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20220205 日本史研究会例会「近世畿内朝廷領支配の展開」 ＠オンライン 

京郊地域からみた近世寺社領・公家領の性格―嵯峨「境内」を中心に― 

山田淳平 

０）本報告の目的 

本報告は、近世寺社領・公家領の性格を、京郊地域の相給支配の実態解明をとおして検討するものであ

る。 

※京郊＝広くとれば山城国一国。本報告では差し当たり洛中に接続する葛野・愛宕・紀伊郡を想定。 

 

１）京郊の所領構成の特徴 

・〔山田 2008〕…山城国総石高は約 22 万 2000 石。 

村数 500 ヶ村に対して 612 領主＝相給村落が多い。 

1 領主平均 3ヶ村に所領が存在＝所領の錯綜。 

天皇・公家・地下官人・寺社等の非武家領が 59％を占める。 

・〔上杉 2018〕…郡ごとの一村あたりの平均領主数は、葛野・愛宕・乙訓・紀伊郡が４～７領主であるの

に対して、宇治郡以南は２領主以下＝山城北部・京郊地域が特に錯綜が激しい。 

 

２）近世領主をめぐる議論と寺社領・公家領 

・所領の錯綜…関東と上方の所領構成の特徴として研究が進展 

  関東…旗本領・幕領・寺社領 

   錯綜＝旗本は在地性の払拭、知行権の制限が進み、単なる年貢収取者の地位に固定（旗本知行形

骸化論）〔北島 1964〕 

    ⇔所領の錯綜は個別領主権の否定とは言えず、知行主―百姓―土地の整合が図られていた〔白

川部 1986〕＝年貢収取と人別把握という形での旗本知行の貫徹。 

  上方…旗本領・幕領・大名飛地領・寺社領・公家領 

   錯綜を乗り越える仕組みとしての広域行政（支配国）〔薮田 1976〕や畿内大名の役割〔岩城 1998〕、

村の運営能力〔水本 1991〕への着目、「奉行の行政、領主の所有」〔水本 1993〕 

地域社会への着目と相まって、旗本知行や畿内小藩等の個別領主支配の研究も進みつつある〔熊

谷 2013、齋藤 2018〕 

 

・山城国への視線、寺社領・公家領への視線 

〔藤本 2008A〕…畿内近国研究が摂河泉を主な対象としてきたことに対して、朝廷や大寺社が存する城

和の研究の必要性を説く。 

⇔山城国においては、その所領構成の特徴を為しながら、寺社領・公家領の個別領主支配の研究は蓄

積が少なく、また、錯綜が激しい山城北部地域もあまり研究対象とされていない。 

〔神崎 1981〕…「幕藩体制社会における禁裏領・公家領の研究が歴史研究にどういう意義をもつか」

という疑問が存することを述べた上で、その原因は「幕藩体制の中での禁裏あるいは公家の立

場、いいかえると領主権には自ずと一つの答えが既に出ているように思われるため」とする。 
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    →封建領主の定義（封建地代の収取、農民の土地緊縛とそれを実現する暴力装置＝封建領主の

条件を満たすのは将軍と大名）〔藤井 1974〕や、裁判権・徴税権・行政権を具える「独立領主」

〔モリス 1999〕という観点からは、寺社領・公家領は議論の俎上に上がってこない。 

  ※〔服藤 1980〕…「禁裏御料や寺社領の支配は、現実には幕府代官、遠国奉行あるいは近隣大名

に委ねられ、彼らは、ただ年貢の支給をうけるというのが一般であった」 

多様な知行制という提言〔高野 1996、モリス 1999〕…給人や旗本を分析対象として、旗本領形骸化論

や、地方知行遺制論、領主権の強弱を量る考え方を批判＝領主ごとの個性を重視する立場。 

個別領主支配と広域支配の統合…諸領主と幕府＝奉行所による統合的支配・全体的統治という視点の

提起〔横田 2000、村田 2019〕 

国家論における寺社・公家の役割の定置…寺社領は祈祷役に対する安堵（大名の軍役と対を為す）〔深

谷 1978〕、公家は将軍からの領知宛行によって、禁裏小番・家業といった役儀を負う〔高埜 2001〕 

 由緒論における寺社領への着目…地域にとって寺社領であることの意味の追究（諸役免除特権の獲得

等）〔井上 2003〕 

→国家的視点と地域的視点の双方から、寺社領・公家領の意義づけがなされる。 

→こうした研究潮流を踏まえると、近世領主の一形態として寺社・公家の位置づけを議論できる段階に

なってきている。 

→とりわけ、寺社領・公家領の性格を考える上で、京郊地域の実態解明は不可欠。 

 

