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近世絵図地図集成Ⅸ巻・解説

［第 IX 巻の内容と構成］
（1）体裁及び内容----全 12 巻、各巻本体価格 250,000 円、揃本体価格 3,000,000 円。限定
100 セット。内容構成と発行予定は、以下の通りです。
［第 I 期・全 12 巻の内容構成］
＊［第 I 巻］千島・樺太・蝦夷(1)（1996 年 6 月刊行）［第 1 回配本］
＊［第 II 巻］千島・樺太・蝦夷(2)（2001 年 5 月刊行）［第 6 回配本］
＊［第 III 巻］江戸（1997 年 4 月刊行）［第 2 回配本］
＊［第 IV 巻］蝦夷（2002 年 5 月刊行）［第 7 回配本］
＊［第 V 巻］尾張(1) （1999 年 5 月刊行）［第 4 回配本］
＊［第 VI 巻］尾張(2)・三河（2000 年 5 月刊行）［第 5 回配本］
＊［第 VII 巻］大坂・堺・摂津・河内・和泉（1998 年 5 月刊行）［第 3 回配本］
＊［第 VIII 巻］丹後・丹波・山城・京都（2004 年 6 月刊行）［第 9 回配本］
＊［第 IX 巻］若狭／越前／加賀・能登・越中（1）（2005 年 7 月刊行）［第 10 回配本］
※［第 X 巻］加賀・能登・越中（2）（2006 年 5 月刊行予定）［第 11 回配本］
※［第 XI 巻］加賀・能登・越中（3）（2007 年 5 月刊行予定）［第 12 回配本］
＊［第 XII 巻］對馬・壹岐・肥前・長崎（2003 年 5 月刊行）［第 8 回配本］
［内容構成に変更がある時は、ご了承下さい］
（2）この『近世絵図地図資料集成・第 I 期』第 IX 巻は、157 項目、342 枚で構成されてい
ます。1 項目につきひとつの番号が与えられています。{例} IX-001-001 [03327]。この IX
は巻数、001 は項目番号、001 は、この項目を構成する枝番号、03327 は、用紙の番号でも
あり、ページを意味しています。該当する項目は、以下の通りです。
（3）同一のページの中で、二種類以上の地図が掲載されている場合、地図そのものは右か
ら順番に並んでいますが、ページ表記は左からになっていますので、注意してください。
＊IX-054-001 [03415]、IX-055-001 [03415]、IX-056-001 [03415]
＊IX-057-001 [03416]、IX-058-001 [03416]、IX-059-001 [03416]
＊IX-092-001 [03470]、IX-093-001 [03470]
＊IX-094-001 [03471]、IX-095-001 [03471]
＊IX-108-001 [03496]、IX-109-001 [03496]
＊IX-135-001 [03525]、IX-136-001 [03525]
＊IX-137-001 [03526]、IX-138-001 [03526]
＊IX-139-001 [03527]、IX-140-001 [03527]
＊IX-141-001 [03528]、IX-142-001 [03528]
＊IX-146-001 [03532]、IX-147-001 [03532]
（4）この『近世絵図地図資料集成・第 I 期』第 IX 巻は、A2 版の袋 4 個の中に、全部の地
図が収められています。各袋の内容は、以下のとおりです。
一覧表（A）［37 項目、68 枚］
IX-001[03327～03328］、IX-002[03329～03330］、IX-003[03331～03332］、IX-004[03333］、
IX-005[03334～03335］、IX-006-001[03336］、IX-007[03337］、IX-008[03338］、IX-009[03338］、
IX-010[03339］、IX-011[03339］、IX-012[03339］、IX-013[03340］、IX-014[03341］、
IX-015[03342］ 、 IX-016[03343 ］ 、 IX-017[03344 ～ 03345 ］ 、 IX-018[03346 ～ 03348 ］ 、
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IX-019[03349～03351］、IX-020[03352］、IX-021[03353～03354］、IX-022[03355～03356］、
IX-023[03357～03358］、IX-024[03359］、IX-025[03360～03361］、IX-026[03362～03363］、
IX-027[03364～03369］、IX-028[03370～03373］、IX-029[03374～03382］、IX-030[03383］、
IX-031[03384～03385］、IX-032[03386］、IX-033[03387～03388］、IX-034[03389～03390］、
IX-035[03391～03392］、IX-036[03393］、IX-037[03394］
一覧表（B）［68 項目、99 枚］
IX-038[03395～ 03396］ 、 IX-039[03397 ］ 、 IX-040[03398］ 、 IX-041[03399 ～ 03400 ］ 、
IX-042[03401］ 、 IX-043[03402 ～ 03403］ 、 IX-044[03404 ～ 03405 ］ 、 IX-045[03406］ 、
IX-046[03407］、IX-047[03408］、IX-048[03409］、IX-049[03410］、IX-050[03411］、
IX-051[03412］、IX-052[03413］、IX-053[03414］、IX-054[03415］、IX-055[03415］、
IX-056[03415］、IX-057[03416］、IX-058[03416］、IX-059[03416］、IX-060[03417］、
IX-061[03418］、IX-062[03419］、IX-063[03420］、IX-064[03421～03422］、IX-065[03423
～03424］、IX-066[03425～03426］、IX-067[03427］、IX-068[03428～03429］、IX-069[03430
～03431］、IX-070[03432］、IX-071[03433］、IX-072[03434］、IX-073[03435］、IX-074[03436
～03437］、IX-075[03438］、IX-076[03439］、IX-077[03440～03441］、IX-078[03442］、
IX-079[03443］、IX-080[03444］、IX-081[03445］、IX-082[03446］、IX-083[03447］、
IX-084[03448］ 、 IX-085[03449 ］ 、 IX-086[03450 ～ 03459 ］ 、 IX-087[03460 ～ 03461 ］ 、
IX-088[03462～03463］、IX-089[03464～03465］、IX-090[03466～03467］、IX-091[03468
～03469］、IX-092[03470］、IX-093[03470］、IX-094[03471］、IX-095[03471］、IX-096[03472
～03473］、IX-097[03474～03475］、IX-098[03476～03477］、IX-099[03478～03479］、
IX-100[03480～03481］、IX-101[03482～03483］、IX-102[03484～03485］、IX-103[03486
～03487］、IX-104[03488］、IX-105[03489～03493］
一覧表（C）［50 項目、85 枚］
IX-106[03494］、IX-107[03495］、IX-108[03496］、IX-109[03496］、IX-110[03497］、
IX-111[03498］、IX-112[03499～03500］、IX-113[03501］、IX-114[03502］、IX-115[03503］、
IX-116[03504］、IX-117[03505］、IX-118[03506］、IX-119[03507］、IX-120[03508～03509］、
IX-121[03510］、IX-122[03511］、IX-123[03512］、IX-124[03513］、IX-125[03514］、
IX-126[03515～03516］、IX-127[03517］、IX-128[03518］、IX-129[03519］、IX-130[03520］、
IX-131[03521］、IX-132[03522］、IX-133[03523］、IX-134[03524］、IX-135[03525］、
IX-136[03525］、IX-137[03526］、IX-138[03526］、IX-139[03527］、IX-140[03527］、
IX-141[03528］、IX-142[03528］、IX-143[03529］、IX-144[03530］、IX-145[03531］、
IX-146[03532］、IX-147[03532］、IX-148[03533］、IX-149[03534］、IX-150[03535］、
IX-151[03536］ 、 IX-152[03537 ］ 、 IX-153[03538 ～ 03547 ］ 、 IX-154[03548 ～ 03563 ］ 、
IX-155[03564～03578］
一覧表（D）［2 項目、90 枚］
IX-156[03579～03589］、IX-157[03590～03668］
（5）読者の便を考えて、線と文字を出すことに留意し、地図は拡大したものもあります。
（6）仕上がりのサイズは、A2 版（455mm x 625mm---版面は 355mm x 500mm）で、袋に収
納し、それらをケースに入れました。
（7）配列は、右から左、そして、上から下を原則としました。例外のものもあることを、
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ご考慮下さい。
（8）リストの整理番号のアルファベット記号が所蔵機関を表示した略称です。
C：国立公文書館、KC：金沢市立玉川図書館、NDL：国立国会図書館
（9）被差別部落、地名及び人名の俗称などに関しましては、本田豊先生（東京人権歴史資
料館）のご校閲を仰ぎ、学術的な一次資料という観点から処置致しました。
（10）表題は内題を使用した。ただ、内題がないものは、題箋に書かれている名称を採用
した。［］で括られた表題は、原圖に記載がないために、後世に記載したものである。
（11）この『近世絵図地図資料集成・第 I 期』第 IX 巻の刊行に際しましては、国立公文書
館、金沢市立玉川図書館、国立国会図書館の許可のもとに刊行することになりました。関
係者各位のご厚情に深く感謝致します。
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鉛色の空の下で・近世の金沢を読み解く
本田

豊

1、はじめに
北陸の大都市・金沢は、太平洋戦争中でも空襲の被害に遭わなかった。大都市で空襲の
被害に遭わなかったのは、全国でも珍しい。戦後の「内灘闘争」のイメ－ジから、金沢は
軍事都市のように思われているが、実際にはそうではない。空襲の被害に遭わなかった、
という幸運から、戦後の金沢は一大観光都市となった。その理由として挙げられるのは、
近世の町割りがまだ至る所に見出せる、という点にあるのではないか、と考えられる。
典型的な城下町の面影を残す金沢は、道路が直角に交わる所が少なかったり、鍵の手状
に曲がりくねった道路などの、近世以来の城下町の面影があちこちに残っている。道路が
Ｔ字形に交わらない、という形は、城下に攻め込まれても、あちこちで軍勢を食い止めら
れる、という防衛上の政策である。
金沢の町を歩いていると、まっすぐに歩いている筈なのに、いつしか目標とはかなり隔
たっていて、いつまでたっても目標にたどり着けない、という経験や、車で走っていても
いつも螺旋状に同じような場所を走っていた、という経験をした人が多いはずである。
これらはすべて近世の城下町に特有の道路の配置なのである。このような城下町の建設
は、近世社会では大なり小なり、どの城下町でも取り入れられたものである。ただ、かな
り大きな規模で残っている都市は、現在では珍しくなってきている。仙台にしても大阪に
しても、名古屋、広島、福岡などの都市では、太平洋戦争中に空襲の被害を受けた所から、
戦後の都市計画の中でかっての城下町の面影は、どこでも大半が失われてしまった。今で
は部分的に残っているくらいである。
地方の小都市の場合には、近世でも城下町そのものが小さかったから、金沢のように大
規模に城下町の面影が残っている都市は、いまは全国的にもほとんどない。同じ日本海側
の大都市である新潟は、近世には、港町であって、城下町ではなかった。
近世の絵図地図を見てみると、金沢の町は犀川と浅野川に鋏まれた都市として描かれて
いる。この構図は現在でも変わりがない。近世社会では、どちらの川周辺が、藩からは重
要視されていたのかは、絵図地図を見ているとおよその見当がつく。近世ではまちがいな
く浅野川周辺であつたろう。寺や神社、街道やその周辺の家並みの配置などから、そう断
言できるのである。
明治以降は、犀川はかなり広い河原を持ち、花柳界の賑いもこの川周辺に移ったようだ
から、人々の流れも浅野川周辺から移動したのではないか。かつての遊廓である「東の郭」
は浅野川のほとりにあった。犀川は暴れ川で、かなりの急流だったと見られる。
金沢の絵図地図を見ていて不思議なのは、城の廻りに広い濠が描かれていないことである。
このような城は全国的にも珍しい。犀川と浅野川はどの絵図地図にも描かれているが、城
を取り囲む濠は見当たらない。だが城である限りは、濠に変わる防衛施設を考えたはずで
ある。本稿ではその辺りも少し考察した。
北陸地方へ行くと、まず目に付くのが黒光りする瓦屋根の家並みである。全国各地を歩
いてみても、あの黒光りする金沢の瓦屋根の家並みは独特の雰囲気がある。関東地方や名
古屋圏では、瓦屋根はもう少し明るい。
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北陸の金沢では、秋から冬にかけては、天候の変化が激しい。地元では「弁当を忘れて
も傘を忘れるな」という。それくらい天気の変化が激しい。朝は晴れていたから、と思っ
ても、一天にわかにかき曇り、大雨になるなんていうことは珍しくない。そういう天候だ
から、傘は必需品なのである。年間を通して湿気も多い。
それに梅雨の時期の金沢は、空一面が重苦しい鉛色になる。これは秋から冬にかけても
変わらない。加えて黒光りする瓦屋根の家並み。梅雨の時期や秋から冬の時期の金沢は、
かなり重苦しい雰囲気の町になる。夏の晴れ間は一時の例外である。
加えて、浄土真宗の教義である「内省」という県民性もある。金沢の人達が寡黙である
という理由のひとつは、長年培われてきた、このような気候風土が関係している、と考え
られる。この点が、外側の人間に対して、高圧的になる原因と考えられる。
金沢をはじめとした北陸地方一帯は、かつては一向一揆の拠点であったから、現在でも
東西両本願寺の巨大な伽藍が金沢駅の近くにそびえ立っている。その威容は、まるで城の
ようである。内部は、現在みることができる大阪城や姫路城、松本城などの雰囲気とはま
ったく違っていて、建物の外側の雰囲気は城といってよい。
近世やそれ以前の城のような雰囲気を今に伝える真宗寺院は、現在は富山県に所属する、
井波町の瑞泉寺や城端町の善徳寺に、その面影をみることができる。その寺の構えは紛れ
もなく城である。それも立て籠り用の城である。寺の門を潜るとすぐに、石垣の巨大な屏
風のような壁が現れる。そこを左右に別れて進むと、壁の裏側は巨大な池になっているの
である。
合戦の時に、この寺が攻められたら、池の水は満水にしてあるはずだし、軍勢が足をと
られるようになっている。加えて、水に毒でもまいておけば、かなりの兵力を削減できる
はずである。城（寺）内部で使用する水は、大石・小石・砂・木炭・お茶の葉などで漉し
たものを飲んだから、池に毒をまいておいても大丈夫だった。
現在でも、寺に行くと、南天や熊笹、牡丹などの植物をはじめとした、様々な植木が植
えられている。これはダテに植えているのではなくて、ひとつひとつに意味がある。植物
はその根や茎、葉、花すべてが薬草になる。そのための栽培なのであり、篠竹は先を焼け
ばすぐに弓矢として武器になる。寺の植木は、そうした備えだったのである。平和時には
観賞用の植物となったが、元々の意味は違っていたのである。それに寺や神社の屋根がな
ぜに青銅で葺かれているかといえば、イザというときに鋳つぶして鉄砲の弾にするためな
のである。寺の鐘もそうである。寺は軍事用の備えだったのである。
金沢からそう遠くない羽咋市には、妙成寺という古刹がある。ここには有名な五重塔が
ある。ここにある五重塔は、加賀藩の藩主であつた前田利常の母親の寿福院の追善供養の
ために、70 年かかって建てられたものだという。この寺は 1293（永仁元）年に日蓮の孫
弟子にあたる日像の建立と伝えられている。この寺は能登一番の大伽藍を誇っていて、浄
土真宗の寺ではなくて、日蓮宗のそれである。
金沢の絵図地図をみていると、あちこちに「山伏」と記載された書き込みがある。「修
験」という処もある。これらの人達は、近世には漂泊を許されず、定住させられ、民衆間
の情報収集などに利用されていたはずである。また神社の書き込みも至る所にみられる。
これらの点から見てみると、「真宗王国金沢」といっても、全国各地の城下町とそれほど
大きな変化は見られない。

