川右岸、八代平野の東端部にあり、八代の妙見菩薩は日本における妙見信仰の

起こりであるとされている。妙見宮前の石橋は、延宝初年 (1673)に八代の領主・松井直之の寄

付によって建てられたものであった。その石橋を 3尺余り「足石」、つまり lmほど石を拡張する

ための寄付を、忠九郎は妙見宮に願い出、それは領主である松井氏にも上申されることになった。

なぜ、このような寄付を申請したのか、その理由はわからない。しかし、忠九郎が治水に関わ

る職務を歴任したこと、さらには申請した 7年後の文政元年 (1818)に死去した可能性があるこ

とをふまえれば、こう解釈もできよう。妙見菩薩は、国土の擁護や災害の減除、人々の福寿を増

やすとされる。忠九郎が活躍した時代は、球磨川の洪水によって未曾有の被害を受け、人間のカ

ではどうにもできない状況だった。だからこそ、余命いくばくもない忠九郎は、妙見菩薩に災害

を鎮めてもらうために寄付の願い出をしたのかもしれない。
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8. おわりに

小稿では、松岡忠九郎に焦点をあわせながら、熊本藩の在御家人のライフサイクルを描き出す

ことに目的があった。忠九郎の生涯は、次のようにまとめられる。

享保20年 (1735)に生まれた松岡忠九郎は、 29歳で一領一疋として家督を継いだ。彼は大

家族による大規模な農業経営を営みながらも、主に治水に関する職務を歴任することで、地域行

政の一端を担った。 48歳までの長い下積みを経ると、寸志や褒賞によって次々と席次を上昇さ

せるようになり、在御家人の一番頭・留守居中小姓まで上りつめる。晩年には職務のみではな

く、それまで培ってきた多様な経験をもとに社会貢献も行っていた。死期が迫ると分割相続を記

した遺書を遺し、荒れ狂う球磨川の鎮静を神仏に祈りながら余生を過ごした。

今回明らかになった忠九郎の生涯からは、次の 4点において熊本藩在御家人のライフサイク

ルの特色を見出すことができよう。

①家族だけでなく、家来も含めた大家族で大規模な農業経営を成り立たせていた。

②壮年期に次々と職務を経験し、晩年期に席次が上昇していった。

③相続の点で見ると、分割相続であったことなどから百姓的性格が強かった。

④それまで培ってきた職務・経験をもとにしながら社会貢献を行っていた。

松岡忠九郎の生涯を復元することで在御家人の家族関係、席次、職務、家産、相続、社会貢

献の実態が明らかになった。しかし、忠九郎の生涯において在御家人の誕生、結婚などの実態を

具体的に見出すことはできなかった。これらの点はライフサイクルを形成する柱であり、より詳

細な在御家人の実態を把握するための重要な課題である。そのためには、松岡忠九郎以外の在御

家人の生涯にも当たっていく必要があるだろう。さらに、在御家人の妻や譜代家来、農業経営を

担う高主などの周辺人物についても詳しく解明されていない。

今後の熊本藩在御家人の研究は、在御家人本人のより詳細な実態を明らかにするだけではな

く、周辺人物にも注目し、どのように農業経営を行っていたのかも検討していく必要があるだろ

う。
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〈参考〉松岡忠九郎関連史料

