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第 1, 崚立期の鷹固

"秋
之

"輌
定実ゆ重。…」 (玉村竹二・勝野隆信● :饉

凛軒日録 を三1史饉刊行会.OИ )

6)『二水記」天文元年 (1532)9月 6日 条「 (前略)匈帰

躍之次宗藻茶屋,,見 物、山居之摯尤有感.誠可館市中

は、当時致奇之張本也。」(東京大学史料●■所薔 r大

日本古記晨 二水記 (四 )」 岩波書店.1"7)
7)「市中の山居」は.イ エズス会宣教師たちが編事した r曰

硼静書」にも 'Xichuno sanqio・ として採録されており、

この腋が当時ひろく使われていたことが,え る。ただ

し、そこには「広場や市場の中に居て、隠者であること、

すなわち、人中にましっていながら僧侶や饉通者であ

ることをやめないこと」(■ 丼忠生・森口式・■市実饉

訳「邦訳 日荀静●」岩波書店、1“0)と 、状態あるい

は行為として説明されているが、これは相手者の理解

が十分でなかったことによるものと考えられる。

8)『
=籠 "記

」永攘12年 (1“9)3月 3日 条「颯川右島

頭鷹之磨戸石、崚弾三四千人にて引之.饉藪にて暉2.
働

"由
小躍室町迄、日:●之固

"堀
之内へは不入云々、

見枷了、お日者也」(国書刊行会●事 r言継

"記
第四1)

続薔●颯従完蔵会、1998)

9)は 濱准后日配」こ■3年 (1598)4月 8日 条「全■薔

院池、大石オ引入之、三百人計来.庭者仙来、(後 嗜)」

(11闘寺 餞 濱准后日配 第一]醍醐寺、196)

10)ル イス・フロイス、松口投― ●1崎桃太訳 r完訳フロ

イス日本史3」 中央公簿社.2∝Ю、p.113

n)ルイス・フロィス、松田設― り1略養太訳『完訳フロ

イス日本史 4』 中央公綸社、2は).p.∞

12)「佐賀県立名菫屋城|1物 館調奎報告,第 9集・名護屋城

跡―山里九-1を■県立名議屋城博物館、
"14.p,6270

13)「名薔量城跡発掘口壺

'報

:山 里丸発掘口奎]、 佐賀県

教青委員会.1989

14)i発掘鷹口資料」奈良日立文化財研究所、1998

15)ル イス・フロイス.松田●― り|:崎挑太訳 :完訳フロ

イス日本史 6」 中央公爾社.2Ю O、 pp.114115

16)r発編された大名諄鰺lt賀県立名
=屋

城博力館、
"1417)小野●吉「:江戸回屏風」から読み解く寛永期の江戸の

庭口」、r日 本研剣 目瞭日本文化研究センター、2(14

18)′ lヽ野健吉「三宝院鷹国」「離醸寺大観」第 3巻.岩波●

店、2∞ 1

19)義 演准后 (15581626)|ま 二条晴良の子。室町時代後期

の二条家の雇国は洛中洛外国にも摘かれる洛中の名庭

の一つであった。

【回版出彙】
国5 r椰沐泉名勝国会 四」 奈良文化財研究所凛

図6 『都林泉名勝国会 二」 奈良文化財研究所薫

回7 r続群書類掟第十九輯下」(競群書類従完成会、19“ )

飲食都港569記 「茶器名物集」から転載

図11『都林泉名勝国会 四』 奈良文化財研究所蔵

図12 洛中洛外国 6山一双 (左彙5・ 6層)大阪市立美

術館蔵

図14「醍醐寺大観第3若」岩波書店、2∞ 1、 「2 義漁篠興
三宝院歿菫庭園完成想定団 をトレース

12
13

織豊期の文化と庭園

河内 将芳 (奈良大学)

The Culture and Gardens oI the Shokuhd Period

KAWAUCHI Masayoshi (Nara University)