-2ー5ー

能登では、もうひとつ大伽藍を誇る寺がある。この寺は、はるかかなたの海の上からも
望めた筈である。それほどの威容を誇っている、この寺は、門前町にある総持寺である。
現在では、この総持寺は曹洞宗の大本山ではなくなっている。しかし、1898（明治 31）
年に火災で焼けるまでは、曹洞宗の大本山であった。それまでの総持寺は、全国に末寺が 1
万 6391 ケ所あったと言われている。境内にも大小 70 あまりの堂塔伽藍があった。現在で
も、経蔵と伝燈院は、火災以前に築造された建物である。
この総持寺は、1321（元享元）年に開かれたといわれる。永平寺と並ぶ曹洞宗の寺であ
る。経蔵は、加賀藩の 6 代藩主・前田吉徳より寄進され、1743（寛保 3）年に完成したも
のである。現在は石川県の指定文化財になっている。このように一向一揆の拠点であった
金沢であり、北陸地方であるが、寺院は必ずしも真宗一色ではない。それは、この「近世
絵図地図資料集成・第 9 巻」で金沢城下の寺院配置をみても確認できる。こうした点が確
認できるのは、この「近世絵図地図資料集成・第 9 巻」の大きな特徴である。歴史家の中
にも、北陸が一向一揆の拠点であったことから、寺院は真宗一色であると、断言している
人があるが、それは明らかに間違いである。現地を歩きもせずに、いくつかの史料だけで
物を言うのは、厳に慎まなければならない。
総持寺から少し金沢寄りの所に、自殺の名所としての「ヤセの断崖」がある。作家の松
本清張が『ゼロの焦点』という小説を書き、映画やテレビで紹介される機会が増えたこと
により、ここを訪れる人も増えた。日本海に突き出した 55 メ－トルの断崖から下を見る
と、たしかに吸い込まれそうな気がする。この「ヤセの断崖」から歩いてすぐの所に、
「義
経舟かくし」といわれている入り江がある。よく知られているように、兄の源頼朝から追
われる身となった義経一行は、奥州平泉の藤原氏を頼って、北陸の海岸線を新潟付近まで
北上し、それから平泉へ入ったと言われている。現在の小松市には、「安宅の関跡」があ
る。歌舞伎の「勧進帳」で有名になった場所である。この「義経舟かくし」の入り江は、
両岸が切り立った崖になつていて、間口は 5 メ－トル、奥行きが 100 メ－トルはある深い
入り江になっている。たしかに外からは見えにくい地形になっている。ここは、現在は富
来町になっている。
「ヤセの断崖」をはさんで北側には、弁慶と義経にまつわる伝承が残る「関野鼻」もあ
る。どのような道をいくのか、弁慶と義経が岩を試し切りにして決めた、といわれている
場所である。日本海側には、こうした義経関連の伝承を伝えている場所が、あちこちに残
っている。このような場所を「近世絵図地図資料集成・第 9 巻」で、現在地と比較検討し
てみると、義経一行の通ったといわれている道筋も、かなり明らかになるかもしれない。
ただし、史実としては、義経一行が北陸路をずっと北上したか否かは定かではない。義経
一行が奥州・平泉に向かった逃避行のル－トは、いくつもあって、例えば、一行は立山を
越えて信州・松本へ出て、東京の八王子から埼玉県の川越、東松山、行田を抜けて、利根
川を渡り、栃木県の佐野、日光から会津を経て平泉へ入った、という伝承もある。
別の伝承では、義経一行は安宅の関で富樫介に義経であることを見破られ、家臣の半分
を関に留め置かれ、その家臣は信州の松本に移され、その後に筑波山の麓に移された、と
いう伝承もある。そして最終的に、現在の埼玉県川越市に定住させられた、というのであ
る。この人達は、長吏といわれる一団になった。
「近世絵図地図資料集成・第 9 巻」には、この安宅の関に関する絵図地図は収録してい
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ない。次年度に回す予定である。この安宅の関は日本海に突き出た地にあった様子がよく
わかる。関の前には大きな川が流れ、その川は日本海に注いでいる。川を渡ってすぐの所
に真宗の寺があり、この寺の横を金沢の方向に向かって走っているのが旧北国街道である。
この北国街道に沿って、かつては「藤内」の集団が居住していて、現在では、地域は確
認出来なくなっている。「藤内」の集団は、明治になるまでは街道警備の役割を担ってい
たものと推定される。ただし、いつ頃から此の地に「藤内」の集団が居住するようになっ
たのか、詳細は不明である。義経一行が安宅の関を通過した頃に、すでに居住していたと
しても、その頃から「藤内」と言われていたのか、あるいは自らそう称していたか、など
はまったくわからない。関の下役を担っていた少数の人達が、当時からいた可能性はある。
2、安宅の関
北陸地方は、古代から歴史の舞台に登場する地域であるから、城と名のつく史跡が、現
在でも至る所に存在している。国絵図を見ると、越前国（現在の福井県）では、日本海か
ら少し奥に入った地域に、城跡が点在しているが、若狭国では城跡は海沿いに点在する。
加賀国（現在の石川県）ではやはり日本海に沿って様々な城跡が確認できる。この「近
世絵図地図資料集成・第 9 巻」にも金沢城などの詳細な城絵図と城下町絵図を収録した。
その他の国絵図や郡絵図にも、「城跡」と記載された史跡があちこちに確認できる、貴重
な史料となっているのである。北陸地方は、古代には我が国の表玄関であり、政治・経済
の中心地であった京都とは、関係が深かったから、城を必要とした政治勢力が、早くから
各地に生まれていたのである。一向一揆の勢力もそのひとつである。
城は、現在では天守閣を備えた姫路城のような建物を想像しがちだが、戦国時代の末期
頃までの城というのは、土塁を築き、その上に、少し前まではよく見られたような木、造
二階建ての学校のような建物が、いくつも建ち並んでいた。そういう姿が城と呼ばれてい
たのである。一部の漫画に見られるような、天守閣を備えた城はなかったのである。その
城であるが、城というとその地域の支配者である武将が建設したもの、というイメ－ジが
あるが、城の中には、百姓が立て籠り用に作った城もあった。北陸に限らず、全国各地に
山城・平山城の跡が残っていて、それらはすべて地域の支配者である武将が作ったもので
はない。城跡のなかには、そうした百姓が作った城も含まれている。
百姓がなぜに城を建設したのかというと、合戦に巻き込まれた時に、逃げ込むための避
難所として建設したのである。敵対している勢力同士が合戦に及んだ場合には、戦場近く
の百姓の村は、たいていの場合、焼きはらわれるのが常だった。また略奪・強盗の被害に
遭うのも常だった。そのような略奪の被害に遭わなかった場合でも、住んでいる人間その
ものが拉致されて、他国まで連れていかれて、金と交換してやっと解放される、というこ
ともよくあった。百姓は、そうした被害に遭うのを避けるために、自らの村の自衛策とし
て、城を建設したのである。
戦国時代の合戦というのは、農閑期の百姓に仕事を与えるための、一種の公共事業の面
があった。百姓は一年の半分は仕事がヒマになるから、その間を過ごすために合戦が行わ
れた。戦国大名がよく、乱暴狼藉や略奪禁止の令を出したのは、合戦においては、そのよ
うな行為が日常的だったからである。なお、最近では江戸時代でも百姓は自らの事を百姓
とは言わず、正確には「農人」という名称で呼んでいた、という研究者（たとえば網野善
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彦氏）もいるが、本稿ではこれまで通りに百姓という名称を使用した。たしかに、明治に
なってからの公文書にも、百姓のことを「農人」と記載した資料がある。江戸時代に限ら
ず、百姓が自らのことを何と呼んでいたかは、実際にはよくわかっていない問題なのであ
る。これは後にも触れるが、近世の加賀藩の賤民である「藤内」にしても、なぜにそのよ
うな名称で呼ばれるようになったのか、あるいは自らは何と呼んでいたのか、実際には何
も解っていない。本稿ではひとつの仮説を提出しておいた。
だから、城というのは、天守閣を構えたり、本丸を備えたりしない場合もあった。安宅
の関跡は、そうした城のひとつであったらしい。安宅の関跡には現在、安宅住吉神社が建
てられている。この神社の境内から 1970（昭和 45）年 5 月、鎌倉時代ないしは室町時代
の製作と推定される狛犬をはじめ、大日如来像、梵字墓、五輪塔などが出土した。これら
の出土物は現在、安宅住吉神社に保存されている。神社周辺には、武士も居住していたら
しい。こうした出土物からも伺われるように、安宅の関周辺はかなり古い時代から開けて
いたのは間違いない。『安宅由来記』という史料に、次のような記述がある。
「安宅は元、寇ケ浦と称し、異国来襲頻々たりし地と伝えられる。住吉神社は神威によ
り寇賊を防御し、かつ航海安全を守護し給はむことを祈りて勧請せるものなり。陸路の要
衝なりし事も広く諸書に見る処にして、延喜式の安宅駅を載せたる、八雲御抄に安宅の橋
見え、源平盛衰記に安宅城ある等皆取って以て証とすべし。とりわけ最も有名にして児童
走卒も能く知れるは安宅の関なり」
安宅の関周辺は、日本海に突き出た場所にあり、陸上交通の要衝地としての位置にあり、
海上交通にとっても、陸上交通にも非常に重要な位置を占めていた。現在の安宅住吉神社
周辺は、そのような軍事的にも重要な位置にあり、城の役割を果たしていた地域だったの
である。またいつも外国から侵攻されてもいた、というのである。
江戸時代には、日本は鎖国をしていたから、外国へ行くことは原則的には禁止されて
いた。また外国からの使節は、みな長崎の出島に閉じ込められていた、と言われているが、
実際には、この『安宅由来記』が記すように、頻々と朝鮮半島や中国やロシア大陸からの
襲撃・来訪があったのである。江戸時代以前であつても、こちらからも「漁にでる」とい
う名目の下に、朝鮮半島や中国やロシア大陸まででかけていって、「海賊」行為を働く者
もずいぶんとあったらしい。何事も、ただ一片の法令が出たからと言って、それですべて
が解決した、というわけではない。
この安宅の関の名前を全国に知らしめたのは、何といっても歌舞伎の「勧進帳」によっ
てであろう。「勧進帳」は、1840（天保 11）年に江戸の河原崎座で初演されて以来、人々
に大受けし、今日では「歌舞伎十八番」として知られている。「勧進帳」は能の「安宅」
に、当時の講談で大評判だった「山伏問答」を取り入れて、上演された。弁慶と富樫介の
やり取りは、実に圧巻である。
「それつらつら惟（おも）んみれば
長き夢驚かすべき

