大阪平野における戦国時代の環濠自治都市に関する研究
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2 尼崎の環濠自治都市：尼崎の繁栄のピークは堺･平野

Ⅰ はじめに
現在もなお環濠自治都市としてその名を残し江戸初

より早く 13〜14 世紀であり、
魚商人が瀬戸内海から房

期の町割りを残している平野郷は、大阪市平野区の中

総半島までを商圏とし、後述の河内木綿の台頭までは

心部に位置し文化的に豊かで先進の地域である。本研

武庫川流域産の綿は全国で最も品質が優良とされてい

究では平野郷と近隣の環濠自治都市を比較するととも

た。5)早い時期に繁栄したのは都に近かったため中央

に、特にかつての風情が残る平野郷の市街化動向など

集権の手が及びやすく、かつ交通の要衝であったため

について、その史的内容を整理することにより、今に

漁民のなかから商人が派生的に誕生した。それ以前は

風情を残し得た要因を明らかにすることを目的とする。

漁業や運送業などに従い、事あらば水軍となる漁民が

方法は図書館・地域資料館から文献を収集し整理分析

西国への渡航を請け負っていた。漁民が運送業であっ

を行った。

たと同時に水軍であり、場合によっては海賊でもあっ
た。6)古くから培われた海に親しむ生活と商業の行動

Ⅱ 環濠自治都市間の比較

範囲の広がり、海民の伝統が近世尼崎の漁民や生魚商
あぐち

人を生み出すこととなった。7)

