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兵庫区では地域住民の皆さんとともに 

「兵庫区歴史花回道構想」を推進しています 

 

兵庫区は、平清盛による福原遷都や湊川の戦いの舞台になるな

ど幾度も歴史の表舞台に登場し、また、現在の神戸の発展の礎を

築いた由緒あるまちです。そのため区内には多くの名所や史跡、

長く語り継がれてきた伝承が残されています。 

「兵庫区歴史花回道構想」は、区内に残る豊かな歴史的遺産の

ネットワーク化を図ることを通じて、区の歴史の魅力を区内外に

発信し、地域の活性化を図るとともに、区民の皆さんの地域への

誇りと愛着を育むことを目的とするまちづくりの構想です。 
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１ はじめに 

明和６年（1769）、江戸幕府は突如、兵庫津から西宮間の村々30

村余、石高（生産予想高）にして 17,658 石余を幕府領とします。

この明和の上知
あ げ ち

により、元和３年（1617）に尼崎藩が創設されて

以来 150 年余の間、尼崎藩領であった兵庫津は幕府領に編入され

ました。 

上知を献策したのは、老中田沼意
おき

次
つぐ

（明和６年当時は老中格）

のブレーンとも目される、勘定奉行で長崎奉行も兼ねる石谷
いしがい

清昌

とされています。当時、商業政策を重視する田沼意次のもとで進

められていた株仲間（株は独占的な営業権ともいうべきもので、

株仲間は幕府や藩から営業権と独占権を保障された同業者の共同

組織のこと）結成の動きは、運上
うんじょう

（営業税のようなもの）・冥加
みょうが

（運

上に類似するが献金の性格が強い）の増収を図ろうとするもので、

幕府領となった兵庫津でも、その直後から株仲間結成の動きが顕

著になります。 

当時の幕府の政策基調は、江戸への物資の大きな移出元である

大坂に西国の物資を集め、江戸へ送らせる流通機構を維持するた

めに大坂市場を保護しようとするものでした。そのため兵庫津は、

大坂の商業の妨害になるという理由で問屋の取扱商品数が限定さ

れるなど、大坂からの様々な圧迫を受け、また幕府もこれを支持

したため、経済的に沈滞していた時期もありました。 

しかし、こうした幕府の大坂重視の政策のもとで、兵庫津の問

屋などは発展の方法を模索します。その解決策の一つとして、廻

船業者や問屋は買積商いに進出し、急速な発展を遂げます。幕府

領となった近世後期には兵庫津が様々な物資の集散地となり、問

屋の北風荘右衛門家や廻船業者の工楽
く ら く

松右衛門、北前船の経営で
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成功した海運業者の高田屋嘉兵衛といった有力商人が活躍します。 

この小冊子では、江戸幕府領時代の兵庫津の歴史を『新修神戸

市史歴史編Ⅲ近世』（新修神戸市史編集委員会編）を主なテキスト

として紹介します。 

 

２ 明和の上知 

18世紀中期以降、西摂の村々では絞油業や酒造業が発展します。

兵庫津では西国からの菜種や綿実などの油の原料が陸揚げされ、

生産した油は大坂を経由せずに直接江戸へ送られていました。幕

府は寛保３年（1743）、江戸での油の価格上昇を理由として、兵庫

津や西宮からの絞油は江戸へ直送せず、大坂で売買するよう命じ

ます。明和３年（1766）には大坂以外の絞油業を禁じたくらいで

す。幕府は依然江戸への物資輸送を大坂経由とし、大坂の業者を

保護していましたが、兵庫津や西宮、また西摂の村々の商業組織

や農村工業の隆盛は、勘定奉行石谷清昌らが注目するところとな

った結果、幕府領に編入されたものと考えられます。 

幕府領編入後、兵庫津には諸問屋（特定の品目に限らず様々な

商品を取り扱う商人）・穀物仲買・干
ほし

鰯
か

（鰯を乾燥させた肥料）仲

買などの株仲間が多少の紆余曲折はあったものの、次々に組織さ

れ、幕府はこれらの株仲間から運上・冥加を取り立てます。 

譜代
ふ だ い

大名が代々尼崎藩主となり、兵庫津や西宮などを治めてい

たのは、西国の外
と

様
ざま

大名から大坂を守衛する上で、これらの地域

が重要であるという軍事的理由によるものでした。しかし、幕政

の中枢にいた田沼意次は、大坂の守衛よりも経済的に発展するこ

れらの地域を掌握するとともに、中央市場としての機能が低下の

兆しを見せ始めた大坂に、より強く従属させることを優先したと
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いえます。この時期、諸国の商船がもたらす納屋物
な や も の