人もなし

奉り最愛の夫人に別れ
途に翻して

大恩教主の秋の月は

ここに中頃

帝おはします

涅槃の雲に隠れ生死長夜の
おん名をば聖武皇帝と名付け

恋慕止み難く梯泣（ていきゅう）眼にあらく涙玉を貫く

盧舎那仏を建立す

思を善

かほどの霊場の絶えなんことを悲しみて俊乗坊重源諸国

を勧進す

一紙半銭の奉財の輩はこの世にては無比の楽に誇り

に座せん

帰命稽（けい）首敬って白（もう）す」
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歌舞伎の「勧進帳」は、この名セリフでよく知られている。この名セリフは弁慶の機転
によって、白紙の巻物を読み上げたものである、といわれている。この弁慶が京都の五条
大橋の上で、義経と出会ったとされているのは、歴史的には事実ではない。だが、よく絵
本には見られる弁慶が背負っていたとされる「弁慶の七つ道具」といわれるカケヤや鎌、
鉄棒などの道具は、当時の鉱山技術者が持っていたものである。要するに、弁慶が実在の
人物とすれば、深い山に入り、銅や鉄、金などの鉱脈を見つける技術者の一人と推定され
る。弁慶だけでなく当時の山岳信仰の修験者は、たいていがそのような使命を負って各地
を歩いていた、と考えられる。弘法大師が、全国各地で池を掘った話や、温泉を湧き出さ
せたという話も、同様の系譜に属するものである。弘法大師は、持っていた鉄棒で岩を砕
き、温泉を湧き出させたりしたのである。当時の社会で、全国各地を行脚するという、そ
の行為の裏には、隠された別の意味があった、ということなのである。弘法大師といえど
も、人々の喜捨にしか頼れなかったという経済的な問題が大きかった、と考えられる。そ
のために池を掘ったりしたのだ。
隠された別の意味、ということでは、義経一行が変装した山伏姿も、何らかの意味があ
ったはずである。江戸時代の川柳に、「山伏に度々化ける源氏方」というものがある。こ
れは義経一行の山伏姿を唄っただけではなくて、大江山の鬼退治で知られる、源頼光の故
事とか、平家方に敗れた源義朝が逃亡する時に、やはり山伏に化けて逃げた故事を詠んだ
ものである。源頼光一行も、やはり山伏に変装して大江山へ向かった。
江戸時代の民衆は、こうした川柳の意味がわかったのであるから、言われているように
それほど無知な存在ではなかった、と言えよう。
3、城下町絵図と城絵図
この安宅の関を東へ行くと、現在は城跡だけとなっているが、近世には一国一城令の唯
一の例外として幕府からも認められた、小松城があった。この「近世絵図地図資料集成・
第 9 巻」には、この小松城の城絵図と城下町絵図を収録していないが、「近世絵図地図資
料集成・第 10 巻」に数点収録する予定である。時代が明治に近くなるに従って、城下町
が次第に整備され、大きくなっていった様子が知られる。城も、仮の物という訳ではなく
て、本格的な構えだった様子がよくわかる絵図である。城下町には、各地の城下町と同様
に大工町、鍛治町、鷹匠町などが書き込まれている。やや地域性を感じさせるのは、塗師
町であろうか。城の近くには畠もあつたが、これはこれで意味があつたと考えられる。
この「近世絵図地図資料集成・第 9 巻」においては、天正 9（1581）年の前田利家の能
登国支配以前から幕末に至るまでの加賀国・能登国・越中国の各国、加賀国の四郡（河北
郡・能美郡・石川郡・江沼郡）及び大聖寺領、金沢城下町の、地形・領地・交通網・都市
・農村の変遷の過程を、歴史的に理解できることを主眼として編纂した。これらの絵図地
図を編年体の方式で配列し、再構成したので留意されたい。ことに、金沢の城下町の変遷
を見るにあたっては、時代が進むにつれて、城外の農村地帯に居住・生産地域が拡大して
いくのが、容易に読みとることができた。生産・消費人口の拡大と生産力の発展が、都市
や農村の肥大化に大きな影響を与えることは、現代においても同様である。
このような金沢城下町図の変遷を記すにあたっては、その基本となる思考方法を、金沢
市立玉川図書館近世史料館の宇佐美館長から、多大なご教示を得たことを、ここにお断り
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しておきたい。宇佐美館長に、深く感謝する次第である。以下、具体的に都市・農村・城
下町の変遷について、解説を試みることにする。なお、詳細な内容に関しては、
「解説篇」
も参照されたい。
城絵図と城下町絵図を見ていると、小松城の構えには、防衛にかなりの重点がおかれて
いるよことが見てとれる。とにかく、やたらに、濠が深くて幅広いのである。「白鳥堀」
は「堀中 85 間」もあった。1 間を 6 尺で計算しているのか、あるいは 6 尺 2 寸で計算し
ているのか、絵図からだけでは、理解できないが、いずれにしても、かなり幅広い濠であ
る。本丸と二の丸を囲む濠も、白鳥堀に負けず劣らずに、深くて幅広く描かれている。本
丸は「東西 51 間・南北 58 間」もあった。本丸には二重の天守見切櫓があった。
二の丸から本丸への通路には、鉄の門があった。此の他、城の中には 14 棟の士屋敷、14
ケ処の井戸、武器として槍 4,724 本、具足 7,950 領、弓 1,500 張り、鉄砲 4,500 丁などが備
えられていた（『小松城郭廻等書出之帳』）。小松城は、もともとが芦原を開拓した平城で
ある。しかし加賀藩の三代目藩主であった前田利常が隠居所として、城の改築を進め、梯
川の流れを利用して濠を築いた。城の廻りを巡っている梯川の水門を閉じれば、城は水に
浮かぶ浮き城になる。加えて、上に見たような大量の武器の保存があったのである。これ
は隠居所というよりも、要塞と言った方が正確である。「天保 15 年」の城下町絵図は、こ
の意味を解読するのに、大変に貴重なものである。梯川の末流は、安宅湊から日本海に注
いでいた。
ところで、城下町であるから、当然のように遊廓もできる。小松城の遊廓は城下町絵図
には書き込みがないが、北陸街道の端の串茶屋にあった。江戸時代後期の文化（1804 ～ 1818
年）年間に、全盛期を迎えたといわれる。しかし、1823（文政 6）年には大火があって焼
け、天保の改革の影響も重なり、幕末にはかなり衰微した。明治に入り、日露戦争が開始
される頃には、すっかりさびれてしまった。この串茶屋町には現在、幕末にいた 33 人の
遊女の墓が残されている。
次に金沢城について詳しくみてみよう。
金沢では、毎年 6 月 14 日の前後 3 日間にわたって、「百万石祭り」が行われる。例年か
なりの人出で賑わう。この祭りは、現在の金沢の基礎を築いたと言われている加賀藩初代
藩主である前田利家が、金沢に入城したのを記念して行われる。前田利家は、1583（天正 11）
年、金沢城に入った。当時は金沢城ないしは尾山城と呼ばれていた。金沢城と名称が統一
されたのは、加賀藩三代目藩主・前田利常の時代からである。尾山城というのは、現在の
金沢城本丸跡に、加賀一向一揆の拠点である本願寺があったからである。尾山御坊は、浄
土真宗の第 8 世・蓮如上人が 1471（文明 3）年に、一向一揆の拠点として本願寺を築き、
それが尾山城と呼ばれていた。一向一揆の連合軍は、加賀国の守護であった富樫氏を 1488
年に滅ぼし、以後、97 年間にわたって「百姓の持ちたる国」を実現したのである。
前田利家が入城した頃の金沢城は、単に石垣と土塁を積み、壕を掘っただけの平山城で
あつたらしい。それを現在見られるような城の形式に築城したのは、キリシタン大名とし
て有名な、高山右近である。高山右近は、1587（天正 15）年に、豊臣秀吉のキリシタン
弾圧により、播磨国・明石城の城主を解任され、前田利家の預かりの身となった。その高
山右近は、築城技術に関しては、大変に博識だった。前田利家は、そうした技術を発揮さ
せるために、高山右近に城の修築を命じた。
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城跡に残る石垣から推定すると、現在の金沢城は 1592（文禄元）年と 1599（慶長 4）
年に、大工事が行われたらしい。1599（慶長 4）年の大工事は、前田利家の死に伴って、
徳川家と加賀藩が極度の緊張関係に陥った時に行われた、といわれる。その証拠のひとつ
が、現在に残る金沢城・石川門である。石川門は、柱も扉も、厚い鉄板を太い鋲で留めた
頑丈な造りになっている。高麗門造りといわれ、かなりの攻撃にも耐えられる構造になっ
ている。屋根は鉛で葺かれている。これは、言うまでもなく、有事の際には、鋳潰して鉄
砲の弾にするためである。現在は重要文化財になっている。石川門は 1759（宝暦 9）年 4
月の大火で焼け、更に、1799（寛政 11）年の大地震で大破し、再建されている。創建当
時の面影を伝えている建造物である。
金沢の城下町建設は、およそ三期に分けて行われた。最初は、慶長年間（1596 ～ 1614
年）で、この時は、現在の金沢市内で最大の繁華街になっている片町周辺が、犀川の河原
を埋め立てる方式で、町造りが行われた。戦国期の犀川の河原は、かなり広かった様子が
知られる。戦国期には、まだこちらの方面が、重要な防衛地点だったのであろう。
次は、1616（元和 2）年に行われた寺町の建設である。それまで、城下の各地に散在し
ていた寺を、寺町と卯辰山の麓に集めている。現在でもこの地域には、江戸時代に建築さ
れた寺がいくつも残つている。この寺の配置を見ると、加賀藩が誰を怖れて町づくりをし
たのかが、窺い知れるのである。おそらく、仮想敵は幕府であつたであろう。寺の配置を
見ると、その事がよく理解できる。北側の北国街道に沿って、寺が重点的に配置されてい
る。寺は、有事の際には、立て籠り用の館になったり、武器庫でもあつたから、重要地点
に配置される必要があったのである。それに城下町の入口に寺社を配置するという政策は、
「ここから先に入ると神仏の罰が当たるぞ」という意味も込められている。全国に残る城
下町が、ほぼ同じような寺社の配置をしたのは、このような意味があったのである。
加賀藩の参勤交代においては、その 9 割が北国街道を利用している。南廻りのコ－スを
とったのは、10 に満たない。北国街道を利用する、というということは、城下を北へ出
る方面が重要な防衛地点だった、ということでもある。江戸時代初期とは、明らかに社会
情勢が変わっていた。そのために、浅野川沿いには、大きな「藤内」の集団が配置された
のである。
次に、金沢城下の町割りが行われたのは、1635（寛永 12）年以後のことである。この
年、金沢城下は一万戸以上が焼失するという大火があった。この大火をきっかけに、武家
屋敷町、町人町、百姓地が定められ、上級武士ほど、城の近くに住んだ。この頃は、上級
武士以外は、二階建ての住宅を建てることが禁止され、町人町では、間口が狭く、奥行き
が長い、木造平屋建ての切り妻作りの住宅がほとんどであった。町人の家は二階建ては禁
止されたが、江戸時代中期以後には、違法を承知で、二階建ての住宅を建てる人も現れた
金沢の城下町建設は、このような大火の後に、次第に整備されていった。
この金沢城の大きな特徴は、城の周囲が広大な濠で囲まれていないから、濠に対応する
町造りをしなければならなかった点にある。このような城は全国でも珍しい。卯辰山を背
景に、上級家臣団を城の近くに置き、外側へ行くほど、下級武士、農民が配置される。こ
れは城を取り囲む濠がなかったので、その代わりを、家臣団や町人、農民を弾除けとして
使った配置であったと言ってよい。町人の家が、間口が狭く奥行きが深い、という構造だ
ったのは、イザという時のために鉄砲が隠されていたからだともいわれる。そうした町人
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屋敷があちこちに配置されていたのが、金沢の城下であった。
近世の加賀藩は、非常に複雑な賤民制度を作りあげた。加賀藩における近世賤民は、
「藤
内」に代表される特異な名称であることから、部落史研究者の間でも、かなり以前から注
目を集めてきた。「藤内」の語源や意味については、加賀藩の多くの史料にも「不詳」と
か「詳かならず」とか、記されている。「藤内」には「頭」という代表者がいたが、その
頭でさえも、「先祖より藤内与申名之子細は不奉存由申候」（『国事雑抄』上編）というの
である。東日本で広く使用されている「長吏」という名称も、その意味や語源については
何ひとつ明らかになっていないが、部落問題には不明な点が大変に多い。こうした不明な
点が多いことにつけこんで、部落問題では「トンデモ本」の類が出版される傾向がある。
この「藤内」という名称は、現在の石川県と富山県域だけで聞かれる言葉である。ただ
し石川県でも、近世の大聖寺藩であつた加賀市では、「藤内」という名称は使用されてい
なかった。それに富山県でも現在の新潟県糸魚川市に近い地域でも、「藤内」という名称
は使用されていなかった。そうした点を考え合わせると、「藤内」という名称は、加賀藩
と密接に関係している言葉である、と判断して差し支えあるまい。
現在の石川県や富山県では、若い世代では、この「藤内」という言葉そのものを「聞い
たことがない」とか、
「全然知らない」ようになっている。これは全国的な傾向であるが、
地域に残っている部落問題（関連）用語を、「使うことそのものが差別である」と言われ
続けてきたから、心を許せる関係者の間では、一種の暗号のように使用して、公的には使
用しなくなったからである。そのために若い世代は「藤内」という言葉そのものを知らな
くなってきているのである。
ただし、この事が即、「問題が解決した」という理由にはならない。現在でも、石川県
とか富山県の興信所で、身元調査の依頼の実に 90 ％が「相手が藤内かどうか調べてくれ」
という内容の依頼だと言うのである。富山県や石川県では「藤内」という言葉は暗号のよ
うに使用されている。そのように使用せざるをえないのは、言う方も聞く方も「藤内」と
いう言葉が差別語である、という理由をよく知っているからである。現在、「藤内」とい
う言葉の説明としては、両方の手の指を合計しても１０本に足らない、つまり片方の手の
指が一本づつ欠けるから「とうない」なのだという、偏見としか言いようのない俗説がま
かり通っている。これは、全国各地にみられた、「部落といわれている地域は江戸時代に
士農工商のラチ外に置かれた」という俗説の亜流である。士農工商を片手の指で示せば指
が一本余る。あるいは「明治になって、四民平等の世の中になっても、そこに入れてもら
えなかった＜新平民＞だから、それを指で数えると片手では一本余る」という俗説と軌を
一にする考え方である。はっきりしているのは、「藤内」という言葉は藤内差別のために
使用されている言葉である、という点は間違いない。
この「藤内」という言葉の持つ意味や由来については、更に綿密な調査が必要と考えら
れる。ただしその際に、現在差別語として使用されているからといって、この言葉を使用
したからと、無闇矢鱈と糾弾してしまわないことである。糾弾をすれば、人は黙り込むし
かないからである。
近世の加賀藩が残した藩政史料は、『加賀藩史料』として刊行されている。その史料集
は膨大な量になる。その史料集の中には、やはりかなりの量の「藤内」関係史料が収録さ
れている。『加賀藩史料』をタネ本とした『石川県史』や『稿本金沢市史』も刊行されて
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いる。『異部落一巻』という史料集は、近世加賀藩の賤民関係の基礎史料である。『異部
落一巻』はかなり貴重な史料集である。
それらの史料を見ると、加賀藩には「藤内」
「皮多」
「物吉」
「かったい」
「舞々」
「非人」
といった被差別者がいた。それらの被差別者はそれぞれ居住地も役割も違っていた。被差
別者内部においても厳重な差別が存在した。被差別者総体の支配は、身分的には非人に属
する「藤内」が行った。「藤内」は、金沢の場合は城下町はずれの犀川沿いに居住してい
た。そこには仁蔵・三右衛門という「藤内頭」がいた。浅野川沿いには「皮多」（史料に
は「穢多」とある）が居住し、孫右衛門という「頭」が存在した。両者は「同類」ではな
く、「筋違」であつて、近世には縁組もしなかったという（『国事雑抄』上編）。「皮多」
は、時代が明治に近くなるにつれて、この他にも、「頭」が増え続け、甚太郎・九兵衛な
ども、「頭」だった。つまり、近世を通じて「皮多」人口は増え続けた、ということなの
である。『国事雑抄』上編が製作されたのは 1693（元禄 6）年で、当時は「皮多頭」は孫
右衛門一人であったが、最終的には 7 人の「頭」がいたらしい。
明治になってからも、浅野川沿いのかつての「皮多」の人達は、皮革業に携わっていた。
日露戦争当時には、金沢市内の重要工産物の上位 10 位の中に「製靴業」が入っていた。1908
（明治 41）年には「249,000 円」（『金沢市統計書』）の生産額であった。しかし、製靴業
が市内の上位 10 位に入ったのは、この時だけであった。全国的に、日露戦争当時には、
製靴業の隆盛をみたが、金沢市も例外ではなかった。戦前の金沢では、安定していた産業
は絹織物であった。それと金箔の生産である。
「藤内頭」の仁蔵の屋敷は、家族めいめいが三畳、六畳、八畳の三部屋を持っていた、
という。庭には泉水・築山もあり、大木もたくさん茂っていたと史料にはある。しかし、1874
（明治 7）年 7 月の大洪水の時に、近くを流れる犀川が大氾濫を起こして、一瞬のうちに
仁蔵の家は流されてしまった。配下の「藤内」の家も、みな流されてしまった。これらの
人達がその後、どこへいったのかよく解っていない。確実に言えることは、近世の犀川沿
いにあった「藤内」の集団居住地は、この時に消滅した、という事実である。一部の人達
は、浅野川沿いの「皮多」村へ移って行った。
4、おわりに
この「近世絵図地図資料集成・第 9 巻」は、若狭国・越前国・加賀国・能登国・越中国
の絵図及び地図、加賀国の郡絵図、金沢を中心とした城下町絵図を収録した。収録にあた
っては、古代から近世末期まで、領土・交通網・河川・都市・農村などの変遷が、歴史的
に理解できるような構成とした。この論攷においては、概説に主眼をおいて執筆したので、
詳細な内容に関しては、「解説篇」を繙くことをお勧めする。
なお、「近世絵図地図資料集成・第 10 巻」（2006 年刊行予定）においては、主として、
能登国の郡図・村絵図を、「近世絵図地図資料集成・第 11 巻」（2007 年刊行予定）におい
ては、主に、越中国の郡図・村絵図を、それぞれ掲載の予定である。
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□ ［日本輿地圖 第127舗］日本志・北陸部／若狭國地圖（越之前州敦賀郡
附）
森幸安（森謹齋）
001 筆者：
形態： 1枚