1.は じめに 2.信長がかかわった洛中の

城郭・城館と庭園

(1)足利薔昭

"所
(旧二条城)と 「御底」

永禄 11年 〈15“ )9月 に足利義昭とともに上洛した

信長は、翌永禄 12年 2月 、将軍となった義昭のため

洛中において御所の普請をはじめる
1)。

山科書継の日

記 r言継卿調 同年2月 2日 条にみえるつぎの記事は、

そのようすを具体的に伝えている。

勘解由小路室町真如生、如元武家御城に近日普請

云々、自今日石蔵積之云々、尾州・濃州・勢州・

江州・伊賛・若州・城州・丹州・根州・河州・和州・

泉州・播州少々悉上洛、石持之、先西之方云々、

これによれば、義昭御所 くいわゆる旧二条城)の普講

がはじめられた場所とは、「働解由小路室町真如堂」

だったことがわかる。ここには、もともと「武家御城」

があったというが、「武家御城」とは、義昭の兄であ

る13代将軍足利義■こと、「光源院」の「御古城」 (『

=
桂中記」同年二月η日4)を意味する。したがって、今

回の普請は、その「御古城」の「御再興」(r=継

":“同年正月″日条)を意図したものだったことがあきら

かとなろう。

現在のところ、「武家御城」があった場所は、「勘解

由小路南、中御門大路北、室町小路東、鳥丸小路西の

方―町の地」
2)と

考えられている。したがって、「先」

に普請がはじめられた「西之方」とは、室町小路 (室

町通り)を意味することになろう (図 1)。

上の記事でとくに注目されるのは、「石蔵積之」「石

持之」という部分である。これによって、義昭御所が

石垣をそなえた城郭であったことがあきらかとなるか

らだが、それがいかに印象的なものだったのかについ

「綸豊期の文化と庭回」というテーマを設定したと

き、そのアプローチのしかたにはさまざまなものが考

えられる。また、立脚する学問分野によっても、その

方法綸には大きな違いがあるだろう。そういうことを

ふまえたうえで、本稿では、筆者が立脚する文献史

学 (歴 史学〉からのアプローチをこころみたいと思う。

具体的には、同時代の人びとが書き残した古文書や古

記録など、文献史料から読みとれる内容をもとにした

検討作業となる。

ところで、繊豊期の文化とそれ以前の文化との違い

を象徴するものとして、城郭や城館をとりあげること

はゆるされるであろう。高々と築きあげられた石垣を

はじめ、天守 (天主)や御殿とよばれる建遣勁など、

それ以前にはみられなかった特徴が織豊期以降の城郭

や城鐘にはみられるからである。

ところが、その城郭や城館について、後世に書かれ

た輌纂勁などではなく、同時代の文献史料でもってそ

の具体的なありかたを追いかけようとすると、思いの

ほか手がかりに乏しいことに気がつく。織田信長の安

上城しかり、豊臣秀吉 (羽柴秀吉)の大坂城・楽楽第 (栞

楽城)・ 伏見城しかりである。

したがって、それら城郭や城館内につくられたであ

ろう庭国についても文献史料からはわからないことば

かりといったほうがよい。

そのようなことをふまえたうえで、本稿では、比収

的文献史料の豊富な京都周辺にフィールドを設定し、

織田僣長と豊臣秀吉がかかわった城郭や城館、あるい

は庭口などについて、できる限り詳細に読みとってい

きたいと思う。



図 1 摯口時代の落中 (上京・下京)

ては、当時来日していたイエズス会宜教師が、「工事

が日本に於いては,て見たることなき石造とするに決

せ し」 (「耶蘇会士日本通信」)3)と 伝えていることから

も読みとれよう。

『言継卿記]同年二月″ 日条に「餞田弾正忠信長令

奉行御普請有之」とあるように、あるいはまた、イエ

ズス会宣教師が、「彼 (綸田■■)|ま工夫長として鉄を

取り、又多くは手に竹の杖を持ちて作薬の指回をなせ

り」 (『耶秦会士日本通信1)と 伝えているように、今回

の「御善請」を「奉行」していたのは織田信長である。

したがって、義昭御所とはいうものの、城郭としての

ありかたは信長の差配にゆだねられたものであったこ

とはあきらかといえよう。

「言継卿記』によれば、「石蔵積」は急ビッチですす

められたようで、同記2月 7日 条には、「西方石蔵大

薇出来、今少残了、高四関―尺云々」とみえる。普請

がはじめられてからわずか数日で室町小路沿いに「高

四間―尺」の石垣があらわれたことがあさらかとなる。

また、それから二日後の2月 9日 条の記事には、「南

之岸崩、人夫七八人死云々、日々数千人普請也」とみ

え、南側でも普請がすすめられるとともに、「尾州」

(尾張回)以下十数力国から動員された「日々数千人」

が働くなか、事故できくなる「人夫」もいたことが知

られよう。

そして、同月の 19日 には、「西南石蔵大慨出来」と

「言継卿記」同日条にみえるように、西側と南側の石

垣が完成、およそ半月あまりで石垣をそなえた綸豊期

の城郭が洛中にすがたをあらわすこととなった。

ここでいう南側についてであるが、義

"時
代の「武

家御城」の南端にあたる勘解由小路ではなく、それよ

り南の春日小路 (丸太町通り)あ たりと考えられてい

る。「細川両家記」には、「御城構を東北にひろげ、城

をはり、石垣をた みヽ」とみえ、義昭御所が「武家御城」

より規模を拡大したものとして、東は東洞院大路 (東

渭院通り)、 西は室町小路〈室町通り)、 南は春口小路 (丸

太町通り)、 北は近衛大路 (出水燿り):こ およぶと考え

られているからである4)。

ところで、「西南石蔵大薇出来」してしばらくたっ

た3月 に入ると、「書継卿記」にはつぎのような興味

深い記事がみられることになる。

細川右罵颯庭之豪戸石、織 弾三四千人にて引之、

笛・鼓にて囃之、勘解由小路室町迄、日暮之間、

御堀之内へは不人云々、見物了、鷲目者也、

これは、「書艤卿記」 3月 3日 条に記されるものだ

が、この日、「綸弾」 (艤田倍長)は、みずから「三四千

人」をひきいて、「細川右馬顧庭」にあった「藤戸石」

を「笛・鼓にて囃」しながら「勘解由小路室町」まで

移動させたことがあさらかとなる。

「細川右馬藪」の屋敷は、r上杉本洛中洛外国屏風』

などによれば、西大路 (上立売通り)よ り北、宝鏡寺

の東方にあったと考えられ (図 2)、 「働解由小路室町」

とのあいたは少なく見積もっても1.51mは ある。おそ

らく、そのこともあって、「日暮」れ、「御堀之内」ヘ

入れることはできなかったのであろう。

結局、里 4日 に「昨日之石、堀之内へ引入之云々」

と「書継卿記」同日条にみえるから、薔戸石は3月 4

日には運びこまれたようだが、それがどこへおかれた
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かについては、「言継