（生産者から

直接商人によって流通した商品。藩などの蔵屋敷を通じて商品化

されるものは蔵物
くらもの

と呼んで区別された）は、大坂への途中の何処

でも価格や運賃を考慮して有利な地点で売り払われるようになり、

兵庫津も納屋物の集散市場として発展しつつありました。明和の

上知は、まさに幕府の基本経済政策の一環であったと考えられま

す。 

また、上知の後に兵庫津に生じた変化の一つに、幕府による

宿駅
しゅくえき

（宿場）への助郷
すけごう

村
むら

の附属があります。宿駅では公用人馬の

継立てなどを行っていましたが、西国往還の交通量が多い西国街

道の重要駅であった兵庫駅では、宿駅の駄賃が低く抑えられてい

たこともあって、稼動すればするほど赤字が増え、運営を担う兵

庫津の岡方では大きな負担になっていました。尼崎藩領時代には、

藩からの補助で賄っていましたが、幕府は上知を機に補助を打ち

切り、代わって明和８年（1771）に助郷村を附属させました。助

郷村とは、宿駅の負担を補う周辺の村々のことで、兵庫駅には、

幕府領以外にも旗本領や大名領からも 50 ヵ村が指定され、その経

済基盤の強化を図りました。 

上知を機に進められた株仲間の結成は、幕府財政の立て直しと

ともに株仲間を通じて商工業の統制を図り、大坂を中心とした経

済政策を展開するための前提であったとも考えられます。 

また、周辺村々を助郷村に指定することにより、幕府は私領も

含めた地域一体で宿駅を維持することを意図したと考えられます。

こうした視点から、大國正美氏は、複雑に領主が入り組む西摂に

おいて、幕府が広域的かつ統一的な行政を展開するために、明和

の上知が発案されたのではないかと分析されています。 
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３ 幕府支配下の兵庫津 

明和６年（1769）４月、上知により幕府領となった村々は大坂

代官所が支配するところとなります。一方、兵庫津は西宮ととも

に町方と地方
じ か た

（耕作地・山林）に分けられ、町方は同年６月にな

って大坂町奉行所の支配下に入ることとなりました。 

大坂東・西両町奉行所では、新たに兵庫西宮上ヶ知方という役

を設け、それぞれ与力（町奉行の補佐役）２名と同心（与力のも

とで公務に就く下級役人）３名をこの役に任じました。また、尼

崎藩領時代に兵庫津奉行が常駐した兵庫城跡の陣屋（兵庫津奉行

所）は改築され、勤番所が置かれました。両奉行所は、勤番所が

置かれた兵庫津と西宮に毎月交代で与力１名・同心１名を派遣し、

飛騨高山の代官付の地付役人（代官や奉行が任地で採用した役人）

を兵庫津と西宮に３人ずつ移住させ、地付同心としました。 

大坂町奉行所内の兵庫西宮上ヶ知方は、勤番与力が取り扱った

事柄を記録・整理して町奉行に必要書類を提出し、町奉行の裁許

を勤番与力に伝えました。勤番与力は兵庫津中からの訴願を受理

して大坂町奉行所に伝達するほか、神事祭礼を巡視し、火付盗賊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
当分兵庫勤番覚 控（明和６年 神戸市立博物館蔵） 

勤番与力は兵庫津の町中の巡回を行うことなど、11 箇条にわたって勤番所

に派遣された勤番与力・同心の勤めについて記されています。上知のあった

明和６年（1769）６月に作成されたものと考えられます。 
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の逮捕や町中の巡回にあたり、勤番同心と地付同心がこれを補佐

しました。なお、訴訟は大坂町奉行が直接裁断し、火付盗賊の取

調べは盗賊吟味役が担当しました。 

個別町の代表者の呼び名である組頭は、尼崎藩領時代の初期に

は年寄と呼ばれていたところ、城下町尼崎の町役人と呼び名を統

一するため、組頭に変更されたものと思われますが、幕府領編入

後、再び年寄（または町年寄）と呼ばれるようになりました。 

兵庫津の三方
み か た

（岡方・北浜・南浜）のそれぞれの統括者である

名主
みょうしゅ

が三方の世話をする順番は、一方ずつ交代で月番とされてい

ましたが、名主は月番中、毎日勤番所に詰めて勤番与力の下で都

市運営に参与しました。また、名主は様々な用務のため頻繁に大

坂に出向いていたようです。大坂町奉行所への年頭の御礼は当然

のことながら、大坂に出向いた際には町奉行所の与力・同心への

挨拶を欠かしていません。なかでも、兵庫津の町政に密接に関わ

った上ヶ知方の与力・同心に対しては、町政を円滑に行うためか、

蚫
あわび

や酒などの贈答物を携えて挨拶を行うのが慣例であったよう

です。 

 