1 堺の環濠自治都市：堺の最初の自治組織は開口神社
えごうしゅう

の運営組織であり、ここから会合衆と呼ばれる自治を

自衛自治においては幾多の武庫川の氾濫で荒廃した

行う豪商や貿易商人達が生まれた。1）戦国期の堺は全

ところを明徳年間(1390〜93)に再開発し、生嶋四ヶ村

国流通の拠点であり、発展の基礎には手工業・商業都

(旧立花村)(上ノ島･栗山･大西･三反田)が成立した。
こ

市として近畿経済圏の要となり各地方の経済圏と密接

の四ヶ村に一村ずつ開発の頭として座敷衆という宮座

に連携した経済活動と、それを刺激促進する要因とし

をもうけ、自衛のために濠を掘り、自治を始めていっ

て海外貿易があった。2）3）そして会合衆によって住民

た。8)そして座敷衆が自衛自治の中心として活躍した。

自治を強めながら自治都市としての発展につとめ、町

9)これらが七松環濠・武庫環濠・次屋環濠・富松環濠

の周囲に環濠をめぐらして自衛し都市生活を維持して

と呼ばれている。10)11)尼崎市域の環濠集落は大和平野

きた。やがてその富力を背景にして商人たちは東南ア

に見られるような幅の広い堀に囲まれた規模の大きな

ジアをめざし、また茶の湯に代表される都市文化を創

ものはないが、他の環濠自治都市との共通点としては

造した。商人の蓄積した富は数多くの仏教寺院の建造

中世の発生ということが挙げられる。

に寄進された。1）これは中世末のヨーロッパ商人が死

3 平野の環濠自治都市：有力開発名主であった七名家

に際して儲けた富を協会に寄付し神の元へ発っていく

の先祖は坂上氏である。平野と坂上氏との関わりは平

のと同じように、堺商人も寺院に寄進し仏門に帰依し

安時代、 坂 上 広野麻呂が荘園を請け賜わって以来子

たと考えられる。

孫代々貴族的生活を守り婚姻の際も京都の公家に限り

さかのうえの ひ ろ の ま ろ

堺の経済を支えていたのは、中国産の生糸を独占的

土地のものとはせず、特別な家柄をもつものとされ町

に購入できる割符の特権、中国から渡来した職人の技

民の上に位する階級とされていた。1）12)13)七名家の発

術移転によって明様式の高級織物製造販売、さらに鉄

生は 10 世紀から分派しはじめ 12 世紀にはほぼその基

砲製造である。3）これらもやはり会合衆の力によると

礎を固め 15 世紀に完成した。
すなわち①最初の坂上氏

ころが大きい。ところが大阪夏の陣(1615)･島原の乱

と一族での領地開発時代、②各氏が名 田 を開発し名

(1637)で大きな戦いは終わったため鉄砲に対する需要

田主となった時期、③名田開発の性格が失われ、戦国

は減少した。4）徳川時代は中世の黄金期であった堺の

時代の社会的混乱期に惣の確立による町の自衛のた

あとを受け、城下町ではなく幕府直轄地の自治都市と

めの行政分担に関わる時期、の三つにわけられる。12)

して職人的工業を基軸産業とする道を歩んだ。商業都

当時では平野郷支配の頂点を極める家系であり七名家

市としての繁栄は大阪に奪われたが、伝統技術に生き

は時代の変遷に伴い栄枯盛衰があったが、最も富裕だ

る職人の町として今日に至る。

ったのは末吉家であり末吉船でルソン・ベトナム回東

みょうでん

そう

1

京に渡航するなど最も活動していた。13)

の旧国鉄関西線の営業開始により廃止となった。

戦国時代には大和・河内一円の商業特権をもつ商人

平野が内陸に位置しながらも、堺･尼崎などのよう

などが活躍し多数の富裕な商人が生まれた。そして権

に発展した要因として、街道の交点であったことも重

力者と商業上の結びつきが生まれた。3）そこで七名家

要であるが、多様な地場産業と旧大和川を擁した河川

が有力商人層と組んで結束し戦国期の自衛自治のため

港湾施設があったことがあげられる。大量の荷物を天

に七つの集落を一つの郷に集め環濠都市を作り上げた。

下の台所であった大阪へ運ぶのに適した河川の存在が
平野の繁栄を支えたのであった。

大坂夏の陣では七名家も大坂・徳川方双方に分かれ
平野郷の大部分は焼土と化した。11)再建には徳川方が

(図‑1・表‑1 参照)

力を入れ自治都市の復活を志し封建社会の体制強化の

以上を整理したのが表‑1 である。環濠内部には神社･

中で七名制度による自治運営の存続と諸権益の確保に

寺院を中心とする広場をもつものが多く寺院の宗旨は

つとめた。12)13)

浄土真宗が多い。特徴は住民独自の動きが見え始めた

一方、地域産業と地理的要因の関係についてみてみ

ことである。住民の生産活動の範囲内のことで動き始

ると、河内における綿作は天正年間(1573〜1592)頃に

め、それは自分たちの祖先･開拓の先達･村の守護神な

高安山麓の台地で栽培され河内平野に及んだとされる。

どの祭りを村中で始め、その当番を村中が持ち回りで

河内木綿の栽培がさらに拡がったのは、幾多の氾濫か

始めた。3）12)13)これらの祭りで演ずる踊りの為に村の

らの復興の為に大和川が宝永元年(1704)に現在の流路

組織が組まれていく。それが会合衆・七名家・座敷衆

に付け替えられてからである。旧大和川敷は砂地と豊

に発展した。これからもわかるように主要産業が輸送

かな地下水が綿作には最適であった。また大坂という

業であること、海外からの伝来技術の吸収の拠点があ

商業都市を控えていたので河内は全国一を誇る綿の生

ったこと、地元有力名主の存在が大きかったこと、陸

産地となった。14)

路･水上面交通の要衝であったこと、
広く庶民に普及し

宝永〜宝暦年間(1704〜1764)の頃、平野郷周辺の田

た浄土真宗の拠点の一つであったことなどのようにい

畑の約７割が綿作地であったといわれる。平野郷では

ずれの環濠自治都市においても共通している。こうし

繰綿が多く、近隣の八尾では木綿織りが多かった。13)