"記
」は何も記していない。こ

の点、信長の伝記として知られる r信長公記」 (1信長

:劉 )巻二には、「晨戸石とて往古よりの大石候、是を

御庭に立置かるべきの由候て」と記されており、義昭

御所内の「御庭」であったことが知られよう。

その r信長公記」巻二には、「庭前に泉水・遣水・

築山を構へ」とみえ、城部である義昭御所に庭国がも

うけられていたことがわかる。また、運びこまれたの

は、藤戸石だけではなかったことも同記にみえるつぎ

の記事から読みとれる。

東山慈照院殿1,庭 に一年立■かれ候九山八海と申

候て、都邸に腱れなさ名石御座候、是又召寄せら

れ、御庭に居スさせられ、其外洛中・洛外の名石・

名木を集め、眺望を尽させられ、同馬場には桜を

うへ、桜の鳥場と号し、

残念ながら、「都部に隠れなき名石」という「九山

人海」については、この史料をのぞいて読みとること

ができない。ただ、多くの石が集められたことについ

ては、『言継卿記」3月
"日

条に「,,庭之石大概立之、

三四百計歎」とみえ、事実と考えられよう。

ちなみに、この「御庭」は、義昭が信長と対立し、

元亀 4年 (夭正元年.1"3)7月 に京都を追われたの

ちも残されていた。たとえば、r言継卿記」天正 4年

(1576)9月 18日 条には、「葉室」が「式察御旧跡御庭

等見魔之由被申閻」、言継も「同道」し、「御屁等」を

「見物」したと記されているからである。

また、「御庭」に植えられていたであろう木につい

ても、「言艤卿記」同年 9月 24日 条に「武家御城之

内桃木積生廿本令堀之、此方之土居二栽之」とあり、

言継が「株木」
"本

を掘り出したことが知られる。

この「御庭」が義昭御所の中のとこにあったのかと

いう点については、残念ながらさだかでない。義昭御

所は、「内之轟」(r言難

"記
」同年3月 7日 条)、「驀二重」

(r=継卿記]同 年4月 2日 条)と あり、石垣に囲まれた

複数の堀をそなえていたと考えられる。また、イエズ

ス会宜教師が伝えるように、「外には甚だ大なる堀を

造り」「其内に少しく狭き堀を造り (■喘)内部の整

備巧妙にして美麗なること1ま言語におせり」(r耶嘉会

士日本通信1)で あったとすれば、より内側にあったの

かもしれない。

以上が、おおよそ同時代の文献史料から知られる、

信長によって築かれた義昭御所とその庭国に関する情
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第 1● 機豊期のだ園

長公記」巻九が記すように事実である。実際、「上杉

本洛中洛外国屏風」からも、大きな池とそのほとりに

建てられた屋敷のすがたがみてとれ、また、その池か

らは川が流れ出、三条坊円小路 (御池通り)か ら室町

小路 (室町通り)に までつながっていたこともみてと

れるからである (国 3)。

以上のことについては、若千、時代はさがるものの、

その内容に信頼がおけることでも知られる、つぎのよ

うな「老人雑議」の記事点からも裏づけることができ

よう。

小池より泉湧出て四条へなかれ、今の月鉾の町よ

り西へ流る、小池の辺には庭の石など残り、大松

に藤なとまつへる有り、二条殿は傍に小さき屋

を造りて御座す、 (中嗜)信長の時に二条段をハ、

報恩寺を易え地にして移 し、小池の御所を取立

て、屋形を結構し、小池に反構なとをかけ、鳥丸

通に東の壁をかけ、室町の東側の町家ハありて、

町家の後に長壁をかけたり、門は南面也、

ところで、その二条殿御屋敷の普請がいつからはじ

められたのかという点については、「言経卿記」からも

読みとることができない。ただ、天正4年 5月 2日 に言

経が「二条殿御跡、大将殿屋数ニナルヲ令見物了」と

『言経卿記」同日条に記していることからすれば、この

ころには普請がはじめられていたのはまちがいない。

また、r言経卿記」同年 7月 19日 条には、「二条腋

御屋数多円之城主段被引寄、右大将自今日少々柱立」

とみえ、奈良多聞城の「主段」が移築され、さらに同

記8月 9日 条には「寝験大概出来、 (中 略)御成之間

を計立了」とあるように、二条殿御屋数が、「主段」

をはじめ 睦 殿」や「御成之関」などをそなえた壮麗

な屋数であったこともあさらかとなろう。

先にもふれたように、この時期においてもなお、義

昭御所はある程度そのすがたを残していた。ところ

が、二条殿御屋敷の普請がすすむのと歩調をあわせる

かのようにして、r言継卿記19月 24日 条に「昨日南

之御円、今日東之御門崩之、江州安土へ引之、石共弥

方々取之云々」とみえるように、義昭御所は急速に破

壊がすすめられる。そして、同記 10月 25日 条に「公

方之御城之二之堀上京衆二申付理之」とあるように、

堀も埋められてしまう。

それとは対照的に、二条殿御屋数には、「北方堀」
3)

がつくられており、このようなことから、信長は、二

条殿御屋敷と義昭御所との対比をとおして、京都にお

ける武家の支配者がだれであるのかも示そうとしてい

たと考えられよう。

そのようななか、言継も見物 した「武家御旧跡御

庭」がとのようになったのかについてはさだかではな

い。また、菫戸石のその後も不明といわざるをえない

が、天正 5年 (157)田 7月 12日 に、信長が「新亭」(二

条晨
"量

嗽)へ「移掟」 (『 孝,公配」口日条)し たこと

は確実である。およそ 1年ほとかけて普請がほどこさ

れたことになる。ところが、それから二年たらずして

薇豊期の文化とに岡

方へ信長 臓 御進上」 (『兼見中記」天正7年 ll

報である。ここからは、藤戸石をはじめ多数の石がも

ちいられた庭園が義昭御所内にもうけられていたとい

う事実を指摘することはできる。ただし、それらの石

がとのように配置されていたのか、あるいはまた、桃

木以外の植樹がどうだったのかといった点については

不明といわぎるをえない。

そのうえ、池など水にかかわる情報についても読み

とることはできないが、つぎにみる二条殿卸屋数につ

いては、その水にかかわる情報を多少なりとも知るこ

とができる。節をあらため、みていくことにしよう。

(2)二条鳳

"晨
菫と「泉水 。大庭」

ところで、信長は、義昭|,所 を築いて以降も京都に

拠点とよべるような宿所をおかなかったことが知られ

ている
5)。

たとえば、完成した|,所 に義昭が移徒する

前日、「今晩織田弾正忠妙覚寺ェ移云々」と r言継卿配」

永禄12年 (b∞ )4月 13日 条が伝えるように、日蓮

宗寺院である炒党寺などに寄宿していたことが確認で

きるからである
°)。

そのようななか、ほぼ唯―、みずからの屋数とし

て薔構をほどこしたのが、二条臓御屋数である''(国

1)。 「僣長公記」巻九、天正 4年 (1,6)4月 条には、

その経緯についてつぎのような説明がなされている。

二条殿御屋敷、幸空間地にてこれあり、泉水・大

庭眺菫面白く思食させられ、御普精の様子条々村

丼長日守に仰開けらる、

これによれば、「二条殿御屋嗽」が「空間地」であり、

「泉水・大庭跳望」がすばらしかったため、信長は「村

丼長円守」に「御薔請」を命したという。しかしながら、

実際のところは、山科書経の日記 f書経

"記
」同年 3

月
"日

条にみえるように、先に「報恩寺」を「普請」し、

そこへ屋数の主であった「二条殿」(二条哺良ら)を「御

移徒」させたうえで普請をほとこしたというのが事実

であった。

なぜ、「信長公記」巻九がその事実をただしく記さ

なかったのかについてはさだかでないが、ただ、「二

条殿御屋数」に「泉水・大鷹」があったことは、『信

「親ヨ

lロロ||||||llllllll口
li口llll!lllllllllll【

月15日 条)と 二条殿御屋敷は誠仁親エヘと進上される

ことになる。

そして、天正10年 (1582)6月 2日 の本能寺の変の

さいには、信長の嬌男綸田僣忠が二条殿御屋数に楯籠

もり、その結果、「二条御臓等放火」 (『彙見
"調

同曰条)