４ 兵庫津の株仲間 

上知を機に、兵庫津において株仲間の結成が進められたことは

既に紹介したとおりですが、最初に許可されたのは、明和７年

（1770）の茶屋株と翌年の定芝居（定常的に興行している芝居）

株でした。これらは兵庫駅への助成目的で独占的な営業権が与え

られたものです。その後、穀物仲買株・干鰯仲買株・諸問屋株・

干魚塩魚仲買株・生蚫仲買株・米市場仲買株・焚
たき

湯
ゆ

（銭湯）仲間

株・たばこ仲買株・素麺屋株が次々に許可されます。中でも、諸

問屋・穀物仲買・干鰯仲買の３つの業種は、兵庫津の重要な商業

であり、その勢力も大きかったことから三仲間と称しました。 
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しかし、株仲間の結成は平坦な道ではありませんでした。諸問

屋は、明和６年（1769）の上知後すぐに許可を願い出ますが、そ

の翌年に江戸の沢田屋弥七・大坂の樫木屋源兵衛・河内屋六左衛

門の３人が兵庫津の諸問屋 120 軒の株の許可を願い出て、納める

冥加銀も兵庫津の商人より多く示したので、明和８年（1771）に

許可されます。その翌年には西出町において江戸屋孫太郎という

名義で諸問屋を差配するとし、名義貸料として兵庫津の諸問屋か

ら銀 360 貫目を徴収しようとしました。兵庫津の商人は結束して

大坂町奉行所へ訴え出ますが、町奉行の調停も不調に終り、つい

に兵庫津の商人が株を銀 70 貫目で買い取ることで決着を図りま

した。こうしてようやく明和９年（1772）に兵庫津の諸問屋に株

が認められることとなりました。諸問屋株の冥加銀は、当初は口銭
こうせん

（問屋が荷主と仲買から受け取る商品売買の仲介手数料）の高に

応じて変動することとなっていたので、奉行所で取引高を記録し

た帳簿の検査を受けるため、仲間の代表者が大坂に長期間滞在す

る必要があり、滞在費が嵩むうえに口銭の実態を奉行所に把握さ

れるという不都合もあったので、安永３年（1774）に冥加銀を定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
諸問屋株写（寛政元年 個人蔵） 

寛政元年（1789）に網屋惣兵衛に対して出された株札を写したものです。

株は譲り渡したり、売買することが可能でした。 
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額の 18 貫目とするよう願い出ました。奉行所はこの額を上げるよ

う命じて再三却下します。ようやく翌年の安永４年（1775）、銀

18 貫 400 匁の定納額で許可されました。ところが、諸問屋間の経

営状況の格差も大きくなり、休業したり営業が不振な諸問屋が増

えると、冥加銀の定納は諸問屋仲間にとって不利になります。安

永９年（1780）、ついに冥加銀を納めることが困難となり、諸問屋

仲間は大坂町奉行所に南鐐
なんりょう

銀
ぎん

（安永元年（1772）から鋳造・発行

された銀の純度の高い銀貨）２千両を借用し、これを運用して冥

加銀の不足を補うことを願い出ます。このとき、年利 15％の利息

を支払うことなどが借用条件とされました。 

穀物仲買も明和６年（1769）の上知後間もなく株仲間の許可を

願い出ますが、直ちに許可はされなかったため、同年再び願い出

ました。このとき、併せて、大坂への送り状のある貨物は取引せ

ず、大坂の蔵屋敷（諸藩等が開設した年貢米などの倉庫兼取引所）

に米買付けの契約金として実額の一部だけを支払って受け取った

米切手（蔵屋敷が米の買主に発行した米の保管証書）を転売する 

 

天明７年（1787）兵庫津株仲間の冥加（注） 
種 目 納めた冥加 認可年 

茶屋株 15 軒 金 30 両 明和７年（1770） 
定芝居株 １軒 銀 430 匁 明和８年（1771） 
穀物仲買株 125 軒 銀 860 匁 明和８年（1771） 
干鰯仲買株 70 軒 銀 860 匁 明和８年（1771） 
諸問屋株 121 軒 銀 18 貫 400 匁 明和９年（1772） 
干魚塩魚仲買株 70 軒 銀 215 匁 明和９年（1772） 
生蚫仲買株 23 軒 銀 129 匁 明和９年（1772） 
米市場仲買株 30 軒 銀 １貫 419 匁 明和９年（1772） 
焚湯仲間株 33 軒 銀 473 匁 明和９年（1772） 
たばこ仲買株 73 軒 銀 258 匁 安永２年（1773） 
素麺屋株 25 軒 銀 150 匁 安永４年（1775） 

