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鍋したものである︒内容は︑①土岐与左衛門事②微
妙公寛永廿年御参勤道中賞賜ノ扣③金銀御印帳ノ写

Ｉ﹁温故雑録﹂の紹介１１

加賀藩初期︑藩主財政について

はじめに
Ｅ

ここで史料紹介を行うのは︑今枝民部直方が元禄一

つであり︑ここに紹介したのは③と④の分である︒直方

二件④御借金諸苫通ノ扣⑤京都奉行人等ト御用申
通ノ扣⑥女辻諜指出ノ扣⑦御家中高早遺物の七

六年︵一七○三︶に謡した﹁温故雑録﹂中に掲伐さ
れている︑正保三年︵一六四六︶から明暦四年︵一六
た五九通の史料である︒

八七

ておこう︒加賀藩では三代藩主利常が寛永一六年小松
へ隠居したが︑その際富山藩と大聖寺藩の支藩を設け

史料紹介に入る前に︑当時の加賀藩主についてふれ

ここに紹介と解説を試みた︒

らず︑これが一つの手懸りを与えるものと考えたので︑

初期の江戸における財政関係史料は殆んど知られてお

の注綴によれば︑③の御印帳は他人より借用して筆写
したもの︑④は今枝家旧蔵書の一冊を書写したものと
いう︒紹介史料はまとまりを欠く面もあるが︑加賀藩

五八︶迄の江戸を中心とした加災藩藩主財務に関係し
編者の今枝直方は承応二年岡山藩臣の子として生ま
れ︑寛文八年︑その父︵民部直恒︶の代より加賀滞江
戸詰の重臣であった今枝民部近義の義子となった︒享
年は享保一三年で七六才であった︒直方は考証に長じ︑
藩政に関連した著述︑編書が多く︑﹁温故雑録﹂はそ
の一つである︒

直方の前苫によれば︑﹁温故雑録﹂は先祖奉職中の
躯賊や関連張項を収録し︑子孫の参考に供する目的で
加岡藩初期︑藩主財政について

加獅論初期︑蒜主財政について

八八

残る︒例えば現在利常の印と考えられている﹁満﹂字

形状で記職のある分はわかる限りで利常と犬千代を区
分し︑区別の未詳のものは御印状と記した︒但し︑直
方が利常と犬千代の印の差を熟知していたか疑問が

詳である︒目録では直方の沸き方に従って題名を付け︑

代藩主光高は正保二年に急死し︑その子犬千代︵後の
綱紀︶が五代藩主となったが︑犬千代はこの時まだ二

た︒本禰は嫡子光高がついだ一方︑恵山藩は次男利次︑
大聖寺蒲は三男利治が各々初代藩主となった︒この四

才であったため︑祖父利常が後見役として実質上の滞

現在の判断で疑うのは危険であるため︑これらの点に

印を犬千代印と判断している︵目録Ｃｌ５︶︒しかし一
方︑考証に巧みでしかも綱紀と同時代の諜写なので︑

政を蟻っていた︒利常が死去したのは万治二年である
から︑ここで紹介する史料は︑このような利常後見役

③金沢会所奉行送金ニ付達沓同一二月一日師

金沢納戸奉行宛①に関連

②利常金銀請取状同右詔

確実に日付が決定できる︒

江戸納戸奉行の請取切手にはこれ以降の分にも年
月日が記されていないが︑関連史料︑奉行名から

①江戸納戸奉行金銀請取切手慶安元年二月三日釦

Ａ領内より江戸送金

中の掲伐順序を示すものである︒

で囲ってある︒なお︑年月日下の番号は︑﹁温故雛録﹂

史料題名︑年月日︑宛所を記し︑必要に従って内容を
解説した︒後で史料紹介を行った分は︑史料番号を○

一︑史料目録

関しては保留しておくのが適当であろう︒

時代のものである︒

本稿では史料を内容によって︑Ａ領内より江戸送金

Ｂ京都より江戸送金Ｃ江戸卵用Ｄ藩主借金Ｅ領
内出銀等Ｆその他に分け︑まず一︑で史料目録を
掲げ︑次に二︑で重要と考えられる分の史料紹介を行
った︒目録及び紹介史料には必要に従って解説を加え
た︒その後︑これら史料全体を整理し三︑解説を試み
たが︑それは︑Ｉ藩の財務機構︑Ⅱ藩庫における金銀

なお︑目録作成に当り︑利常と犬千代の御印に関連

の流れ︑︑川利常・藩主の財務機構の関係Ⅳ藩主借
金Ｖ聖長栄の調達金一件に分けて行った︒
して問題のあったことをここに述べておこう︒

直方は書写に当って︑御印の部分を単に﹁御印﹂と
記したり︑﹁犬千代御印﹂︑﹁中納言︵利常︶御印﹂と
か︑形状を示す﹁駒ノ御印﹂等様々な苫き方を行って
おり︑その嘗き方の差異をどのように行ったものか不

