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第６回 代官国領重次と『陸奥国信夫
伊達惣検地高絵図屏風』
阿部 俊夫（あべ

としお）

福島県史学会
役員

１

代官国領重次の赴任と惣検地

十一亥三月信夫郡腰浜村より御打始メ、延宝弐
寅年十月伊達郡東根仁井田村ニ而打終ル、

信夫・伊達両郡は中通り北部、現在の福島・伊
達市、桑折・国見・川俣町です。江戸時代の初頭、



（『福島県史』９）

両郡は米沢藩領でしたが、寛文４年（1664）から

「御打始メ」は検地の開始、「打終ル」は検地の

は幕府領（江戸幕府の直轄領）になりました。伊

終了です。惣検地は寛文11年（1671）３月信夫郡

奈半左衞門忠勝が福島陣屋に赴任し、忠勝没後の

腰浜村（福島市）に始まり、延宝２年（1674）10

同５年からはその子息半十郎忠常が代官を勤めま

月伊達郡東根郷仁井田村（伊達市保原町）で終

した。同10年（1670）忠常の転任後、国領半兵衛

わった、とあります。３年半を費やした惣検地に

重次が新たな代官となり、両郡の村々を統治しま

より、両郡の村数189村と各村の村高が確定しま

した。

した。この村高は明治初年の地租改正に至るまで

重次は幕府小普請国領吉次の長男として、元和
６年（1620）に生まれました。寛永13年（1636）

年貢・諸役賦課の基準になりました。
検地の結果を集計した土地台帳が検地帳です。

３代将軍徳川家光に拝謁し、同19年大番、寛文５

代官と村の両者にとって、検地帳は最も重要な文

年（1665）御蔵奉行に就きました。同７年父の死

書でした。検地帳は２部作成され、代官と村が互

後に伴い家督を継ぎ、同10年福島に赴任したので

いに１部を保管していました。図１は惣検地が最

す。

後に実施された仁井田村の検地帳『伊達郡東根之

「検地」は１村ごとに田畑と屋敷の広狭を測量

内二井田村御検地帳』です。「弐冊之内一」「弐冊

し、その土地の石高（生産高）を確定することで

之内弐」とあるように、検地の結果は検地帳２冊

す。石高の合計が村高となり、村高は後年に至る

に集計されたことが判ります。図２は検地帳の奥

まで年貢・諸役賦課の基準となりました。重次の

書です。「惣合百弐拾三町四反七畝拾弐歩」は田

大きな功績は両郡の惣検地を実施したことです。

畑と屋敷の面積、「高千百八拾石壱斗壱升五合」

文化５年（1808）『信達両郡村々御検地古高新高

は村高です。さらに、

帳』は次のように伝えています。
両郡御代官国領半兵衛様江御検地被仰付、寛文
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右御検地帳之通惣百姓立会、少茂相違無御座候、
以上、
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図１