 

 

銀１貫＝1,000 匁＝3.75kg 金１両は銀 60～65 匁程度 
（注）この表は、『新修神戸市史歴史編Ⅲ』表 63をもとにしました。認可年
は、同書 297 頁の記述を参考とし、穀物仲買株、干鰯仲買株の認可年につい
ては同じく 298 頁、299 頁の記述をそれぞれ参考としました。 
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ような不実な商売や米の空売買をせず、その他大坂米市場の障害

となることは慎むといった内容の誓約書を提出します。しかし、

従来穀物商人であったという理由で、鍋屋九兵衛ら 23 人が株仲間

の許可を願い出るなどしたため、なかなか許可されず、明和８年

（1771）になってようやく認められました。その際、大坂町奉行

は、大坂への商品の集中を重視し、大坂への貨物を引き取るなど

して大坂の障害になる場合は廃業処分か処罰をするとし、また銀

20 枚の冥加銀を毎年納めることを命じました。 

干鰯仲買は、尼崎藩領時代から同業者の親睦や信仰などの団体

としての仲間を組織していました。享保期（1716～36）以後は古

組と新組が存在し、互いに利害も対立していました。上知後すぐ

に両組は、それぞれ株仲間の許可を願い出たため、大坂町奉行所

は大坂の同業者にも諮問した結果、両組の合併を勧めます。その

結果、両組１組で毎年冥加銀 15 枚を納めるとして株仲間の許可を

願い出ますが、奉行所は冥加銀の増額を再三迫ったため、折衝の

結果、明和８年（1771）にようやく、初年度に限り銀 20 枚とし、

以後は 15 枚とすることで、許可されました。 

大坂の商人が兵庫津の株仲間に参加するケースもありました。 

明和９年（1772）、兵庫津と大

坂両地の者が願い出て、米市

場仲買株が認可され、大坂堂

島米市場と同様に佐比江町の

米市場で米市が立てられ、次

第に売買が盛んになっていき

ました。なお、米市場仲買株

の場合は、大坂商人が参加し

ているので許可は早かったと

考えられます。 

 

 
干鰯仲買寄進の灯篭（薬仙寺 兵
庫区今出在家町４丁目）19 頁②
参照 
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５ 天明の打ちこわしから寛政の改革期の兵庫津 

天明年間（1781～89）には、全国的に連続して大飢饉が発生し

ました。天明２年（1782）は、長雨のために西摂地方で米価が高

騰しますが、米を買い占める者なども現れ、一層の値上がりを呼

びます。大坂では翌年に米の値段をつり上げたとする米商人の家

屋敷の打ちこわしが起こります。 

天明７年（1787）も雨天が続き、近畿でも洪水が起こるなど凶

作が予想されたため、米価が暴騰し、兵庫津では三方の名主が窮

民救済のために金銭を出し合うことを協議します。また、神戸村

の俵屋孫兵衛は白米を安値で販売したため、兵庫津の搗米（白米）

屋は支障を唱えましたが、兵庫勤番所はこれを抑えます。大坂町

奉行所も米の買い占めを禁ずる触れを繰り返し出しますが、同年

５月 10 日、貧乏人は粥を食えなどという触れが出され、翌 11 日

に大坂で打ちこわしが始まり、周辺にも波及していきます。兵庫

勤番所は５月 13 日、岡方名主藤左衛門を呼び出して米の安売りを

するよう協議しますが、その日の夕方から兵庫津でも打ちこわし

が始まり、米屋十兵衛・平野屋半右衛門・岡本屋伊左衛門・瓜屋

嘉兵衛・和泉屋弥兵衛・和泉屋伊兵衛の６軒の米屋が襲われます。 

兵庫勤番所は、15 日には大坂町奉行所から与力２人、同心４人

の来援を得て兵庫津中を巡回し、警備と打ちこわし参加者の逮捕 

にあたりました。米の安売り

は 13 日から 18 日まで続けら

れ、19 日には七宮神社で粥の

施しが行われ、20 日には諸問

屋からの義捐米が配られまし

た。21 日には１人１合ずつ２

千人に施す触れが出され、こ

の頃からようやく平静化し、

26 日には打ちこわしを受け 
七宮神社（兵庫区七宮町２丁目） 
19 頁③参照 
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た後、商売が禁止されていた６軒の米屋も、窮民に飯米を与える