一

今枝民部宛

④江戸納戸奉行金銀訪取切手同二年八月八日蛇

⑤犬千代金銀誌取状同右鍵
金沢諭戸非行宛④に関連

６江戸納戸奉行金子誌取切手同二月二○日弱

７金子融取獅印状同右妬
金沢納戸奉行宛６に関述

８金子請取御印状同一二月一六日諏
団七兵衛・高田夫左衛門宛

９利術金子請取状同四年一二月二二日１
金沢納戸奉行宛

加犬千代銀子請取状承応元年二月二六日〃
金沢納戸奉行宛

⑪金沢会所奉行銀子指下二付達書同二年三月四日如
今枝・青山将臘宛

⑫今枝民部等銀子請取書同三月一九日切

今枝・青山将監・青山織部宛

金沢納戸奉行宛⑪の請取と考えられる
過金沢会所奉行銀子指下一一付達書同五月二五日

皿銀子誌取御印状同七月一○日躯
ている︒

金沢会所奉行宛なお︑直方はこれが昭の請取状
でなく︑閏六月二八日発送分の調取状かと記し
加賀瀞初期︑滞主財政について

田部佐五左衛門・笠間新右衛門宛富山よりの送銀

⑮銀子誌取御印状同二月四日

焔今枝民部等家中出銀請取書同二月五日嶋

小瀝薫右衛門・西尾喋人宛朱封銀一○賀匁分

Ⅳ朱封銀指下一一付御印状同三年八月二九日妬

今枝・青山将監・青山維部宛

金沢納戸奉行宛

肥銀子訊取御印状明暦元年七月二四日妬

Ｂ京都より江戸送金

京都奉行宛

①犬千代金子請取状慶安四年二月一二日弱

／丁銀三髄一五○匁分

２江戸納戸奉行銀子請取切手同一二月一九日網

京都奉行宛

③金子請取御印状承応二年九月一三日

Ｃ江戸算用
①江戸納戸奉行︑先奉行塊用残高訪取切手
正保四年一○月一日羽

３同右同二年三月一六日記

２同右慶安元年三月釦

⑤犬千代江戸金銀入払算用状同五月晦日副

４同右同四年三月即

八九

■幸

同右

承応元年一二月二日幻

畷安五年三月二二日四

加茂膳初期︑盤
滞主財政について

江戸納戸奉行宛
⑥利常江戸金銀入払煎用状
江戸納戸奉行宛

７利常家中給銀避し方達卦
江戸会所奉行宛

８同右
同右宛
Ｄ借金

①江戸納戸恭行利次借金返弁ニ付達件

金沢会所奉行宛慶安二年二月一三日弱
②江戸会所奉行等借金請取二付進灘

江戸納戸奉行宛同三年九月六日釣
③今枝民部等金子借用状承応元年一月二日過
本阿弥光温宛関連符菱二通あり
糸屋十右衛門宛関連符菱三通あり

④今枝民部亭金子借用状同一○月一日型
５今枝民部等金子借用状同二年一二月一日謁
本阿弥光温宛関連符菱二通あり

⑥今枝民部等金子借用状明暦二年一月二日妬
糸屋十右衛門宛関連符菱三通あり

⑦今枝民部等金子借用状同四年一月二日
両替屋善六宛
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Ｅ徹内出銀等

巻勘兵衛・平田三郎右衛門宛

九○

１利常皆済褒美銀巡方達件慶安四年二月二五日⑫

宮城采女・奥付源左衛門宛両者は寛永一四年に

２皆済二付貸米返済赦免達神同二月二六日３

は算用場奉行︵﹃加興藩史料﹄第二巻八三四頁︶

同右宛

３利術作食蔵本米二付進丼承応元年一月二○日︑

金沢納戸奉行宛

４開作入用銀二付御印述幽同右︑
Ｆその他

ｌ宮井禅兵衛・嶋七左衛門金銀訪取切手

正保三年四月一日詔

玉金子一六七匁二分︑銀一歩三五○切︑舟印子四

請取

九四匁八分︑同御判つぶし三匁︑玉銀子一撒匁︑
銀花降二枚︑玉銀子六三匁七分︑印分六匁四分の

②瀬川五郎兵衛等江戸納戸へ入金ニ付達苫

江戸会所奉行宛慶安元年五月四日認

江戸納戸奉行宛以下５迄は関連文＃

③聖長栄弟子緬音金銀相渡覚同二月八日別

④江戸両替屋小判売買値段沸上畷安元年二月八日弱
江戸納戸奉行宛

５江戸納戸＊行頼音より金銀鮎取切手同右弱

同右宛今井他一七人へ小判二○両︑銀子四四枚

野村四郎左衛門・鴫七左衛門宛

⑥犬千代家中等へ金銀遮し方殿祥同四年一二月二二日４

江戸会所氷行の災普を付す

７同右５
及び二批匁造すべき旨

８同右同右６

同右宛本間伊右衛門他一二人へ銀子四二枚造す
べき旨

同右宛服部勘右衛門他一二人へ小判七両︑壱歩

９同右同一二月二三日７
金二○切銀子二枚造すべき旨

︑伺右同一二月二四日８
同右宛後藤木工左衛門他一人へ小判五両銀子
五○枚遊すべき旨

︑同右同一二月二七日９

高田弥右衛門宛

⑭利常上方支出二付達書同二月二六日辿
同右宛

焔利常家中家引料二付達沓同右肥

して銀一撒匁辿すべき旨

坂野七左衛門・原九郎兵衛宛難．田油左術門分と

嘔犬千代家中へ金遮し方達辞同右巧

鴻七左衛門・野村四郎左衛門宛江守半兵衛へ判
金一枚遣すべき旨
⑰野村四郎左衛門等金銀入払津川状同三月二二日肥

比良左内︑堀弥右術門宛

⑱大津箭米の内支払二付御印達件同六月一三日加

⑲宮井群兵衛等金銀入払算用状兜

大判金

二︑史料紹介
史料の前に記した記号と番号は史料目録からのもので
ある︒なお︑必要に従い史料末に解説を加えてあり︑
また史料中︵︶内は箪者によるものである︒
l

同右宛大工理兵術他三人へ壱歩金七切遣すべき旨

⑫利常上方支出ニ付達書承応元年一月二一日吃
問田弥右衛門宛

1

一︑六拾枚者

子二Ｎ三日

一

⑬同右同二月五日唱
加箇滞初期︑藩主財政について

九

A

小判金

加箇楡初期︑擶主財政について

一︑千両者

同日

同日

一︑弐百切者壱歩金
剛日

一︑百胤目者朱封銀

壱歩金

小判金

大判金

窪田与左衛門

板津兵介

右之金銀誠取申候

右之金銀金沢会所占子ノー月三日二来ル也

Ａｌ２
覚

一︑六拾枚者

犬千代槌獅印

１

−︑千両者
司

一︑弐百切者
司

一︑百髄目者朱封異
右之金銀金沢会所占到来於江戸納戸江鏑取者也

判判

中納薗様

正保五年二月三日御印

此翻印之物道中才釧人小謹促兵衛
餓尾市之佑二州渡ス

ＡＩ３

鈴木又兵衛

稲垣三郎左衛門

坂倉助太夫

九

以上

堂安元年十二月朔日

中村安右衛門

佐分喜左衛門

木梨九右衛門

此下不見

︵耐方雛︶

腰田九兵衛

本保

小松椛詰

今枝民部穀

画印会所

地御会所之御印井災様被加奥丹郵判形候て可彼指越候︑

訪取此度小塚諜右衛門言伝上之申砿︑就其当地会所加
御印渋条御納戸衆加鮮数馬斉懲主馬術取切手二其御

右之金子坂廊助太夫玲木又兵衛稲垣三郎左術門手前方

一︑千両小判金

一︑四拾七枚大判金

覚

二

右大判金四拾七枚小判金千両金沢会所御印を以送目録
之通江戸御納戸へ相渡所也︑払方追而可遂卸勘定者也
慶安元年十二月十四日
今枝民部

斉諺主馬巽
加讓数馬巽

酌１−

・・と

ＡＩ５

芭別﹄︻朋服
心鞭一Ｆ写し

一︑五拾枚者
同

一︑三千両者
同

大判金

一︑拾弐撒目者丁銀

中村市郎右衛門

垂

犬千代様

塗安弐年八月八日御印

龍婦二て渡被遺

此揮印健物失申延左衛門加州へ

ｅやＯＬ

ＡｌⅡ

稲垣三郎左衛門

鈴木二郎左衛門

・九三

右之銀子可指下旨被仰出付拾駄一一認させ今般為御番代
罷越御小性之内今村五郎兵衛平井次郎兵衛帰山助右衛

弛知Ｌ一

一︑三百撒目者朱封

坂倉助太夫

右之金製従金沢会所到来於江戸納戸江請取者也

へ

御印会所有沢孫作
右大判金四拾七枚小判金千両於江戸為御遺御用金沢会
所之御印を以送目録之通無相違小塚蕊右衛門被致持参
御納戸へ斉諜主馬加灘数馬諸取候所也

今枝民部
右之切手小塚藤右衛門一一相渡十二月廿二日
Ａｌ４
趾ノ八月八日犬千代様うさぎノ御印

一︑五拾枚者大判金
一︑三千両者小判金

同日同断
同日

同断

一︑拾弐撒目者丁銀
右之金銀金沢会所占丑ノ八月八日来也
右之金銀請取申候
服部五右衛門
棚聞祷初期︑藩主財政について

小
判

加賀蒜初期︑藩主財政について

門三人二相渡上之申候︑以上
金沢会所

服部九兵衛

承応弐年三月四日御印横山右近

今枝民部殿黒坂吉佐衛門

青山将監殿奥村河内
Ａｌ吃

覚
江戸会所御印

一︑参百批目
朱封銀
右之銀子今村五郎兵衛平井次郎兵衛帰山助右衛門道中
為才料持参仕二付金沢会所御印送目録之通於江戸請取
御納戸加藤彦左衛門斉藤主馬へ相渡所如件
江戸会所

