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Abstract
This paper presents a specifi c and concrete image of a group of retainers in the house of 

a direct retainer of the Shogun during the Meiji Restoration, using the Kotai Yoriai  of the 

House of Takagi as the subject of discussions. The house of Takagi, which owned Toki-

Tarago of Mino Province, was a direct retainer of the Shogun, and at the same time held 

the status of feudal lord in the Kotai Yoriai . It also had the same level of independence 

as a feudal lord in the execution of rights of possession. After the restoration of Imperial 

rule, the lords and retainers of the House of Takagi planned and executed the handover of 

possession rights on the level of Feudal Lords in the backdrop of pride as a Kotai Yoriai , 

having been among the fi rst to return to allegiance to the Emperor in response to the new 

government’ s measures to reorganize the old retainer system. However, unable to compete 

with the other feudal lords, as in the case of other direct retainers, the head of the family 

became a samurai descendent, and the vassals became commoners. Even after that, the 

lord / vassal relationship that accompanied the stipends between the head of the household 

and the former retainers who stayed with the house of Takagi in hopes of remaining part 

of a samurai family, buy this relationship was dissolved when the house of Takagi became 

subject to the Meiji government’ s order to terminate all retainer stipends. 

Keywords:  The House of Takagi（高木家），The lord / vassal relationship（主従関係），
Stipend disposal（秩禄処分）

はじめに
美濃国の時・多良郷を領地した旗本高木家は西
家（2300 石）、北家（1000 石）、東家（1000 石）
の三家から成り、一名美濃衆とも呼ばれる交代寄
合の格式をもつ家柄であった。交代寄合としての
高木家の特質をまとめれば、第一に江戸に在住

した多くの旗本とは違い関ヶ原後に時・多良郷に
4300 石を与えられて以降一貫して知行地に居住
したこと、第二に柳之間に詰め参勤交代をおこな
うなど諸侯並の待遇をうけ領主権の行使面におい
て諸侯とほぼ同じ独自性をもっていたこと、そし
て第三に役儀として上方への間道守衛と木曽三川
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流域の治水に関する川通御用を担っていたことが
あげられる。
高木家を含む、 明治維新期の旗本層について

は、これまで秩禄処分の観点から領主権の解体過
程が研究されてきた 1）。なかでも旧幕臣の構成―
秩禄の支給形態・格式・地域・系譜―を考慮しつ
つ旧幕臣の秩禄処分の全体像を示したのが千田稔
の研究である 2）。
これに対して、西家に属した史料群である高木
家文書 3）をもとに、個別領主の具体像を提示した
のが西田真樹と伊藤孝幸である。西田は現存する
日記類から知り得る高木家の新政府への働きかけ
を紹介するとともに、明治 2（1869）年の三家領
における農民運動の分析とそれへの高木家の対応
を明らかした 4）。伊藤は新政府への高木家の帰
順過程とそれに伴う領地村方の支配関係の変化を
追究し、また高木家が所持していた江戸拝領屋敷
の維新後の変容を豊富な史料を用いて解明してい
る 5）。
これらの調査・研究によって明治維新期の高木
家の動向については基礎的事実のかなりの部分が
明らかにされたが、それでも高木家の家臣団解体
の個別具体像についてはまだ検討の余地が残され
ている。高木家家臣に関しては、形成過程とその
特質については原昭午の分析があるものの 6）、主
従関係の解体過程については西田・伊藤の両氏も
含めて言及がなく、残された課題と考える。
交代寄合をはじめとする知行取旗本と家臣団の
主従関係は、明治 2年 12 月の禄制改革・上地に
よる領主権の解消と秩禄処分の進展によって最終
的に解体される。しかしこれまでは家臣団処分に
対する政府の方針に関心が向けられ、当事者であ
る家臣たちがそれをどう受けとめ行動したのか、
主従関係解体にあたっての彼らの認識と行動をみ
ていく視点に欠けていたと思われる。
そこで本稿では、明治新政府の旧旗本層再編策
に対する西高木家主従の対応と主従関係の変遷を
明らかにすることを目的に、まず高木家の早期帰
順の実態を検討してから、明治 2年 12 月の上地・
禄制改革により浮上した家臣の扶助問題を取り上
げ、秩禄処分へといたる過程において高木家の主
従関係にいかなる変化が生じたのか追究していき
たい（以下、特に断らない限り高木家は西家を指
す）。

なお、検討にあたっては、西家の高木家文書の
ほか、高木家文書の旧蔵者である高木貞勝氏が所
蔵する高木家文書 7）、東家に属した史料群である
美濃高木家文書 8）、水野録次郎氏収集の水野家
文書 9）および西家家臣の小寺平八郎を初代とす
る小寺家に伝わる小寺家文書 10）を利用した。典
拠を示すときは、 それぞれ西家・高木・東家・水
野・小寺と略記して整理番号を付す。

Ⅰ 旧旗本層の再編と高木家
明治新政府は、 早期帰順した知行取旗本 （高
家、 交代寄合、 寄合）に対して本領安堵を命じ、
「朝臣」に編入して中下大夫士の新たな身分へと
再編する。交代寄合である高木家も帰順旗本とし
て知られ、 王政復古後は京都に活動の場を移し
て、この新政府の旧旗本再編策に対応していくこ
とになる。
そこで第一章では高木家の早期帰順の実態とそ
の過程において同家がいかなる主張をしたのか検
討する。事実過程については西田・伊藤両氏の成
果と重なるところも多いが、西家の高木家文書以
外の史料も活用しながら、本稿なりに再検討して
いきたい。

1 　新政府への接近
戊辰戦争の始まりを告げる鳥羽・伏見の戦いの
情報が高木家へもたらされるのは慶応 4（1868）
年正月 5日のことである 11）。西家の高木弾正（の
ちの広、貞広）、北家の高木監物（貞栄）、東家の
高木達三郎（貞嘉）は、当初は朝敵となるとも関
東へ至情を尽くすことを本意としていたが、正月
下旬には方針を修正して新政府への接近をはかり
始める。
高木家に方針転換を促した要因の一つに、次の
正月 15 日付梶原大膳書状 12）の影響があったので
はないかと考えている。

    追啓
然者志原より愚知短才之私不顧、恐斯之形勢
ニ御座候ニ付可相成候へくハ朝廷へ御味方被
遊候様仕度、左様候得者関東之御手前も如何
と被思召候様存候得共、日月地ニ落候而も天
朝之替る事無御座候ゆへ愚才之私古御主家之
御事故寸志申上度、希者参与御役所へ其御家
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御相応之御用被仰下度との密々歎願建白ニ而
も被為在候得者御家之御為方ニも相成、且者
御報国之御趣意ニも相叶旁以宜敷様存候ニ
付、愚知之私ニ候得共前件無御聞捨御採用有
之候得者如何様共取計方も御座候間、尊公様
ゟ御主人始間部雄之丞様、東様へも宜敷様御
申上被成下候ハヽ小子ニ於而も本懐仕、何分
とも御家之御一大事ニも相成候様奉恐察候
間、乍寸志御為方専用ニ奉存、右之廉々呉々
も偏ニ御諫言御申上可被成下候様奉希上候、
右之件々御三所御承引ニ相成候ハヽ早速御三
家之御家来御上京ニ相成候か又ハ建白御差出
しニ相成候様仕度、於御上京者如何様共御示
談可申上、先者右之条々伏而奉願候、恐惶九
拝

梶原大膳は多良出身で当時は京都の白川家に勤
めていた人物である 13）。彼は、王政復古後の京
都政情に関する風聞書や慶喜征討令写を添えて、
この書状を西家家臣佐竹源助へ送り、朝廷への味
方、参与役所へ「御家御相応之御用」を願う建白
の提出、そのための家臣上京を高木家に薦めたの
である。
梶原書状が西家に届くのは正月 19 日であり、
翌 20 日には三当主が直に立ち会い「京師一条」
について話し合うことになる 14）。話し合いは殊
の外手間取ったが、「種々御一方ニ而茂御心配不
少御時節与罷成」 との判断から、 家臣を上京さ
せ、三当主連名の「御伺書」を参与役所へ提出す
ることになった。この方針に従い翌 21 日に三家
家臣の渡辺佐次右衛門 （西家）、 鈴木弥一右衛門
（北家）、平塚篤太郎（東家）が出立する。
さて、高木家が新政府への接近をはかり始めた
ころ、美濃の動静にも変化があった 15）。新政府
は正月 10 日に徳川慶喜征討令を発し、21 日に東
山道鎮撫総督岩倉具定が率いる東征軍が京都を進
発する。東征軍は 29 日に美濃に入国するが、こ
れより先、濃飛幕領収公に対する情勢視察のため
竹沢寛三郎が先鋒隊と称して美濃に入り笠松郡代
役所を接収していた。竹沢に前後して、綾小路俊
実を擁する赤報隊も東山道を進軍して美濃国不
破郡の岩手村陣屋を襲い、 21 日には加納城下に
入った。さらに隣国の尾張藩からも美濃の諸侯・
旗本へ積極的な勤王誘引の働きかけがおこなわれ

ていた 16）。こうした動きに対して美濃の諸侯・旗
本は多くが総督府に対して帰順の意を表明し、尾
張藩へ勤王証書を差し出すことになる 17）。
また、高木家とも関係の深かった大垣藩は、鳥