仁井田村の検地帳

図２
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検地帳の奥書

総ての村人が立会って確認したので、検地帳に

２帖、左右に配列）に仕立てられています。大正

間違いはない、とあります。重次配下の検地役人

８年（1919）11月「拝領之履歴書」は安斎家伝来

は上遠野金兵衛・石島庄太夫・山口権右衛門の３

の屏風を次のように述べています。

名です。八兵衛・庄兵衛ら村人６名が検地役人を

国領半兵衛氏幕領引渡シ、幕府帰郷ノ節、当家

案内して、仁井田村の検地は「延宝弐甲寅年十

二代伊右衛門後チ伊左衛門ト改ム、御検地村高

月」に終了しました。

記入屏風壱双下賜シ、代々保存所持今ニ罷在候、

村明細帳は村の概要を書き上げた帳簿です。図

右伊左衛門儀ハ、右三ヶ年間惣検地之節算術ヲ

３は慶応２年（1866）10月伊達郡掛田村（伊達市

能シ候ニ付、奉行所勘定用書役ヲ命セラレ出仕

霊山町）の村明細帳です。それには、

候ニ付、其勤務ノ功ニ依リ、拝領シタル事ニ、

百九拾四年以前延宝元

代々云伝ニ御座候、依テ右屏風ノ履歴無相違候、

丑年国領半兵衛様検地



御水帳之写三冊所持仕
候、

図３

掛田村の村明細帳

（『福島市

文化財調査報告書第１集』）

「幕領引渡シ」「幕府帰郷」は国領半兵衛（重
次）の離任です。それによれば、①重次は江戸に

とあります。「水帳」は

帰る時、安斎家２代目伊左衛門に屏風を下賜した。

検地帳のことです。掛田

②「御検地村高記入屏風」とあるように、惣検

村の検地は仁井田村の

地で確定した村高が記入されている屏風である。

前年、延宝元年（1673）

③「算術」を能くした伊左衛門は惣検地実施の３

でした。それから194年

年間、「奉行所」（福島陣屋）の「勘定用書役」を

後の慶応２年に至る迄、

命じられ、勤務した。④その勤務の功績により、

「国領半兵衛様」の検地帳（写し）３冊を所持し

伊左衛門は屏風を拝領した、とあります。②から、

ていたのです。それは重次の惣検地により確定し

この屏風の制作は惣検地終了の延宝２年（1604）

た村高が年貢・諸役賦課の基準だったからです。

10月以降であることが判ります。検地の集計作業

仁井田村の検地帳も同様の理由で保管され、今に

には「算術」が不可欠でした。その職務が③「勘

残されたのです。

定用書役」であったと考えられます。

惣検地終了から５年後、延宝７年（1679）６月

この屏風は惣検地を実施した両郡村々の景観を

代官国領重次は大和国（奈良県）に転任となり、

写実的・絵画的に描いています。盆地の山々を上

福島陣屋を離れることになりました。

方に、阿武隈川を下位に配置し、左隻（左側の屏
風）には東方斜め上空から鳥瞰した信夫郡の村々

２

描かれた惣検地

（一部、伊達郡）が、右隻（右側の屏風）には西

図４は福島城下、中町の検断を勤めた安斎家が

方斜め上空から鳥瞰した伊達郡の村々が、描かれ

所蔵する『陸奥国信夫伊達惣検地高絵図屏風』で

ています。左隻・右隻の南北が正反対であるため

す（平成２年３月県重要文化財指定、福島県歴史

に、北流する阿武隈川は互いに逆方向に流れてい

資料館寄託）。屏風は六曲一双（６枚折りの屏風

ます。村の範囲は色分けされ、村ごとに短冊状の

福島の進路 2019. 9

37

信達の歴史シリーズⅢ

～人物からみた信達の歴史～

図５

図４ 『陸奥国信夫伊達惣検地高絵図屏風』
（左隻）

図７

図８

図12

図11

図６

図４ 『陸奥国信夫伊達惣検地高絵図屏風』
（右隻）

図９

図10

小金色紙が貼付されています。「高千弐百三十四

し、集落の西・北側は「イグネ」に囲まれていま

石余

桜本村」のように、小金色紙には村名と惣

す。「イグネ」は西風・北風から家屋敷を守る屋

検地により確定した村高が明記されています。半

敷林です。村外れの「御林」は福島陣屋が管轄し

双（屏風１帖）の法量は縦150㎝、横352㎝で、県

ていた森林で、この一画は幕府領でした。二子塚

重要文化財に相応しい傑出した作為の屏風です。

村では、稲穂を天日干しにする稲掛が描かれてお

屏風を構成する絵柄は屋敷・寺社・街道・河

り、屏風が描く村の景観は秋期であると推測され

川・川舟・渡船場・溜池・堰・一里塚・山野・森

ます。図６は伊達郡徳江村（国見町）の景観です。

林などです。図５は信夫郡庄野・土船・桜本・二

「イグネ」に守られた集落と馬を急き立る農夫が

子塚・庭坂村（福島市）の景観です。５村は異な

描かれています。馬は稲穂のようなものを背にし

る色で塗り分けられています。村内に集落が散在

ています。村高は「高千三百四拾四石三升弐合」
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図５