承応弐年三月十九日御印今枝民部

樫田彦彦
兵兵衛
衛殿
殿

助太夫殿 殿青山織部
坂倉助
太
夫
又兵
衛衛
殿 殿青山将監
鈴木又
兵

承応弐十一月四日御印

の侍帳にも記職がない︒

九四

田部佐五右衛門

笠間新右衛門

笠川は箆永一九年小松侍鰻に記舷される利常家臣で︑田部はど

覚

Ｂｌ１

一︑六千両者小判

此代銀三百九拾七脚弐百目弛糖袖塞訓分替
右金子江戸納戸江誠取者也

成田弥五兵衛
藤懸源太郎

高田弥右衛門

岡田助三郎

服部左源太

うきぎ．の御印

塵安四年十一月十二日○

覚

Ｂｌ３

、 、

百五拾枚者
壱万両者

小判
判金

Ａｌ閲
一︑参百貫目

右銀子冨山ヨリ来於江戸調取者也

一
一

右金子自京都来於江戸請取者也

同日

ｂづ

成瀬弥五兵衛

弐百蹴目花降銀八代六百目於江戸金銀入払進算用相済

慶安三年三月十五日ヨリ同四年三月十九日迄大判金弐
百七拾六枚小判金壱万四千九百七拾五両壱歩金五千六
百五拾八切丁銀五百五拾三批弐百八拾四匁八分朱封銀

Ｃｌ５

藤懸十郎兵衛

慶安四年五月晦日満之御印

犬千代様

者也

ＣＩ６

慶安四年三月十九日占同五年三月十五日迄金銀入払
之覚

一︑百五拾壱枚判金

一︑千弐百八拾五賀六拾六匁四分弐厘丁銀

一︑七千九百四拾六両小判
一︑四千九百五拾七切壱歩金

一︑弐百五賞弐百拾五匁九分弐厘朱封銀

一︑八Ｈ六百目

花降銀

一︑三匁弐分五厘金具つふし金
右入払相済者也

九五

野々村勘左衛門

佐分喜左衛門

慶安五年三月廿二日駒ノ御印

一︑六拾三枇四拾目七分六厘朱銀

加蘭藩初期︑祷主財政について

窪田与左衛門

板津兵介

右之金銀請取申候

灯脅戌側〃朔日方亥九月晦日迄算用相極残金銀高也

Ｊ１
トー

−︑何上拾三枇四拾目九分五厘丁銀

■訟即ｏｇ００

一︑参千九百三拾六切者壱歩金

川Ｈ

一︑四千三百弐両者小判金

水原清左衛門

一︑弐千切者壱歩
承応弐年九月十三日御印

l

亥十 月 朔 日

1

一︑四拾五枚者判金

C

加間藩初期︑掛主財政について

ＤＩ１︵一部省略︶

一︑弐千五百両本金小判
此利金
四拾五両

へ但丑ノ正月二月両月分壱ヶ月二
一千両二付九両宛ノ利相

合弐千五百四拾五両也
右金子本多安房守長九郎左衛門横山左衛門使者内本平
之丞中田喜兵衛渡部伝左衛門致持参於江戸御納戸へ請
取申候︑淡路守様御借金就御返弁本阿弥一郎兵衛方へ
右元利相渡手形請取置候︑質物之御道具二腰犬千代様
御納戸奉行中村七右衛門馬渕加右衛門進藤伊左衛門請
取被申所也
慶安弐年二月十三日

斉藤主馬
加藤数馬

此次此中間ノ名共きれてなし

︵矼方註︶

佐分喜左衛門殿

脇田九兵衛殿

︵直方註︶

前段紙きれてなし定而
聾出し何とそ可有反古ノ侭

御祝儀本多安房守殿長九郎左衛門殿械山左衛門尉殿被
上之使者内本平之丞中田喜兵衛渡部伝左衛門三人へ相
渡可上之旨津田玄蕃殿鳶巻隼人殿方就申来候右小判金
御納戸奉行坂倉助太夫鈴木又兵衛稲垣三郎左衛門方占

以上

九六

私共請取三人之使者二相渡上之申候︑

本保大蔵

小松二扣詰本梨九右衛門

脇田九兵衛

中村安右衛門

慶安弐年正月廿八日御印会所佐分騨左衛門

︵あと奥諜二点省略︶

党

Ｄｌ２

一︑小判金三千五百両者緬職雑鐸嘩為醗衡物袖田卿之

一︑小判金千五百両者師跡睡溶嘩銚御質物御拝領之

合五千両者
小判金
右御道具二腰御質物被遺候︑本阿弥光温口入を以今枝
民部借状二て小判金御借用被成候条被調取追而可被遂
御勘定所如件
慶安三年九月六日
青木権右衛門

今枝民部

窪田与左衛門殿林兵助
板津兵助殿原田又右衛門

Ｄｌ３

合参千五百両者小判金也

借用申金子之事

今枝民部
青山織部
青山将監

右中納言犬千代為用所借用申所実正也︑但本金千両二
付而壱ヶ月二八両宛之加利足当極月切元利共急度返弁
可申候︑即為手駁富田卿之刀預ヶ領申候︑右之切於相
延者刀留祇被申候共少も申分無之候︑仏後日之状如件
慶安五年正月二日

本阿弥光温老

御質物富田獅御刀御請返御道具奉行池田権之丞栗田与
左衛門一一相渡︑古借状をも取返判形やふり申候︑残而

本金千五百両承応二年十二月朔日占之御借元二成御質
物太郎作正宗御刀染国後御脇指被遮光温方へ御使高
田勘右衛門板津兵助栗田与左術門三人被遊之候︑巳十
一月廿一日

○元金三千五百両利金辰正月方同概月迄十二ヶ月分三

百三拾六両加藤彦左衛門斉藤主馬預り御納戸占相渡ル︑

取置候︑巳正月方同極月迄此借状を以御借り延一一被成︑

則本阿弥光温方へ村兵助令持参利金手形両人手前二請

月、
切但

借状喪書文・薗

ノ正

右小判金三千五百両慶安三年九月六日之御借元也︑三

ノ所小

本阿弥光温

極也

右表書御借金三千五百両之利金三百三拾六両辰正月６
極日迄十二ヶ月分請取相済候︑此御借状を以本金三千
五百両巳ノ正月５御借延被成為此質物表峠之御刀一腰

二千、‑"