され、失われることになった。

残念ながら、二条段御屋敷にあった「泉水・大庭」

のその後についてはさだかではない。ただ、先にみた

r老人雑話」に「鳥丸通に東の壁をかけ、室町の東側

の町家ハありて、町家の後に長量をかけたり」とみえ

るように、二条殿御屋敷には、「北方堀」以外、「長壁」

しかなく、 しかも周辺に「町家」がせまっていたこと

も考えあわせるなら、屋敷の跡地は、大雲院')に く

だされたのち、 しだいに町場になっていった可能性は

高いであろう。

実際、それを裏づけるように、近世前期、■永年

間以降に作成された r洛中絵図1鯨都大学時属図■館

所蔵)においても、二条晟御屋敷の跡地全体が町場に

なっているようすがみてとれる。屋敷とともに、「泉

水‐大庭」もまた、失われていったのであろう
Ю)。

以上、ここまで、文献史料から読みとれる信長がか

かわった洛中の城郭や城館、あるいは庭園に関する情

報をたとってきた。きわめて断片的なものであり、そ

こからは■と庭国との関係について語ることはむずか

しいといわぎるをえないが、ただ、庭口についていえば、

信長の個性が反映されたものというより、むしろそれ

までの洛中における庭国のありかたを踏襲したもので図 3 二条殿 とその周辺 (:■ 杉本洛中洛外国屏ユ」米沢市上杉博鮨籠所凛)
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第 l● 織豊期のに 1躙

3.桜 を植える秀吉

あったという予想はつけられるのではないだろうか。

そもそも信長は、洛中や京都について、空間的な改

変を積極的におこなった形跡がみられない。そのよう

なことから推せば、洛中につくられた庭固についても同

様の傾向を読みとることは不可能ではないと思われる。

いっぼう、信長とは対照的に、洛中や京都に対して

空間的な改変をほとこしたことで知られるのが、豊臣

秀吉 (羽栄芳吉)で ある。それでは、その秀吉の場合

はどのようなものだったのだろうか。章をあらため

て、みていくことにしよう。

思う。その植樹とは、具体的には桜についてのそれで

ある。先にみた義昭御所にも「同馬場には桜をうへ、

桜の馬場と号し」 (「信長公記』薔二)と あったように、

庭園ではないものの、「馬場」に桜が植えられたこと

が確認できる。

しつは、秀吉もまた、伏見指月城を築いたのち、「伏

見向嶋」の地に桜を、しかも膨大な数の桜を植えたこ

とが知られている。この事実に注目した藤田恒春氏
‖

'

と瀬田勝哉氏
12)の

研究にみちびか,tな がら、ますは

そのようすをたとっていくことにしよう。

この秀吉による桜の植樹を伝える文献史料は、今の

ところ、関自秀次の右筆であった駒井重勝の日記『助

井日記」文被 4年 (15“ )4月 朔日から15日 につづく

記事のみである。そして、その朔日条に「伏見向嶋桜

植木之儀、被仰出候」とみえる。また、 6日 条には、

つぎのような記事も見いだすことができる。

今度伏見向

“

桜木之儀、従太囲機関自様江被仰出

候付而、所々工御奉行を被遺被お付置候、

これによれば、「伏見向疇」に「桜米」を植える

よう秀吉から秀次へと指示が くだり、それをうけて

「所々」へ「御奉行」が派遣されたことがあきらかと

なる。ここにみえる「御奉行」とは、秀次配下の奉行

を意味するが、彼らが派遣された範囲とは、「駒井日

配」 4月 5日 条によれば、「洛中洛外辺土丼江州・濃

(1)伏見向嶋

城郭や城館に限定したとしても、秀吉が洛中に楽楽

第 〈楽楽城)や京都新城、あるいはまた、伏見に伏見

指月城・伏見城などを築城したことはよく知られてい

る。ところが、いずれの城郭についても文献史科から

読みとれることはかぎられており、城郭の全体像を示

す、いわゆる縄張りですら議論がつづけられているの

が現状である。したがって、そこにつくられた庭口に

ついても、文献史学の立場からはほとんど検討されて

いないというのが実状ではないだろうか。

そのようなことをふまえて、本稿では、少し角′

“

を

かえて秀吉がおこなった植樹についてみていきたいと

表 1「 伏見桜木植場割符党」

1●」||'| 仰進上之桜木

“

∞ 間 1尺 6寸 駁
"人 閻白様 (■臣チ次)宋lαX� 人

ヽ|｀ ||| 鰤 0人 丹波中輛言散 (4ヽ早川方悛,衆

表2 「二月五日迄伏見向疇植木之党」

1783* *'&+*!:& 卵月喘 曰より4ロ セに植江中候

212間 5尺 内  1  313本
"う

しろそなヘ 4月 朔 日より4ロ セに植 り申候

Ⅲ■||||… :」 1“ 本 1 北条美渡守・山名晨五食

`

4月 30・ 4日 迄に植り申篠

571間 1 御そは贅未植候

36間 4尺

45間 5尺 lm本 . 猪子内匠 i 3 E a I ] D 4 E 3 s Er:n h EE
39閻 5尺 4寸 117本 山中山城与 4月 ,,日 より4日 迄 |=籠 り中候

981輌 3尺 134本 木 1人膳与 4月

"日

より4ヨ たに植り申供

72間 4尺 210本 御●師衆 本多お状与 佐 茨々略与 3月
"日

よ1,4月 4日 迫に橿 1,中候

4621i お7本 4月 切日よつ4日 迄に植りⅢ俵

317.:|||| 18∝()人

3180本

18
19

州」であったという。また、それに先だって、桜を植

える「植場」の丸模とそれに必要な人足数 (「伏見接木

植場

"●
党」)も きめられたことが、r駒井日配」 4月

3日 条からあきらかとなる。

表1は、それを一覧にしたものだが
0、 「植場」の

見模は、

“

72間、それに動員される人足数は、1“(X)