羽伏見の戦いに加わったことで一旦は朝敵となる
も、 藩主戸田氏共が謝罪歎願のため上京した結
果、宥免のうえ東山道鎮撫使の先鋒を命じられて
いた。このとき大垣藩の藩論を「勤王」に導いた
のが大垣藩士の小原二兵衛（鉄心）であり、小原
は後に高木家に対しても新政府帰順に向けて助
言・協力していくことになる。
上記の情勢に対して高木家は、まず 21 日に家

臣の伊藤嘉市
（一）

（西家）、山田清記（東家）、加藤養
左衛門（北家）を綾小路方へ遣し、兵糧米 150 俵
の目録を献上する 18）。この行為は高木家が「勤
王素志」を表した最初の事例として上京後に繰り
返し主張されることになる。
つづいて高木弾正は 26 日早朝にお忍びで親戚

筋の大垣藩家老戸田縫殿 19）を訪れ「当節之御時
勢御模様」を尋ねた。おそらくここで助言があっ
たのであろう、東山道鎮撫総督への対応を問い合
わせるため高木弾正は家臣の大嶽弁之丞を小原二
兵衛方へ遣わした。28 日に面会した小原は、大
嶽に対して急ぎ当主の「御書付」を総督へ差し出
すことが専一と助言し、総督への取り次ぎと書付
の添削を約束する。
東山道鎮撫総督が 2月朔日に大垣に着陣する

と、高木家は小原の助言に従い、大嶽弁之丞（西
家）、 加藤養左衛門 （北家）、 川添専左衛門 （東
家）を使者として三当主連名の「御書付」を総督
に提出する。しかし、このとき取次から「御書付
之趣致承知候、今般御復古之恐悦之儀者惣督様江
可申上、乍去主人自ラ登陣無之候而者不相成且其
上間道箇メ川筋之儀者是迄通可相心得旨被仰渡候
間、其旨銘々主人々江被相達候」と指摘されたた
め、2月 4日に三家当主が揃って登陣し総督へ拝
謁することになる。
ところで、大嶽らが書付を総督へ提出した 2日
2日は、上京家臣からの報告が多良へもたらされ
た日でもあった。 上京家臣らは五辻諸大夫 （安
仲、2月参与就任）の家臣岡本近江を通じて「御
伺書」を参与役所へ提出したところ、附札でもっ
てやはり当主の登京を求める沙汰があった。この
沙汰を「勅命」と受け止めた高木家では、大垣に



－ 26 －

つづいて三当主みずから上京することを決め、2
月 16 日の参内となるのである 20）。

2 　役儀の主張
高木家は、新政府要人へ家臣を派遣し、また自
ら出向くなかで、どのような主張をおこない、自
らをどう位置づけようとしていたのであろうか。
家臣の上京記録が現存しないので、高木家が参
与役所へ提出した伺書の文面は不明であるが、御
用日記には「王政ニ相成参與与申唱ニ相成候御評
定所江往古ゟ之御三殿様御用向御勤之御伝来等御
書立御願立ニ相成 21）」、「京都へ間道御固メ之趣
御伺ニ相成 22）」とある。また、二度目の上京の
折に新政府へ提出した書類には、綾小路に対して
「家来差出相応之御用等相勤度段奉窺」とあるの
で 23）、綾小路へも同じように何らかの書付を持
参した可能性がある 24）。
これに対して岩倉総督へ提出した書付は記録が
残っており、その文面が確認できる 25）。それは
以下のような内容であった（添削は小原による）。

今般王政御復古被為遊候段承知仕恐悦至極奉
存候、早速登京奉窺天機度奉存候得共、無
官之私共却而奉恐入候儀与差扣「

（削除）

慎」 罷在
候「
（削除）

間」「
（挿入）

天朝え尽忠之儀者従来之赤心ニ御
座候間方今之御機会何分」 宜鋪御取成之程奉
存候、附而者私共在所之儀者東海道・中仙道
両街道上方江之間道之要地従往古守衛仕居候
処、別而方今之御時勢尚更精々尽力警衛仕居
候、且又濃州・尾州・勢州川々水行奉行平常
兼役仕居候間、何卒是迄之通被仰付被下置候
「
（削除）

様仕度」此段奉願上候、誠惶誠恐謹言

高木家が新政府に対して、これまで間道要地守
衛と木曽三川流域の治水（川通御用）を担ってき
たことを主張し、その継続を要望していたことが
わかる。これが梶原大膳の書状にあった「御家御
相応之御用」を意味するのであろう。そして総合
的に判断すれば綾小路と参与役所へも同様の主張
をしたと考えられる。
高木家は上京後にも改めて同様の主張を繰り返
し、天機伺いのため参内した後の 2月 18 日にも
太政官に対して「峠箇メ川筋等支配之儀是迄之通
相心得可申哉」と連名で伺い出ていた 26）。

主張する二つの役儀のうち間道守衛について
は、慶応 3（1867）年に美濃郡代が国中取締方を
幕府に伺い出て許可されたとき、高木家は「私共
在所之儀者兼而上方江間道之儀ニ付関ヶ原御陣御
利運以後為非常之被為差置候旨従東照権現様奉蒙
台命居候儀ニ付、 常々其心得ニ而罷在候」 と訴
え、領内の間道取締は自分支配にするよう伺い出
ていた 27）。関ヶ原戦後に家康の台命を蒙ったと
の由緒にもとづき、非常時の間道守衛を自己の役
割と理解していたことが知り得る。実際、元治年
間の天狗党の挙兵以降、伊勢街道の下多良から
一之瀬に抜ける勝地峠に仮木戸を設置し備えてお
り 28）、また今回の上京時にも東征大総督有栖川
宮熾仁の進発にともない勝地峠を厳重に警固した
いとの理由で暇を願い 29）、許されて帰国した後、
勝地峠に番所を建設している 30）。
川通御用についても、高木三家は寛永年間以降

（1620 年頃～）、木曽三川流域で治水に関する普
請奉行をたびたび勤め、宝永 2（1705）年以降は
常置された川通掛（水行奉行）として年番で恒常
的に河川管理を担っていた。高木三家は京都から
帰国後も、4月に大原重徳が笠松裁判所総督に任
命された折（ただし着任前に裁判所廃止）、渡辺
佐次右衛門（西家）と鈴木弥一右衛門（北家）の
両人を遣わして「川々奉行之儀も大

（ママ）

政官江御届申
上置候義ニ御座候間、何分万端御差図被成下置候
様奉願上度」と申し入れた。さらに 6月に大原が
水害地方巡察のため笠松へ下向すると 31）、また
も三当主が出向き川通御用について伺いを立てて
いる 32）。高木家文書に残る「川通り御用従往年
私共勤来候儘」申し上げた書付 33）はおそらくこ
のとき持参したものであろう。
それでは、高木家が自己の役割と主張する間道
守衛と川通御用の役儀にはいかなる意味があった
のか。
千田稔は、維新後の交代寄合の多くが諸侯並
もしくは諸侯列化を企図して積極的な恭順・奉公
申請をおこなっていたことを指摘しているが 34）、
高木家の役儀主張もその一事例になると考える。
交代寄合はその成立事情から〈家系の由緒を尊
重された家〉と〈特定の任務を帯びた家〉に分類
され、後者の〈特定の任務〉の大部分が「地域、
拠点の守衛」であったことは、西田真樹が明らか
にしている 35）。〈特定の任務を帯びた家〉は地域
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で領主制を展開することで任務を遂行し、そのこ
とがその家を交代寄合たらしめた。高木三家が万
石以下でありながら交代寄合として諸侯並の格式
を許されたのは、在地にあって間道守衛と治水と
いう「地域、拠点の守衛」を担っていたからに他
ならない。その意味で、新政府に対して高木家が
同家の役儀として間道守衛と川通御用の役儀遂行
を繰り返し主張したのは、時・多良郷での諸侯並
の領主権存続を企図したものといえよう。
高木家は自家の由緒を「累世旧家ニ而徳川家ニ
於而茂尚客礼優待ヲ受、総而藩列同様領政手限所
置仕来候」 と主張し、 「累代之家格籏下同様相成
候而者悲歎之至」との自負をみせている 36）。役儀
の主張はかかる自己意識にもとづく行動であった。

3 　本領安堵と中大夫拝命
新政府は、旧旗本層に対する再編策の最初とし
て、慶応 4年 5月に滞京の帰順旗本に本領安堵を
命じ、高家以下の家格を廃して新たに中大夫（元
高家・元交代寄合）、下大夫（元寄合・元両番席
以下席々千石以上）、上士（元両番席以下席々千
石以下百石迄）の三等席とした 37）。
この情報を笠松県から偶然伝え聞いた高木家で
は渡辺佐次右衛門を京都の五辻諸大夫へ遣し、情
報収集のため京都留守居屋敷を取り繕うので諸侯
同然に触面を順達されるよう依頼するが、逆に
五辻から「何分当春伺天気ハ相済候得共、本領安
堵之御書下未タ無之、左候者バ一先主人上京之上
本領安堵之願達相済シ其上諸事願方も可有之」と
助言されたため、三当主は急遽再上京を決意す
る 38）。
京都へ到着 39）した三当主は 7月 9日に弁事伝
達所へ「今般私共同席之者共御朱印頂戴御誓紙被
仰付候趣承知仕候間、何卒格別之御憐愍ヲ以此段
宜御取成御沙汰奉願上候」と申し出て再上京の意
図を説明した。
上京した高木三当主に対して本領安堵と中大
夫列席の沙汰がなされるのは 11 月 4 日であった。
11 月まで沙汰が延びたのは、同時期には入京者
が多く調査に時間がかかったためである 40）。7
月に再上京してから 4ヶ月も待たされたため不安
が募ったのであろう、本領安堵の当日に京都供方
が在所役人へ送った書状からは高木弾正と家臣た
ちの悦びと安堵の様子が感じ取れる 41）。