分類： 國郡圖・県圖

年代： 寛延3（1750）年10月7日序

所蔵機関： 國立公文書館 請求番号： C-0154 (085)
通し番号： 03327～03328
解説：

森幸安の編纂による、「日本輿地圖」シリーズに含まれる。寛延3（1750）年に書かれた森幸安の序文によれば、
「この地図のもともとの所有者は、若州の小濱の住人の吹田四郎左衞門で、浪華の天満の渡邊家の者が、寛保3
（1743）年に、これを模写した。その後、簗田良景が、小濱の家中より借り出してきて、校合した」と、記述されてい
る。ということは、1743年以前の徳川吉宗の治世下に書かれた地図であることは、疑いをはさむ余地がない。山
城國、越前國、近江國、丹波國、丹後國、日本海に囲繞された若狭國の地勢、山脈（青葉山、後瀬山一名白椿
山）、主要交通路、湖（三方湖・勺子湖・ヒルガノ湖）などが丁寧に描かれている。これらの国々に狭まれていて、
横、つまり東西に狭いことから、若狭國と名付けられた。かつては、小濱城は京極家の居城であったが、当時は、
酒井氏が支配していた。附図として、越前國の敦賀郡の詳細な地図が掲載されているのは、当時、この地が、小
濱城主の支配下にあったためである。現在の福井県の西南部、つまり小濱以西が若狭國に相当し、上中郡、下
中郡、三方郡、大飯（おおい）郡の4郡から構成されている。若狭國は、形が蟹ににていることに大きな特色があ
る。蟹に例えて言えば、國の左右の土地が両手（蟹鋏み）に、青島・二子島が両眼に、上中郡・下中郡が甲羅
に、諸州が甲羅の紋に、常神浦・三方湖・田負池・丹生浦が右の四足に、高濱・乙見・上瀬・青葉山（御山）が左
の四足に、それぞれ相当する。『倭名類聚抄』には「田3,139町」、『見稲簿』においては、「米80,590石」「米
93,200石」の記述がある。また、若狭國の地誌、つまり、名所・旧跡・山川・寺社・土産物などは、『若州記』に詳細
に報告されているので、その資料を参照されたい。

□ ［若狭國繪圖］

分類： 國郡圖・県圖

002 形態： 1枚
所蔵機関： 國立公文書館 請求番号： C-0188
通し番号： 03329～03330
解説：

現在の地図と異なり、北が下部に表示されているのが興味深い。おそらく、幕末期の地球物理学の渡来以前の
知識では、北を地軸運動の頂点とする地球の自転の認識が、希薄なためであったことが推測される。山城國、越
前國、近江國、丹波國、丹後國との境界に位置していて、かつ、若狭國に所属する村々の繪圖で、他國への里
程が書き込まれている貴重な資料である。越前國敦賀郡、若狭國の中心部に位置する驛名、河川、主要道路、
山脈なども記載されている。この圖の縮尺は1町5厘と明記されている。1町は60間で、約109メートルで、1厘は千
分の1尺、0.0303センチメートルに相当する。36万分の1の縮尺と言えよう。ここで言う圖式表示方法は、次のよう
に定義できる。1間が6尺（60寸）で、1.818メートル、1町が60間（360尺、3600寸）で、109.08メートル、1里が36町
で、3.92688キロメートルとなる。年記は記載されていない。
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◎近世絵図地図資料集成（第IX巻）地図解説◎

□ ［日本輿地圖 第128舗］日本志・北陸部／越前國地圖
森幸安（森謹齋）
003 筆者：
形態： 1枚

分類： 國郡圖・県圖

年代： 寶暦2（1752）年11月12日序

所蔵機関： 國立公文書館 請求番号： C-0154 (086)
通し番号： 03331～03332
解説：

森幸安（森謹齋）の編纂した「日本輿地圖」シリーズの1巻である。森幸安の序文には、寶暦2（1752）年11月12日
の日付が書かれているので、第9代将軍徳川家重の治世下に書かれた地図である。この「日本輿地圖」シリーズ
は、「日本志」の字句が示すように、各國の地誌、とくに、古代からの歴史・生産状況・人口・地理などの情報が詳
細に記載されていて、國自体の生産力を把握することが可能な貴重な資料と言えよう。「地図學」と別の「日本の
地理學」研究のひとつの方向を暗示しているようにも推測される。この地圖の解説によれば、「北陸道」の由来を、
以下のように記述している。「北陸道は古くからの都で、越之國、あるいは、越路と呼ばれていた。景行天皇25年
7月に、武内宿禰を派遣して、北陸及び東方諸国を調査させたのが、北陸が歴史上に姿を見せた最初である。
四道を定めた時に、北陸道の名称が与えられた。もともと北陸道は一つの國で、後に三州に分割され、越前、越
後、越中の呼称で呼ばれることになった。697年から706年まで君臨した文武天皇の御世に、畿内七道が置か
れ、その時、若狭國が越前國より分離された。また、養老2（718）年には、越前國の中の4郡を能登國とし、弘仁
10（819）年3月に、越前國の中の3郡を加賀國とした。弘仁年間には、北陸道には、加賀國、能登國、佐渡國、若
狭國、越中國、越前國、越後國の7箇國が分立することになった。『延喜式』には、大管12郡として、敦賀郡、丹
生郡、今立郡、足羽郡、大野郡、坂井郡、黒田郡、池上郡、榊田郡、吉田郡、坂北郡、南條郡が記載されてい
て、今立郡、黒田郡、池上郡、榊田郡、南條郡の5郡は、すでに廃止されている。後に、林春齋が古い名称を改
めて、敦賀郡、南中條郡、今南東部、今南西部、今北東部、丹生北部、大野郡、足羽南郡、足羽郡、吉田郡、坂
南郡、坂北郡の12郡とした」と、記述されている。『倭名類聚抄』には「田23,576町」、『見稲簿』には、「米682,654
石」の生産高で、陸奥、出羽、常陸、武蔵、近江に次ぎ、全国の第6位を占めている。この当時にあっては、越前
國は、美濃國、近江國・若狭國・飛騨國・加賀國に国境を接し、二千余の村落を有する北陸第一の國であったこ
とは、疑う余地がない。地図は、一見するところ、山脈が表現されたケバ圖を思わせる。主要道路、駅名、河川な
どが丁寧に書き込まれていて、当時の交通路を窺うための貴重な資料である。

□ ［日本輿地圖 第135舗］越前輿地圖
森幸安（森謹齋）
004 筆者：
形態： 1枚

分類： 國郡圖・県圖

年代： 寶暦6（1756）年7月2日序

所蔵機関： 國立公文書館 請求番号： C-0154 (091)
通し番号： 03333
解説：

森幸安（森謹齋）の編纂になる、「日本輿地圖」シリーズの1巻で、前掲の003（［日本輿地圖 第128舗］日本志・
北陸部／越前國地圖）と関連する資料である。ただ、森幸安の序文には、寶暦6（1756）年7月2日となっていて、
前掲の003（［日本輿地圖 第128舗］日本志・北陸部／越前國地圖）の序文執筆から4年を経ている。渡邊良賢
が、尾州名護屋の幅下白壁町に居住する杉崎又太郎の父に当たる杉崎南栄から借り出して、森幸安（森謹齋）
が模写している。加賀國との国境近辺の地名、及び、白山附近の山脈が、003よりも詳しく描かれているのが特色
と言えよう。「田23,576町」「米682,654石」の数字は同一である。敦賀郡、南中條郡、今南東部、今南西部、今北
東部、丹生北部、大野郡、足羽南郡、足羽郡、吉田郡、坂南郡、坂北郡の12郡と、主要交通路、驛名などが記
載されている。

□ 越前國繪圖

分類： 國郡圖・県圖

005 形態： 1枚
所蔵機関： 國立公文書館 請求番号： C-0177
通し番号： 03334～03335
解説：

敦賀郡、南條郡、今立郡、丹生郡、大野郡、足羽郡、吉田郡、坂井郡の8郡と、主要交通路、各郡の主要駅名な
どが記載された交通地圖である。國が8郡に整理されていることから考察すると、12郡分立の時代より後に描かれ
た資料であることは疑いない。驛名が多数記載されていて、当時の地名を知るための貴重な資料である。年記と
解説は書かれていない。
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◎近世絵図地図資料集成（第IX巻）地図解説◎

□ 越前國七郡繪圖

分類： 國郡圖・県圖

006 形態： 1枚
所蔵機関： 國立公文書館 請求番号： C-0176
通し番号： 03336
解説：

今立郡、南條郡、丹生郡、大野郡、足羽郡、吉田郡、坂井郡の7郡と、主要交通路、各郡の主要驛名などが記載
された交通地圖である。敦賀郡は圖示されていない。年記と解説は省略されている。圖式不祥の表記がある。

□ ［日本輿地圖 第136舗］北陸道・神廟佛刹部／越前國敦賀郡気比宮之
地指圖
森幸安（森謹齋）
007 筆者：
形態： 1枚

分類： 國郡圖・県圖

年代： 寶暦6（1756）年10月25日序

所蔵機関： 國立公文書館 請求番号： C-0154 (092)
通し番号： 03337
解説：

森幸安（森謹齋）の編纂になる、「日本輿地圖」シリーズの1巻で、越前國敦賀郡気比宮神宮の地圖である。森幸
安の序文の日付は、寶暦6（1756）年10月25日となっている。この地圖の由来は以下の通りである。紀州高野山
北の院から、江州の山田浦木に贈られた地圖を、渡邊吉賢が、写している。さらに森幸安（森謹齋）が、その写圖
を渡邊吉賢から借り出して、再度、模写した資料である。畫を敦賀津の住人備前屋吉兵衛が描き、同所の住人
吉田■右衞門が、解説を記述している。気比宮神宮は南北97間、東西120間で、文武天皇治政下の大寶2
（702）年に造営された佛刹である。

□ 越前國大野郡之圖（其一）

分類： 國郡圖・県圖

008 形態： 1枚 縦：28 ×横：38
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0031
通し番号： 03338
解説：

美濃國、飛騨國、加賀國と境を接する大野郡の圖で、地名の記載も少なく、河川の流域のみを記載した見取圖
である。大野郡は、越前國の東部に位置している。これは、南部地方の圖で、美濃國と国境を接し、西側で今立
郡、足羽郡につながっている。

□ 越前國大野郡之圖（其二）

分類： 國郡圖・県圖

009 形態： 1枚 縦：28 ×横：38
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0032
通し番号： 03338
解説：

これも大野郡の圖で、地名の記載も少なく、河川の流域のみを記載した見取圖である。大野郡は、越前國の東
部に位置していて、これは、北部地方の圖で、飛騨國、加賀國と国境を接し、西側で吉田郡につながっている。

□ 越前國今立郡之圖

分類： 國郡圖・県圖

010 形態： 1枚 縦：28 ×横：38
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0033
通し番号： 03339
解説：

足羽郡、大野郡、南條郡、丹生郡と境を接する今立郡の圖で、地名の記載も少なく、河川の流域を記載した見
取圖である。
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近世絵図地図集成Ⅸ巻・解説
◎近世絵図地図資料集成（第IX巻）地図解説◎

□ 越前國吉田郡之圖

分類： 國郡圖・県圖

011 形態： 1枚 縦：28 ×横：38
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0034
通し番号： 03339
解説：

加賀國、大野郡、足羽郡、坂井郡と境を接する吉田郡の圖で、地名の記載も少なく、河川の流域を記載した見
取圖である。

□ 越前國南條郡之圖

分類： 國郡圖・県圖

012 形態： 1枚 縦：28 ×横：38
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0035
通し番号： 03339
解説：

敦賀郡、今立郡、丹生郡と境を接する南條郡の圖で、地名の記載も少なく、河川の流域を記載した見取圖であ
る。

□ 加賀能登越中三州繪圖

分類： 加越能三國圖

013 筆者：
形態： 1枚
所蔵機関： 國立公文書館 請求番号： C-0189
通し番号： 03340
解説：

加賀・能登・越中の三州を俯瞰できる地方圖である。各交通道路の駅名が、ほとんど余すところなく網羅されてい
て、製作された当時の地名を把握するための貴重な資料である。他に、河川と山脈が書き込まれていて、解説な
どは見当たらない。越中が、婦負郡・礪波郡・射水郡・新川郡、能登が、珠洲郡・鳳至郡・羽咋郡・鹿嶋郡、加賀
が、石川郡・河北郡・能美郡・江沼郡に分割されている。「但 図式二拾四万四千二百五拾文一ニ縮ス」「針差北
ヨリ西へ四度十四分」と表示されていることから判断して、西洋の測量術の影響が見られ、おそらく、幕末期に製
作された地圖であると推測される。また、北が上部に設定され、陸地の形態も現在の地図に似ていて、距離など
も精確に測量されていることが窺える。