３）京郊寺社領・公家領をめぐる研究史 

大局的には中世以来の権門勢力として一括して扱われることも多い寺社領・公家領であるが（＝「伝統

権門領」〔山田 2008〕）、それぞれに研究の蓄積がある。 

・寺社領 

〔中田 1907、三上他 1914〕…寺社領の性格をめぐる議論。寺社領の制度的位置、上知令後の社寺地取扱

など同時代的な関心に基づく法制史的研究。主な論点は、社寺地は社寺の私有地か否か。 

〔中川 1930〕…相国寺領を検討対象とし、相国寺は本所として徴税とともに行政・司法の権利を持って

いたとする。 

   →〔豊田 1982〕も中川の研究等によりながら、寺院領主の権限は大名と差違はなかったと評価。 

〔林 2012〕…五山等の事例から、寺社への宛行の内容を政権の対寺社勢力政策の観点から検討。 

〔伊藤 1989・1993〕…都市史の観点から、寺院の膝下に形成される「境内都市」という類型を提起し、

東福寺や本国寺を事例に中世的境内の影響力が近世にも残るとの見通しを述べる。 

  ｃｆ）他に〔朝尾 1996、藤本 2008B、杉森 2019〕など、都市の一要素として、洛中に接続する寺

社領を検討…都市周縁部としての寺社領⇔郊外部については研究少ない。 

  ｃｆ）大和国においては、薬師寺の膝下領への影響力が論じられている〔水谷 2011〕 

 

・公家領 

〔橋本 1974〕…公家領の分布・免などの概況を解明。公家領・門跡領は一部の例外を除いて各家の直支

配。 

〔井ヶ田 1978、神崎 1981〕…所領支配の実態解明。錯綜による土地と百姓の不一致による領主としての
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限界性と奉行所への依存を指摘。 

〔平塚 2010、尾脇 2014〕…村役人層や豪農の観点から、門跡・公家領の村運営の実態を解明。 

〔田中 1995〕…乙訓郡調子村を検討し、在地領主である調子家が相給方の公家領にまで強い影響力を及

ぼしていたことを明らかに 

 

→寺社領については、所領・地域への影響力が論じられてきているのに対して、公家領はその散在性か

ら領主としての限界が強調されることが多い。但し、研究史としてはあまり交差しておらず、寺社領

と公家領の性格の相違点や共通性も不明瞭なまま残されている。 

 

・畿内近国論における寺社領・公家領の位置づけ 

〔伊丹市史編纂専門委員会 1969〕…伊丹郷町の近衛家領について言及。「伊丹地方としては異色の領主」

と記すのみ。 

〔薮田 1976〕…畿内における所領構成を規定する要因として、中世の寺社本所勢力の存在に注意を要す

ることを指摘。寺社領や公家領が、上位領主による支配権吸収のための所領転換か俸禄制への切替

の阻害要因となったと主張したこともあった（「それ（支配権の吸収）を断行するためには、所領転

換か俸禄制への切り換え以外に、手段はないであろう。ところが現実には、そのような事態は生れ

なかった。よしんば可能性があったとしても、多数の公家・寺社領の存在が最後の障害として残っ

たにちがいない」※単著収録時には削除）。 

→〔野村 2010〕…個別領主としての公家の意識・主体性を積極的に捉える視点を提示。公家領について

は、俸禄制への転換や所替が可能であったことを指摘。 

 

→宛行の局面という政治史的観点や、都市や村の構成要素としての地域史的観点からの研究が蓄積され

てきているが、個別領主の視点から、如何なる支配を実現していたのかを明らかにする志向は限定的。

そのような中、地域の編成主体としての寺社領主・公家（地下官人）領主の姿を明らかにした伊藤や

田中の成果、また公家領主の意識や主体性に着眼した野村の成果は重要。 

 