しかし、本領安堵と中大夫拝命は新政府の新た
な制度的枠組みに組み込まれたことを意味し、そ
れは高木家の在地での領主制の展開に影響を及ぼ
した。
第一に、伊藤孝幸が明らかにしたとおり、本領

安堵と同時に万石以下の知行所は最寄りの府県支
配にするとの沙汰があったため、中大夫時代の高
木家の領地村方支配は、笠松県による支配実施に
よってかなりの影響をうけることになる 42）。
第二に、中大夫高木家が大きな問題として直

面したのが東京定府指令である。明治元年 11 月、
新政府は京都住居以外の中下大夫士に東京定府を
命じたが、江戸に在住した大半の旗本とは違い一
貫して自領に在住し地域の守衛を務めてきた高木
家にとって東京定府命令は「大御迷惑之御儀」で
あった 43）。そこで高木弾正は 12 月 19 日に病気
を理由に東下猶予を願い出る 44）。これは認めら
れるが、実はこのとき北家の監物、東家の達三郎
はもとより同列の最上駿河守、朽木主計助、伊東
鑒之助、小笠原兵庫助らも同じ理由で東下延引を
出願していた 45）。在地にあって領主権を行使し
てきた元交代寄合たちにとって東京定府は忌避す
べき事態であったことがわかる。
こうしたなか、明治 2年正月に、高木三当主を

含む中大夫 8名が連名で「准テ諸侯江御役義奉蒙
勅許度」と願い出た 46）。これは東京定府命令に抵
抗する元交代寄合らの諸侯列化要請であったが、
認められた形跡はない。
その後、高木三当主は連名で、「皇傍」を離れ

るのは身を割る苦しみであり「闕下之辺」で奉公
したいこと、また「元来於旧幕府茂客礼優待ヲ受
代替り之節一度関東江罷下り一謁而已ニ而始終美
濃国ニ在住居仕候」ことを理由にあげて改めて東
京定府免除を歎願した 47）。この結果、東京定府は
免除となり、代わりに京都移住を命じられる。
その後も高木家主従は旧地復帰の思いを持ち続

け、翌年士族に再編され移住の自由が認められる
と「従往古土着罷在候ニ付旧領地住居仕度」と
申請して 48）、三家そろって旧領地への復帰が実
現する。 後年、 家臣たちはこの経緯を 「本領御安
堵、 其後数月ヲ経ス東京定府ヲ仰出サレ千苦万労、
終ニ今日ノ土着安逸ニ及ハルヽ」と振り返ってい
る 49）。
第三に、本領安堵・中大夫拝命による朝臣化は
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高木家が自己の役割と主張してきた役儀にも影響
が及んだ。
間道守衛と川通御用の継続を求める高木家の請
願に対して、これまで新政府の沙汰を記した記録
がないため、新政府は何等返答をしなかったと考
えられてきた 50）。しかし高木家は、岩倉総督か
らもしくは最初の上京時に間道要地守衛と川通御
用をこれまで通り仰せ付けられたとたびたび主張
している。一例を挙げれば、江戸留守居への届書
には「去

（２月）

月八日上京仕候処、為伺天機参内可仕旨
為仰出、猶又其後往古ゟ蒙台命居候仲仙道間道守
衛并川筋御用等之儀前々之通在邑ニ而相勤候様於
太政館

（官）

被仰渡候」とある 51）。高木家が主張する
新政府の沙汰がどのような意味合いのものだった
のかは俄には判じがたいが、2度目の上京中の明
治元年 10 月に「主人今以在所ニ於而御用相勤罷
在候哉」との問い合わせに対して、勝地峠の固め
と水行支配を勤め上京中は家臣たちに取り締まり
を申し付けていると答えており 52）、参内後も両
役を継続していたことがわかる。
ところが、明治元年 11 月に笠松県が上申した
治水施策に関する建言 53）が、高木家の川通御用に
終焉をもたらす。笠松県は上申書のなかで「濃州
多良住居高木三家、 以前ヨリ水行奉行相勤来候、
右ハ西濃石津郡聊水縁モ無之山間ノ住居、無謂次
第ニ御坐候、速ニ被廃候テ可然奉存候事」と指摘
し、 これが新政府によって採用されたからである。
それではなぜこの時期に笠松県は上申に及んだ
のか。それは、前述のとおり、同月に高木家の本
領安堵・中大夫拝命がなり、高木家の知行所は最
寄りの府県である笠松県支配となったからではな
いだろうか。つまり、領地支配権を得たことで笠
松県は統一的な治水政策に乗り出し、それが高木
家の役儀そのものを解消に向かわせたのである。
なお、間道要地守衛についても、明治 2年 2月
5月に高木家から「東北御静謐」と「今般諸向御
関所御廃止」を理由に警固人の引き払いを申し出
たことで解消されたと考えられている 54）。

4 　高倉天皇と高木家
間道守衛と川通御用の役儀が解消されるなか、
高木家主従たちは「此上者京都御移住御相当之御
用向ニても御勤被遊候ハヽ再

（最）

上之御願望 55）」と考
え行動する。すなわち、東京定府問題に併行して

京都における自己の新たな役割を模索したのであ
る。それが高倉院廟所警衛であった。

臣先祖高木信光義、高倉院様ニ初而奉仕、大
和国ニ而受領仕、只今ニ至り家相続仕候義、
全高倉院様之御高恩故ト難有仕合奉存朝夕奉
仰候、附而者聖廟之儀奉願候茂誠ニ以奉恐入
候義ニ者御座候得共、 御高恩万部

（分）

一之為瞑
加、右聖廟御修覆等奉申上、在京永世警衛被
仰付被下置候ハヽ重々難有仕合奉存候、其上
若非常之節者奉蒙御用粉骨砕身勉励仕度覚悟
ニ御座候、乍恐此段奉願候、以上

これは明治 2年正月に弁事役所へ提出した願書
である 56）。高倉天皇（在位 1168 ～ 1180）の廟
所を修覆し、かつ在京して永世その警衛にあたり
たいとあるが、その理由を高木家の先祖信光が高
倉天皇に奉仕し大和国で受領したという由緒に求
めている。
この信光とはどのような人物なのか。弘化 3

（1846）年に作成された「先祖書」には次のよう
に記されている 57）。

清和天皇之玄孫大和守頼親五世八条院判官代
信光始住和州高木邑因号高木信光、後胤累世
居于勢州
信光ヨリ十五代孫成信男

一元祖  本国伊勢
生国美濃   高木丞之介貞政

江戸時代の系図で高木三家共通の元祖とされる
のは美濃斎藤氏に仕えたとされる貞政であり、そ
の嫡孫貞久が二代、 その次の代で貞利（西高木
家）・貞友（東高木家）・貞俊（北高木家）にわか
れる。「先祖書」からは、信光は初めて「高木」
を名乗った人物として特別視されていたことがわ
かる。しかし高倉天皇に奉仕したことは記述され
ていない。これは寛政 3（1791）年作成の「先祖
書」でも同様であり 58）、江戸時代の系譜では信
光と高倉天皇との関係をとりたてて強調する様子
はみられない。それは維新直後も変化はなく、慶
応 4年 8月に新政府へ提出した「御取調ニ付御請
書」においても家筋由緒の記述は同じである 59）。
変化が確認できるのは中大夫拝命以降である。

明治元年 12月に提出を求められた高附帳において
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高木弾正は次のような由緒を書き添えていた 60）。

右者元祖八条院判官代高木信光、嘉応承安年
中奉仕高倉院ニ家領賜於大和国、其後五代目
迄大和国ニ住、六代目従五位下高木正秀元弘
三年美濃国ニ転住仕、正秀ヨリ九代目高木貞
政弘治年中同国釜檀城主ト成、其比織田信長
ヨリ家領安堵之証書ヲ賜、貞政忰従五位下高
木貞久永禄年中同国駒野城主ト成、後移于同
国今尾城、織田家ヨリ家領証書ヲ賜、貞久忰
従五位下高木貞利同居于美濃国駒野城、後移
于今尾城、織田家ヨリ壱万千四百四拾九貫文
之家領証書ヲ賜、天正年中豊臣秀吉ニ被削領
地、慶長年中移同国多良ニ、徳川家ヨリ弐
千三百四石余之家領証書ヲ賜、已後代々受領
仕候処、今般往古之通朝臣被仰付、其上本領
安堵之御朱印頂戴仕、瞑加至極千々万々難有
仕合奉存候、以上