預リ領申所也

七代
両為
宛用

年分之利金ハ同年極月相済四年分之利金ハ同五年四月
相済候︑借状可調替旨光温 断 二 付 五 年 正 月 元 日 付 二 右
之通十
十月
月朔
朔日
日二
二調
調替
替巡
巡之之
︑︑御腰物預リ手形大石斉森口
六右衛門二渡御土蔵へ入置

付者五金へ
而中百子一
壱納両之部
ケ言者事省
月 犬 略

承応元年十二月八日

頚享馴

此段之上二附紙二枚有如左

千 五 借 り

︵直方註︶

七利用金
足申也
来所
巳実

九加借判

則一枚ノー之記Ｏをなす︒

○此御借金参千五百両承応弐年正月６同十一月迄閏月
共二十二ヶ月之利金三百三十六両本金之内弐千両板津
兵助桑島藤右衛門安達弥兵衛御納戸之金子を以御返弁︑
加賀藩初期︑藩主財政について

本右
金千

加聞藩初期︑藩主財政について

元利共二急度返弁可申候︑則為手験拝領卿之刀預ヶ置

今枝民部
青山織部
青山将監

申候︑右之切於相延者刀被留置候共其方之侭二可仕候︑
侶御日之状如件
承応元年十月朔日

糸屋十右衛門殿
右小判金千五百両本阿弥光甫口入を以光温口入五千両
之内利足月七二御かり替被成付て元金千五百両辰正月
方同九月迄利金百八両御納戸之金子相添御使高田勘右
衛門持参光温へ相渡︑御質物御拝領卿之御腰物光甫二

︵吹方註︶

渡︑光甫十右衛門連判之預リ手形を取斉宮六右衛門二
渡置︑古借状ハ品川左門方迄書状添小松へ上ル
此段之上二附紙三通有

Ｏ此御借金明暦元年分利足於江戸本阿弥光甫へ相渡︑
本金千五百両明暦二年正月占御借延二被成候︑借状御
調替被遣候付岐前之借状相返候付此認蒋二も坐引申候︑
新借状此帳之末二写置候也
︵あと附紙二通省略︶

Ｄｌ６︵一部省略︶

借用申金子之率

九八

合千五百両者小判金也

右千五百両者中納言加賀守為用所借用申所実正也︑但

本金千両二付壱ヶ月七両宛之加利足当申之極月切元利

今枝民部
〃山織部
背山将監

共二急度返弁可申候︑則為手験拝領卿之刀預ヶ満申候︑
右之切於相延者刀被留置候共其方之侭二可仕候︑冊後
日之状如件

明暦二年正月二日

糸屋十右衛門殿

此借状之上二有附紙三枚

︵血方註︶

○此御借金千五百両利金酉ノ正月５同十二月迄十二ヶ

月分百弐十六両元利共二明暦三酉ノ極月二御返弁︑借
状取返判形破也

恥哩

一︑両替屋善六方二て千五百両御借用二付御質物御拝
領卿之刀十右衛門方方読取京都二て直二善六方へ彼

利金ハ加賀様御納戸之小判を以返弁之由

一︑本金千五百両者善六方方読取十右衛門方御返弁︑

○︵附紙二通目省略︶

一︑百三拾六両弐歩ハ小判金

○︵附紙三通目前略︶

︵マ︑︶

今枝ｌ

右御父子様為御用糸屋十右衛門方二て御借用被成候︑
本金小判千五百両当申ノ正月占同極月迄閏共二十三ヶ
月分為利足被遣候条二條御納戸之金子を以十右衛門方
へ可被相渡所如件

明暦弐年極月十七日

宮崎ｌ殿

成田ｌ殿青山ｌ
藤懸Ｉ殿青山ｌ

中納言様加賀守様為御用糸屋十右衛門方方本金小判千
五百両月七之利足を以御借用被成置候処御質物御拝領
卿被遣候者月五六ノ利足を以両替屋善六取替可申旨当
正月宮崎弥左衛門殿方被申越候︑此度之御状二も其心

僻打之二付即立御耳候処一段可然候間同利足二ても
沸六〃二てかり替可被申旨御意二候
一︑群六方へ之借状二通調替遣候間何とそ月五二取替
巾様︽一可行脚才覚候︑自然五二て調不申候ハ︑六二て
加髄緋初期︑滞主財政について

て せ 屋 い
可能十つ
． 被 々 右 れ
指念衛二
趣 を 門 て
峡入手も
、政前利

拝取有極
領善之次
郷 六 由 第
十 方 二 壱
右へ候通
衛設、ハ
門相本相
預 渡 阿 渡
り如弥一

御 舗 二 足

二入置也

Ｆｌ２

相渡申金銀之事

今枝民部

九九

右御腰物善六預リ手形一通三浦赤瓦目置二相渡御納戸

両椿崖善六殿青山将監

明暦四年正月二日

日之状如件

右之切於相延者刀被留澄候共其方之侭二可仕候︑仏後

共急度返弁可申候︑則為手験拝領卿之刀預ヶ殻申候︑

本金千両一一付壱ヶ月五両宛之加利足当戌之慨月切元利

備用申金子之事
合千五百両者
右千五百両者中納言加賀守為用所借用申所実正也︑但

ＤＩ７

手案二一通も
形文郎、ハ御
へ即手左御可借
後梱形衛拝被替
返御門領相尤
塔申取二卿返候
一候候見糸候、

加押・稀初期︑滞主財政について

壱切者壱歩金

合弐千八拾八両小判金
外二

壱匁五分ハ半銀
右之金銀従中納言様京都高田弥右衛門方へ可被遺処
加州方為替せ犬千代様之金銀京都高田弥右衛門方へ
可被遣候由二付於江戸相渡申所如件
慶安元年五月廿四日
瀬川五郎兵衛