としたため赦免されました。 

各地で起こった都市の打ちこわしは、田沼意次の失脚を早める

こととなりました。代わって老中松平定信が幕政の中枢を担い、

都市秩序の安定や農村復興、幕府財政の立て直しなどを主眼とし

た、いわゆる寛政の改革が行われます。寛政２年（1790）には物

価引下げ令を出し、江戸・京都・大坂の問屋に仲間商売の状況を

報告させるとともに、宝暦期（1751～64）と最近の数ヵ年の諸商

品の仕入れ値・売値、仕入れ先・販売先などを調査し、商品価格

の値下げを強制しました。その結果幕府は、江戸での灯油の高値

の原因は、原料となる菜種・綿実を扱う大坂種物問屋の仕入れに

問題があるとして、寛政３年（1791）、大坂の問屋を保護する政策

を見直し、西国 13 ヵ国の菜種の大坂廻送を差し止め、新たに兵庫

津に設立させる菜種問屋に扱わせることとします。その菜種は、

六甲山麓の急流を利用した水車を原動力として発展した兵庫津か

ら西宮間の絞油業者に限って買い入れさせ、絞油は江戸へ直送し

ようとも大坂へ送ろうともよしとしました。しかし、大坂種物問

屋仲間は、兵庫津に設立される２軒の菜種問屋に出資します。寛

政９年（1797）の大坂種物問屋仲間 36 軒の申し合わせでは、兵庫

津で菜種問屋の業務の監督を行うとともに、口銭を 38 分し、36

分を大坂種物問屋で平等に配分することとしています。兵庫津の

菜種問屋は実際には大坂種物問屋の出店であり、幕府の意図は果

たされませんでした。寛政の改革後、幕府は再び大坂重視の政策

に転換し、文政５年（1822）には兵庫津の菜種問屋を停止させ、

西国 13 ヵ国の菜種も大坂に送らせ、兵庫津から西宮間の絞油業者

の油も自給分以外は少量でも大坂油問屋に売るよう命じました。 

 

６ 天保の飢饉から天保の改革期の兵庫津 

天保４年（1833）は全国的な天候不順による不作のため、米価
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が高騰しました。兵庫津でも７月には町中に米屋つぶし云々の紙

が張られる不穏な情勢となり、８月には米屋の打ちこわしが起こ

りました。穀物仲買仲間は諸問屋仲間とも計り、また寄付を募っ

て米の安売りを１年余も継続し、窮民への施しも行いました。 

社会不安も増大し、天保６年（1835）、惣会所から各町年寄に対

し、町中が物騒なため各町内で申し合わせて無宿、無商売の者な

どを留め置かないようにし、夜分は再三巡回するよう指示をして

います。しかし、なおも不作は続き、天保７年（1836）夏から米

価は再び急騰しました。粥や米の施しも行われ、幕府も同年 10 月

には兵庫津に救米 30 石を与え、名主らに命じて分配させます。翌

年も米価は下がらず、２月には大坂で富裕な商人を襲い、窮民に

米や金銭を与えるとした大塩平八郎の乱が起こると、幕府は姫路

藩に命じて兵庫津の治安に当たらせました。 

一方、天保７年（1836）９月、幕府は江戸の米価を重視し、江

戸への米の廻送量を増やすために、兵庫津の北風荘右衛門に廻米

売上万事取扱を命じます。荘右衛門は江戸への米の廻送によって

兵庫津の米価が高騰するのを恐れ、一度はこれを断りますが、幕

府から厳しく命じられたため、兵庫津の諸問屋仲間・穀物仲買仲

間、西宮の樽廻船（主に酒を大坂・西宮あたりから江戸に輸送し

た荷船）積問屋らの協力を得て、翌年５月までに江戸へ３万７千

石余の米を廻送します。荘右衛門は損得に拘わらず、米を巧みに

安値で購入して江戸に送ったため、幕府はその功労を賞しました。 

天保４～７年（1833～36）の天明の飢饉を契機として、天保 12

年（1841）から老中水野忠邦の主導により、幕府財政の立て直し、

綱紀粛正などに力を注いだ天保の改革が行われます。天保 14 年

（1843）、農民が都市に集中することによる農村の労働力不足、農

村の荒廃という問題を解決するため、農民を極力農村に帰す農業

優先の政策が試みられます。いわゆる人返の法です。江戸だけで

なく大坂・兵庫津・西宮でも農村からの人口流入を防ぐため、人
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別改め（領主が領民を把握し、労役を課すために行った人口調査）