ここでは、信光が高木家の元祖とされ、彼が高
倉天皇に仕えて大和国に家領を賜ったことを高木
家の始まりとし、今般往古のとおり朝臣となった
と結ばれる。したがって信光と高倉天皇との関係
は、維新後の朝臣化に伴い強調しはじめた由緒と
いえる。
しかし、今回の請願は展望があって取り組んだ
ものとは言い難かった。弁事役所より「高倉院様
之聖廟之義者禁裏ゟ御修覆被遊候、何歟見込ミ有
之事ニ候哉」と尋ねられても、高木弾正は別に見
込みがあって願い出たわけではなく先祖が初めて
奉仕して高恩を蒙ったからと答えるのみであり 61）、
廟所修覆と警衛が認められるはずもなかった。
ただし、「高倉院御由緒も有之義ニ候ハヽ時々
参拝之義ハ伺之上御差図ヲ受可申事」との通達も
あったため、高木弾正は山陵総管万里小路博房へ
参拝を願い、3月 16 日、京都東山の清閑寺裏に
ある高倉天皇の廟所へ初めて参拝した 62）。だが、
高倉院廟所との係わりはこれ以降確認することは
できない。
高木家は新たな役割を得ることなく中大夫時代
を過ごし、明治 2年 12 月の禄制改革を迎えるの
である。

Ⅱ　高木家家臣の扶助問題と主従関係
版籍奉還後の明治 2年 12 月に政府は布告を発

し、支配下に組み込んだ旧旗本層の禄制改革に着
手した。その要点を記せば、①中下大夫士以下の
称を廃して士族・卒と称す、②彼らの知行地を上
地し地方官貫属として廩米を下賜、③その禄制を
21 等に整理、である 63）。これにより西家の高木
広（明治 2年 8月改称）は 2300 石の知行地を上
地されて領主権を喪失し、京都府貫属士族として
現米 105 石を支給される存在となった 64）。
この改革にともない高木家では家臣扶助の問題
に直面し、家臣団の解体が進行する。第Ⅱ章では
士族時代における家臣の扶助問題への高木家主従
の対応を検討し、 主従関係の変遷を明らかにする。

1 　高木家の家臣たち
まず、 当該期の高木家の家臣構成を確認した

い。表は高木家文書に残る史料から家臣の変遷を
まとめたものである。
家臣の構成を知り得る史料として、江戸時代の

士帳や順席帳、維新期の人数帳や士籍書がある。
後者は明治政府や府県に提出したもので、高木
家文書にはその控や下書が数種類残っている 65）。
それらを比較検討した上で、表では、ⓐ慶応 2年
正月改の「御家中士帳并御役附 66）」および「足
軽之輩順席帳 67）」、ⓑ中大夫高木弾正の名義で明
治 2年 2月に提出した家来の人数帳 68）、ⓒ士族
時代の明治 3年 5月に京都府へ提出した「家族并
家来人数帳 69）」とⓓ笠松県へ差し出した「高木
広家来士籍書 70）」をとり上げた。
史料を通覧すると、個人単位の士帳から家単位

の人数帳・士籍書へと幕末から明治にかけて記載
方法に変化がみられ、家単位で言えば明治維新の
時点で譜代 29 家が確認できる。
また、抱席では足軽 8人、足軽格 30 人前後の

存在が確認できる（表では足軽のみを掲載）。こ
のうち水谷千代蔵・仲谷善蔵・水谷藤蔵・平野忠
蔵の足軽 4人は、明治 3年以降の人数帳・士籍書
に家として記載される。したがって高木家におい
ては、この足軽 4家と譜代 29 家の計 33 家が士分
扱いされていた家臣と考えられる。彼らが以下で
検討する扶助問題の対象となる 71）。
次に禄制改革直後の高木広の家臣への対応をみ

ておきたい。
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西高木家の家臣
慶応 2年正月

ⓐ
明治 2年 2月

ⓑ
明治 3年 5月

ⓒ
明治 3年
ⓓ

明治 3年扶持
ⓔ 備 考 明治 2年 12 月の禄制改革以後の動向 帰農届

ⓕ
三和六左衛門 家老格 慶応 3年 8月死去

  為司 給人 譜代家来 家来 ○ 2口 慶応 2年 8月家督 明治 10 ～ 13 年金禄利子 7円 16 銭 3
厘請取、明治 14 年一時金 80 円請取 堂之上村

伊東幾右衛門 用人 譜代家来 家来 ○ 2口 禰宜村

  嘉一 給人 1口 明治 10 ～ 13 年金禄利子 7円 16 銭 3
厘請取、明治 14 年一時金 80 円請取

渡辺佐次右衛門 用人 譜代家来 家来 ○ 2口 明治 10 ～ 13 年金禄利子 7円 16 銭 3
厘請取、明治 14 年一時金 80 円請取 北脇村

大嶽弁之丞 用人 譜代家来 家来 ○ 2口 明治 10 ～ 13 年金禄利子 7円 16 銭 3
厘請取、明治 14 年一時金 80 円請取 禰宜村

三輪武左衛門 給人 譜代家来 家来 ○ 2口 江戸・東京留守居（～明治 2年 11 月）明治 7 年 7 月一人扶持奉還、一時金35 円請取 禰宜村

森大助 近習 慶応 4年正月病死届
 幸之助 家来 ○ 明治 2年 4月養子縁組願 北脇村

 政太郎 明治 5年幸之助養子離縁・大助孫政
太郎へ跡式願

明治 10 ～ 13 年金禄利子 3円 58 銭 1
厘 5 請取、明治 14 年一時金 80 円請
取

小寺勇 用人 譜代家来 明治 2年 4月隠居

  勇之助 近習 家来 ○ 2口 明治 2年 4月家督 明治 10 ～ 13 年金禄利子 7円 16 銭 3
厘請取、明治 14 年一時金 80 円請取 北脇村

三輪忠右衛門 近習 譜代家来 家来 ○ 2口 明治 10 ～ 13 年金禄利子 7円 16 銭 3
厘請取、明治 14 年一時金 80 円請取 堂之上村

  昇五郎 側中小姓 1口

小寺林平 近習 譜代家来 家来 ○ 2口 明治 10 ～ 13 年金禄利子 7円 16 銭 3
厘請取、明治 14 年一時金 80 円請取 北脇村

佐竹（大嶽）源助 近習 譜代家来 家来 ○ 2口 明治 2年 12 月大嶽姓相続願 （明治 5年ヵ）10 月暇願 禰宜村
栗田源吾 近習 譜代家来 家来 ○ 2口 明治 3年 7月暇願

中原養元 医師無席 譜代家来 家来 ○ 1口外 1俵 明治 10 ～ 13 年金禄利子 7円 16 銭 3
厘請取、明治 14 年一時金 80 円請取 禰宜村

渡辺春林 医師無席 譜代家来 不法働につき明治 2年 11 月永之暇

林寅助 側中小姓 譜代家来 家来 ○ 2口 明治 10 ～ 13 年金禄利子 7円 16 銭 3
厘請取、明治 14 年一時金 80 円請取 北脇村

小寺助右衛門 家来 ○
嘉永 4年 12 月永之暇、明治 2年 9月
帰参願。東京屋敷守衛（～明治 5年
3月頃）

明治 7年 8 月半人扶持奉還、一時金
17 円 50 銭請取 北脇村

三輪孫六郎 用人 譜代家来 明治 3年隠居

  健蔵 家来 ○ 明治 3年家督（養子）
明治 10 ～ 13 年金禄利子 7円 16 銭 3
厘請取、 明治 14 年一時金 80 円請取
（三輪幾太郎名義）

禰宜村

平塚忠四郎 中小姓格 譜代家来 家来 ○ 2口 朝廷扶助金 25 両（5ヶ年） 禰宜村
喜多川江之右衛門 近習 譜代家来 2口 明治 3年 2月暇願
小寺善八 中小姓格 譜代家来 家来 ○ 2口 朝廷扶助金 25 両（5ヶ年） 北脇村
三輪作右衛門 台所役 譜代家来 家来 ○ 2口 明治 3年 11 月隠居願

  猛太郎 小小姓 1口 明治 10 ～ 13 年金禄利子 7円 16 銭 3
厘請取、明治 14 年一時金 80 円請取 堂之上村

日比弥三右衛門 台所役 譜代家来 家来 ○ 2口 明治 7 年 7 月一人扶持奉還、一時金
35 円請取 禰宜村

河合治作 徒士 譜代家来 家来 ○ 1口半 朝廷扶助金 25 両（5ヶ年） 禰宜村
喜田瀬兵衛 徒士 譜代家来 家来 ○ 1口半 明治 3年 6月帰農願
小寺武兵衛 中小姓格 譜代家来 明治 3年正月隠居
  栄之助 徒士 家来 ○ 1口 明治 3年正月家督 朝廷扶助金 25 両（5ヶ年） 北脇村