図６

５村の景観
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図７

徳江村の景観

図８

難所の岩礁

福島河岸の小鵜飼舟

この川舟は渡し舟です。川舟24艘は阿武隈川を上

とあります。

こうかいぶね

惣検地後程なくして、重次は②「御検地村高記

り下りする小鵜飼舟です。小鵜飼舟は長さ７間２

入屏風」を制作したと考えられます。福島陣屋に

尺・幅５尺３寸・深さ２尺１寸程度とされ、両郡

は、町役人・村役人・商人などが頻繁に出入りし

幕府領の年貢米を運びました。
か し

ていた筈です。彼らに惣検地の実績が描かれた屏

「河岸」は岸辺に舟をつけて、物資を上げ下ろし

風を見せることで、重次は両郡189村の統治者で

する舟着場です。図８は福島河岸（福島市）に停

あることを誇示したかったのでしょう。

泊する小鵜飼舟５艘です。船首を岸辺に着けて、
その先には蔵米を保管する蔵屋敷数棟が立ち並ん

３

描かれた舟運

でいます（この一帯は現在、御倉町と呼ばれてい

かい まい

「廻米」は年貢米の搬送のことです。屏風の主

る）
。両郡の幕府領年貢米はこの蔵屋敷に集められ、

題は惣検地で確定した189村の詳細な景観描写で

小鵜飼舟により運び出されました。蔵屋敷の横、木

す。構図全体から見れば僅かですが、舟運による

立に囲まれた大きな屋敷群が福島陣屋です。この

廻米についても描かれています。図７は阿武隈川

屋敷群は米沢藩時代の旧福島支城と考えられます。

の南端、蓬萊峡からやや川下の露頭した岩礁です。
対岸は黒岩村で「高四百五拾石

黒岩」とありま

図９は阿武隈川を下る小鵜飼舟２艘です。船尾
か こ

には船頭１人、船首には水手２人が描かれています。

す。蓬萊峡に阻止されて、阿武隈川の舟運は福島

対岸は伊達郡二野袋村（伊達市梁川町）で、「高

河岸を起点としていました。

七百九拾七石

左隻・右隻の阿武隈川は重複していますが、浅

二袋村」とあります。波紋のある

円形は溜池です。小鵜飼舟１艘に３人が乗り組み、

い吃水を持つ細身の川舟37艘が描かれています。

船頭は舵を、水手は櫂を操作しています。船頭と

川舟13艘は対岸へ船首を向けて阿武隈川を横断し

水手の間には、竿に掲げた小旗が見えます。小旗

ています。着船する先には、里道が延びています。

が風を受けて後方に揺れています。この小旗は幕
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図９
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二野袋村付近の小鵜飼舟

図11

上郡村付近の小鵜飼舟

図12

本内村付近の小鵜飼舟

図11は伊達郡上郡村付近（桑折町）の曳舟２艘。
川岸の水手２人が船首から延びた綱を肩に掛け、
水流に逆らい、両脚を踏ん張っています。これは
小鵜飼舟の曳舟の様子です。船尾では、船頭１人
図10

伏黒村付近の小鵜飼舟

が水手に合わせて舵を操作しています。水沢・沼
ノ上から戻る小鵜飼舟はこのような曳舟により、

府御用の廻米旗で、幕府年貢米の運送を標示して

阿武隈川を遡上したのです。曳舟は信夫郡本内村

います。廻米旗は深山神社（国見町）の奉納絵馬

付近（福島市）の図12でも確認できます。

『御城米積替之図絵馬』にも見ることができます。

図９〜図12に共通するのは、小鵜飼舟が２艘１

福島県歴史資料館収蔵の廻米旗は旗の上部に「御

組であること、１艘につき船頭１人・水手２人で

城米」
、両横側に「奥州伊達信夫郡」「水谷祖右衛

あることです。寛文10年（1670）頃に御用商人の

門御代官所」と墨書され、中央に朱色の舟印「日

河村瑞軒は年貢米の江戸廻米を目的に、阿武隈川

の丸」が染め抜かれています。水谷祖右衛門は安

の難所を改修しました。上り下りする２艘１組の

永７年（1778）
〜寛政２年（1790）梁川・川俣両

小鵜飼舟は阿武隈川の舟運がようやく本格化しつ

陣屋の代官です。小鵜飼舟２艘の小旗にも同様に、

つあることを物語っています。

「日の丸」が染め抜かれていたと考えられます。幕
府領年貢米は廻米旗を掲げた小鵜飼舟で水沢・沼

参考文献：『福島市史』２・３、『国見町史』１、『桑折

ノ上（宮城県丸森町）まで運ばれました。そこで

町史』１。

平田舟に積み替えられ、阿武隈川の河口、荒浜に

出典：【図１・２】仁井田区有文書・一条家文書（伊達

搬出されました。図10は伊達郡伏黒村付近（伊達

市保原歴史文化資料館収蔵）、【図４〜12】安斎家文書

市伏黒）の廻米旗を立てた小鵜飼舟２艘です。
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（福島県歴史資料館収蔵）。