→寺社領・公家領ともにその性格や支配権の有り様については評価が定まっていない。 

⇒個別領主の視点から、所領に対する支配の実態解明を積み重ねていく必要がある。 

 

４）課題 

寺社・公家領主が、将軍からの領知宛行によって、いかなる所領支配を実現していたかを解明し、そこ

から、近世領主における寺社領・公家領の性格について考察を行う。 

 

※視角として下記２点を設定 

①京郊における寺社領と公家領の関係性（相給の中身、寺社領と公家領の支配形態の違い） 

②領主の持つ在地性・地域性（領主ごとに固有の所領とのつながり） 
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１、京都西郊の所領構成 

・極端な相給 

西院村（177 給）や壬生村（73給）のような極端な相給村落。 

地下官人たちの所領支配〔秋山 1991〕 

年貢収取…年行事・年番を置いて共同して年貢収納に当たる【史料 1・2】 

 鉄炮改…所領の錯綜により、京都代官小堀が実施【史料 3】 

 宗門改…西院村は相国寺、壬生村・千本廻は武辺へ提出し、領主は提出しない【史料 4】 

→地下官人は年貢収取は行うが、人別把握は幕府や寺院に委任。 

 

・寺社の一給支配 

大寺社の一円的な膝下領もある程度存在【表１】 

寺社同士の境争論 

貞享 3 年（1686）の広沢池等をめぐる大覚寺・仁和寺争論（仁和寺文書） 

享保 3 年（1718）の大堰川畔の藪刈取をめぐる天龍寺・松尾社争論（臨川寺文書） 

→いずれも相給の公家領が存するにもかかわらず、寺社同士の境界争いとして展開。 

 

⇒京都西郊地域は、零細な公家領・地下官人領の入組が激しい相給村落と、寺社の一給村落が併存。特

に寺社領主の影響力が大きい地域であったことが察せられる。 

 

２、天龍寺の「境内」支配―「惣支配」と「他本所」― 

・嵯峨「境内」とは【史料 5】 

下嵯峨（川端）村＝天龍寺「境内」【表 2】、上嵯峨村＝大覚寺「境内」【表 3】 

 

・下嵯峨村の支配の在り方 

年貢…本所（領主）の諸役は免除だが、年貢は差し出す【史料 6】 

宗門改…天龍寺へ差し出し、本所へは提出しない【史料 7】 

 

・相給方との関係 

享保 15年（1730）宝樹寺門前の高札をめぐる壬生家と天龍寺との往返【史料 8】 

→相給方にも及ぶ天龍寺の支配。 

正徳元年（1711）阿野家夫役一件【史料 9】 

宝暦 3 年（1753）村方の大年寄（＝材木屋）と惣百姓の出入をめぐる阿野家での尋問【史料 10】 

宝暦 8 年（1758）阿野家年貢取立依頼【史料 11】 

→阿野家は知行所百姓を徴発することはできず、天龍寺の境内百姓に対する支配を追認。唯一の権限と

言える年貢の取立さえも天龍寺に委任していた可能性がある。 

 

・幕府の対応 

天明 2 年（1782）村方惣支配出入【史料 12】 
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天龍寺が下嵯峨村惣年寄仲間を相手取り訴訟。 

明和 8 年（1771）他村との水論に際して、惣年寄は天龍寺へ届け出ず、仁和寺宮へ願書を提出。 

安永 2 年（1773）領主ごとに提出を命じられた奉行所裁許書写についても、天龍寺ではなく仁和寺宮

へ提出。 

 明和 4年（1767）仁和寺宮が仁和寺領百姓の宗門人別印形を徴取。 

 安永６年（1777）以来、阿野家が家領百姓の印形を徴取。 

→惣年寄が、「他本所」および奉行所とのつながりをもって、天龍寺の「惣支配」を拒もうとする。 

→奉行所は天龍寺による「境内惣支配」を全面的に支持。 

【史料 13】から分かるとおり、天龍寺による「境内」支配は幕末まで存続。 

⇒個々の相給方の領主の権限よりも優先される「境内」の論理。 

                      →その根拠は代々の公験【史料 14】 

 相給方の公家領主は、年貢は収納されるものの、領民への支配は貫徹できず。 

 

３、上嵯峨と下嵯峨―せめぎあう「境内」― 

・上嵯峨村の支配の在り方【史料 15】 

上嵯峨村は「嵯峨境内」と称して、大覚寺が「一円支配」。 

 