小寺孫八郎 徒士 譜代家来 家来 ○ 1口 明治 7 年 8 月扶持米 8 斗奉還、一時
金 15 円 55 銭余請取 北脇村

三輪文右衛門（中西範助） 徒士 譜代家来 家来 ○ 1口 （明治 3年）3月 10 日姓名改願 ？

三輪弁右衛門 徒士 譜代家来 家来 ○ 1口 明治 7 年 8 月扶持米 8 斗奉還、一時
金 15 円 55 銭余請取 堂之上村

坂（佐竹）篤太郎 譜代家来 家来 ○ 1口 明治 3年中に改姓。妻は佐竹源助妹 朝廷扶助金 25 両（5ヶ年） 禰宜村

井口林右衛門 譜代家来 家来 ○ 玄米 2俵 明治 7 年 8 月扶持米 2 斗奉還、一時
金 3円 88 銭余請取 堂之上村

水谷千代蔵 足軽 抱席家来 家来 ○ 1俵 ？
仲谷善蔵 足軽 抱席家来 家来 ○ 2俵 朝廷扶助金 20 両（5ヶ年） 北脇村
水谷藤蔵 足軽 抱席家来 家来 ○ 2俵 明治 6年 9月隠居願 朝廷扶助金 20 両（5ヶ年） 堂之上村
平野忠蔵 足軽 抱席家来 家来 ○ 2俵 朝廷扶助金 20 両（3ヶ年） 禰宜村

水谷今蔵 足軽
三輪吉蔵 足軽 抱席家来
  浅蔵 足軽 兵隊
森勇蔵 足軽 抱席家来 兵隊
川添勇七 抱席家来 兵隊 北脇村
平野儀平 抱席家来 兵隊

典拠）ⓐ慶応 2年正月改「御家中士帳并御役附」（西家 C 1-3-29）、慶応 2年正月改「足軽之輩順席帳」（西家 C 1-3-32 あ）
   ⓑ明治 2年 2月人数帳（西家 C 1-3-36〔家臣書上〕）
   ⓒ明治 3年 5月京都府へ提出「家族并家来人数帳」（西家 C 1-3-50）、「兵隊」は「兵隊となる家来」のことで全 26 人が記載されている
   ⓓ明治 3年笠松県へ提出「高木広家来士籍書」（西家 C 1-3-45）、○は当主として記載されていることを意味する
   ⓔ明治 3年正月の「当年御扶持被下之覚」（西家 H 1-1-121「御規則日記」）
   ⓕ明治 4年 7月 24 日笠松県へ提出の帰農届案下（西家 C 2-4-29）
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明治 2年 12 月 18 日、高木広は今回の措置で
「主従之情実ニ付家来共動揺仕候而者奉対朝廷江
恐入奉存候」なので在所へ戻り家臣に対し示諭し
たいと申請し 72）、翌年 3月上旬まで一時帰国し
た。
そして年が明けた正月 20 日、高木広は家中一
同を集めて以下のような 「当今之御規則」 を示
し、禄制改革による厳しい状況のなか当年の扶持
のみは保証するとして「当年御扶持被下之覚」を
伝えるのである 73）。

今般従朝廷更被仰出候御布告去冬一同江拝見
被仰付赤心建言可致旨被仰出、本月六日各通
建言有之候処、一同之赤心神妙ニ被思召出格
之御布

（扶）

助も被為在度被思召候得共、何分御布
告之御趣意之通ニ而難被為行届、先当年之処
者是迄之通御扶持而已被下置候間、銘々活計
之道相立候様可致旨
右ニ付勤向惣而被免、身分之義者是迄之通り
可為事
一御用人之内壱人宛昼計相詰候事
一 是迄詰所当番相勤候者申談昼夜壱人ツヽ相
詰可申、御台所同断相詰候事

   但出勤帳拵置出仕之銘前印置可申、相当
之御手当被下置候事

一 御役用ニ而臨事
（時）

出勤致候向江も夫々御手当
被下度被思召候得共、迚も御行届不被遊候
間、銘々御高恩奉存精々御用弁可致候事
一御在邑中部屋住勤役是迄之通之事
  但自今已後持弁当出勤之事
一御朱印御番被免候事
一 文武稽古之義ハ更ニ被仰出ハ無之候得共、
熱心之向も有之候得者生活取続之暇出精致
候ハヽ神妙之義ニ思召候事

              渡辺辰弥
              喜田川三弥
              小寺弓之助
 御沙汰有之候迄、是迄之通相勤可申事

   当年御扶持被下之覚
〔中略、表のⓔに記載〕
 此米弐百九俵三斗
  但 壱人分ツヽ者是迄之通り隔月ニ被下、

一人分ツヽ者極月御渡之事

  右之通被仰出候上、猶御家中御扶助之義朝
廷江御歎願も被遊候思召ニ候間、若朝廷ゟ
御扶助も被下置候者江者「

（挿入）

弐口之内」一口
分御減シニ相成候事

  尤已下右ニ順シ候事
一 当年之処者昨冬之御収納米少分有之候間ヶ
様御扶持も被下置候得共、明年ゟ之御扶助
之義昼夜御苦慮被遊候得共、更々御見留も
不被為付、御心痛被遊候義故、尚御見定茂
被為附候ハヽ折而御沙汰ニ相成候間、銘々
に茂精々永年取続之覚悟致し見込も相付候
者ハ可申出候也

この一方で高木広は、政府に対してこれまで通
り中大夫席の存続を願うとともに「三代以上相恩
之者相応之御扶助被成下置候趣難有仕合奉存候、
三代以下之者ハ旧主ニ而扶助仕度候得共、此度更
賜候廩米ニ相成候而者迚茂召遣候義難行届、無余
義暇遣候ヨリ外無之」と訴えたようである 74）。
ここで〝三代以上以下〟とあるのは、今回の禄

制改革にともない政府が「其家来共三代以上相恩
之者ハ相応之御扶助可被下候」との方針を示して
いたことに拠る 75）。のちに奉公年数・出兵有無・
元禄を基準とした士族陪従に対する扶助金支給規
則が定められるが、もとより朝廷扶助は年限付で
あり、彼ら家臣たちを士族卒身分に編入せずに帰
農商させるのが目的であった 76）。
こうした朝廷扶助に対して高木広とその家臣た

ちはどのように対応したのであろうか。

2 　朝廷扶助をめぐる家臣の動向
旧領地への復帰を許された高木広は明治 3年 6

月に多良へ戻り笠松県貫属となる。移住後は早速
家中一同に対して 「今般従朝廷御扶助之義頂戴
致・不致哉之趣」につき書付をもって回答するよ
う仰せ付けた 77）。
これに対して家臣たちは「活計之道」と「主従

之道」のはざまで悩むことになる。たとえば、足
軽の水谷藤蔵・仲谷善蔵・平野忠蔵は連名で、私
共は極めて難渋し生活凌ぎ方の見込みもないが
朝廷扶助を頂戴してはこれまで厚恩を蒙ってきた
上様とたちまち離散することになるので扶助を願
うつもりはない、それで「活計之道」をどうする
か苦心している、我々では判断ができないので
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「上様之思召御沙汰」を伺いたい、と回答してい
る 78）。また、近習の小寺林平も、「国王」（彼は
天皇をこう呼んでおり興味深い）よりの扶助を頂
戴しないのも、（朝廷の扶助をもらい）主従離別
するのも、どちらもしがたいと迷い、同様に「御
上思召之御沙汰」を願い出た 79）。
朝廷扶助を受けて主従関係を解消するかどうか
の判断に苦しんでいる様子がうかがえる。結局、
当主の「被仰出候御趣意」を受けて足軽たちは朝
廷扶助を受けることに決め 80）、小寺は朝廷の扶
助は頂戴せずにこれまで通り「御家来」でいるこ
とを望んだ 81）。
表からは用人・給人・近習たちはおおむね朝廷
扶助を希望せず家臣でいることを望む傾向にあっ
たことが読み取れる。
その後、高木広は、改めて朝廷の扶助を願うか
否かの判断を尋ね、扶助を受けずにこれまで通り
「御家来」を願う者へはその格席に応じて手当を
支給することを伝えた 82）。

此頃従朝廷御施行之義ニ付頂戴之有無一統江
御尋之処確定申上候向茂有之候得共、取留難
キ小輩茂有之候間、今一応御尋
   左之通
一 是迄之通御家来相願候向江者別紙之通御手
当被下置候事

一 朝廷江御扶助相願候向江者乍御不本意被下
候儀難御行届候事

 右両様決而無遠慮確定可申出事
  但御足軽之向江も前同様之事

「別紙」 にある手当金の内訳は、 給人席 50 両
宛、近習席 48 両宛、中小姓席・台所席 47 両宛、
徒士席 45 両宛、三輪謙

（健

三
蔵）

・森幸之助 35 両宛、井
口林右衛門 15 両で、 足軽は仲谷善蔵 25 両、平野
忠蔵 20 両、水谷藤蔵 15 両という割合であった。
主君からの「御尋」に対して、朝廷扶助を受け
ないと決めた家臣たちは揃って手当金の辞退を申
し出た 83）。その理由は次のとおりである。①勝
手向も厳しく減禄となるなかで莫大の御金を頂戴
することはできない、②もとより「御扶給等」を
頂戴するつもりはなく自力にて奉公するつもりで
あるので手当金は強いて辞退する、③したがって
「御家之士籍」 から除かれずこれまで通り「御召