人と見積もられていたことも知られよう。

注目されるのは、462間の「御進上之桜木」以外は、

すべて「太間様衆」「関自檬衆」「丹後中納言様衆」と

いった芳吉や秀次、そして秀俊 くのちの秀秋)配下の

ものたちによる植樹であった点である。これが何を意

味するのかといった点についてはあさらかにできない

が、あるいは、多分にプライベー トな植樹だったのか

もしれない。

それにしても、その「植場」の規模や人足数たるや、

大普請といってよいものであり、「駒井日記』 4月 5

日条には、前日までの進捗状況 (「 二月五日迄伏見向疇

植木之党」)が表 2の ようにつぶさに記されている。

ここにみえるもののうち、「丹波中納言様」と「御

進上之桜」をのぞくすべてが、その人名から秀吉配下

によるもの、つまりは「太間様衆」による植樹を意味

すると考えられる。

したがつて、ここには「関白檬衆」の分は記され

ていないわけだが、表 1に よるかぎり、その分担の

「植場」は「丹波中納言様」のおよそ三倍以上にあた

り、そのすべてが完成したあかつきには、少なくとも

∞∞本以上の桜が植樹されたと考えられよう。

それでは、これだけ膨大な桜が植樹された「伏見向

嶋」とは、どこにあったのだろうか。この点について

は、たとえば、醍醐寺三宝院門跡義演の日記「義演

准后日配」文禄五年 (15%)閾 7月 14日 条に「伏見向

野川中也、去春ヨリ大詢普請御城」とみえることから、

いわゆる向島城と考えるのが自然である (図 4)。

ちなみに、藤田氏は、「向島の屋数に植える桜木」、

瀬田氏は、「小倉堤」(いわゆる字治川大田堤)に「植え

るといぅことが主であったと思われ」るとされてい

る。また、伏見城との関連で向島城に注目する山田部

和氏も、「城のある向島の周辺の堤遭に沿って」
1()と

の理解を示している。このように、今のところは具体

的な場所を特定することはむずかしいが、いずれにし

織豊期の文化と庭国

ても向島城周辺であったことだけはまちがいないとい

えよう。

ところが、その向島城は、文禄「四年の人月、大雨

洪水、城へ字治川の水のり候」 (r塵長年中卜斎記」)と

同年8月 の「大雨洪水」によって水に浸かってしまっ

たことが知られる。また、里文禄 5年間7月 13日 か

ら14日 にかけておこった大地震によって、「石クラニ

間余ニエ入」 (『 義濱権后日配」関7月 14日 条)と 石垣が

沈みこんでしまう。そのうえ、植樹がはじめられた年

の7月 には、関自分次が失脚するという人事件までが

おこっている。したがって、実際どこまで完成をみた

のかという点については不明といわぎるをえない。

ただそうはいっても、慶長 2年 (159)6月 27日 に

は、秀吉は「諸円跡中不残」を「御召請」し、「御同

国4 向島城 (山 口邦和 は ,城とその城下町の空元」より)