【史料 1】

覚

私儀明和元年十二月、親跡一領壱疋二被為 召出、当年迄廿四年相勤申候
（力）

明和二年八月方萩原塘筋水防見締役被 仰付、安永二年迄相勤居申候処、同年六月方

御免被仰付、直＝高田塘筋水防見締役被仰付置候

開立候 を
私先祖存之御赦免開、代々被為拝領、親代二上り開二成候旦

、 明和三年十月、先祖江被為 拝領概候

被下 明和三年十月
二 o、開地上り開＝被為 仰付置候を、元々之通被為拝領o候様奉願候処o被為 拝領候

明和四年方烏乱者見締役被仰付置候

御免被仰付候

、 明和九年七月方御郡代衆御手附横目役被仰付置、安永二年六月迄相勤申候

御免被仰付候
（ママ）

、 安永二年六月方塘方助役被仰付置、天明五年十一月迄相勤申候然

同三年七月

、 安永三年七月安永二年五月、求麻川洪水之節萩原塘筋江罷出危所を取防申候出二付而、 0

作御紋之御麻上下一具被為 拝領候

、 安永七年十二月、塘方助役すt井樋を茂受込居、手堅相勤、竹木等之請払茂入念相勤、且

兼而 安永七年十二月
下方o取救等茂心を用候由二付而、 o作御紋御袷羽織一被為 拝領候

、 天明元年方、高田手永道筋見締役被仰付置候

、 同年十一月方、高田手永井樋方助役被仰付置候

天明三年十月、下方及難儀御救被 仰付候節、寸志差上候4寸而、八代郡一領壱疋上座

置
二被仰付o候

駒一疋
、 天明五年二月、所持仕居申候、馬指上申候4寸而、作御紋御小袖一、同御麻上下一具被為

拝領候

旨平太左衛門殿、達
御聞候由二而御内々方

、 同年七月、高田手永海士ヶ江村、櫨場御開塘筋御普請二付、始末出精仕候由□御内ヶ之由

金子弐百疋、御櫨方方被為 拝領候

、 同年九月、御郡代衆御手附横目役被 仰付置候

右御尋二付、覚書を以申上候、以上

天明七年三月

中嶋伝九郎殿

河喜多藤平殿
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（出典）松岡家文書No.99・100



【史料 2】

覚

⑲ 御奉行所御合印鑑一枚

⑲ 御郡間御印鑑一枚

右之通預り置申候以上

天明二寅十二月 松岡忠九郎

道家

此包預り順太夫方へ遣候得共、寛政三春御印鑑、松岡順太左八郎殿へ入御覧候由二而受取いたし、

同六月十二日二返シ申候様二順太方へ申給候処、順太夫方江遣置候二付手前方預り遣候を、順太方

方受取申候、是を相済シ申候事

松岡順太夫殿

是通り預り遣置申候事

覚

⑲ 御奉行所御合印鑑一枚

⑲ 御郡間御印鑑一枚

右之通預り⑲置申候以上

天明二寅十二月 松岡忠九郎⑱

松岡順太夫殿

（出典）松岡家文書 No.1・2

【史料 3】

八代郡先御惣庄屋高田延右衛門上リ開、依願一領一疋松岡忠九郎江被為拝領候、依之御郡代間割

印之書付ー通差越間、右忠九郎江可有御渡候、以上

御郡方

十月七日 御奉行中

八代

御郡代衆中

（出典）松岡家文書 No.37

【史料 4】

高田延右衛門上開、貴殿依願被為拝領候段、被 仰出候付、頃日及達候、右開割印之御書付

及達候様二、御奉行方方被相渡候条、貴殿儀近日庄九郎宅iェ可被罷出候、引渡可候、巳上
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十月八日 飯田庄九郎