今枝民部殿三浦三郎左衛門

有沢孫作殿
加藤数馬段
斉藤主馬殿

一○○

右金銀︑〆丁銀拾四徴百四拾目之為代各へ相渡之江戸

一︑八批八百五拾弐匁丁銀
二口合拾四批百四拾目丁銀

御納戸へ上ル也︑此為替金沢於会所壱歩之歩引〆朱銀
拾四批目可訪取御約束申上所如件︒

塵安元年十一月八日蝋催栄弟ｆ頼音
斉藤主馬殿

加藤数馬殿・

右小判金八拾両丁銀八災八百五拾弐匁︑〆拾四貫百四
拾目分として御納戸へ被訪取祇︑払方各追耐可被遂御

目︑ひしり長栄方へ可被相渡旨今枝民部添状金沢会所

勘定候︑此為替鍍金沢於会所壱歩之歩引〆朱銀拾四翼

へ遣候間︑金銀誌取手形長栄方へ可被相渡候︑両替場

4

取次今
今枝
枝 民部印判

河合弥助

松岡彦之丞

林市左衛門

有沢孫作

書之通御算用当り相違無之所也︑

F

右御替せ小判金弐千八拾八両一歩金壱切半銀壱匁五分
と請取置追而払方可被遂御勘定所也

今枝民部

加藤数馬殿有沢孫作
斉藤主馬殿
ＦＩ３

相渡申金銀之事

此代丁銀五箇弐百八拾八匁但壱両二付六槍ハ匁壱分かへ

一︑八拾両者小判金

堂

一

小判壱両二付丁銀六拾六匁壱分売
右今日之相場如此二候

同次郎兵衛

霜月八日両紳や三次

御会所

Ｆ１旧
覚

一︑銀子壱撚拾五匁御言之短冊七十九枚之代同人

一︑判金三枚為明江瞥物代熊井長兵衛

高田弥右衛門

右之金銀造候条相渡者也
慶安五年二月五日カンキ御印

Ｆ１叫

野村四郎左衛門

期七左衛門

高田弥右衛門

一○一

一︑六千弐百五拾五両者小判

一︑五拾八枚者判金

入払之党

慶安四年三月十九日同五年三月十五日迄金銀鳥目

Ｆ１Ⅳ

ＩＥ
ｎ
竪安五年二月廿六日駒ノ樹

右之金子中井道伴二遣候条相渡者也

一︑同三両丸ノ紋印金

一︑小判弐両駕寵壱之代

一︑判金七拾五両祐乗小刀柄之代

小判拾両銀子百九拾枚溝口長十郎︑中川八十郎︑奥村

慶安五年正月廿一日朱駒御印

加聞藩初期︑藩主財政について

高田弥右衛門

判金拾枚小判六拾両慶安四年中代々神楽井代神楽料と
して勢州春木太夫方へ遮候條相渡肴也

Ｆ１但

俄山灯賜助︑冨田吉蔵︑村上小七郎︑中村新之丞︑小
堀半之丞︑青木権十郎︑中村権兵衛︑稲垣七十郎︑右
拾五人二巡之候条相渡者也
慶安四年十二月廿二日犬千代撤御印

覚

Ｆ１６

同用蔵

同壱両二付丁銀六拾六匁三分買

、 、

逸角︑中村逸角︑赤尾助進︑河野数馬︑伊藤辰之助︑

一

加賀藩初期︑滞主財政について

一︑五百九拾弐貫九百九拾六匁壱分丁銀

一︑四百五切壱歩金・
一︑四拾七貫八百四拾四文新銭

日のものかと思われる︒

三︑解説

も︑まず文辞に関連する限りで︑当時における藩の財

Ｉ藩の財務機櫛
全体の解説を加えるに当って︑理解を早めるために

野村四郎左衛門

まず江戸の犠椛としては︑ａ今枝民部︵直恒と近義︶

ａの今枝民部は︑綱紀側近として終始江戸に在勤し

傾向さえみえる︒

表より︑ａには人持身分の上級家臣︑ｂは人持・馬
廻身分で知行高五○○石前後の中堅家臣が当てられて

いたことが知られ︑またＣは小性身分等の低禄の下級

右ノ格とは唖安四年五月晦日のＣｌ５を指し︑これも同年月

右衛門一一被下ノー通有︑同前之事故略書之

期間を記した︒﹁寛永一九年小松侍帳﹂に記絃ある奉
行は︑利常家中と判断される︒

ｂ・ｃの奉行名を記し︑﹁寛永四年侍帳﹂﹁寛永一九
９
年小松侍帳﹂﹁寛文元年侍帳﹂より︑各々の身分と
知行高を記入︑更に文弁中よりわかる在任期及び在任

あったことがわかる︒表１には文諜中に現われる︑ａ．

等の江戸留守居クラスの重職︑ｂ会恥ｃ江戸納戸の

②

務機櫛について︑江戸︑京都・大津︑金沢の順で述べ

慶安五年六月十三日御印

ておきたい︒

嶋七左衛門

一︑五拾三貫五百文悪銭

︐一︑六批弐百六拾文古銭
右入払相済者也
慶安五年三月廿二日

二

右ノ格二て判金百参三枚︑小判壱万千八百参九両︑壱
歩弐千百九十八切︑丁銀五百廿九賞弐百廿八匁八分︑
新銭弐百四十賞八十文之御印物満宮井喜兵衛熊谷四郎

比良左内
堀弥右衛門

土師与右衛門上下六人扶持江戸罷立翌日方京都逗留中
大津着米之内を以相渡者也
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一

家臣で︑侍帳に現われない者も含まれ︑臨時雇用的な
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○

表1
瓦永4年

同09年小投

花任期及び在旺凧間

寛文元年

個 考

印町山
ｑ川田

加茂藩初期︑藩主財政についイ

氏 渦

江戸・上方・金沢奉行人表

J

圃
1
1
m

刃刃刃刃㈹
的
釦訓跳
(雄）3つの侍頓では紀瞳がな《、他のf¥根に挺槌がある肴についてはそれを値弓咽隠配した・

嵐l極■裁昌はA−l2の畑座産左衛門と同一人物と報えられるが．そうすれば、寛文元年馬湖で2 輔の甸行取である｡

一

○
三

加賀論初期︑滞主財政について

・た重職者として知られているが︑これらの文書でも︑

時期を通じて現われている︒ｂの会所奉行は︑慶安期
には今枝と連署して納戸奉行に指令を行っているが︑
承応期には今枝︑青山等から直接納戸奉行に指令する
手続きがとられている︒ｃの納戸奉行は二人が一組と
金銀の出納に当った︒

なり一年交替で役務を勤め︑ａ．ｂの指令により直接
なお︑江戸納戸奉行に関連していえば︑野村四郎左
衛門︑嶋七左衛門︑宮井喜兵衛︑熊谷四郎右衛門︵表
１１その他参照︶の請取切手︑算用状は今のところそ
の他︵Ｆ︶で分類を行った︒それは彼等が領内か又は
江戸に在任したのか︑その点が不詳なためであるが︑

その請取切手︑算用状に加賀藩領国貨幣の朱封銀が含
まれていないところから︑彼等は江戸に在任して金銀
の支出に当ったように思われる︒野村・鴫の両人は家
中給金の支出に挽わり︑佐分・野々村の江戸納戸奉行
と同時期に在任しているので︑前の推則が正しいとす
ると︑江戸での支出は少くとも二つに分けて行われて
いたことになる︒ただしこれは︑野村等の位置付けが
不明確なので断定しえない点である︒
江戸での支出は︑主に利常の窓向を受けて行われた
と考えられるが︑今枝等の判断で支出が行われた場合
もあったようだ︵後述︶︒