メ
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舟ニテ嶋へ相渡」り、「伏見向

"瓜
見」(睦濱准后日記」

同日条)を おこなったことが知られている
16｀

少なく

とも秀吉は、向島城そのものを放棄することはなかっ

たと考えられよう。

なお、この時期になぜ秀吉が「伏見向嶋」に膨大な

数の桜を植樹しようとしたのかという点については、

それを語る史科が残されていないため、よくわからな

い。瀬田氏は、「花見の名所」をつくろうとしたと理

解しているが、はたしてとうだったのだろうか、検討

を要する問題といえよう。

(2)醍闘

「伏見向崎」での植樹からおよそ二年たった慶長 3

年 (1598)2月 、秀吉はふたたび大量の桜の植樹を「伏

見向嶋」とは別の場所でおこなうことになる。まずは

つぎの史料をみてみよう。

桜植奉行来、当日馬場ヨリやり山二至テ、左右ニ

植之、共同三百五十間有之、桜七百本可植云々、

江州・河州・和州・当国四ケ国ノ桜ホリテ可植之、

吉野ヲ被移之云々、

これは、隊 濱准后日記」同年 2月 13日 条にみえる

記事だが、それによれば、この日、義演のところへ「桜

植奉行」が到来し、「当門」〈三宝院門跡、建物としては

当時は全口綸院)よ り「やり山」まで「三百五十間」の「左

右」 |こ 「桜七百本」が植えられることになった事実が

読みとれる。また、その桜は、「江州・河州・和州・

当国四ケ国ノ桜」を掘り出したものであった。

「吉野ヲ被移之」とは、秀吉のことばだと考えられ

るが
“

)、 ここからは、またしても膨大な数の桜の植樹

が醍醐でおこなわれることになった事実があきらかと

なろう。もっとも、「伏見向出」のときが、「五十四百七

拾式間」に少なくとも

“

∞本以上の桜が植えられよ

うとしていたのに対し、その規模は10分の 1以下と

なっている。

しかしそれでも、「義潰准后日記」2月 19日 条に「植

木ノ桜、方々ヨリ著了、人足ヨリやり山まて、左右ニ

植了」とあるように、「現在女人生を出で 上ヽ醍醐に

向け急阪を登る事数町、徳川時代には御番所の設けら

れた処で俗に「千曇敷」と呼ばれる山の尾根に当たる

処」")と される「やり山」までの「桜道」(2月 14日 条)、

あるいは「新道」(2月 る日条)の 「左右」に桜が植

樹され、そして、同年 3月 15日 には、「女中三十人召

具」(r小税孝売宿林曰記」同曰条)し、秀吉が「終日花

御遊覧」 (『 義演
``E后

日記』同日条)を していることをふ

まえるなら、今回は実際に7∞ 本の桜が植えられたの

はまちがいないといえよう。

しかも、注目されるのは、「義演准后日記」が伝え

るように、秀吉は「山上やり山」に「御殿数字、花ノ

前二悉周俯候様にと奉行二被仰付」(2月 9日 条)け、

10日 、11日 と「や り山御普請」がすすめられたとい

う事実である。

この「御殿」と「山上御茶や」 (r義 演准后日配』 3

月5日 条)と が同じものだったかどうかについてはさ

だかではない力!、 もし『大か うさまくんきのうち」力【

伝えるように、「上の醍蘭より下の醍醐のあひだ」に

「■・ もがり、畿重も」めぐらした「葱構」がもうけ

られたのだとすれば、それはまさに城郭内での植樹で

あり、花見であったといってよいであろう。そういう

意味では、瀬田氏が指摘するように、芳吉は「伏見向

饉」で果たせなかった花見を醍醐で実現させたといえ

るのかもしれない。

なお、「義演准后日記]に よれば、翌4月 7日 には、

「金口綸院泉水」の「ナワハリ」のため、「奉行新庄

越前」が派遣され、8日 には、「金口綸院池」に「大

石等引入」れ、そして9日 には、「フデ ト大石今日居」

えられて「主人石二用」いられるとともに、「大石三

ッ立」つなど、現在の三宝院庭国につながる作庭がは

じめられている。この三宝院庭国については、すでに

小野建吉氏
19を

,ま じめとした精研究にくわしく、よっ

て、ここではこれ以上られないことにしよう。

4.おわりに

以上、本稿では、きわめてかぎられた事例について、

文献史料をもとにおいかけてきた。あくまで限定され

た事例であるため、ここから綸豊期の城郭や城館、あ

るいは庭口について語ることはむずかしいといわぎる

をえないが、ただ、それても全体をながめたとき、い

くつかの特徴を指摘することはできそうに思われる。

その特徴とは、ひとつには、本格でみてきたいずれ

の事視においても読みとれるように、大規模かつ広範

にわたる動員がかけられたうえ、きわめて短期間に普

ユ 〕

ノ
´

請がすすめられたという事実であろう。二条殿御屋敷

の普請にかけられた、およそ 1年 という年月が最長の

部類に入り、そのほかは半年にも満たないものばかり

だったからである。

これは、織田・豊臣政権がいわゆる統一政権とよば

れる強力な構力として、短期間で成長をとげていった

ということと無縁ではないであろう。そして、短期間

で立ちあがってきた権力であるがゆえに、強引ともい

うべきやりかたが押しとおされた点も、いまひとつの

特徴として指摘できるのではないだろうか。

たとえば、それは、「伏見向嶋」の桜の植樹におい

て顕著であり、秀吉の指示をうけた秀次の「御麓」に

「桜木二不限、此度諾木之儀付而被仰出外、所々寺々

二而木一本之儀も為下用捨無之」 (『駒井日配」文操4年

4月 5日 条)と あるように、「木一本」ですら「所々寺々」

といった「下」で勝手に「用捨」してはならないと明

言されていることからもあさらかである。

「御用木」とされた木は、「御帳面二枝付立」られた

ようだが (同■)、 これに照らして、「於三井寺内各御

付立桜面之内、桜木弐本何之坊主哉寛、伐申」したこ

とが三井寺全体の責任としてきびしく問われていくこ

とになった事実は、豊臣政権の姿勢を如実に示すもの

といえよう。

この問題がその後どのようになったのかについて

は、残念ながら同年 7月 に秀次が失脚し、また、f駒

井日:劇 も同年4月 までの記事しか残されていないた

め、さだかではない。ただ、同年 11月 17日 に「三井

寺可被腱之由、今日被仰出候云々」と『小槻孝亮宿祢

日記」同日条が伝えるように、三井寺が一時的に「退

転」 (『当

^記
」巻三)に 追いこまれたこととおそらく

無関係ではないであろう
1')。

ちなみに、「当代記」巻三には、三井寺の「退転」

にかかゎって、「此寺饉近年不嗚、示此儀兆敷」と記

されている。三井寺の鐘が嗚らなかったことは、イエ

ズス会宣教師も、「その鐘は、本来ならば非常に大き

な音を■かせるはずだが、ここ数日来、その音を失っ

て、とんなに打ち鳴らしても、まるでコルタの木皮の

ように音を発しなくなった。それは都のほとんとあら

ゆる人たちが出かけて行って確かめた、ごく真実のこ

とであつた」 (「 フロイス日本史」)")と 伝えている点か

崚豊期の文化とに口

らもうわさとして共有されていたことが確認できる。

このようなうわさがながれた背景には、イエズス会

宣教師がつづけて「かつて或る時にもその饉に同様の

ことがあり (それは)天下、すなわち日本国中に大い

なる変革が起こる前兆だということである」と記して

いるように、いわゆる値異を人びとが感じとっていた

ことがあったと考えられる。しかしながら、それはそ

のまま、桜の植樹をめぐる豊臣政権の強引ともいうべ

き姿勢に対して人びとがきびしい目をむけていたと理

解することもできるであろう。

よく知られているように、中世においては、石を動

かし、木を植えるという行為そのものに対して人びと

は長数の含や恐れをいだいていた
21)。

ところが、短期

間のうちに立ちあがってきた織田・豊臣政権は、それ

らを忘れ去ったかのようにして、大量の石を動かし、

石垣を発き、そして、「御庭」や「泉水・大庭」に立

て置くとともに、膨大な数の桜を意のままに掘り起こ

して、みずからのテリトリーのなかに植えていこうと

する。そのふるまいに■巨政権から「下」とよばれた

「所々寺々」などが違和感をもっていたとしても不思

議ではなかったのではないだろうか。

このようにしてみるとわかるように、「 下」とよば

れた人びとと織口・■臣政権という「上」とのあいた

には、いわば文化をめぐる深い亀裂ができていたとい

える。そして、その亀裂のうえに織豊期の文化、いわ

ゆる桃山文化は成りたっていたとも考えられるのでは

ないだろうか。
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近世初期における作事・作庭と大工の職分
一醍醐寺三宝院および島津家江戸屋敷の事例から一

加藤 悠希 (九州大詢

The Role of Carpentes in Constuc● on and Carden‐Bulding at the Sほ

“

ofthe E●ly Modem Pcnod

From C:se Studies of Daigoji SalbOin Temple and the Shimttu Edo Residence

KATO Y●ki(Kyushu Un�e、 i″ )