□ 加越能三州圖

分類： 加越能三國圖

014 形態： 1枚 縦：40 ×横：68
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0105
通し番号： 03341
解説：

024［加越能三州圖］と同一の内容である。ただ、但し書きに、「湯在之所」の記事が掲載されていないのが、唯一
の相違である。加賀・能登・越中の三州の、主要な港から全国各地への航路と、陸地交通要路を示した地圖であ
る。越中が、婦負郡・礪波郡・射水郡・新川郡、能登が、珠洲郡・鳳至郡・羽咋郡・能登郡、加賀が、石川郡・河北
郡・能美郡・江沼郡に分割されている。加賀・能登・越中の内陸交通路の道筋も、金澤を起点にした距離が示さ
れていて、当時の旅行する人々にとって、大いに活用できた地圖であろう。ただ注目すべき点は、「金澤 宮腰マ
デ一里二六町十四間 一万九百六十軒 六十六疋」「野々市 金澤マデ一里十八町 百一軒 八十疋」などの
ように、主要駅間の距離、戸数、馬の数などの地誌的な情報が、約80駅にわたって記録されていることである。当
時の藩政府の緻密な調査を知るための貴重な資料である。ただ、地圖は、上部が東に設定され、能登半島が東
西に偏平に表現されているなど、陸地の形態はかなり不正確で、見取圖の域を出ていない。
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□ 加越能三州繪圖

分類： 加越能三國圖

015 形態： 1枚 縦：50 ×横：35
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0106
通し番号： 03342
解説：

加賀・能登・越中の三州内陸部の交通要路を示した地圖である。主要な駅名のみが記載されていて、三州の内
陸交通の有様が理解できる内容で、解説や地誌の情報は全く見当たらない。地圖は、上部が東に設定され、河
川の幅が異常に広く表現されているなど、陸地の形態はかなり不正確で、見取圖そのものとして利用されたこと
を窺わせるに十分な内容である。

□ 加越能三州之略圖

分類： 加越能三國圖

016 形態： 1枚 縦：52 ×横：76
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0107
通し番号： 03343
解説：

題名の示すように、加賀・能登・越中の三州の、内陸部の交通要路を示した略圖である。解説や地誌の情報は
全く記載されていない。地圖は、上部が東に設定され、能登半島も南北に細長く、七尾湾に位置する能登島も
異常に大きく、河川の幅が通常よりかなり広く表現されているなど、陸地の形態はかなり不正確である。見取圖と
して利用されたのであろう。

□ 加越能合圖

分類： 加越能三國圖

017 形態： 1枚 縦：79 ×横：83
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0108
通し番号： 03344～03345
解説：

加賀・能登・越中の三州の、内陸部の交通要路、山脈・河川の有様を示した地圖である。025「加賀越中能登三
ケ國之圖」と類似した地圖である。駅名のみが網羅されていて、三州の内陸交通の有様が理解できる内容で、各
駅間の距離などは書き込まれていない。地圖は、上部が南に設定され、七尾湾に位置する能登島が実際の大き
さよりも小さく表現されたり、能登半島の北部が東西に偏平に描かれているなど、陸地の形態はかなり不正確で、
見取圖そのものとしての利用方法しか考えられない内容である。
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□ ［三州沿革拾弐圖并傳］

分類： 加越能三國圖

富田景周（富田痃龍）
018 筆者：
形態： 3枚 縦：27 ×横：18
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0171
通し番号： 03346～03348
解説：

018［三州沿革拾弐圖并傳］、019［三州歴史圖］、027「加越能三州沿革圖全」、028「越登賀三州志／三州沿革
圖」は内容が同一で、かつ、同じ様式で描かれている。ただ、027「加越能三州沿革圖全」、028「越登賀三州志
／三州沿革圖」の地圖では、文化9（1812）年ではなく、文化10（1813）年の地圖が掲載されている。天正9（1581）
年から文化10（1813）年まで、12期に分けた加賀・能登・越中の三州の領土変遷圖である。時代を画するような衝
撃的な出来事が起こった各年について、12種類の地圖を活用して歴史を叙述する、独創的な試みと言えよう。こ
れらの時代は、織田信長・豊臣秀吉の政権確立期から、徳川幕府の崩壊期までに相当し、これらの地圖には、
政治的・経済的な各藩の攻防の歴史が投影されている。これらの指標となる12の年について、時代背景に加え
て、日本全国各地での政治的・経済的状況を絡ませながら、解説を展開することにする。018と019の両方の地圖
を比較すると、019［三州歴史圖］は、018［三州沿革拾弐圖并傳］よりも精密で美しく、かつ、豊富な表現力で製
作されている点に大きな特色がある。ここでは、12種類の地圖を、6種類づつ2つにわけて、018と019において、
解説することにする。これらの地圖群では、いずれも、越中國が、婦負郡・礪波郡・射水郡・新川郡、能登國が、
珠洲郡・鳳至郡・羽咋郡・鹿嶋郡、加賀國が、石川郡・河北郡・能美郡・江沼郡に分割されている。
［1］天正9（1581）年の地圖
3月9日、上杉景勝が佐々成政が留守の間に、越中の小出城を攻撃（『信長公記』）。10月2日、織田信長が前田
利家の能登國支配を認める（『信長公記』）。この地圖では、これらの出来事を証明するように、越中國が佐々成
政領、加賀國石川郡・河北郡が佐久間盛政領、加賀國能美郡が丹羽長秀与力村上義明領、加賀國能美郡松
任が徳山則秀領、加賀國江沼郡が拝郷家嘉領と明記されている。前田利家は能登國鹿嶋郡の半分の支配地を
長連竜領とするも、残りの珠洲郡・鳳至郡・羽咋郡の全部と鹿嶋郡の一部を統治することになった。なお、越中國
射水郡と加賀國能美郡の一部が、それぞれ、神保氏春・菊池武勝領、柴田勝家領として明記されている。越中
國新川郡の一部には、上杉景勝領及び土肥領が記されている。
［2］天正11（1583）年の地圖
前年の天正10（1582）年の6月2日、織田信長が明智光秀の謀反により、京都の本能寺で自刃（『兼見卿記』）。天
正11（1583）年4月21日、近江の賤ケ岳で柴田勝家を破り、同人は、同24日、越前の北ノ庄において自殺（『毛利
家文書』）。天正11（1583）年4月25日に、豊臣秀吉が加賀國に進軍し、前田利家・佐々成政を服属させ、北陸を
平定（『毛利家文書』）。この地圖では、これらの事実を裏付けるように、越中國の佐々成政領、越中國射水郡の
神保氏春・菊池武勝領、能登國鹿嶋郡の半分の長連竜領、加賀國能美郡の丹羽長秀与力村上義明領は変わ
らない。しかし、新たに、加賀國石川郡・河北郡が高徳公御領、加賀國能美郡松任が瑞竜公御領、加賀國江沼
郡が丹羽長秀与力徳山則秀領と記されている。前田家は、加賀國石川郡・河北郡を領土に加えることになった。
また、加賀國能美郡の一部の柴田勝家領は、丹羽長秀に与えられた。越中國新川郡の一部の上杉景勝領、土
肥領は、既に存在していない。
［3］天正13（1585）年の地圖
8月26日、豊臣秀吉が越中國に軍を進め、佐々成政を降伏させる（『三村文書』）。この地圖では、これらの歴史
的事実を実証するように、能登國鹿嶋郡の半分の長連竜領、加賀國石川郡・河北郡の高徳公御領に変化はな
い。新たに、越中國婦負郡・礪波郡・射水郡が瑞竜公御領、加賀國能美郡が堀秀政与力村上義明領、加賀國
江沼郡が堀秀政与力溝口秀勝領、加賀國石川郡松任が豊臣秀吉公御領・寺西支配と記されている。佐々成政
領は、越中國新川郡に限定されることになった。加賀國能美郡と江沼郡において支配者の変更があったのは、4
月16日に丹羽長秀が、享年51歳で逝去して、領主が交替したためであろう。
［4］文禄2（1593）年の地圖
この時以前、加賀國・能登國・越中國では、大規模な騒乱や戦争は記録されていない。ただ、前年の天正20
（1592）年の3月26日に、豊臣秀吉が名護屋に赴いて、朝鮮への出陣を開始した「文禄の役」が開始され、同年
の4月12日においては、小西行長指揮下の第一軍が、釜山上陸に成功している（『西征日記』）。この地圖を見て
も、領地支配に大きな変更は見当たらない。能登國鹿嶋郡の半分の長連竜領、加賀國の石川郡・河北郡の高徳
公御領、越中國婦負郡・礪波郡・射水郡の瑞竜公御領は、そのままである。加賀國能美郡が堀秀治与力村上義
明領、加賀國江沼郡が堀秀治与力溝口秀勝領、加賀國石川郡松任が丹羽長重領［天正13（1585）年において、
豊臣秀吉公御領・寺西支配であった地］と記されている。加賀國能美郡と江沼郡において支配者の変更があっ
たのは、天正18（1590）年5月27日に、領主の堀秀政が、享年38歳にして逝去し、堀秀治が家督を相続したため
と推定される。越中國新川郡の佐々成政領が、豊臣秀吉公御領で、高徳公の支配する土地となり、前田家の領
地は拡大の一途を辿ることになる。
［5］文禄4（1595）年の地圖
この時も、加賀國・能登國・越中國では、記録されるような大事件は起こっていない。豊臣秀吉政権の末期に相
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当し、7月15日の豊臣秀次の自決など、豊臣家の内紛と後継者問題が俎上にのぼってきた時期である。この地圖
では、領地支配に大きな変更は見当たらない。能登國鹿嶋郡の半分の長連竜領、加賀國石川郡・河北郡の高
徳公御領、加賀國石川郡松任の丹羽長重領［天正13（1585）年において、豊臣秀吉公御領・寺西支配であった
地］、加賀國能美郡の堀秀治与力村上義明領、加賀國江沼郡の堀秀治与力溝口秀勝領、越中國婦負郡・礪波
郡・射水郡の瑞竜公御領は、そのままである。越中國新川郡の豊臣秀吉公御領が、正式に公徳公の領地に編
入された。
［6］慶長3（1598）年の地圖
8月13日、豊臣秀吉が逝去した、享年68歳。この地圖では、能登國鹿嶋郡の半分の長連竜領、加賀國石川郡・
河北郡の高徳公養老御領、越中國婦負郡・礪波郡の瑞竜公御領、加賀國石川郡松任の丹羽長重領［天正13
（1585）年において、豊臣秀吉公御領・寺西支配であった地］は、そのままである。加賀國能美郡の丹羽長重領、
加賀國江沼郡の山口宗永領が書き込まれている。越中國射水郡は瑞竜公御領から高徳公養老御領に、越中國
新川郡は高徳公養老御領から瑞竜公御領に、それぞれ編成変えされている。

□ ［三州歴史圖］

分類： 加越能三國圖

富田景周（富田痃龍）
019 筆者：
形態： 3枚 縦：29 ×横：42
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0172
通し番号： 03349～03351
解説：

［7］慶長4（1599）年の地圖
この地圖にも、大きな変化は、全く認められない。閏3月3日、享年62歳で、藩祖の前田利家公が逝去したため
に、領地の支配者が、瑞竜公に変更された。
［8］慶長5（1600）年の地圖
9月15日、徳川家康の率いる東軍が、関ケ原において、石田三成指揮下の西軍に勝利し、新しい幕藩体制の基
礎固めに入ることになった。前田家は、加賀國石川郡松任の丹羽長重領［天正13（1585）年において、豊臣秀吉
公御領・寺西支配であった地］、加賀國能美郡の丹羽長重領、加賀國江沼郡の山口宗永領を自領に組み入
れ、加賀國・能登國・越中國全土の支配者となった。
［9］慶長10（1605）年の地圖
慶長8（1603）年2月12日、徳川家康が、朝廷から征夷大将軍に任命され、徳川幕府の政治支配が始まった。前
田家が加賀國・能登國・越中國全土の支配者として、徳川幕府から認められて以来、領土の大規模な拡大など
は見られず、各郡の支配者が、随時入れ替わるぐらいの変更しか認められない。越中國新川郡が瑞竜公御養老
領となり、残りの土地の支配者は微妙公である。
［10］慶長19（1614）年の地圖
豊臣家の滅亡を意図した大坂冬の陣が10月1日に始まり、徳川方の圧勝に終わり、徳川幕藩体制は、一層揺る
ぎないものとなっていた。地圖上の領地の変更はほとんどない。ただ、越中國新川郡の瑞竜公御養老領が微妙
公の所領ったくらいで、前田家の体制が盤石となっていったことが窺える。
［11］寛永16（1639）年の地圖
徳川家光が第三代将軍に就任し、8月5日のポルトガル人の来航禁止の幕府命令をもって、鎖国体制が完成し
た時代である。全土が前田陽廣公の御領となり、越中國の婦負郡・新川郡の一部、加賀國の能美郡の一部が前
田利次公の、加賀國の江沼郡が前田利治公の、加賀國の能美郡の大部分が微妙公の、それぞれの領土となっ
ている。
［12］文化9（1812）年の地圖
海外からの門戸開放の要請が相次ぎ、徳川幕藩体制が揺らぎ始めた時期に相当する。領地の大きさにも全く変
化はなく、親族、子弟たちの間での各支藩の支配者の交替があっただけである。この地圖では、加賀國の江沼
郡が大聖寺領、越中國の婦負郡、新川郡の富山が富山領と明記されている。当時の藩主は前田齋廣公である。

□ 天正十一年之圖

分類： 加越能三國圖

020 形態： 1枚 縦：27 ×横：37
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0173
通し番号： 03352
解説：