一○四

次に京都の機椛については︑京都二条の奉行所のみ
が知られる︒文普中にみえる京都の奉行人については︑

表１でその身分等を示した︒彼等は馬廻や小性身分で

知行向は五○○石前後であり︑中堅家臣と判断される．

文普中からは︑京都に彼等より上位の機柵の存在は知
りえず︑また率災存在しなかったのではないかと思わ

に対し︑京都ではそれができないという事傭がわかる

れる︒その理由は︑﹁京都御納戸之金子ハ御印不被遮
候てハ渡申事不罷成候﹂︵ＤＩ４付簔部分︶という事
情があり︑江戸は重臣の判断で支出が可能であったの

ためである︒京都奉行所では︑利常等の命令で貨幣の
出納を管理していたものであろう︒

一方︑大津にははっきりした藩の機椎があったとは
みえない︒大津の役人として比良・堀等がみえるが︑
表１に示した如く低禄の下級家臣である︒大津での利
常分年貢米処理をめぐる正保二年の法念によれば︑

ことが知られる︒また同法令からは︑大津の役人が京

比良と堀は大津での廻米・売米における横目であった

都奉行の監督下にあったことが知られ︑大津では上・

たので︑それを参照されたい︒

中級家臣が配属される特定の機椛はなかったものと考
えられる︒この法令の一部をⅡ金銀の流れに紹介し

次に金沢の機構について述べるが︑これについては

江戸送金に関係した機構のみが判明する︒送金に関係
したのは︑ｂ会所とｃ金沢納戸であり︑表１に各々奉
行人の身分等を示した︒ｂは︑慶安期では馬廻等で五
○○石前後の中堅家臣が当てられていたものが︑承応
期に入ると馬廻・人持身分の上級家臣に変ったように
みえる︒Ｃの納戸奉行は︑小性・馬廻身分でｂより低
い者が当てられているが︑稲垣が樫田に交替した以外
は︑慶安期から明暦期迄一賀して役務に在留しており︑
役職の安定性に関しては江戸納戸奉行と性格が全く異
るといえよう︒

その一部が知られる︒

なお︑金沢における藩庫からの支出機構に関しては︑
納戸奉行はその一部にすぎず︑算用場を中心としてそ
の他の支出機構が存在したが︑本文盤中︵Ｅ︶からも

︑えか．い・

以上︑江戸︑京都稗大津︑金沢の財務機構について
ふれたが︑特に加賀藩の江戸︑京都・大津の組織につ
いては今迄の研究は進んでおらず︑ここで解説した機
構が全体の中でどう位置づけられるかは︑明らかにし

Ⅱ藩庫における金銀の流れ
加賀藩における金銀の流通については︑領内では金
銀収入︑上方では年貢米換金による収入があるが︑江
．加賀滞初期︑藩主財政について

戸では支出のみで収入基盤がないため︑金銀の流れの
主流は︑当然江戸へ向けられることになる︒本瀧での
紹介文書でもその点は明らかである︒ここでは︑領内

から江戸︑京都から江戸への送金について解説した後︑
江戸における支出について述べてゆくが︑その際︑文

書形式についてもふれておきたい︒
領内より江戸への送金について︑まず送金が行われ
た際の文書形式であるが︑紹介史料では利常又は犬千

代から金沢納戸奉行宛の請取沖が多数を占めている︒
噂
利常が在国し江戸に不在の時は︑今枝他会所奉行が
請取書を出すこともあった︵Ａｌ３︑ＡＩ︑他︶︒誌取
響は金沢納戸奉行へ直接出される例が多いが︑金沢会

次に請取沖に関する利常と犬千代の印の関係である

所奉行宛の例もみえる︒

が︑同一文非に両者の印が捺されることもあり︵Ａｌ
２︶︑犬千代御印文辞の発行は︑利常の参勤中のものし
かその例がみえず︑利常不在時に犬千代が術取を発給
するという関係ではない︒なお︑犬千代は寛文元年領

国へ初入部する迄︑一髄して江戸に在瀞していた︒
はじめにで御印についてふれたように︑これらは
未詳部分が多いので︑言及は避けておきたい︒
領内から江戸へは︑利常︵又は犬千代︶の意向を金
沢会所奉行もしくは直接納戸奉行が受けて︑送金が行