1.は じめに

過去の大工が残した資料からは、建築の設計手法や

遺者の制度、儀式、積算方法など、建築の遺管にかか

わるさまざまな情報を読み取ることができる。とりわ

け近世建築史研究は大いにその益を蒙っているが、そ

れらの大工の残した資料に庭国に関する記述はほとん

どみられない。そのことからは、建築をつくることを

職分とする大工は庭園との関わりが薄かったことが想

像される。

とはいえ、建築と庭回はいうまでもなく密接に関係

するものであり、現実には建彙工事 (以下「作事」と

する)と庭園工事 (以下「作庭」とする)が全く無干渉

に行なわれたとは考えがたい。そこで本稿では、織豊

期から江戸時代初期における建築・庭国の遣営経過や

体制をある程度鮮細にうかがうことのできる事例とし

て、慶長 3年 (1598)に 始まる理醐寺三宝院の造営と、

寛永 7年 (163()の 饉摩藩島津家江戸屋敷への将軍・

大御所御成にむけた御殿等の遣管というこ例を取り上

げ、建築と庭国の工事がとのような体制でなされた

が、建築と庭園の調停が必要な場合には適管体制のど

のような階月において調停されたか、といった検討を

通して、大工の職分が作庭ととのように関わるもので

あつたかについて考察することとする
1)。

2.醍醐寺三宝院の造営

(1)造営の経●

醍醐寺三宝院の遺普の経緯は二宝院円主で醍醐寺座

主をつとめた義演の日記 i義演准后日記」に詳しく記

録されており、「霞醐寺大籠」をはじめ先行研究も多

く存在する
')。

ここではそれらの成果に学びつつ、作

事と作庭の関係について整理しておく (以下特配なき

引用は

'■

濱准后日1刷●こよる)。

慶長 3年 (15“ )に はしまる三宝院 (当時は全日●院

と称していた)の 再興は豊巨秀吉の指示により始まっ

た。慶長 3年 (1598)2月 16日 に秀吉自身が現地に来

て敷地と建ウの規模を指国し、
"日

にも秀吉がやっ

てきて庭の組張が行われた。その指図・縄張の様相は、

16日 条に「桜ノ馬場ヲ南ノ広庭二構入、(中略)、 百廿

関四方 トノ仰也、寝殿ハ東西十五間、南北九円、台所

ハ+関・九関也、廊人間、護摩堂以下御自身御指図被

成了」、20日 条に「泉水ノナワハリ、中島二餞摩堂檜

皮
=―

字、構ヲカケ、滝二筋落サルヘキ御工也、楽楽

御屋敷ヨリ、名石可引由被仰出了、泉水ノ余水、桜ノ

馬場フ中二、な三関二可堀 (堀〉卜被仰出了」などと

記されており、いずれもかなり具体的なものであつ

たことがわかる。しばらく後であるが、 5月 24日 条

に大工が秀吉の指図を写し取るという記事もあるの

で く「先慶大田

"所
御自身薇蔵タル指国、今日写之取テ置帰

了」)、 現地での発吉の指示が図に描き留められて、そ

れがその後の建築・庭口を含めた工事全体の基本計画

となったことは間違いない。

秀吉から違管の指示があった直後には番匠が寝段の

材木の注文を作成した (2月 20日 条「寝臓火急二材木以

下可著云 .々"番匠夜中注文認之」.同 月21日 粂「円跡寝

彙材木注文.=匠口進、広大ノ●也、摯菫」)。 この時点で

「広大」な建物の設計も固まって材料の口達にかかっ

たのであろう。しかしその後建築工事が動き出すのは

■



SUMMARY

Psrt I Gardens of the Azuchi-Momoyama Period

The Assessment and Siglificance of Garde[s ofthe Azuchi-Momoysma Period

oNO Kenkichi, Osaka Unive6ity ofTourism

The Culture and Gardens ofthe Shokuh0 Period

KAWAUCHI Masayoshi, Nara University

Taking a hislorical overvi.w of the Sard€ns of lhc Azuchi-Momoyam! p€riod (1573-1603), their chamcreristics can

bc summrrized in th€ following thr!€ poinls. Firsl Oda Nobunaga and Toyolomi Hideyoshi. who put an end to rhe era

of armed confict, built splendid sardcns according to thcir r€sp€ctive tastes in magnificenr caltles that €an b€ called

symbols of the viclorious. Sccond, thc sard€n bcc nc csrablishcd &s an indispcnsable facility of thc residences and

castles ofthe miliiary elil€. Third, the pmtotype emerged ofth€ r.a grrd€n to s€rve as thc outdoor facility for wabi-

cha, the style of rustic simplicity perfcctcd by S€n no Riky[ in the midst ofNobunaga and Hideyoshi's enthusiasm for

the tea c€rcmony. ln addition. th€ .merg€nce ofgorgeousty dcsisncd dry landscspes, s garden styl. not usinS water.

and lhe stan of th. sprcad of multi-stori€d viewing pavilions as a compone of thc gardcn, caBor b€ ovcrlookcd wh€n

considerinS the gardcns of rhis era.

Il may be slid that thc lbove chsracteristics ofAzuchi-Momoysma gardcns result.d larg€ly from $c acceplancc

and subsequcnt dcvclopmc of the variou! typcs of gardcns s.en to sprout up during the lancr half of lhe Muromachi

penod (1338-1573) in th€ S.ngoku cra. Then, thcs€ chffactcrislics also bccame the basis ofth€ garden form dunng

the srabiliry that continued through th. decentralizcd polirical condrions of the Edo pcriod (1603-1868). ln other

words, for rhe gardcn as is tue for othcr mstters, th. Azuchi-Momoyama period can b€ ass€ss€d as lhc node linking thc

Medicval md Early Modem p€nod!.

「
‐

This pap.r considers th€ culture and Sardens of the Shokuho period by examining thc castles, fortined mansions,

and gardens within the city of Kyoto in which Oda Noburasa and Toyotomi (Hashiba) Hid.yoshi w.r. involved.