027の「加越能三州沿革圖全」の「天正十一年之圖」に酷似した内容である。圖式、表現方法、地誌情報におい
てもほぼ同一であると言って差しつかえない。ただ、特長として、越中國の婦負郡・礪波郡・射水郡・新川郡、能
登國の珠洲郡・鳳至郡・羽咋郡・鹿島郡、加賀國の石川郡・河北郡・能美郡・江沼郡の区域が畫定されているこ
とがあげられる。おそらく、027をさらに精密に改訂した地圖であると推測される。
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□ 加越能三州郡分略繪圖
石黒信由（石黒藤右衞門）［製圖］
021 筆者：
形態： 1枚 縦：74 ×横：72

分類： 加越能三國圖
年代： 文政8（1825）年4月［製圖年］

所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0174
通し番号： 03353～03354
解説：

021、022、023は同一の内容である。ただ、地圖に記載されている情報が若干異なっているので、あえて、掲載し
た。いずれも、越中國4郡（婦負郡・礪波郡・射水郡・新川郡）、能登國4郡（珠洲郡・鳳至郡・羽咋郡・鹿嶋郡）、
加賀國4郡（石川郡・河北郡・能美郡・江沼郡）、佐渡國、越後國日本海沿岸部の一部を掲載した略繪圖で、各
國の主要な港間の連絡航路が説明されている。それによれば、舟路では、能登國の珠洲崎から佐渡國の澤崎ま
で35里、越中國の伏木港まで30里、能登國の名舟村から■倉嶋まで17里、能登國の福浦湊から加賀國の安宅
湊まで26里と書かれている。おそらく、航路圖、陸地交通圖として利用された地圖であろう。原圖は、譯、村落、
道路、河川、海、山脈、國境、郡境が異なって彩色されていて、理解しやすい。また、譯間の道筋も描かれている
が、距離などは記されていない。この地圖を製作した石黒藤右衞門信由は、越中國の射水郡の住民である。この
圖幅は、東が上部となっていて、「銃卒屯所」「郡代」「組外在番」「人持在番」の附箋が9枚貼られているのが眼に
つく。「圖式が曲尺の3寸6分（10.908センチメートル）を以て、道程10里（40キロメートル）に準ずる」と記載されて
いる事実から推察すると、縮尺は366,703分の1、約37万分の1となる。製圖者の石黒信由の略歴は以下の通りで
ある。石黒藤右衞門は通称である。越中國射水郡高木村の出身で、代々、村役人や郡役人の家柄で、寶暦10
（1760）年12月28日に、この世に生を享けている。天明2（1782）年、富山の中田高寛について、関流の算學を、
その後、金澤の宮井安泰に測量術を、金澤の西村太沖に天文學と暦學を、それぞれ學び、伊能忠敬とも親交が
あった。加賀藩に雇用され、検地や測量に従事し、文政2（1819）年に、加越能三州の地圖作成を命じられ、天保
6（1835）年に完成した。021、022、023の地圖群は、製圖年が文政8（1825）年4月であることから考えて、おそら
く、加越能三州の正式な地圖を作成する以前に、予備的に描かれた資料であろう。地圖の内容も粗略な感は免
れない。

□ 加越能三州郡分略繪圖
石黒信由（石黒藤右衞門）［製圖］
022 筆者：
形態： 1枚 縦：72 ×横：73

分類： 加越能三國圖
年代： 文政8（1825）年4月［製圖年］

所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0175
通し番号： 03355～03356
解説：

021、022、023は同一の内容である。ただ、地圖に記載されている情報が若干異なっているので、あえて掲載し
た。詳細な内容については、021の解説を参照することをお勧めする。この圖幅には、附箋が見られない。圖の説
明として、「御公領・大聖寺・富山領境」が加えられている。

□ 加越能三州郡分略繪圖
石黒信由（石黒藤右衞門）［製圖］
023 筆者：
形態： 1枚 縦：72 ×横：73

分類： 加越能三國圖
年代： 文政8（1825）年4月［製圖年］

所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0176
通し番号： 03357～03358
解説：

021、022、023は同一の内容である。ただ、地圖に記載されている情報が若干異なっているので、あえて掲載し
た。詳細な内容については、021の解説を参照することが妥当である。この圖幅にも、附箋が見られず、圖の説明
として、「御公領・大聖寺・富山領境」が加えられていて、海上交通の情報が削除されている。

□ ［加越能三州圖］

分類： 加越能三國圖

024 形態： 1枚 縦：40 ×横：67
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0177
通し番号： 03359
解説：

014「加越能三州圖」と同一の内容である。ただ、但し書きに、「湯在之所」の記事が掲載されているが、唯一の相
違である。地圖の詳細な内容説明に関しては、024［加越能三州圖］の解説を参照。
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□ 加賀越中能登三ケ國之圖

分類： 加越能三國圖

025 形態： 1枚 縦：79 ×横：78
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0178
通し番号： 03360～03361
解説：

加賀・能登・越中の三州の、内陸部の交通要路・山脈・河川の有様を示した地圖である。017「加越能合圖」と類
似した地圖である。驛名のみが網羅されていて、三州の内陸交通の有様が、容易に理解できる内容で、各駅間
の距離などは書き込まれていない。地圖は、上部が南に設定され、七尾湾に位置する能登島が実際の大きさより
も小さく表現されいる。能登半島の上部が東西に偏平に描かれているなど、陸地の形態はかなり不正確で、見取
圖そのものとしての利用方法しか考えられない内容である。017よりも、美しくかつ読みやすく製圖されている。

□ 加越能三箇國概測圖

分類： 加越能三國圖

026 形態： 1枚 縦：96 ×横：78
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0179
通し番号： 03362～03363
解説：

経線、緯線が表示されていて、山がケバ圖で表現されていることから考察すると、幕末以降、比較的新しい時代
に製作された地圖であろう。経度10分、緯度10分の枡目で区切られていて、圍積17里7563、経度10分の里程3
里765734、経度1分の里程0.3765734里、緯度10分の里程4里715213、緯度1分の里程0.4715213里と表示され
ている。

□ 加越能三州沿革圖全

分類： 加越能三國圖

加賀藩士（無名） 年代： 天保15（1844）8月
027 筆者：
形態： 3枚 縦：26.5 ×横：18.5
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0180
通し番号： 03364～03369
解説：

018［三州沿革拾弐圖并傳］、019［三州歴史圖］、027「加越能三州沿革圖全」、028「越登賀三州志／三州沿革
圖」は内容が同一である。ただ、この地圖と028の地圖は、文化9（1812）年でなくて、文化10（1813）年の地圖が掲
載されている。前述のように、天正9（1581）年から文化10（1813）年まで、12期に分けた加賀・能登・越中の三州
の領土変遷圖である。時代を画するような衝撃的な出来事が起こった各年について、12種類の地圖を活用して
歴史を叙述している点は同じである。これらの時代は、織田信長・豊臣秀吉の政権確立期から、徳川幕府の崩壊
期までに相当し、これらの地圖には、政治的・経済的な各藩の攻防の歴史が投影されていると言えよう。地圖の
内容に関しては、018［三州沿革拾弐圖并傳］、019［三州歴史圖］の解説を参照されたい。四種類の地圖を比較
すると、この地圖は、018［三州沿革拾弐圖并傳］、019［三州歴史圖］よりも精密であり、かつ、地誌の情報が豊富
であるのが一大特色となっている。無名の加賀藩士が、「以前に描かれた、富田景周の製作による地圖が表現
的に粗雑であり、大きな誤りを犯していて、道程などを知ることが不可能なために、精密な測量を実行して、この
資料を製作した」と記している。いわゆる、前者の地圖の増補・改訂版と言った内容構成である。地名や人名も正
確に記されていて、路程圖も緻密に描かれていて、四者を比較しながら考究する価値があろう。
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□ 越登賀三州志／三州沿革圖

分類： 加越能三國圖

富田景周（富田痃龍）
028 筆者：
形態： 3枚 縦：26.5 ×横：18.5
所蔵機関： 國立國会圖書館 請求番号： 189ー209
通し番号： 03370～03373
解説：

018［三州沿革拾弐圖并傳］、019［三州歴史圖］、027「加越能三州沿革圖全」、028「越登賀三州志／三州沿革
圖」は内容が同一である。ただ、この地圖では、文化9（1812）年でなく、文化10（1813）年の地圖が掲載されてい
る。製作者も、018［三州沿革拾弐圖并傳］、019［三州歴史圖］と同じく、富田景周である。地圖を閲覧してみる
と、内容はまったく同じで、筆跡が異なるだけなので、写本である可能性が高い。詳細な地圖の内容や地誌に関
しては、018［三州沿革拾弐圖并傳］、019［三州歴史圖］、027「加越能三州沿革圖全」の解説を参照されたい。
018、019及び028の筆者の富田景周（とだ かげちか）は、延享3（1746）年に生まれ、文政11（1828）年2月21日に
歿している。加賀金澤の慈雲寺に墓所がある。加賀藩士に列せられている。富田宗家の養子となり、安永2
（1773）年に、2500石の家督を相続。御算用場奉行、能州御預地方御用を勤め、文政1（1818）年に致仕。加賀
藩の地誌を収集、調査したことで知られている。著作に、『越登賀三州志』（寛政10-文政2）、『越金澤紀事』（文
政6）、『御年表并御系図志』（文化4）、『三州地理志稿』（文化12）など多数がある。

□ 加能越三州海邊筋村建等分間繪圖

分類： 加越能の郡圖

029 形態： 1巻（巻物） 縦： ×横：
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0218
通し番号： 03374～03382
解説：

越前國との境界に位置する越中國の東端から、富山灣に沿って、能登半島を一周し、加賀國の細呂木までの路
程圖である。この道程に位置する海辺の村落の地理的な情報が満載された貴重な資料である。譯所や人家町
建所は言うに及ばず、村落名称、垣内、御預町・富山御領・大聖寺御領・土方領村建、御預所・御私領入會村、
橋、城跡、館屋敷跡、神社、佛閣、御塩藏、御高札、河川、潟、山、郡境などが詳細にかつ丁寧に表示されてい
て、当時の加能越三州の地理的な状況を容易に理解できる情報が含まれている。「曲尺1分（0.303センチメート
ル）を以て道程1町（60間、約109メートル）に準ずる」と書き記されていることから考察すると、縮尺は35,973分の
1、約3万6千分の1となる。

□ ［日本輿地圖 第129舗］加賀國地圖
森幸安（森謹齋）
030 筆者：
形態： 1枚

分類： 國郡圖・県圖

年代： 寶暦2（1752）年11月16日序

所蔵機関： 國立公文書館 請求番号： C-0154 (087)
通し番号： 03383
解説：

森幸安の編纂による「日本輿地圖」シリーズに含まれる。寶暦2（1752）年に書かれた序文において、森幸安は、
加賀國の由来を以下のように記している。「加賀國は、古代から越前州に属していて、弘仁10（819）年3月、その
3郡が分離して形成された。その後に、加賀國は、最初の江沼郡・能美郡・石川郡・加賀郡に、川北郡（河北郡）
が加わり、合計5郡となったが、加賀郡が廃止になり、現在の4郡となった。飛騨、越中、越前、能登と國境を接
し、西部が海濱につながっている。東西は、長くて15里、短くて6里余、南北24里に亘っている」と、記述されてい
る。『倭名類聚抄』には「田12,536町」、『見稲簿』には、「米442,570石」、「村邑の数1千余」と報告されている。中
世においては、朝倉氏、浄土真宗一派が支配するところとなった。天正11（1583）年に前田利家が豊臣秀吉から
加賀國石川郡・河北郡を賜って以来、この当時の加賀國・能登國・越中國の合計石高は、120余万石であった。
前田利家が金澤に築城して以降、神社・佛閣・寺院なども建立されて、繁栄を究めることになった。加賀國の江
沼郡・能美郡・石川郡・川北郡（河北郡）の交通要路圖で、國境や山脈なども丁寧に描かれていて、当時の地理
的情報を把握するための貴重な資料である。
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□ 加州一國之全圖

分類： 加賀國圖

031 形態： 1枚 縦：77 ×横：80
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0150
通し番号： 03384～03385
解説：

村落名が詳細に書き記された加賀國の交通地圖で、東南部、つまり、越中との國境部が上部となっている。主要
な道路とその支線が描かれていて、各村落の相対的な位置が把握できるのが特色である。各譯間の距離などは
記されていない。見取圖に属する資料である。加賀國4郡の、組単位名称、石高、村数が記されている。それに
よれば、「江沼郡 大聖寺領分」「能美郡 10組 11万624石8斗 246ケ村」「石川郡 9組 17万821石4斗 329ケ
村」「河北郡 7組 8万1,348石3斗 270ケ村」と、詳細に報告されている。

□ ［加賀國略繪圖］

分類： 加賀國圖

032 形態： 1枚 縦：49 ×横：65
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0159
通し番号： 03386
解説：

金澤、津幡、埴生、山中、大聖寺、小松、別宮など加賀國の主要な譯から、各譯までの里程を示した交通圖で、
東部、つまり越中との國境地帯が上部となっている。特に、金澤から大聖寺まで、金澤から木滑まで、金澤から埴
生まで、金澤から今濱まで、小松から別宮まで、小松→大聖寺→山中→粟津→小松の里程が詳細に記されてい
るのは、当時、これらの地域が、生活的・経済的・政治的に重要な地位を占めていたからであろう。欄外に、金澤
から33地点への里程が書き込まれていて、交通圖として、非常に有用な資料である。
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□ 加賀國四郡組分繪圖

分類： 加賀國圖

天保15（1844）年10月
033 年代：
形態： 1枚 縦：64 ×横：85
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0169
通し番号： 03387～03388
解説：