椋梨角兵衛

松岡忠九郎殿

尚々、来ル十二日十三日頃迄之内、可被罷出候、貴殿故障之儀茂候ハヽ、昨右衛門被罷出候而、

支申而処候条可被申談候、大切御書付之義二候条、飛脚二而雖相渡申遅事二候、以上

（出典）松岡家文書No.58

［史料 5】

先達而謙之助方手前書附ぃたし被申、夫二相違無之旨、奥書望之通いたし遣置候、然処下

拙存念之様子二者、間違居候様二覚候間、謙之助江茂此段申通候、其後右之書付者直二者見

不被申候二付、此帳面二記置申候、尤其節之書付通二者決而不相成、何事も下拙ー式此節

存念之通書記置候間、無相違取計可被申候

右稜々之通二付、外二何事二不寄書置候二残居候とも、有之者、右之通弥打寄取計可被申候、為

念猶又一書致置申候

文政元年

寅九月 松岡忠九郎

【史料 6】

覚

ー、 櫨木五拾三本

（出典）松岡家文書No.7

右者御請持御開二懸り候塘筋江有之櫨木、作障二相成候二付、剪除方依御相談、役人中江申談

被置候、尤当秋櫨実ちきり候上、早速剪除、其上二而引渡可申候、後日為無相違ー札進置申処、

件如

丑

七月 杉山又左衛門

松岡忠九郎様

【史料 7】

松井殿地方

覚

ヒカエ

ー、 銭八拾六貫七百目

（出典）松岡家文書No.55
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御間預

、 同拾四匁弐分九厘

銀二貫目

反千百十五文替

代銭三貫二百八十五匁七分壱厘

、 銭拾貫目
（払力）

御間預立私

手預壱枚

合百貫目

右ノ通今日相渡申候尤、御割印名前御根直迄、御証文悔二受取置申候、以上

酉四月六日松岡忠九郎＠

坂本喜市様

冨田庄九郎様

【史料 8】

田不残内、三つ之物弐理三兵衛、三つ内壱理右衛門遣可申事

、 小麦右之通弐理三兵衛、一つ理右衛門

（出典）松岡家文書No.BO

、 粟雑酒致候二付、下々根米前々より及不足候二付、新右衛門江処分方いたし不申、雑酒之方

江附置候、理右衛門方、新右衛門計被致候通、内作二而相仕舞候事

滞

、 所々方米銭之旦入方有之候節者、忠九郎死去致候跡二而ハ、三つ弐つノ、理三兵衛、一つ分ノ、理

右衛門分方いたし、受取可申事

、 新地櫨只今之通二而、請取可申事、尤杉山又左衛門受合之櫨実、請取方二相成候得ハ、前之

通、三つ物弐、理三兵衛壱今理右衛門受方之事

、 忠九郎方和田氏江毎年遣来候4寸、両人申談、此間之通二和田方□二相成不申候様二取計

遣可被申候、尤米千俵程年之模様二より遣可申事

造

、 雑酒蔵建方二付、少々物入二茂有之、同様之事仕舞候上二而、忠九郎存生二而居候ハハ、辰年

方此帳面之通何事茂取計可被申候、尤忠九郎相果候ハヽ、夕n年15

、 米三拾俵おのふ江分遣可申事、右之内方扶持方衣装彼是いたし、おのふ口之通二而有

之

之候二付、忠九郎死去後跡、かぃ茂おひろ方江参候得ハ、か>二茂壱人扶持相添、両人参居

候得ハ理右衛門方江遣可申候、尤力心衣装ハ理三兵衛理右衛門両人二而可申談候事

、 新宅屋敷上納御年貢手作共有之、下作とも二御年貢共有之候ハヽ、理右衛門方上納いた

し可申候事、尤忠九郎相果候跡方右之通りいたし可被申候、忠九郎存生之内ハ此間之
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通此方方相払可申事