仕」くだされることを願う。
朝廷扶助を拒否した家臣たちは「御家之士籍」
にあることを何よりも望んでいたのである。
次に、朝廷扶助を願い出た者は小姓・徒士・足
軽に多い（表参照）。台所方日記（西家 F 3-3-26）
の 7月 2日条によると、足軽 3人以外では、平塚
忠四郎・小寺善八・三輪作右衛門・日比弥三右衛
門・河合治作・中西範助・三輪弁右衛門・坂篤太
郎・井口林右衛門・小寺栄之助の 10 人が朝廷扶
助を希望したとあり、また笠松県への申請書であ
る「御扶助奉願候書付」の控 84）には上記 13 人に
加えて小寺助右衛門の名前もみえる。したがって
当初は 14 名の家臣が朝廷扶助を希望したものと
思われる。
朝廷扶助を願う回答書は、足軽 3人のもの以外
には、坂篤太郎、中西範助、平塚忠四郎、三輪弁
右衛門の 4通しか残っていないが 85）、どれも同
じく家禄から扶持を頂戴することに配慮し（家禄
を費やして疲弊し万一のときに「君臣一和」で奮
発できないとなっては嘆かわしい、減禄の時節を
も憚らず家禄を費やしては恐れ入るなど）、朝廷
が下賜する施行を受けて生活を営むことを申し出
ていた。
彼らは 7月朔日付で「別心」なき旨の確認書を
提出し 86）、ここで申請者が確定する。
ところが、笠松県の記録である明治 3年 10 月

「管内所在旧旗下陪従ノ者御扶助金ノ事 87）」をみ
ると、実際に受給者として名前があるのは 8人
（表参照）であった 88）。高木家側の扶助金請取書
控 89）も同様である。
名前のみえない家臣 6人のうち、三輪弁右衛門
と日比弥三右衛門については 9月付の辞退届が
残っている 90）。彼らは朝廷扶助を頂戴しては「主
従之道」が立ちがたいとして考えを改め、どのよ
うな苦心を重ねても生活を続け奉公したいと申し
出ていた。他の 4人も同じように「生活」と「主
従之道」の間で再考し、辞退を申し出たのではな
いだろうか。
また、朝廷扶助を申請することなく暇を願い旧
里へ去っていった者もいた。近習の喜多川江之右
衛門は、明治 3年 2月に早くも、生活の道が立ち
がたいので親子とも家名を返上し退臣したいと申
し出る。高木家はこれを認めるものの、このとき
「未タ御家之御進退御取極ニも不相成内御家之御
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一大事茂不奉存自身一己之活計而已思惟致御暇願
立候段、君臣之情実ニ相外レ御不快ニ思召候」と
厳しい言葉を投げつけている 91）。
家臣たちが朝廷扶助の諾否に悩んでいる頃、6
月には徒士の喜田瀬兵衛が老年のために帰農を願
い 92）、7 月には近習の栗田源吾が朝廷扶助では生
活を続ける見込みがないと旧里へ退いた 93）。
同じく近習の大嶽源助は、朝廷扶助を断って家
臣として残り、 その後は高木家より一人扶持と
「活計金」（立木払下金）を頂いていたが、おそら
く明治 5年の 10 月に、それらを返納し暇を願い
出た 94）。大嶽は祖先が 5代貞勝の室に供奉して
下総国から移り住んだ家柄で、他の土着の家臣と
は違い田畑などを所有しておらず、また家族も多
く凌ぎ方に昼夜痛心する毎日であった。そのため
家族は旧里へ預け、自分は病気で臥せっている西
京の実父の所に同居して看病の傍ら活計の立て方
を考えたいと申し出たのである 95）。
こうして高木家家臣は朝廷扶持を頂戴した者、
暇を願い出た者、家臣として残った者にわかれ、
朝廷扶助を受けずに家中に残った者に対しては
明治 4年以降も高木広の家禄のなかから扶持が与
えられた 96）。明治 5年冬に記した「大凡見積帳」
では、家禄 105 石（俵にして 262 俵 2 斗）のうち
80 俵が家扶・寺院に宛てられている 97）。

3 　秩禄処分と俸禄奉還
高木家に残った家臣たちへ支給されていた俸禄

（扶持米）は、秩禄処分への流れのなかで、高木
家の家禄に連動して処分されていくことになる。
政府は明治 6年 12 月に家禄・賞典禄の奉還を
認め、希望者には産業資金として永世禄は 6ヶ年
分、終身禄は 4ヶ年分を一時に交付し家禄を打ち
切ることを決める。高木家の家禄は明治 4年 8月
に広が死去した後、養子の貞正が引き継いでいた
が、政府の布告を受けて貞正は家臣を集め次の相
談に及んだ 98）。

一 先般御達相成候現禄百石未満之輩奉還致シ
候得ハ一時御下金相成、百石以上之輩ハ家
禄之内ヲ以積立産業之見込相立候様可致御
主意之趣有之候、付而者当家之儀年内下賜
候家禄米ニ而暮シ方并夫々分賦致シ候得ハ
仕払之余可積立過米無之ニ付、如何仕法可

相立哉及相談候、別紙勘弁書差出シ候間一
同存寄無腹臓可被申聞候也

   三月          貞正

   別紙
一 家禄奉還致候ハヽ一同江相渡候扶持米三ヶ
年分一時ニ相渡可申事

一 家禄奉還不致候ハヽ此儘之家禄ニ而下賜候
内ハ一人口ツヽ、此上減禄ニも相成候ハヽ
一人口も其割合ヲ下渡ベシ

一 若一家禄不被下時節ニ至テハ致方も無之
付、今産業之見込相立テ一時ニ相望度候輩
ヘハ金三十五円与ベシ

  但シ九斗又ハ八斗・弐斗ノ輩
  右ニ照準其割合ニテ下渡スベシ
一 寺院之分ハ扶持米相断、年々金ニ而寄附ス
ベシ

家禄奉還の気運が高まっているなかで高木貞正
は、①家禄を奉還したときは扶持米 3年分を一時
に渡し（実際に 100 石以上の者が家禄奉還を認め
られるのは明治 7年 11 月である）、②家禄を奉還
しない場合は、政府より家禄を下賜されるうちは
一人扶持ずつ渡すが、減禄となったときはその分
を減ずることを家臣へ伝えるとともに、③家禄廃
止前のいま産業資金を希望する者へは一時金を与
えるとして帰農商を促したのである。
結論を言えば、このとき高木は家禄の奉還を見

合わせたが 99）、7 月から 8月にかけて日比弥三右
衛門・三輪武左衛門・小寺助右衛門・三輪弁右衛
門・小寺孫八郎・井口林右衛門の 6人が扶持米の
奉還と農工商のための資本金下付を願い出た 100）。
それらの請願は許され、明治 2年 12 月の改革以
降一人扶持を賜っていた三輪武左衛門と日比三
右衛門の 2人はそれぞれ 35 円を受け取っている。
以下、1人扶持＝ 18 斗に換算して、小寺助右衛
門は半人扶持奉還・17 円 50 銭請取、小寺孫八郎
と三輪弁右衛門は 8斗奉還・15 円 55 銭余請取、
井口林右衛門は 2斗奉還・3円 88 銭余請取で
あった 101）。三輪武左衛門と日比三右衛門を除き
俸禄の僅少の者が帰農商に応じたことがわかる。
つづいて政府は明治 8年より家禄・賞典禄の現
石支給を金禄に改め（明治 5～ 7年の 3ヶ年の貢
納石代相場の平均で換算）、翌年 8月には金禄公債



－ 34 －

証書発行条例を定めて家禄制度廃止に踏み切った。
高木家も公債と引き換えに家禄は廃止される。
同家の金禄公債は現存する明治 11 年下半期分利
子の請取書によると 4640 円（下半期利子は 139
円 20 銭）であった 102）。これは、笠松県の 3 ヶ
年平均米価が 1石につき 5円 05387 であったか
ら 103）、高木家の金禄は家禄 105 石× 5円 5銭余
として約 530 円 25 銭、金禄公債証書発行条例で
永世禄 500 円以上 600 円未満は 8年 9ヶ月分に相
当する額の六分利付公債証書を交付するとあるの
で、金禄 530 円 25 × 8. 75 ≒ 4640 円と算出され
たと考えられる（利子も 139 円 20 銭は 6分利の
半分にあたり計算が合う）。
高木貞正は上記の処分に連動して、家臣へ支給
していた扶持を明治 10 年分から金禄利子の支給
へと切り換えた 104）。具体的には、一人扶持の 11
人（渡辺佐次右衛門、大嶽弁之丞、伊東嘉一、三
和為司、小寺勇之助、小寺林平、三輪忠右衛門、
中原養元、林寅助、三輪猛太郎、三輪健蔵）に対
しては 79 円 59 銭の 9朱利（ 9％）にあたる 7円
16 銭 3 厘を年 2回にわけて支給した（上半期 3
円 50 銭、下半期 3円 66 銭 3 厘）。半人扶持の森
政太郎はその半額にあたる 3円 58 銭 1 厘 5（39
円 79 銭 5 厘× 0. 09）である（上半期 1円 75 銭、
下半期 1円 83 銭 1 厘 5）。
この一人扶持 79 円 59 銭という額は、おそらく
は高木家の金禄と同じ方法で算出したのであろ
う。すなわち、一人扶持を 1石 8斗として、前述
の平均米価に 8年 9 ヶ月分を掛ければ約 79 円 59
銭となる（1. 8 × 5. 05387 × 8. 75 ≒ 79. 59）。
金禄利子の下げ渡しは明治 13 年まで 4年間つ
づいた後、残る家臣たちは元金の一括支給を願
い出たようである。たとえば明治 13 年 6 月の日
付がある小寺林平の願書控には次のようにあっ
た 105）。
私儀追々老年ニ至リ稼業等モ難行届、然ルニ
目今諸色沸騰ニ際シ今日ノ生計ニ差閊殆ント
当惑罷在候、就テハ是迄一口扶持年々賜リ候
処、前述スル如ク情実ニ付、御憐ノ上特別ノ
思召ヲ以テ右年々賜ル一口扶持ノ金員今般一
時ニ御下渡相成ル様奉願候也