た中で平野郷は主要産業において農業とその産物の加

平野郷には宝永年間に木綿繰屋が 166 軒もあった。宝

工業など多様な業種構成と集積を有しており、このこ

永〜宝暦年間が平野郷の最も栄えた時代で、人口は１

とが現代にまで色濃い影響を残し得た大きな要因の一

万人を超えた。1）平野郷には繰綿問屋・カセ糸屋･木

つであろう。
表-1 各都市の特徴

綿商などが発達し宝暦四年(1754)の取扱量は四十五貫
(1688 トン)にも上った。安政 5 年 (1858)の修好通商
条約(安政五カ国条約)･明治 29 年(1896)の外綿輸入関
税撤廃により河内木綿は外国産に駆逐され長く続いた
綿作も廃れた。12)15)産物の輸送には、旧大和川の氾濫
復興を目的に運行開始された平野川の柏原船、久宝寺
川の剣先船が活躍したが、大和川付替に伴い水量が減
少し隻数縮小を余儀なくされたが便数は増加するもの

Ⅲ 平野郷の都市化の動向
まず平野郷周辺の変化について、
江戸時代から明治、
図-1 河川と木綿と大和川
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大正、昭和初期、昭和 50 年代の 5 時点で表した(図
‑2.3.4.5.6 参照)。16)17)それによると、昭和に入り平
野郷周辺に街区が徐々に形成され、戦後の復興で町割
りの整った街区が形成されたことがわかり周辺の市街
化は最近になってからといえよう。平野郷周辺は、梅
田･難波･天王寺という南北軸より遠く東南に位置して
いるため都市化が遅れた。もう一つは軍事拠点にもな
った八尾空港の存在があり終戦後の米軍からの全面返
還まで周辺の統制がなされ開発の波が届かなかったこ
とも考えられる。しかし戦後急速な経済発展とともに

図-5 昭和 10 年頃

環濠は埋められ、農地は住宅地に変わり平野郷も住宅
地の一部となった。12)13)一方、環濠内の市街化動向を
みると町割りは往時のままで残存している。

図-6 昭和 50 年頃

図-2 江戸後期

図-3 明治時代

図‑7 環濠内寺院･旧家屋分布地図

図-4 大正時代
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こうした地図(図‑7 参照)で環濠内の現存する寺院・
旧家屋(旧家屋風建物含む)をみると寺院は北西から南
東方向に分布しており、これは大阪と奈良を結ぶ街道
沿いに建立され利用されてきたためと考えられる。18)
旧家屋の分布に偏りは見られないが、主要街道沿線地
区に比較的まとまって残存している。これらは現在で
も住民の手により自主的に修繕などで手入れがされて
おり良い状態で残されてきている。ここには住民の町
並み保全と町づくりの意識が継承されてきていること
が大きな要因となっている。なお図‑7 の環濠は江戸後
期の形状を現在の街区に表したものである。
Ⅳまとめ：
３都市とも物資の集積地として成り立っていたこと
が第一にあげられる。そしてこれを裏打ちするかのよ
うに環濠自治都市の特徴として、商業・独自の産業・
豪商による自衛自治・交通の要衝という４項目が深く
関係し、発展には地理的要因が大きく関わっていたこ
とが言える。
このことより環濠自治都市というのは恵まれた地理
的要件と、先進の技術を扱える職人、先を見越した豪
商の存在に影響するところが大きいと考えられる。ま
た周辺街区の主な特徴としては、中心に核となる部分
があり、それを取り巻くように発展していくことが明
らかとなった。そして平野郷の繁栄とかつての風情を
残してきたの要因として次の４項目が挙げられる。
① 要街道に貫かれた地の利良い土地である。
② 敗戦直後より市街化は進行するが、格子状街路は
現在も残るなど、古くからの都市骨格が長きにわ
たって残存していた。
③ 家屋が多数残っており新築住宅も旧家屋を模して
建てるなどの生活文化と習慣等が残存している。
④ 市開発の圧力が直接入りにくい土地柄である。
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