を強化し、人別帳に新たに農村の者を加えることが禁じられまし

た。職人の出稼ぎも許可制とし、また人別帳には加えず、別に当

分仮人別帳を作成して把握することとされました。 

同年、大坂・堺・兵庫津・西宮の富裕な商人には、合計６万６

千貫余の御用金（幕府が町人や農民から強制的に取り立てた借入

金。返済することとなっていたため、献金とは異なる）が賦課さ

れました。兵庫津からは、1,706 貫 250 匁を出すこととなりまし

た。これ以外にも、大坂・堺・兵庫津からは金１万６千両余と銀

205 貫余の献金を行っています。 

また、株仲間の独占権が物価騰貴の原因であると考えた幕府は、

商品流通機構の再編を図るため、天保 13 年（1842）、全国的に株

仲間を差し止め、その解体を命じます。この株仲間停止令により、

株仲間の独占権が無くなると、諸国の商船も積荷を自由に売却で

きるため、価格や運賃を考慮して有利な地に商品が流れるように

なり、大坂以外に兵庫津・尼崎・堺などでの売買が増えました。

兵庫津でも新しい問屋・仲買が活動を始め、商売が激化します。

例えば新商人として登場した讃岐生まれの油屋仁兵衛は、兵庫津

の淡路屋庄三郎のもとで讃岐の産物で需要の増した和製砂糖を積

んだ商船と取引を行いました。これまで砂糖は大坂商人のみが取

り扱い、兵庫津では売買できませんでしたが、その制限も解かれ

ていました。一方、従来讃岐の商船は、兵庫津では米屋利兵衛・

鍋屋八兵衛・網屋吉次郎と取引していましたが、これを奪い取る

こととなります。株仲間停止令は兵庫津で取り扱えなかった商品

を取引させ、新興商人も生みましたが、問屋仲間や仲買仲間等の

共同体的規制が崩れたため、問屋は客とする商船の奪い合いをは

じめ、商船も商品を高く売るようになったため、仲買もこれを高

く売らざるを得なくなり、物価が逆に上昇する結果となりました。 

嘉永４年（1851）、幕府はついに株仲間停止令を廃して再興令を
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出します。このとき、冥加は免除することとされました。兵庫津

でも株仲間が復興しましたが、一方、大坂の問屋は株仲間停止令

前の優先権を主張しはじめます。嘉永５年（1852）、兵庫津の砂糖

売買が大坂で砂糖を取り扱う商人から訴えられます。和製砂糖を

売買していた網屋三太夫は、諸問屋仲間に依頼して株仲間全体と

して大坂に抗議しようとして名主網屋新九郎に諮ります。しかし、

新九郎は、兵庫津では従前は砂糖売買が許されていなかったため、

今抗議することは却って不利を招くと諭したので、兵庫津側は大

坂の相手に謝罪しました。またも兵庫津の諸問屋は大坂の問屋の

下風に立つこととなりました。 

 