これに対して高木貞正は、以後は公債証書六分
金の割合をもって下げ渡すとした。だが、家臣た
ちは、それでは「一戸活計之資本」には成りがた

いので先君（貞広）の意志どおり玄米にて一人扶
持（森政太郎は半人扶持）を永々頂戴したいと歎
願したので 106）、高木貞正は初めの歎願どおり翌
年 2月に元金として 80 円を 12 人全員に一時支給
することになった 107）。
明治 2年末の禄制改革・上地以降も高木家は家
禄のなかから元家臣たちへ扶持（扶助）を支給し
主従関係を維持してきたが、扶持を金禄公債に切
り換え、その元金を一時に支給したことで、残っ
た家臣たちも「御家之士籍」から除かれることに
なったのである。

おわりに
これまで通り「御家来」であることを望み朝廷
扶助を申請しなかった家臣たちは、その後も「御
家之士籍」から除かれることなく高木家から俸
禄（扶持米）が支給された。しかしながら、これ
は彼らが「士族」の身分に編入されたことを意
味するのではない。実際、高木家の家臣たちは
明治 4年 7月に帰農したと笠松県に届けられてい
る 108）。
年代は不明ではあるが、高木三家の元家臣たち
は共同で士族身分への編入を求める請願運動を計
画しており 109）、帰農後も彼らは士族身分へのこ
だわりを持ち続けたようである。もちろん彼らが
士族に編入されることはなかった。
明治新政府は、 版籍奉還により諸侯 （万石以
上）の家臣を士族としたが、元中大夫（元交代寄
合）らの家臣については士族卒身分に編入する方
針をとらなかった。これは諸侯は華族身分となっ
たが、元中大夫らは士族身分になったという元主
家の再編の相違に起因している 110）。
高木家は新政府へ早期帰順するなかで、交代寄
合としての自負を背景に諸侯並の領主権存続を企
図したが、諸侯列化はならず他の旗本同様に「士
族」へと再編された。このことが、その後の高木
家主従のあり方を規定したのである。
「御家之士籍」を望みながら帰農に至った経緯
の一端については、伊藤嘉一・大嶽弁之丞・渡辺
佐次右衛門が連名で作成した明治 12 年 9 月付願
書からうかがい知ることができる 111）。

然シテ土着ニ相成ル〔旧領地復帰〕ト雖モ広
野ニ独立スルカ如ク御家ノ目度朦昧ナルヲ以
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テ君臣ノ動議一ト方ナラス、其動議ノ定則ハ
君臣ノ表面相離ルヽト雖モ内部水魚ノ如クセ
ント、此ノ如ク決スル上ハ先ツ御家ノ会計ノ
見込先一ツナルヲ以テ微少ナカラ二口ノ内一
口ヲ君ノ会計局ヘ投シ御借財等ノ費用ノ一端
ヲ供ス、其御借財モ光陰ヲ経ルニ順ヒ次第ニ
事済ミ今日ニ至リテハ其噂モ之レ無ク欣然安
堵ノ思ヒヲ生シ之ヨリ御家ノ幸福次第ニ盛ル
可シト喜悦スル処也、然ルニ我等一口ノ利支

（子）

ヲ拝戴スト雖モ米価上ケテ貴ク水無ケレハ魚
住ミ難ク穀無ケレハ人生キ難シ、仰願クハ二
口ヲ合セ拝戴致シ度、伏而惟ミルニ政府ニ於
テ諸藩ノ所置方上損下益ノ法ヲ施行セラレタ
リ、愍レ君家ハ士族ノ部分トナリ我等ラ

（ママ）

ニ於
テハ表面内部ノ義在ルヲ以テ朝助ヲ受ケスシ
テ帰農ス、彼之レ止ムヲ得サル処也、仰願ハ
維新此来ノ心労ヲ深ク御推憐之レ在リ、先君
ノ御心志ヲ嗣セラレ且政府下益ノ法ニ源キ正
米二口ニ相当ノ御扶助在リ度ト不敬ヲ顧ミス
懇願奉ル処也

諸侯（元大名）が廃藩置県後に東京集住を命
じられたのに対し、元交代寄合は士族に再編さ
れたことで旧領地への復帰が許され（「土着ニ相
成ル」）、高木家主従の在地性・土着性は持続し、
そのなかから地域の指導者に成長する者も現れ
る 112）。しかし、家臣たちは士族身分とはされず、
帰農して士族（元主君）と平民（元家臣）にわか
れた。それでも彼らは、表面上は離れようとも内
部では主従関係にあろうとして朝廷扶助を受けず
にいたのである。このため高木家の家臣団は禄制
改革後に一気に解体せず、段階的な過程を経て解
体が進んだ。高木家との俸禄をともなう主従関係
は明治 13 年まで継続したのである。
高木家と家臣だった者との間では一部に元主家
と元家臣という個別の人的関係がその後も存続す
る。だが、それも時代を経るにつれて対等なもの
へと変化していくのであった 113）。
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ノ三」に収録）にも「今般天朝御料ニ相成、御三所様
御儀先規之通右御用御取扱被為蒙仰」とある。

52） 西家 H 1-1-61「貞広様御登京日記 一」明治元年 10 月
10 日・12 日条。なお、「当今職務ノ有無」を尋ねる明
治 3年 2月 14 日付民部省達第 104 号に対しては「当
今職務無御座候」と答えており（西家 H 1-1-144「御尋
ニ付言上書」）、この時点までに役儀が消滅したことが
わかる。

53） 前掲 『岐阜県史 史料編 近代一』 19 号文書。前掲
『岐阜県史 通史編 近代上』108 ～ 109 頁。前掲・
伊藤孝幸『交代寄合高木家の研究』第 10 章の注 15。

54） 西家 H 1-1-70 「公用取扱日記 一」。前掲・伊藤孝幸
『交代寄合高木家の研究』第 10 章の注 15。

55） 2 月 28 日付伊東幾右衛門宛渡辺佐治右衛門書状（西
家 H 1-1-92 み）。

56） 西家 H 1-1-93、西家 H 1-1-70「公用取扱日記 一」。願
書ははじめ高木弾正単独で提出したが、後に高木達三
郎が同意して連名となった（西家 H 1-1-63「御在京中
日記 第参」明治 2年正月 23 日条）。
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57） 西家 F 1-1-7「先祖書」。西家 11 代高木修理経貞までを
記載。

58） 西家 F 1-1-1「先祖書」。西家 10 代高木修理貞臧までを
記載。

59） 西家 H 1-1-61「貞広様御登京日記 一」。再上京後の 8
月に弁事役所から知行高、年齢席順、家筋由緒、上京
着日限および正月 3日以降の御用筋、所持武器につい
ての調査があり、請書はそれに答えたものである。

60） 西家 H 1-1-70「公用取扱日記 一」。
61） 西家 H 1-1-97、西家 H1-1-70「公用取扱日記 一」。
62） 西家 H 1-1-63「御在京中日記 第参」明治 2年 3月 15

日・16 日条、西家 H 1-1-70「公用取扱日記 一」。
63） 西家 H 1-1-23。『太政類典』第 1編第 164 巻 22。
64） 岐阜県歴史資料館所蔵「貫属士族卒給禄帳」（簿冊番

号 3 ･ 31-20） および「貫属士族給禄御渡之儀ニ付伺」
（簿冊番号 3 ･ 31-15）。 なお、1000 石を知行した東家
（高木達三郎）と北家（高木貞栄）はそれぞれ家禄 75
石であった。

65） これらの史料は西家 C 1-3 の 「士帳」に分類されてい
る。

66） 西家 C 1-3-29。これは現存する最後の士帳である。
67） 西家 C 1-3-32 あ。
68） 西家 C 1-3-36。原文書に標題はなく目録では仮に「家

臣書上」となっているが、明治元年の中大夫拝命後に
明細短冊や高附帳などとともに人数帳の提出を求めら
れているので（西家 H 1-1-135 に収録の「触下規則」）、
本稿では「人数帳」と呼ぶ。

69） 西家 C 1-2-50。明治 3年 5月 8日付の廻状でもって京
都から移住する士族に対して「各様御家族并惣家来之
姓名并婦女子名前共」を記した人数書の提出が命じら
れた（西家 H 1-1-24「朝廷御布告留」）。「家族并家来人
数帳」はそのために作成されたものである。

70） 西家 C 1-3-45。士籍法（西家 C 1-3-58）にもとづき作
成された士籍書は家臣の家族構成、隠居・家督・婚姻
等の一身上の変化、年齢、宗旨、住所などを記載する。