・上嵯峨村内の天龍寺塔頭 

享保～元文年間、上嵯峨村内仙翁寺村鹿王院領をめぐる天龍寺と大覚寺との争論【史料 16・17・18】 

大覚寺の境内支配の根拠【史料 19】＝領知朱印状の「境内」文言。 

 

・二尊院との争論 

文化 9 年（1812）上嵯峨村二尊院門前支配をめぐる二尊院と大覚寺との争論【史料 20】 

→領知朱印状の「門前境内」文言（【史料 21】）及び天龍寺塔頭や鹿王院領一件の先例をもって二尊院が

門前支配を主張。 

⇒上嵯峨においては、大覚寺、天龍寺、あるいは二尊院といった寺院の「境内」同士の争論が多発。 

 

４、おわりに 

・京都西郊地域の特質 

①寺社の「境内」が重畳する世界。 

②上嵯峨・下嵯峨においては寺院領主が「境内」と称して、相給方の公家領を含み込む強い影響力を

有していた。 

 ⇒領知朱印状に記された「境内」文言と、それぞれの領主に宛行われている朱印高（例えば【史料

22】）との相克であり、そのうち「境内」の論理がまま優越しているところに京都西郊地域の特質

が認められる。 

 

・嵯峨以外の地域でも・・・ 

大徳寺による大宮郷支配〔永井 1962〕…領有権とは無関係に郷民の人身権を一手に掌握。 
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離宮八幡宮による大山崎庄支配〔大山崎町史編纂委員会 1983〕…大山崎領内の公家領の支配は惣中や社

家に一任され、公家は年貢を受け取るのみ。 

⇒大寺社の膝下領に対する、相給領主も包摂するような大きな影響力は、嵯峨以外でも想定できるので

は？ 

 

⇒京郊地域の一つの編成原理として、寺社「境内」を組み込んでいく必要性。 

 

・領主制における位置づけ 

境内支配の根拠＝領知宛行状の「境内」文言＝石高以外のものが宛行われていることに意味がある。 

※近世知行の特質＝石高制…「寺社公家の近世知行は石高制知行に編成」〔脇田 1977〕 

〔池上 1999〕…越前国の天正検地を事例に、指出による知行高確定→検地→村高の打渡という手続から

近世知行制の形成過程を見出す＝個別領主の知行権は高。 

 ⇔〔尾下 2004〕…越前国織田寺を事例に、天正期には「山林・野・川」等の高外地に対する個別領主

の知行権は存続していることを指摘。 

 

〔田中 1995〕は調子家が村高と合わせて「山林竹木被官等」を安堵されていることを、調子家が在地領

主として存続したことによるものとし、こうした調子村の在り方を「畿内農村としては例外的な位置づ

け」とした。 

⇔本報告で見たように、京都西郊の寺社領主たちは、宛行状の「境内」文言によって、相給方を含み込

んだ一円的な支配を実現。 

 →寺社領においては石高と合わせて「境内」「門前」「山林竹木」が宛行われるのが通例であり、そう

した宛行文言をもとに境内の「惣支配」を行う寺社領主が重畳しているのが京郊の世界であった。 

 

寺社領＝石高と合わせて、「境内」「山林竹木」文言等により寺辺膝下の土地・領民への支配権を持つ在

地領主。 

公家領＝基本的に石高によって知行が宛行われ、年貢の収取権を持つ都市領主。 

 （なればこそ〔野村 2010〕が明らかにしたように、俸禄制への切替や所替が可能） 

  ｃｆ）寛文印知で高以外のものが宛行われてる公家としては、二条家（竹木等）、伏見宮（山林竹木

等）、烏丸家（葭島等）、水無瀬家（廓内山林竹木芦嶋等）、地下の調子家（山林竹木被官等）の 5

例のみ（そもそも地下で領知朱印状を交付されているのは随身の調子・土山家と三方楽人の 3 例

のみ）。 

 

⇒近世の領知宛行制は、「高」の宛行と、「高外」（山野河海、境内門前、被官等）の宛行の二本立て。京

郊ではこの領知宛行の二側面が重なり合っており、特に後者を有する寺社領主が地域編成に大きな意

味を持っていた。 
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