７ 北前船の経営 

時代は少し遡りますが、冒頭でも触れた兵庫津商人の北前船経

営について紹介します。 

幕府が大坂市場を保護するなかにあっては、商船が物資をもた

らすのを待っているのみでは発展の機会はないと考えた兵庫津の

商人は、近世中期以降、買積船の経営に乗り出します。買積船と

は貨物を賃積みする船ではなく、目的地の往来の途中で寄港地毎

に積荷の有利な売買を行いながら巡航するものです。船主自らが

船に乗るか、または船主が船頭に積荷購入資金を託し、船頭の才

覚のもとに売買をさせました。商業機能と運送機能が未分化のま

ま、遠隔地の地域価格差に基づいて大きな利益をもたらしました。

船主が乗船しない場合、買積船の運営は船頭に一任されるので、

船主と船頭との信頼関係が重要でした。 

買積船のなかでも急速に多くなったのが北前船です。北前船は

北国を周航して大坂に至る買積船で、当時蝦夷地
え ぞ ち

と呼ばれていた

北海道まで行くようになっていました。兵庫津の富裕な商人も北

前船の経営を始めますが、北前船の経営は難破などの危険があり、

また船の建造、積荷の購入などにも莫大な資本を必要としました。

14 

そのため、北前船の経営には単独で出資せず、共同出資をするこ

ともありました。いつ頃からかは明らかでありませんが、早くか

ら北前船の経営に乗り出した北風荘右衛門家の場合も寛政８年

（1796）に泰久丸・永昌丸・永宝丸・永久丸・持国丸など６艘の

北前船を他家の資本を合わせて所有していました。 

北風家は、近世初頭には既に米などの物資の輸送を行っていた

と考えられます。宗家は六右衛門家ですが、分家の荘右衛門家は

16 世紀後半頃に宗家と対立するようになると、嫡家と称するよう

になります。安永年間（1772～81）に先祖が蓄えた埋蔵金銀を掘

り出して家業発展のための資本としたという幸運もあったと伝え

られていますが、近世中期以降、荘右衛門家は一門の中で際立っ

た繁栄を見せます。以下では、北風家と記す場合は荘右衛門家を

指すこととします。 

北風家は 18 世紀中期頃と考えられる時期より、現在の山形県酒

田市に本拠を置いた酒田本間家、石川県加賀市橋立町に本拠を置

いた西出家、北海道江差町に本拠を置いた岸田家といった北前船

の経営に成功した有力商人とも米や松前（北海道の南端）・蝦夷地

の海産物などの取引を行いました。鯡
にしん

肥
ひ

（鯡を乾燥させた肥料）

の取引も、大坂商人が関心を示す以前から積極的に行っていたと

考えられます。北風家は文化２年（1805）、蝦夷地を直轄領とした

幕府より、御用商人として蝦夷地産物売捌方を命じられました。 

 

８ 工楽松右衛門の事績 

廻船業者として活躍した工楽松右衛門は、寛保３年（1743）、現

在の兵庫県高砂市で生まれました。若くして兵庫津に出て佐比江

町の船持ち御影屋平兵衛に奉公し、船乗りとして働きました。寛

政８年（1796）までの間に独立し、御影屋松右衛門として廻船業

を営みました。 

これより先の寛政２年（1790）、松右衛門は大坂町奉行所の命で 
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江戸に赴き、幕府役人 20 人と

ともに八幡丸に乗って蝦夷地

に渡り、エトロフ島で波止場の

建設を開始しています。苦労の

末に翌年ようやく工事を完成

させ、その後も波止場の修復の

ために何度かエトロフ島に渡

っています。享和２年（1802）、

幕府は松右衛門の功労を賞し、

工楽（工夫を楽しむの意）の姓

を与えました。 

松右衛門は、松右衛門帆と呼ばれる木綿帆の改良をしたことで

も知られています。むしろやござを用いていた帆に代わって綿布

を２、３枚重ねて木綿糸で刺し子にし、それを縫い合わせた刺帆

が 17 世紀後半から用いられるようになりましたが、刺帆は長期間

の使用に耐えないばかりか、製作に多くの労力を要するものでし

た。こうした背景のもとで、天明５年（1785）に松右衛門は刺帆

に代わる丈夫な織帆の製作に成功し、佐比江町と播磨に製織場を

設けます。刺帆に比べて価格が約２倍という高値であったため、

当初は販路も狭かったのですが、兵庫津の船具商人喜多二平がこ

れに注目し、その販売に尽力しました。喜多の主家である北風家

や他の廻船問屋もその普及に努め、その後全国の船で用いられる

ようになりました。松右衛門帆により、強風のもとでも船の航行

が可能になり、帆走速度も高まり、また風待ちも大幅に減らすこ

とができるようになりました。松右衛門帆は、近世海運における

航海・帆走技術の向上に大いに貢献したといえます。 

さらに松右衛門は、文化元年（1804）、播磨の耐火性石材を持船

で箱（函）館に運び、船据場
ふ ね た て ば

（船の修理場）を築造しています。

また、文化７年（1810）には郷里高砂の川浚え普請を施工し、姫

工楽松右衛門の墓（八王寺 
兵庫区羽坂通２丁目）19 頁④
参照 
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路藩主酒井氏から五人扶持を与えられて廻船船頭に任命され、高

砂に転任しました。 

 