71） このうち、三輪文右衛門（中西範助）と水谷千代蔵の
2人は最終的な動向が判明しなかった。また、渡辺春
林は太政官偽廻状事件（西家 C 4-1-84「御医師渡辺春
林一件」）により明治 2年 11 月に「永之暇」となった
ため検討対象から外れる。

72） 西家 H 1-1-120。西家 H 1-1-71「公用取扱日記 第二」。
73） 西家 F 3-3-26「台所日記」明治 3年正月 20 日条。西

家 H 1-1-121「明治三年正月ゟ 御規則日記」。西家
C 1-2-197（下書）。

74） 西家 H 1-1-138「願伺書」。
75） 西家 H 1-1-23。『太政類典』第 1編第 164 巻 22。
76） 前掲・千田稔『維新政権の秩禄処分』301 頁。士族

陪従者扶助金支給規則は以下の通りである（西家
C 1-2-107「万石以下陪臣江御扶助下賜御布告写」、西
家 H 1-1-23、『太政類典』第 1編第 164 巻 51・53 から
作成）。

元 禄 ① ② ③ ④ ⑤
100 俵以上の者 　 100 両 80 両 60 両 60 両 60 両
100 俵未満 80 俵迄  80 両 60 両 50 両 50 両 50 両
 80 俵未満 60 俵迄  60 両 40 両 40 両 40 両 40 両
 60 俵未満 40 俵迄  40 両 30 両 30 両 30 両 30 両
 40 俵未満   　  30 両
 40 俵未満 20 俵迄 25 両 25 両 25 両 25 両
 20 俵未満   　 20 両 20 両 20 両 20 両

支給年数 5ヶ年 5ヶ年 3ヶ年 2ヶ年 1ヶ年

①出兵三代以上の者
②出兵二代以下並出兵無之三代以上の者
③出兵無之二代以下並 30 ヶ年以上勤仕の者
④右同断 20 ヶ年以上勤仕の者
⑤右同断 5ヶ年以上勤仕の者

77） 西家 F 3-3-26「台所日記」明治 3年 6月 21 日条。
78） 西家 C 1-2-127「乍恐以書取奉申上候」（ 6 月 21 日付）。
79） 小寺 25-88「乍恐奉申上候口書」（ 6 月 21 日付）。小寺

3-262 と小寺 4-214 も同内容。
80） 水野 75 う（午 6月 23 日付）。
81） 小寺 25-91「乍恐奉願上候口書」（ 6 月 23 日付）。
82） 西家 C 1-2-130。
83） 水野 75 お（三輪健三

（蔵）

）、水野 75 か（三和為司）、水野
75 こ（大嶽源助）、水野 75 さ（三輪忠右衞門）、水野
75 き （中原養元）、水野 75 に（後欠のため作成者不
明）。現存するのはこの 6通であり、文言はほぼ同じ
である。なお、小寺家文書には上記 5人を含む給人・
用人・医師ら 10 人連名の辞退届下書も残っており
（小寺 3-196「乍恐奉申上候覚」）、格席の同じ者が同一
歩調をとっていたことをうかがわせる。

84） 西家 C 1-2-108 「御扶助奉願候書付」 （明治 3年 7月
付）。

85） 高木 83（坂篤太郎）、水野 75 あ（中西範助）、水野 75
く（平塚忠四郎）、水野 75 し（三輪弁右衛門）。

86） 水野 75 け（小寺善八）、水野 75 す（三輪弁右衛門）、
水野 75 せ （小寺栄之助）、水野 75 た（日比弥三右衛
門）、 水野 75 ち（井口林右衛門）、水野 75 つ（坂篤太
郎）。

87） 岐阜県歴史資料館所蔵『禄制摘要』（簿冊番号 3 ･
35-176）。

88） このうち平野忠蔵は「出兵無之二代以下並 30 ヶ年以
上勤仕の者」、残り 7人は「出兵二代以下並出兵無之
三代以上の者」である。ちなみに東家（高木達三郎家
来）では、川添専左衛門・山田清記・佐野益衛・大河
原惣左衛門・藤田他二郎・阿部仲吾の 6人が受給して
いる。北家は受給者がいなかった。

89） 西家 C 1-2-132（明治 4年 6月 8日付）。
90） 水野 75 て（三輪弁右衛門）、水野 75 な（日比弥三右衛

門）。
91） 「喜田川江之右衛門退身願済壱件入」（西家 C 2-4-22 あ
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～え）。
92） 高木 56（明治 3年 6月 22 日付）。
93） 西家 C 2-4-31「歎願書」（7月 12 日願済）。新参者の栗

田は生活基盤が脆弱だったためか、生活難を理由にす
でに明治 3年 3月に大垣新田野村藩の新規御抱とな
ることを望み、高木家へ暇を願い出ていた。ここで
は、現今の形勢ではどこにあっても「王臣之分」なの
で暇を下されば野村藩にて勤王をおこないたいとあっ
た。しかし、この歎願は聞き届けられなかった（西家
F 3-1-323「御用日記」の挟込文書「奉歎願候口上之覚」
より）。

94） 西家 C 2-4-32「乍恐奉願上候」（10 月付）。
95） 土着でない家臣は生活が特に困難であったようで、江

戸留守居が長く「他国転住同様之始末、殊ニ近郷近村
共不案内、既住家之当テ茂無御座仕合」の三輪武左衛
門は幾度か拝借金を願い出ている（西家 C 2-3-78「歎
願書」、西家 C 1-2-113 あ「歎願之覚」）。

96） 西家 C 1-2-32 い「御家中江御扶助渡方覚」（明治 4年 2
月）、西家 C 1-2-32 お「御家従江御扶持方渡分」（明治
5年 2月）、西家 C 1-2-32 う「御扶助方渡調帳」（明治
5年 12 月）、西家 C 1-2-110「御扶持米渡方記」（明治
7年 3月 4日より）。

97） 西家 H 2-4-82 う「大凡見積帳」。
98） 小寺 4-197。西家 H 2-4-82 あ「書附」。家臣一同へ達し

たのは明治 7年 3月 21 日である（西家 H 2-4-82 い）。
99） 西家 H 2-4-82 あ「書附」（明治 7年 6月 22 日達）。
100） 西家 C 1-2-111（日比弥三右衛門）、 西家 C 1-2-113 あ
（三輪武左衛門）、西家 C 1-2-116（小寺助右衛門）、西
家 C 1-2-117（三輪弁右衛門）、西家 C 1-2-115（小寺孫
八郎）、西家 C 1-2-114（井口林右衛門）。

101） 西家 C 1-2-118 （日比弥三右衛門）、 西家 C 1-2-113 う
（三輪武左衛門）、西家 C 1-2-121（小寺助右衛門）、西
家 C 1-2-120（三輪弁右衛門）、西家 C 1-2-119（小寺孫
八郎）、西家 C 1-2-123（井口林右衛門）。西家 C 1-2-112
「旧家来共扶持米奉還ニ付金員数出入帳」。

102） 西家 H 2-1-306「記」。

103） 前掲『明治前期財政経済史料集成』8に収録の「秩禄
処分参考書」485 頁。

104） 西家 C 1-2-122 あ「金禄利子渡シ簿」。
105） 小寺 3-166「願書」。
106） 西家 C 1-2-122 い（森政太郎）、西家 C 1-2-122 う（小

寺林平）、西家 C 1-2-122 え（三輪猛太郎）、西家
C 1-2-122 お（三輪忠右衛門）、西家 C 1-2-122 か（小寺
勇之助）。

107） 西家 C 1-2-122 く「願書」。西家 C 1-2-125。
108） 西家 C 2-4-29 「明治四辛未七月廿四日笠松県ヘ届案

下」。表のⓕ参照。
109） 5 月 15 日付小寺弓之助宛小寺勇之助書状（小寺 4-

65）。書状には「今回高木公三家之旧家氏御集評ニテ
族籍士族ニ変更方請願、愈々本県へ御出頭ニ確定之旨
御通信被下、小生モ既ニ先般来平民士族ニ変更方云々
種々風説モ有之候ニ付、一度御尋申上度心組ニ候処、
幸ヒニシテ小生モ御加へ之義実ニ御厚志之段奉感謝候
〔略〕何卒大嶽氏始メ御惣代之方々ヘモ右御組込之段
宜敷御依頼被下度」とある。小寺弓之助は小寺林平の
長男である。

110） 前掲・千田稔『維新政権の秩禄処分』299 頁。
111） C 1-2-124「願書」。
112） たとえば小寺林平の長男である弓之助は警察官を勤め

た後、明治 29 年から 16 年間多良村の助役を勤め村内
の有力者の一人として村政を担った。また、高木貞正
も学区取締から岐阜県多芸・上石津郡長をへて衆議院
議員となり、大正 2（1913）年からは多良村長に就任
した。

113） 名古屋大学附属図書館 2009 年春季特別展図録『旗本
高木家主従の近世と近代 ― 高木家文書と小寺家文
書 ― 』（名古屋大学附属図書館・附属図書館研究開発
室、2009 年）のⅢ-2を参照（執筆は辻公子）。ここでは
明治・大正期の高木家と小寺家の関係について「小寺
家から旧主に対する報恩の行為が存在し、根底には主
従関係が存在していたが、時代を経るにつれ、その関
係は対等なものへと変化している」と指摘されている。