Specifically, laking rhe environs of Kyoto as th€ fi€ld, with rc8ards to Nobunage, I take up th. gardens constructed ai

Yoshiaki Gosho (former Ntj6 Castle) built for ShoSun Ashikaga Yoshiaki. and at Nt6d.n Mansion, which Nobunaga

himselfus€d as a rcsidencc. Also, for Hideyoshi, I take up the plarlins of cherry tre.s at Fuhimi Mukaijima, which

stands across lh€ river from Fushimr Castle, lnd the plsnting of ch€rry trccs al Daigoji T€mplc. Throuah these

materiak, I point our io lhis contribution how thc method ofcreatin8 a 8ard€n during thc Shokuho pcriod ignored the

notion of rever€nce for the movinS of srones and of planting trees which had b.en previously @ogniz.d in society of

the Medicval period, and how a rift had thus appcarcd betw.€n these fi8ur€s' bchAvior and thc laB€r populace, snd how

the culrure of the Shokuh6 period wa!.srablished on thar.ift.

ll2

The Role of Carpenters ill Construction and Garden-Building at the Start of the Errly

Modern Period: From Case Studies of Daigoji Sanboin Temple and thc Shim'zu f,do

Residence 
KAro Y[ki, Kyushu unive^ily

In this paper, as examples in which the progEess and svstem of conshuction of buildings and gardeng

cen be seen in some iletsil at the start of the Earlv Modern period, the ts'o cases are t3ken up of the

construction of Daisoji Sanb6in, which began in 1698, and that of a marsion for visits bv the sittins or

retired Shogun buitt on the grounds of the Satsuma DoEain's Shimazu Clan Edo MaNion in 1630 and

through an examination otthe progress and svstem of conBtruction, an investigation is made into how

the carpenter's role was relat€d io th€ garden.

As a rcsuh, it was ascertlincd thAt cv€n if work on the buildinS add gardcn were advanced in patall€l at rouShly

lhe sam. time, th. officials io charg€ and the t€chnicians would b€lon8 lo separate teams for th€ division of labor' and

shoulditben.c€sssrytoholdam€diationbetw€€nthebuildinSandgsfdencr€ws'resolutiolwouldlikelybcsought

amonSthesupcrvisinSofrcisls,orfromtheirov€rs€erorperhapsthcirParron,andthusthcrol.ofcarpcntcrswithin

such a sysrem ofthc division of labor would hav€ no dircct irvolv.mmt in Sardar cof,$ruclion, cven ifth. construction

ofsard.n buildinSs werc io fall within the scopc ofrheir allottcd 6sks'

The Residence ofOds Nobursgr in Gifu Castle slld the writirgs of Luls Fr6is

TAKAHASHI Masanori, Gifu City Cultural Prcperty Protection Division

GifuCaslleisknownaslhcresidcnccoflh.sensokuwarlofdssaitoD6sanandodaNobunasa,Aftertakinsup

r€sidcncc in I 567. Nobutr!8s undenook rojor renovations of tlle c4tl'. and excavatiofls htve rcvcal€d that th€ mmsion

at thc foor of th. moutuain hsd b.cn signifcantly rebuilt. ln addition to lines of standinS stoncs, stone anangem.nts,

and stone walls made wiih hu8€ boutdcts, the inv€stiSations found the remains of multiplc gErdens'

Aho.th!PortuguesemissionaryLuisFr6isvisitedlh€castl€in1569andrccordcdth€aPP€aranc€olthe..palac.,.

atth.f@lofthemouf,hinandth...mainc.'tlc''atth.sumitinh.scoEesPonden.e,whileth.oriSinalt.xlhasnot

surviv.d, therc ar. four exrant versions deriving from copics ofthe same corcspondcnc'' from which conditions insidc

thc castlc cin b. SlimPs.d

lnthisconlribution'alongwirhhtoducingtheSard.nremainsfoundthmughthc20156scalyear,bysludyin8

rhc direr€nccs betw@n the four versions of Fr6is's descriPtioN in the originll, md makina comparisons md cootrasts

betwe.n them. an cxaminalion is made ofthe structuE ofthe mansion ai the mountain base'



inf.E€d ofrhe accompanying gardens, and lh. $.nery that could bc virycd.

ln light ofthe above, I attempt€d an anrl)ris ofthe buildings and aard€as bssed on thc d.scnptions from. plan

thc residencc, and rccords ot construclion, among lhe documenlary malcrials rclalcd lo thc Takagi family.

As a rcsult ofthe analysis, the lord's quaners that were pan oflhe private lpacc and thc large-scal. taiami room

used for inrerDsl m€etings faced a g0rden wh€rc a pond, anificial hills, veSetation, stone arrang€ments, and so fonht

werc aErng€d for viewing. Also, the family living quaners that wer. more strongly private fac€d onto a closed gard€r

surrounded by a wall. On the orher hand, it bccame cl.ar thal the faciliti.s for amusemenl were buih in iwo-storv

foshion, design d for gazing ovcr dist nt sen€ry from indoors.

From th€ above, i! is clcar lhal Sardcos wer. clos.ly link.d lo €ach r@m th.y faced wilhin lh. private space oflhc

rcsidcnc€, and that the rooms and gardens existld as s sinSle spac...

Gardens ofPrivate Houses in the Hoki Region

TAKAHASHI Chinatsu, Nara National Research lnstitute for Cultural Pmperties

In rh€ fi.ld of lrchit€crural his.ory privat€ rcsidenccs of farm faEiliB tuve b€cn comprch.nsively investigated as an

imporranl subje.r for r.s.arch. Ho*ever, in Earden history lher. have only b.€n studies of a ponioo of their gardens.

those having ourstrrding dcsisns. In the current r.search, a! a first slep toward clarifyinS th€ charactcristics and

rcgional natuc of Sarden spaces built logether with th€ iatami rooms of rural Japancse folk houses, an examination is

eDdcavored with thc sardens of folk houses built in the Early Modem pcriod in Totlori Prcfecurrc as the subject. As r
resuli, it bccam€ clcar thar rhc garden forms wer€ all hill and pond gardens, thal stepping stones were laid from th€ lea

gardcn Sarc to the tltami rooms, ihal th. surroundinS ar.as w€rc levcl and grav€l paved, that thc axis for apprecisting

the Sarden view divides inlo two typ€s lccording to lhe scope oflhe tatami rooms'opening, that evergrecns wcre the

main typ€ ofplant€d te.s, ihar omamental slones wcre msd€ oflocauy produccd malcrial, and so fonh.
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