「1里が曲尺の1寸2分」を以て表示されているので、縮尺は、約11万分の1となる。加賀國4郡の各組単位での繪
圖で、主要な交通路、譯名、村落名、町名、河川、海、潟、郡境、白山下御公領、御藏所、山脈などが圖示され
ていて、欄外には、地誌的情報が豊富に積載された貴重な資料で、幕末期の加賀國の有様を俯瞰することがで
きる。加賀國4郡の地誌的情報を整理して紹介すると、以下のようになる。
（1）大聖寺御領［江沼郡、能美郡の一部］
＊西之庄［16ケ村。内2ケ村は大聖寺持分で、山田町領、大聖寺町領］
＊北濱［19ケ村。内1ケ村は能美郡に属する］
＊山中谷［17ケ村］
＊瀉廻［21ケ村。内7ケ村は能美郡に属する］
＊能美境［19ケ村。内3ケ村は能美郡に属する］
＊那谷谷［22ケ村］
＊四十九谷［19ケ村］
＊奥山方［21ケ村］
＊合計［154ケ村。内143ケ村は江沼郡、内11ケ村は能美郡に属する。他は大聖寺町］
（2）能美郡［7組］
＊苗代組［29ケ村］
＊輕海組［38ケ村］
＊板津組［33ケ村］
＊粟津組［38ケ村。内10ケ村は小松町に属する］
＊徳橋組［34ケ村］
＊山上組［38ケ村］
＊北板津組［39ケ村］
＊合計［249ケ村。他に、小松、安宅、湊がある］
（3）白山下
＊御公領［18ケ村］
＊平泉寺支配［1ケ村］
（4）石川郡［8組］
＊河内組［31ケ村］
＊林組［39ケ村］
＊山島組［34ケ村］
＊中奥組［37ケ村］
＊富樫組［41ケ村］
＊米丸組［52ケ村］
＊戸板組［41ケ村］
＊鞍月組［54ケ村］
＊合計［329ケ村。他に、金澤、宮腰、松任、本吉がある］
（5）河北郡［6組］
＊金浦組［56ケ村］
＊小坂組［49ケ村］
＊五箇庄組［45ケ村］
＊井上組［45ケ村］
＊英組［36ケ村］
＊金津組［37ケ村］
＊合計［268ケ村］
（6）加州一國
＊合計［1,019ケ村。内846ケ村が御領、173ケ村が他領。他には、大聖寺、小松、安宅、湊、金澤、宮腰、松任、
本吉の8ケ所があり、内7ケ所は御領、1ケ所は他領］
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□ 加賀國略圖

分類： 加賀國圖

034 形態： 1枚 縦：65 ×横：107
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0182
通し番号： 03389～03390
解説：

032［加賀國略繪圖］を増補・改訂して、より精密に作成した加賀國の交通要路圖である。前掲の地圖と同様に、
金澤、津幡、埴生、山中、大聖寺、小松、別宮など加賀國の主要な譯から、各譯までの里程が表示されていて、
東部、つまり越中との國境地帯が上部となっている。山脈や河川、潟、海、道路などの表現も、さらに、精巧に
なっていて、解読する不便さを感じさせない資料になっている。貸屋、角場、藏、高札、捨馬高札が、新たに表示
されていて、興味をひく。特に、金澤から小松を経て大聖寺まで、金澤から白山山麓まで、金澤から津幡を経由
して倶利伽羅まで、金澤から宮腰を経て高松まで、小松から白山山麓まで、小松→大聖寺→山中→粟津→小松
の里程が詳細に記されているのは、当時、これらの地域が、生活的・経済的・政治的に重要な地位を占めていた
からであろう。欄外に、金澤から44地点への里程が書き込まれていて、交通圖として、非常に有用な資料である。

□ 加賀國略繪圖

分類： 加賀國圖

035 形態： 1枚 縦：66 ×横：75
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0183
通し番号： 03391～03392
解説：

031「加州一國之全圖」と類似した内容の地圖で、陸地や道路の表現形態及び方位の表示が、酷似している。た
だ、地名の掲載数が多く、製圖の上でも、より精巧に作成されている。村落名が詳細に書き記された、加賀國の
交通地圖で、東南部、つまり越中との國境部が上部となっている。主要な道路とその支線が描かれていて、各村
落の相対的な位置が把握できるのが特色である。各譯間の距離などは記されていない。見取圖に属する資料で
ある。031「加州一國之全圖」に書かれている加賀國4郡の、組単位名称、石高、村数は省略されている。

□ ［日本輿地圖 第137舗］日本輿地神廟佛刹部／賀州白山之繪圖
森幸安（森謹齋）
036 筆者：
形態： 1枚

分類： 國郡圖・県圖

年代： 寶暦5（1755）年9月24日序

所蔵機関： 國立公文書館 請求番号： C-0154 (093)
通し番号： 03393
解説：

森幸安（森謹齋）の編纂になる、「日本輿地圖」シリーズの1巻で、加賀國白山禪定の地圖である。森幸安の序文
の日付は、寶暦5（1755）年9月24日。この地圖の由来は以下の通りである。「靈峰白山の歴史は古く、白山妙里
大権現は、天照大神の御母の、天神7代目のイザナギ尊の靈體で、白山峯を城都として、神代の國を治めた。第
44代の元正天皇［715-724在位］の治世下の養老元［717］年4月1日、越知大徳泰澄が万民が信仰できる道を開
いた。弟子の寶代坊を別当に、右京進安本を神司に、それぞれ任命した。れが1千余年に及んだ」と、『白山縁
起』に記されている。白山は、6-7月は雪が降らないが、残雪があり、8月に初雪を見る。年中、雪を見ることができ
る靈峰である。手取川の上流の尾添村から、天照豊太神を祀ってある白山絶頂の大御前社までの道程は険し
く、いくつもの山々の谷間を通過して、ようやく辿り着くことができる。

□ ［日本輿地圖 第138舗］［加州南邊圖］

分類： 國郡圖・県圖

森幸安（森謹齋）
037 筆者：
形態： 1枚
所蔵機関： 國立公文書館 請求番号： C-0154 (094)
通し番号： 03394
解説：

國立公文書館の目録には［日本輿地圖 第138舗］［加州南邊圖］と記載されているのみである。地圖を閲する
と、小松城下から木場潟までの附近の村落の見取圖である。小松城を中心として、約10キロメートル四方が描か
れている。北が上部になっていて、小松城の真北、約1里半の所に、日本海に面した港町の安宅がある。［加州
南邊圖］と称するのは、正鵠を得ていない。「加賀國小松周辺圖」とするのが適切であろう。
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□ 河北郡一町五厘略繪圖

分類： 加越能の郡圖

038 形態： 2枚 縦：41 ×横：57
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0164
通し番号： 03395～03396
解説：

河北郡は、北で能登國の羽咋郡、南で石川郡、東で越中國と、それぞれ國境を接し、西で日本海に連なる。東
部が山岳地帯で、西部は穀倉地帯である。038（2枚）、039、040、046の、合計全5枚の地圖は、内容がほぼ同一
で、河北郡の各驛間の詳細を究めた道程圖である。若干の相違があるために、全て記載した。以下、相違する
箇所を中心に、解説を展開することにする。いずれも、1町（60間、約109メートル）が5厘（0.1515センチメートル）
として表記された地圖である。7万2千分の1の縮尺と言えよう。038（IX-038-001 [03395]）、039、046は、表記の方
法が同一である。村、驛、町、神社、御藏所、御高札、道路、池、河川、潟、海、山地の表示は変わらないが、年
記は記載されていない。039、046には天保10年8月の年記があり、村数合計が269ケ村となっていて、小坂組が1
ケ村増加して、50ケ村になっているのみが、相違する点である。組分は、金浦組56ケ村、小坂組49ケ村、五箇庄
組45ケ村、井上組45ケ村、英組36ケ村、金津組37ケ村、合計268ケ村（6組）と記述されている。038（IX-038-002
[03396]）、040は、表記の方法が同一である。村、驛、町、神社、御藏所、御高札、道路、池、河川、潟、海、山地
の表示や年記は記載されていない。村数の合計表記も見当たらず、14区、15区、16区、17区、18区の5区制と
なっている。天保10年8月には6組となっていて、後に、町村の区画整理が実行され、5区となったと推論すれば、
これらの地圖群は、おそらく、この時期以降に製作された地圖であろう。ただ、038（IX-038-001 [03395]）、039、
046との大きな差異は特定できなかった。

□ 河北郡一町五厘略繪圖

分類： 加越能の郡圖

天保10（1839）年8月
039 年代：
形態： 1枚 縦：41 ×横：65
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0199*2
通し番号： 03397
解説：

039、046には天保10年8月の年記があり、村数合計が269ケ村となっていて、小坂組が1ケ村増加して、50ケ村に
なっているのみが、相違する点である。組分は、金浦組56ケ村、小坂組50ケ村、五箇庄組45ケ村、井上組45ケ
村、英組36ケ村、金津組37ケ村、合計269ケ村（6組）と記述されている。046とは筆跡が異なるのみで、他は全く
同一の内容である。

□ 河北郡一町五厘略繪圖

分類： 加越能の郡圖

040 形態： 1枚 縦： ×横：
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0216
通し番号： 03398
解説：

038（IX-038-002 [03396]）、040は、表記の方法が同一である。村、驛、町、神社、御藏所、御高札、道路、池、
河川、潟、海、山地の表示や年記は記載されていない。村数の合計表記も見当たらず、14区、15区、16区、17
区、18区の5区制となっている。おそらく、この点から推論すると、天保10年8月には6組となっているので、この時
以降に、町村の区画整理が実行され、5区となったと推論すれば、これらの地圖群は、それ以後に製作された地
圖であろう。ただ、038（IX-038-001 [03395]）、039、046との大きな差異は特定できなかった。

□ ［加州河北郡略繪圖］

分類： 加越能の郡圖

041 形態： 1枚 縦：80 ×横：153
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0217*1
通し番号： 03399～03400
解説：

041、043、044は類似した内容の地圖である。湯涌之郷、金浦之郷、小坂之庄、井上之庄、五ケ之庄、河村之
郷、英之郷、笠野之郷、鞍着之庄、金津之庄の、合計10箇所の河北郡の郷庄の道程圖で、東が上部になって
いる。河北潟に流れ込む河川の流路、主要道路の各驛、山脈などが丁寧に書き込まれていた交通要路圖とも言
うべき内容である。河北潟は地名としては、表示されていない。年記、解説は記述がない。この地圖は10箇所の
郷庄から構成されていて、天保10年8月には6組となっているので、この点から推論すると、この時以前の、町村
の区画整理が実行さていない時代に製作された地圖群であろう。
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□ 河北郡繪圖

分類： 加越能の郡圖

042 形態： 1枚 縦：38 ×横：65
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0230
通し番号： 03401
解説：

各主要道路の驛名を記した道程圖である。河川の流路は示されているが、それらの名称は表記されていない。
道路、驛、町、村、河川、海、潟、山脈などが表示された略圖の範疇に属する。1里（4キロメートル）を1寸8分
（5.454センチメートル）で表記した、縮尺約7万3千分の1の見取圖である。

□ 賀州河北郡之圖

分類： 加越能の郡圖

043 形態： 1枚 縦：84 ×横：92
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0235
通し番号： 03402～03403
解説：

湯涌郷、金浦郷、小坂郷、井上郷、五ケ郷、河村郷、英田郷、笠野郷、鞍ツキ郷、金津郷の、合計10箇所の河北
郡の郷の道程圖で、東が上部になっている。河北潟に流れ込む河川の流路、主要道路の各驛、山脈などが丁
寧に書き込まれていた交通要路圖とも言うべき内容である。河北潟の地名が表示されていて、未詳の地名が数
多く見られるのが、041、044との相違点である。年記、解説は記述がない。おそらく、041、044よりも過去の時代に
作成されて、改訂・増補された地圖が、041、044であると推論できよう。041、044と製作方針の類似した、粗略な
内容の見取圖である。この地圖も10箇所の郷から構成されていて、天保10年8月には6組となっているので、この
点から推論すると、この時以前の、町村の区画整理が実行されていない時代に製作された地圖群であろう。

□ ［河北郡繪圖］

分類： 加越能の郡圖

044 形態： 1枚 縦：94 ×横：104
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0236
通し番号： 03404～03405
解説：

河北潟の地名が表示されてなく、未詳の地名もないのが、043との相違点である。年記、解説は記述がない。お
そらく、043よりも新しい時代に作成され、改訂・増補された地圖が、041、044であると推論できよう。041、044と製
作方針の類似した、粗略な内容の見取圖である。この地圖も10箇所の郷から構成されていて、天保10年8月には
6組となっているので、この点から推論すると、この時以前の、町村の区画整理が実行されていない時代に製作さ
れた地圖群であろう。ただ、各郷や庄の村数が記載されているのは、043には見られないところである。043より
も、地圖の表記が粗略な感は否めない。

□ ［河北郡組分繪圖］

分類： 加越能の郡圖

045 形態： 1枚 縦：28 ×横：40
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0237
通し番号： 03406
解説：

組分は、金浦組56ケ村、小坂組49ケ村、五箇庄組45ケ村、井上組45ケ村、英組36ケ村、金津組37ケ村、合計
268ケ村（6組）と記述されていて、039、046に見られる村の総数と同一である。驛名がほとんど網羅された道程圖
で、郡内の交通には大いに役立てられた地圖であろう。日連宗8末寺、一向宗30末寺が記載されているのが特
筆すべき事柄で、前田利家の支配以前、宗教勢力が一大権力を握っていたことを窺わせる内容である。一向宗
の末寺は、河北郡の北部と中央部に多く存在し、南部にはほとんど見られないのは、注目に値しよう。さまざまな
意味において、数々の問題点を含んだ資料である。
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近世絵図地図集成Ⅸ巻・解説
◎近世絵図地図資料集成（第IX巻）地図解説◎

□ 河北郡一町五厘略繪圖

分類： 加越能の郡圖

天保10（1839）年8月
046 年代：
形態： 1枚 縦：40 ×横：63
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0238
通し番号： 03407
解説：

村、驛、町、神社、御藏所、御高札、道路、池、河川、潟、海、山地の表示は変わらない。039、046には天保10年
8月の年記があり、村数合計が269ケ村となっていて、小坂組が1ケ村増加して、50ケ村になっているのみが、相
違する点である。組分は、金浦組56ケ村、小坂組50ケ村、五箇庄組45ケ村、井上組45ケ村、英組36ケ村、金津
組37ケ村、合計269ケ村（6組）と記述されている。039とは筆跡が異なるのみで、他は全く同一の内容である。

□ ［河北郡圖］

分類： 加越能の郡圖

047 形態： 1枚 縦：50 ×横：53
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0239
通し番号： 03408
解説：

金浦組、笠野組、五ケ庄組、井家組、英組、金津組、濱金津組の合計7組の支配下にあった時代の河北郡の交
通要路圖である。前掲の地圖と比較・考察してみると、小坂組が見当たらず、笠野組、濱金津組が表記されてい
る。河北潟は、内潟と記されている。河川、山脈も表示されているが、名称は見当たらない。粗略な地圖である。

□ 加陽河北郡圖

分類： 加越能の郡圖

048 形態： 1枚 縦：40 ×横：56
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0240
通し番号： 03409
解説：