焼物類

ヽ
椀類掛物類o先達方新右衛門1ェ引渡遣置候4寸、今度各別引分被申候；及不申、質も取世、

三ツー之田方茂遣、手作も有之候二付、不自由之品茂有之候ハヽ、少々宛求メ可被申候事

ヽ 両所共二質を少々宛取候二付、質方入替候節、新右衛門1ェ分遣候節方い弥七近年ハ素八世話

いたし事二付、弥七素八杯二茂此儀ハ申談、宜敷様ニハ取斗可被申候、右之両人之存寄

も可有之候4寸、同様二書置申候

【史料 9】

松岡富平

（出典）松岡家文書 No.113

其方儀、父松岡忠九郎寸志之訳二被針御留守居御中小姓之席被 仰付、弐人扶持二下置、

直二八代御郡代之支配被仰付之、且又右寸志高余計之儀二付別段ヲ以猶目録之通被下置旨被

仰出也

御紋附御帷子一

【史料 10】

奉再興八幡大神宝殿 一宇

干時、明和六己丑歳五月吉曜日

明聞諸神著
（力）（力）

兼 実非無実
（玄力）

太元尊一神

広大福海量

天下人民守

（力） （所力

自本無取拠

皆従因業生

今奉崇一霊

是真実一神

（出典）松岡家文書No.13

上件意趣者、肥之後州八代郡豊原村垂跡御座八幡大神乃広前佑申豆言久。松岡因幡守藤原長景、

永録二年十月十五日山城国男山鎮座大神勧請而ー家之産神崇、歳々礼尊餅利奉再記処也。今度

及大破奉再興御将束調奉遷鎮。武運長久、国家安全、五穀饒、氏子中牛馬乃蹄至満虻安穏息災仁
（熟力） （哀力） （受力） （力） （堅力） （力）

志天、心中乃諸願一々成執如意、安楽愛慇納愛志賜而、常磐賢磐夜守日護幸玉陪

上恐美々申。

建立施主

松岡忠九郎長親

氏子中

桑原玄周永之

松岡順右衛門長哲

-58 -



【註】

松岡貞右衛門長時

松岡助次郎

小田理助

小田喜次郎包祐

小田五郎兵衛

小田忠之允

仝久木田氏

仝大山氏

仝森氏

遥拝社司

白石播磨守藤原惟嵩

（出典）松岡家文書 No.150

1熊本藩の寸志御家人、または在御家人に関する戦前の論考として、内村政光「肥後藩における

金納郷士制度」（『社会経済史学』 2、1932年）、戦後の論考として、池田勝「肥後藩の郷士制度

ー玉名郡小田手永の一例ー」（『西日本史学』 14、1953年）、花岡興輝「幕末の変動」（城南町史

編纂会編『城南町史』、城南町史編纂会、 1965年）、森田誠一「近世の郷士制、特に金納郷士の

性格一肥後藩政史との関連において一」（『法文論叢』 20、1966年）が挙げられる。

2 吉村豊雄「日本近世における評価・褒賞システムと社会諸階層」（吉村豊雄・三澤純・稲葉継

陽編『熊本藩の地域社会と行政』、思文閣出版、 2009年）。

3 熊本藩在御家人の生涯を素描した論考として三澤純「熊本藩郷士・赤星伊兵衛一「平均」とい

う社会改革論ー」（佐々木克編『それぞれの明治維新一変革期の生き方一』、吉川弘文館、

2000年）があるが思想的特徴の原点に迫ったものであり、ライフサイクルの復元を試みたも

のとは言えない。

4 大藤修『日本史リプレット 39 近世村人のライフサイクル』（山川出版社、 2003年）。

5 吉村豊雄「近世の身分制編成に関する覚え書」（『文学部論叢』 78、2003年）。

6 熊本県教育委員会編『熊本県文化財調査報告第 150集 松岡屋敷跡 平山瓦窯跡』（熊本県教

育委員会、 1995年）。

7前掲「日本近世における評価・褒賞システムと社会諸階層」。

8 八代古文書の会編『八代市史 近世史料編V』（八代市教育委員会、 1996年） 597頁。

9 「松岡家文書」 No.3にあたる。忠九郎が作成した文書の控え、 20点前後を冊子にまとめたもの

である。

10 「松岡家文書」 No.52。

11 「松岡家文書」 No.3。

12 松本寿三郎「肥後藩農村における名子」（『熊本史学』 33、1967年）。

13 三澤純「永青文庫「覚帳」収録の訴願に見る幕末維新期の地域社会」（『永青文庫細川家文書

の史料学的解析』、 2007年）。

14 前掲「変貌する農村と農民」。

15 前掲「永青文庫「覚帳」収録の訴願に見る幕末維新期の地域社会」。
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16 前掲「幕末の変動」。

＂前掲「日本近世における評価・褒賞システムと社会諸階層」。
18 前掲「変貌する農村と農民」。

19 「松岡家文書」 No.3

20藩法研究會『藩法集 7 熊本藩』（創文社、 1966年） 574頁。

21 前掲「近世の身分制編成に関する覚え書」。

22十時文雄「南関町域の人々と生活」（南関町史編集委員会編『南関町史 通史 上』、南関

町、 2004年）。
23 前掲「幕末の変動」。

24前掲「南関町域の人々と生活」。

25 前掲「幕末の変動」。

26 前掲「南関町域の人々と生活」。

27前掲「幕末の変動」。

28 前掲「幕末の変動」。

29前掲「幕末の変動」。

30熊本大学拠点形成研究プロジェクト『十九世紀熊本藩住民評価・褒賞記録「町在」解析目

録』（熊本大学附属図書館他、 2009年）。

“前掲『八代市史近世史料編V』。

32 八代市編纂協議会編『八代市史 第 5巻』（八代市教育委員会、 1978年）。
33 前掲『八代市史第 5巻』。

34 「松岡家文書」 No.3。

35 半田隆夫「櫨と生蝋」（南関町史編集委員会編『南関町史 通史上』、南関町、 2004年）。

36 前掲「永青文庫「覚帳」収録の訴願に見る幕末維新期の地域社会」。

37森田誠一編『肥後細川藩の研究』（名著出版、 1974年）。

38久野耕作「赤酒」（『日本醸造協会雑誌』 71、1976年）。

39 大石慎三郎「地主制形成期における農民的米穀市場について」(『-橋論業』 38、1957年）。

40鎌田浩「近世武士相続法の特色：熊本藩を中心として」（『法制史研究』 13、1963年）。

“名和達夫『八代地方の災害史年表』（自家版、 1979年）。

42松井家文書研究会編『八代市史 近世史料編rn』（八代市教育委員会、 1992年） 244頁。

43 石川愛郷『八代郡誌』（名著出版、 1973年）。

“八代古文書の会編『八代市史 近世史料編x』（八代市教育委員会、 2002年） 286頁。
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