９ 高田屋嘉兵衛の事績 

北前船の経営に成功した高田屋嘉兵衛は、明和６年（1769）、現

在の洲本市五色町に生まれました。寛政２年（1790）、叔母の婚家

である兵庫津の堺屋喜兵衛のもとに身を寄せ、樽廻船の船乗りに

なりました。研究熱心であった嘉兵衛は、２年後の寛政４年（1792）

には船の進路を指揮する表仕
おもてし

に出世します。また、同年、西出町

に所帯を持ち、翌年には沖船頭（雇われ船頭）になっています。 

この嘉兵衛に注目した北風家は、持船を嘉兵衛に委ねて日本海

方面での買積商いに当たらせ、得た利益の一半を嘉兵衛に与えま

した。寛政７年（1795）には兵庫津の和泉屋伊兵衛の沖船頭とな

り、翌年には当時としては最大級の千五百石積み（230 トンほど）

の大船辰悦丸を出羽国酒田（現在の山形県酒田市）で建造します。

なお、新造時の辰悦丸は和泉屋の持船で、嘉兵衛はまだ沖船頭で

したが、北風家との関係などから、ある程度の資金を持ち、和泉

屋と共同出資をしていたのではないかとも考えられます。寛政 11

～12 年（1799～1800）にかけての時期には辰悦丸を自己の持船と

し、船持船頭として独立しています。屋号を高田屋とし、兵庫津

で酒・塩・木綿などを仕入れて酒田に運び、また酒田で米を購入

して箱館に運んで売さばき、箱館では魚・昆布・魚肥を仕入れて

上方で販売しました。 

寛政 11 年（1799）、ロシアが南下政策を進める中、幕府は海防

の必要から７年を限り、東蝦夷地を幕府領とします。このとき幕

府は、松前藩の場所請負制度（場所・商場
あきないば

と呼ばれた特定の場所

でアイヌとの交易や漁業を商人に請け負わせ、運上を納めさせた

松前藩の蝦夷地経営形態）を廃止し、幕府がこの地の商権を握る

こととなりました。嘉兵衛は幕府との結びつきを強め、酒田から
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松前への貨物の輸送を引き受けます。さらに同年、幕府の命によ

りエトロフ島への航路を苦難の末に開きました。翌年には、嘉兵

衛は兵庫津や大坂で木挽
こ び き

（製材職人）や大工を雇い入れ、米・塩・

鍋・釜・木綿・煙草その他の物資を辰悦丸ほか４艘に積み込み、

幕府役人近藤重蔵とともにエトロフ島に渡り、西海岸一帯に 17

ヵ所の漁場を開きました。また、幕府からエトロフ航路用の官船

５艘の建造を命じられ、その支配も任されます。享和元年（1801）

には官船５艘を箱館まで運航し、同年、蝦夷地御用定雇船頭とな

って三人扶持を与えられました。 

享和２年（1802）、幕府は蝦夷奉行（後に箱館奉行と改称）を新

設した後、東蝦夷地を永久に幕府領に編入することとします。文

化２年（1805）には、大坂・兵庫津・赤間関（現在の山口県下関

市）の商人を御用商人として蝦夷地産物売捌方を命じます。嘉兵

衛も北風家と同様にこれを命じられ、兵庫津・箱館の他、大坂・

江戸にも店を置き、商権を拡大していきました。 

その後、日露紛争の解決に力を尽くし、また郷里の発展に寄与

するなど、兵庫津の有力商人として紹介するだけでは済ますこと

ができないその事績については、数多くの研究書や小説などを参

照いただきたいと思います。 

 

１０ むすび 

この小冊子では、幕府領に編入されてから 80 年余の兵庫津の歴

史を簡単に紹介しました。当時の幕府が天下の台所大坂を保護す

る政策をとる中にあって、兵庫津の商人の営みが、その枠組みを

越えた発展を兵庫津にもたらしたことを少しでもお伝えすること

ができれば幸いです。 

『江戸幕府領時代の兵庫』と題しながら、嘉永６年（1853）以

降については触れることができませんでした。幕末の兵庫の歴史

の紹介は、別の機会に改めたいと思います。 
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津中絵図控（嘉永３年 個人蔵・神戸市立博物館寄託） 

絵図には、嘉永３年（1850）の津中絵図控であることが記されていますが、

文久３年（1863）に築造された和田岬砲台などが書き加えられていることか

ら、後に加筆修正されていると考えられます。また、明和６年（1769）に作

成された絵図と比較すると、佐比江が埋め立てられ、新たに町として加わり、

東出町・西出町・湊町一帯が連続した町となっているなど、上知の後に兵庫

津において新たに町が開発されたことが分かります。 
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現在の兵庫区南部地域 

湊八幡神社・湊口惣門の碑 

④工楽松右衛門の墓（八王寺） 

蛭子神社・柳原惣門の碑    旧 西国街道 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②薬仙寺   兵庫城跡の碑 ③七宮神社 

高田屋嘉兵衛顕彰碑（竹尾稲荷神社） 

高田屋嘉兵衛本店の地の碑 

①高田屋嘉兵衛献上の灯篭（鎮守稲荷神社） 
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