一○五

表 2 領内より江戸送金表
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銀換i):合計額

その他
朱封銀
丁銀
小判
大判
史料目
録瀞号

年月日

(註）銀換i):に当っては、F−3史料中の小判1両＝銀66.1匁の換i):に従い、また

金1枚は8両として計算した。

一○六

が一例知られる︵Ａｌ巧︶︒

われたようである︒なお︑蹴山よりの送金

表２に︑これら送金の状況を示した︒慶
安年間では金による送付が多く︑また金額

は様々である︒承応期では朱封銀︵領国貨
幣︶による送付で︑一回の送付猟が三○○

批匁となっている︒なお︑加賀滞械内では
銀座を中心に朱封銀と金の交換が行われて
お鵬︑江戸送付に当って領内で換金された

ものと考えられる︒また現金の巡送が馬に
より行われた様子がＡＩｕ等よりわかる︒

次に京都から江戸への送金について述べ
るが︑紹介文書中でそれに該当するのはＢ
１１．３の二通であり︑諭取は利常・犬千
代より京都奉行に宛てて出されている︒

江戸送金のもととなる財源は︑大津又は
大坂に廻送された年貢米の換金部分である
が︑現在迄の研究では︑初期の大坂におけ

る年貢米換金についての事情はわかってい
ない︒一方︑大津で換金された年黄米代金

がどのように管理されたかを知るため︑別
８
の史料を紹介しておこう︒条文の一部を略
したので︑各条文の順序を上の稀号で示し

定

ておいた︒

︵１︶一︑御登米請取刻︑御横目比良左内・堀弥右衛門
も罷出︑吟味可仕事︒

無之候はｆ︑左内・弥右術門令相談︑いかほど成共︑
早速銀子相渡し︑其以後弥五兵衛方へ可申断堺．︒︐
も見可申蛎︒

︵超︶一︑左内・弥右衛門毎月米改見可申候︒廻しに耐

前田内蔬允判

︵〃︶一︑万事左内・弥右衛門令申談︑左様に崇之にお

ゐては越度たるべき躯︒

正保二年二月十五日

右之趣依仰如件︒

︵６︶一︑払銀取立次第︑早速弥五兵衛方江可相渡︑五

二宮八郎左衛門殿

岡部馬左衛門段

可相渡事︒

︵５︶一︑御米払銀取立候刻も︑成田弥五兵衛方へ渡候
刻も︑左内・弥右衛門と帳に印判押︑弥五兵衛方へ

はした銀は︑左内・弥右衛門相封付︑追而たし可相

︵淡路守︶の年貢米処理方法について定めたものであ

前田内蔵允は利常家中の亜臣で︑岡部・二宮も共に
９
利常家中であり︑この法令は利常及び富山藩主利次

貫目に而も十貫目に而も︑貫之外はした渡申間敷候︒
渡事︒

︵７︶一︑御米払候月々の帳︑左内・弥右衛門印を押︑

毎日ノーに成田弥五兵衛方江渡可申事︒

都二条の奉行所へ運ばれ︑支出は京都奉行が管理して︑

るが︑加賀藩の年貢米換金についても十分参考となろ
う︒この史料より︑大津で換金された年貢米代金は京

︵ｕ︶一︑大津御屋敷修理之事︑大分之義に候はぎ言上

も同前之事︒

︵８︶一︑淡路守様御登米は︑此趣に裁許可仕候︒代銀

可仕候︒少分之義は︑弥五兵衛令相談修理可仕事︒
︵皿︶一︑町役被下小払之事︑左内・弥右衛門申談令吟

一○七

貫匁︵Ｂｌｌ︶と︑承応二年九月の約七八○貫匁︵Ｂ

への送金並は銀換算で︑麗安四年二月の約四○○

⑬

年武米代金の収められた京都二条奉行所からの江戸

もある︵表１参照︶︒

大津の役人は京都の出先機関として磯能していた様子
がみえよう︒なおここに現われる成田弥五兵衛は利常
家中であるが︑紹介文井中では藩の京都奉行の一人で

味︑成田弥五兵衛方より算用可仕事︒
︵皿︶一︑言上可仕事於有之は︑早船之もの之内︑路銀

械遣可指越︒但急之事に無之候はぜ︑弥五兵衛方よ
り之便宜に可申越事︒

︵応︶一︑自然急用之事に而︑成田弥五兵衛申談候間茂
加謝緋初期︑藩主財政について

Ⅶ醐辨初期︑溌主財政について

た例がみえる︵Ｆ１昭︶︒

１３︶であった︒なお︑大津で家臣扶持米が支出され
以上︑滞庫における金銀の流れを簡単に図示すると
次の様になる︒
一戸

江

催″〃妨

︲Ｉ峪檸鋤︑Ｉ脳今鍛

↑銀
内
閲

・剛〃″判
一

この時期に領内から江戸へ金銀輪送が行われることは
３
後年との違いであり︑注目されてよかろう︒

さて次に江戸支出についてであるが︑江戸納戸奉行
より支出される一年の総計額は︑慶安三年三月から翌
Ｆ

三月︵ＣＩ５︶と︑同四年三月から翌三月の分︵Ｃ︲１

６︶がわかり︑銀換算で概数を出すとそれぞれ一九
九八貫匁と一二七八貫匁となる︒Ｉ藩の財務機椛で述
べたように︑野村・鴫の両奉行は江戸で家中渡金に従

８

一○八

元和三年の江戸における秋田藩の支出総額は︑本稿同
様の銀換算で約七七二髄匁となり︑また同藩の寛永六
年一一月より翌九月迄の江戸算用は約一○三八枇匁で

﹁江戸入用大概図り雨によれば︑一年間約六○○○

あった︒また加茂藩の後年延享四年二七四七︶の

貫匁の入用で︑このうち領主私涜用とみられる分が九

坐︽︾つ︵ぜ︒

二五賛匁︑役所鷲用・家中扶持銀等が四三五○批匁程で

なお紹介史料から︑江戸での支出磯商は次の納戸奉

行に引継がれたことがわかる︵Ｃｌｌ他︶︒

Ⅲ利常と藩主の財務機椛の関巡

におけるものとに分けて述べておきたい︒

ここでは︑利常と藩主︵犬千代︶の財務機椛の関係
について︑従来はふれられてこなかった点であるので︑
紹介文書からわかる限り︑江戸におけるものと︑京都

まず江戸においては︑領内から江戸納戸への送金に
当って︑利常と犬千代の財源上の区分が行われていた

事していたものと推測されるが︑もしそうならば艇安
四年より一年間の支出総額は両者︵Ｃｌ６とＦＩｒ︶
を合せて約三二七一批匁となる︒また慶安三年からの

は利常と犬千代との区別を示すものではない︒また擶

代様納戸奉行﹂という言莱がみえるが︵ＤＩ１︶︑これ

︵Ｄｌ３他︶と記され︑両者は同一に扱われている︒

主借金に関しては︑借用文言に﹁中納言犬千代為用所﹂

ことはない︒富山藩主利次の借金返済に当って﹁犬千

一年間の総額には︑宮井・熊谷両奉行の分︵Ｆ１喝︶
が加わる可能性もある︒

この支出総額の大きさをみるために参考に述べれば︑

一方︑借金の元利返済に当って﹁京都犬千代納戸﹂よ
り返却したと記されている例もあるが︵Ｄｌ６︶︑これ

ことが知られる︒この高田弥右衛門は︑承応元年に利
常の上方支出に挑っていることが知られる︵Ｆ１吃Ｉ
皿︶︒このように︑京都・大津では利常と犬千代の財務

また︑京都から江戸への送金文出には瀞家中と利愉家

米に当って職目となった比良・刺は瀞の家中であるし︑

史料からは不詳である︒

る公用的な費用に投ぜられたかの点については︑紹介

的なものとなったか︑または対外的に加賀藩を代表す

大津で︑両者の機椛は協同関係にあった︒
なお︑利常隠居領よりのぼる財源が︑全く利常の私

中である高田・成田弥五兵衛が連淵しており︑京都・

機構が区分されていた︒ただし︑大津での利常分払

は藩としての借用を藩主の財源より支払うということ
にすぎない︒紹介史料中よりは少くも︑江戸納戸にお
いて︑藩主後見役の利常と犬千代の区分が行われてい
たと い え よ う ︒

た点は見出せず︑器の財務機柵として一本化されてい
これに関連して述べれば︑避安三年三月江戸城西丸
が造築され︑諸大名より資財の献納が行われた．この
際加賀藩よりは利常から鉄三○○貫匁が献ぜられたの
§
みで︑犬千代からの献納はなかった︒これは利常が
藩主を代位していたことを示すもので︑この点からも
ように考えられる︒．

加賀蒲としての江戸支出には︑両者の区分はなかった

これら借金の具体的状況は︑二︑史料紹介より判明

Ⅳ藩主借金
加謝滞の初期の借金については従来知られておらず︑
また加賀藩以外でも初期の領主借金の紹介はそれ程
多くな眠ので︑史料紹介にスペースをさいた︒

するが︑記述に多少入組みがあるので︑ここに簡単に

次に京都・大津における場合を述べておこう︒Ⅱ藩
庫における金銀の流れで紹介した正保二年の大津払
Ｆ
米法令は︑指摘したように利常分年貢米の払方法令
であり︑換金分は犬千代分とは区分されて京都二条へ

一○九

まず慶安二年︑富山藩主利次の借金は小判二五○○
両で︑二ヶ月後には元利共返却されている︵Ｄｌｌ︶︒
慶安三年九月には︑本阿弥光温の口入により加賀藩で

その状況を述べておきたい︒

収納されたといえる︒また︑Ｆｌ２では︑利常より京
都高田弥右衛門︵利常家中︑表１参照︶へ遣される金
銀が︑犬千代の金銀で立替えられたため︑その分を江
戸の藩庫へ返却した旨が記されており︑この点からも︑

京部では利常と犬千代両者の財務区分が行われていた
加賀鮮初期︑藩主財政について

加側綿初期︑協主財政につい・て

小判五○○○○両が借入れられた︵Ｄｌ２︶︒この借金

は承応元年九月迄継続したが︑同一○月からは五○○
○両のうち三五○○両は引続いて光脇より借入れ︑一
五○○両は本阿弥光甫の口入で糸屋十右衛門に借替え

一一○

・九％の利息︑本阿弥光温口入分では月○・八％︑・承

応元年糸屋十右衛門に一五○○両を俗替えた際は月○
・七％︑明暦四年これを両替腿善六に借替えた際は月

○・五％の利息であった︒糸屋から両替屋へ借替えた
際の辨梢として︑両替屋より月○・五％か○・六％の

利息にするという申し出があったと記されており︑借
金の借替には利率の低きが勤俵となったことは十分推

となった︒三五○○両分は承応二年︑元金の︑うち二○
○○両を返弁し︑明暦二年一月には全ての返済を終え
ている︵Ｄ１３．５︶︒

るように︑ここでも諦主が証文を出さず︑今枝等の江

うに考えられる︵Ｄｌ６︶︒

測される︒一方︑両替屋からの借替に当っては︑糸屋

と同利率でも両替腿に借替えよという滞主の意図が知
られ︑加賀藩と両替屋の特別な関係が背後にあったよ

その間の利息は京都二条で支払われる場合と︑江戸納
戸から糸屋の代理人に渡される場合があり︑また︑糸

園︲

一方︑一五○○両を光柵より借替えた糸屋十右衛門
は︑敦賀溌商打宮家の分家でこの時京都に在住してい
た︒一五○○両は明暦三年末に元金が返済されたが︑

屋との連絡は京都二条の奉行人が行った︒糸屋への明

戸重臣の署名で証文が作成されている︒

なお︑借金証文は︑大名借について従来知られてい

暦三年末の返却は︑京都の両替屋善六からの借替えに
よるもので︑この両替屋からの借金返済がいつ行われ

Ｖ聖長栄の調達金一件

たい︒

領内商人長栄が江戸の滞庫で一時的に金銀立替えを
行ったことがＦｌ３Ｉ５で知られる︒領内商人と祷主
財政との関係を示すのは︑紹介文沸中これのみである
が︑興味ある点を含むので︑ここに改めてふれておき

たかは不詳である︵Ｄ１４．６︑７︶︒

えが 行 わ れ た ︒

に述べておくと︑塵安元年藩の江戸屋敷では︑金沢商

二︑で史料紹介を行っ．たが︑その具体的経移を簡単

これら借金の借用証文での文言は殆んど一年で返済
する旨の契約であるが︑慶安二年の例を除いて数年間
は借延となっている︒ただし利息はほぼ年度毎に支払
われており︑また貸主の要求によって借用証文の番替

更にこれら一連の借金について気づく点は︑借金利
息の低下傾向である︒まず慶安二年の借金では月に○

人長栄の弟子で江戸在留の執音より︑小判と丁銀を調
達させた︒これを当時の江戸における金売相場に従っ
て全額を丁銀高に換算し︑更にこれを一％歩引きの条
件で朱封銀に換算︑金沢において会所からその額を長
栄へ返済することにしたものである︒
この件に関し差当って次の三点を指摘しておきたい︒
第一点は︑当時の領内商人の中には︑江戸滞碓の立
替えを行いうる者がいた点である︒この一例のみでは
あるが︑当時における領内商人の江戸に及ぶ活釛の広
がりを示すものである︒第二点は︑丁銀と朱封銀の換

おわりに

以上︑﹁温故雑録﹂掲峨の史料紹介を行い︑解説を

加えたが︑解説は私自身の気づいた点に限られたこと
を認めざるをえない︒ただし︑はじめにでも述べたよ

うに︑加賀藩初期の財政構造にはまだまだ不明な点が
多いので︑その手懲りの意義があると考えて紹介と解
説を行ったものである︒今後︑初期の藩機柵や財政榊

で位置付けられるようになることを期待したい︒

造の研究が進んで︑これらの紹介内容が全体椛造の中

約一％の差額分が長栄の得分になったこととなる︒第
三点は︑当時江戸において金銀の売買市場が成立して
いること︑更に銀の金に対する安さが鯲目される︒周

⑤﹃加側擶史料﹄節三巻二三頁

④﹃加側淵初期の侍帆﹄︵布川蝋図沸館協会刊︶

③﹃加能郷土辞蕊﹄には︑会所とは藩候及び内延用の物品出納︑

註

知のことだが︑当時︑雅府の公定川枠雌雄では小判
両Ｉ銀六○匁であった︒慶安四年の史料からも８１
１︶金一両が六六・二匁稗となっており︑同様な銀安
の蛎情が認められる︒表２において慶安期に︑械内よ

算に関する点である︒寛文九年加賀藩の微風衝幣朱封
銀が廃止され︑丁銀一統遣いとなった時︑朱封銀は二
％の歩入で丁銀に交換された︒従って長栄の場合には︑

り江戸へ主に金による送金が行われたことをみたが︑

命剥︐Ｔ史料の唯代に近いものとしては︑寛永一八年に小判二○

一一一毎

⑥利備の参勤期日については﹃加縦淵史料﹄第三巻によった︒

また巫戸にも会所があったと記されている︒

〃排もこの役所で取扱い︑会所の主吏は会所奉行と称され︑

聯府への進献等を取扱う役所で︑役銀︑出銀︑詰人の御扶持

②岡者は唾安四年一二月に代祷りしている︒

①金沢市立図諜館蔵

それが藩主にとって好ましい状態であったらしいこと
が︑このような江戸の銀安状況から推測される．
加髄綴初期︑藩主財政について

加倒締初期︑滞主財政について
○両の両梼︵﹃闘慨雑抄﹄中細六○四頁︶︑万論三年約一三九○

いる︒なお︑領国街幣と聯府衡幣との両替の意投については︑

両の両膝︵﹁金沢市中古文＃﹂金沢市立図将館蔵︶が行われて

近く発表を予定している微圃伐幣の論文で述べる︒

⑨﹁竃永一九年小松侍帳﹂註④参照

⑧﹃加倒藩史料﹄第三巻二四〜五頁
⑩銀換算方法は表２︵識︶と同じ
⑪この点に関し︑東北縦藩の例から︑硴立期の擶織済に占める

期の商品流通﹄第五厳︶︒

額内市場の胴要性が指摘されている︵渡辺信夫﹃離論制確立
⑫註⑩と同じ

⑭土屋締雄﹃封建社会崩壊過程の研究﹄九七〜一○一頁

⑬渡辺傭夫前掲除三二八〜九頁
⑮﹃徳川実紀﹄受安三年三月近日の項

あるものである︒なお︑正保三年高辻轆の本田高によれば︑

⑯恵山藩主利次の年煎米が利術の機織下で換金された点は興味

犬千代領分は加賀・能登・越中で約八○万五千石︑利常隠居領

千石︑利論は加賀・越中で七万石を領有していた．

は加焚・越中で二三万九千画利次は越中・加賀で二万三

紹介されているのは︑寛文〜延宝期のものであるが︑中田易

⑰近世の早い時期における大名貸について︑比較的まとまって

迩﹃三井高利﹄︵四○〜五○頁︶である︒

⑬﹃敦雰︲市史第五巻﹄八二四頁

一一一一