河北潟が南北に異常に大きく描かれた見取圖である。北は津幡を越えて高松付近まで、南は金澤近辺を流れる
浅野川の下流付近まで広がっているのが特長的である。現在のように干拓が進行していない時代には、このよう
な形のままであることも、ありうることである。だが、この異常とも思える形態の地圖を作成した原因を、検証するこ
とはできなかった。霞ケ浦が現在のような形になる以前の、利根川の巨大な水路の一部分として描かれた地圖を
垣間見たこともあるので、性急な判断は差し控えなければならない。

□ 江沼郡并能美郡之内村々組分繪圖

分類： 加越能の郡圖

049 形態： 1枚 縦：41 ×横：57
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0165
通し番号： 03410
解説：

049、050、051、052、053、062は同じ内容で、同一の圖式で製作された地圖であるが、若干の相違があるため
に、掲載した。特に、050、063と類似している。以下、相違点のみを枚挙することにする。江沼郡は、北で能美郡
と、東で石川郡と、南で越前國坂井郡と境を接し、西は日本海に面した地域である。北部が穀倉地帯で、南部の
山岳地帯は越前國まで連なっている。1里を以て、曲尺1寸2分に相当するので、縮尺は、約11万分の1となる。動
橋村重作組、山代新村平兵衞組、小菅波村善助組、小塩辻村源太郎組の、合計154ケ村（内、143ケ村は江沼
郡、11ケ村は能美郡に、それぞれ属している）と大聖寺町から構成されている。また、この地圖においては、能美
郡との境界にある今江潟、能美郡にある木場潟、江沼郡にある柴山潟は連結されていて、柴山潟の西方に南北
に細長い潟も見られる。現在の地圖を参照して見ると、今江潟及び柴山潟の西方の南北に細長い潟は既にな
く、木場潟と柴山潟のみを見いだすことができるが、形態が当時とかなり異なっていて、その後の埋立などによる
変更を特定することはできなかった。驛、町、村、御藏所、御高札、道路、河川、潟、海、郡境、大聖寺御領境、
山地などが表示され、村々の間の交通路が鮮明に描かれている。年記や解説は、記載されていない。能美郡の
一部の村落が書き込まれているのは、組の支配が郡を越えているためである。なお、大聖寺町は白山5院の一つ
である大聖寺の門前町として発達し、後に、前田家の支藩の城下町として発展した。現在の、石川県加賀市の中
心部に位置している。この時代には、大聖寺が領地を所有していて、前田藩の支配を受けていなかったことは明
確である。
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◎近世絵図地図資料集成（第IX巻）地図解説◎

□ 江沼郡并能美郡之内村々組分繪圖

分類： 加越能の郡圖

050 形態： 1枚 縦：54 ×横：39
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0206
通し番号： 03411
解説：

049、050、051、052、053、061、062は同じ内容で、同一の圖式で製作された地圖であるが、若干の相違があるた
めに、掲載した。特に、049、063と類似している。欄外に各組の村数が記載されているのが049との相違点で、他
は同一の内容である。以下、村の数を列挙してみる。動橋村重作組（35ケ村）、山代新村平兵衞組（39ケ村）、小
菅波村善助組（45ケ村）、小塩辻村源太郎組（33ケ村）の、合計154ケ村（内、143ケ村は江沼郡、11ケ村は能美
郡に、それぞれ属している）と大聖寺町から構成されている。また、この地圖においては、能美郡との境界にある
今江潟、能美郡にある木場潟、江沼郡にある柴山潟は連結されていて、柴山潟の西方に南北に細長い潟も見ら
れる。

□ 江沼郡并能美郡之内村々組分繪圖
石黒信由（石黒藤右衞門）［製圖］
051 筆者：
形態： 1枚 縦：38 ×横：53

分類： 加越能の郡圖

年代： 天保9（1838）年

所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0207
通し番号： 03412
解説：

049及び050に見られる、動橋村重作組、山代新村平兵衞組、小菅波村善助組、小塩辻村源太郎組の表記がな
くなり、西ノ庄（16ケ村）、北濱（19ケ村）、山中谷（17ケ村）、潟廻リ（21ケ村）、能美境（19ケ村）、那谷谷（22ケ
村）、四十九谷（19ケ村）、奥山方（21ケ村）の8地域に、名称が変更されている。村数はそののままで、合計154ケ
村（内、143ケ村は江沼郡、11ケ村は能美郡に、それぞれ属している）と大聖寺町から構成されている。また、この
地圖においては、能美郡との境界にある今江潟、能美郡にある木場潟、江沼郡にある柴山潟は連結されてい
て、柴山潟の西方に南北に細長い潟も見られる。天保9（1838）年の年記と、「高木村の藤右エ門製圖」の記載が
見られ、解説は書かれていない。全体的に見て、虫食いが甚だしく、これが、この地圖の解析を困難にしていると
言えよう。「高木村の藤右エ門」とは、石黒信由のに他ならない。

□ 江沼郡組分繪圖

分類： 加越能の郡圖

052 形態： 1枚 縦：49 ×横：56
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0208
通し番号： 03413
解説：

1里を以て、曲尺1寸8分に相当するので、縮尺は、約7万3千分の1となる。049及び050に見られる、動橋村重作
組、山代新村平兵衞組、小菅波村善助組、小塩辻村源太郎組の表記がなくなり、西ノ庄（16ケ村）、北濱（19ケ
村）、山中谷（17ケ村）、潟廻リ（21ケ村）、能美境（19ケ村）、那谷谷（22ケ村）、四十九谷（19ケ村）、奥山方（21ケ
村）の8地域に、名称が変更されている。村数はそののままで、合計154ケ村（内、143ケ村は江沼郡、11ケ村は能
美郡に、それぞれ属している）と大聖寺町から構成されている。縮尺こそ異なるが、051と類似した地圖である。ま
た、この地圖においては、能美郡との境界にある今江潟、江沼郡にある柴山潟は連結されていて、能美郡にある
木場潟は分離されている。柴山潟の西方に南北に細長い潟は、既に埋立られている。

□ ［加賀國江沼郡地圖］

分類： 加越能の郡圖

053 形態： 1枚 縦：39 ×横：57
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0209
通し番号： 03414
解説：

縮尺、解説、年記、但し書き（地圖の表記説明）は記載されていない。また、この地圖においては、能美郡との境
界にある今江潟と江沼郡にある柴山潟は連結されていて、柴山潟の西方に南北に細長い潟は、既に埋立られて
いる。049、050、051、052、053の地圖の中で、これが最も新しい資料であると思えるのは、各潟の埋立の様子が
如実に見て取れるからである。
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近世絵図地図集成Ⅸ巻・解説
◎近世絵図地図資料集成（第IX巻）地図解説◎

□ 加賀國江沼郡之圖

分類： 加越能の郡圖

054 形態： 1枚 縦：29 ×横：39
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0210*1
通し番号： 03415
解説：

見取圖で、主要な河川の流路、主要な陸路、山脈のみが記されていて、村落名、年記、解説などは全く書き込ま
れていない。複製された地圖のページ及び整理番号の表記順が実際の地圖の配列順序と逆になっていることに
留意されたい。

□ 加賀國能美郡圖・壱

分類： 加越能の郡圖

055 形態： 1枚 縦：28 ×横：39
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0210*2
通し番号： 03415
解説：

加賀國能美郡の北部、江沼郡と石川郡に挟まれた穀倉地帯の見取圖で、主要な河川の流路、小松からの主要
な陸路、山脈のみが記されていて、村落名、年記、解説などは全く書き込まれていない。複製された地圖の左下
のページ及び整理番号の表記順が実際の地圖の配列順序と逆になっていることに留意されたい。

□ 加賀國能美郡圖・弐

分類： 加越能の郡圖

056 形態： 1枚
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0210*3
通し番号： 03415
解説：

加賀國能美郡の南部、飛騨國、江沼郡、石川郡に挟まれた山岳地帯の見取圖で、主要な河川の流路、小松か
ら白山へと続く主要な陸路、山脈のみが記されていて、村落名、年記、解説などは全く書き込まれていない。複
製された地圖の左下のページ及び整理番号の表記順が実際の地圖の配列順序と逆になっていることに留意さ
れたい。

□ 加賀國石川郡ノ圖・壱

分類： 加越能の郡圖

057 形態： 1枚 縦：29 ×横：39
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0210*4
通し番号： 03416
解説：

加賀國石川郡の西部、河北郡と能美郡に挟まれた、金澤を中心とした穀倉地帯の見取圖で、主要な河川の流
路、金澤から越中國へと続く主要な陸路、山脈のみが記されていて、村落名、年記、解説などは全く書き込まれ
ていない。複製された地圖の左下のページ及び整理番号の表記順が実際の地圖の配列順序と逆になっている
ことに留意されたい。

□ 加賀國石川郡ノ圖・其弐

分類： 加越能の郡圖

058 形態： 1枚 縦：28 ×横：39
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0210*5
通し番号： 03416
解説：

加賀國石川郡の東部、越中國と能美郡に挟まれた地域の見取圖で、主要な河川の流路、金澤から越中國へと
続く主要な陸路、山脈のみが記されていて、村落名、年記、解説などは全く書き込まれていない。複製された地
圖の左下のページ及び整理番号の表記順が実際の地圖の配列順序と逆になっていることに留意されたい。
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◎近世絵図地図資料集成（第IX巻）地図解説◎

□ 加賀國河北郡之圖

分類： 加越能の郡圖

059 形態： 1枚 縦：29 ×横：39
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0210*6
通し番号： 03416
解説：

能登國、石川郡、越中國に挟まれた、加賀國河北郡の見取圖で、主要な河川の流路、河北潟、山脈のみが記さ
れていて、村落名、年記、解説などは全く書き込まれていない。複製された地圖の左下のページ及び整理番号
の表記順が実際の地圖の配列順序と逆になっていることに留意されたい。

□ ［江沼郡略圖］

分類： 加越能の郡圖

060 形態： 1枚 縦：47 ×横：37
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0211
通し番号： 03417
解説：

略圖で、各驛間の道程が詳細に書き込まれた交通要路圖である。圖説、解説、年記などは書かれていない。た
だ、山脈や潟が他に比較して異常に大きく描かれているのが特色と言えよう。実際に測量していない見取圖であ
ることは明白で、圖の表現も粗略である。また、この地圖においては、能美郡との境界にある今江潟、能美郡にあ
る木場潟、江沼郡にある柴山潟は連結されていて、柴山潟の西方の南北に細長い潟は既に埋立られている。

□ 江沼郡一里一寸二分略繪圖

分類： 加越能の郡圖

061 形態： 1枚 縦： ×横：
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0216
通し番号： 03418
解説：

049、050、051、052、053、062と類似した内容の地圖で、南が上部となっていて、東が上部となっている他の地圖
と異なる。1里をもって、曲尺1寸2分に相当するので、縮尺は、約11万分の1となる。049、050、051、052、053に見
られる組や地域の表記がなくなり、19区、20区、21区、22区の4区で構成されている。また、この地圖においては、
能美郡との境界にある今江潟、能美郡にある木場潟、江沼郡にある柴山潟は連結されていて、柴山潟の西方に
南北に細長い潟も見られる。

□ 江沼郡并能美郡組分略繪圖

分類： 加越能の郡圖

062 形態： 1枚 縦：53 ×横：37.5
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0217*4?
通し番号： 03419
解説：

1里を以て、曲尺1寸2分に相当するので、縮尺は、約11万分の1となる。動橋村重作組、山代新村平兵衞組、小
菅波村善助組、小塩辻村源太郎組の、合計154ケ村（内、143ケ村は江沼郡、11ケ村は能美郡に、それぞれ属し
ている）と大聖寺町から構成されている。また、この地圖においても、能美郡との境界にある今江潟、能美郡にあ
る木場潟、江沼郡にある柴山潟は連結されていて、柴山潟の西方に南北に細長い潟も見られる。
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近世絵図地図集成Ⅸ巻・解説
◎近世絵図地図資料集成（第IX巻）地図解説◎

□ 能美郡一町五厘略繪圖

分類： 加越能の郡圖

063 形態： 1枚 縦：57 ×横：80
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0167
通し番号： 03420
解説：

能美郡は東を飛騨國に、西を日本海に、北を石川郡に、南を江沼郡・越前國に、それぞれ囲繞された地域で、
西側の加賀平野に大部分の人口が密集している。1町（60間、約109メートル）が5厘（0.1515センチメートル）とし
て表記された地圖である。7万2千分の1の縮尺である。能美郡との境界にある今江潟、能美郡にある木場潟、江
沼郡にある柴山潟は連結されていて、柴山潟の西方に南北に細長い潟も見られる。驛、町、村、御藏所、御高
札、道路、河川、潟、海、郡境、大聖寺御領境、山地などが表示され、村々の間の交通路が鮮明に描かれてい
る。年記や解説は、記載されていない。各組の村数などが記載されていて、苗代組（29ケ村）、輕海組（38ケ村）、
板津組（32ケ村）、粟津組（29ケ村）、徳橋組（34ケ村）、山上組（38ケ村）、北板津組（39ケ村）、村数合計239ケ村
（240ケ村は誤りである）、他に、町支配所（安宅、小松、港）、白山下御公領（18ケ村）、平泉寺支配所（1ケ村）が
表示されている。

□ 能美郡一町五厘略繪圖

分類： 加越能の郡圖

天保10（1839）年8月
064 年代：
形態： 1枚 縦：62 ×横：76
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0199*1
通し番号： 03421～03422
解説：

1町（60間、約109メートル）が5厘（0.1515センチメートル）として表記された地圖である。7万2千分の1の縮尺であ
る。能美郡との境界にある今江潟、能美郡にある木場潟、江沼郡にある柴山潟は連結されていて、柴山潟の西
方に南北に細長い潟も見られる。現在の地圖を参照して見ると、今江潟及び柴山潟の西方の南北に細長い潟
は既になく、木場潟と柴山潟のみを見いだすことができるが、形態が当時とかなり異なっていて、その後の埋立な
どによる変更を特定することはできなかった。驛、町、村、御藏所、御高札、道路、河川、潟、海、郡境、大聖寺御
領境、山地などが表示され、村々の間の交通路が鮮明に描かれている。解説は、記載されていない。063と同一
の圖式で製作されていて、この資料には、天保10（1839）年8月の年記が書き込まれている。各組の村数などが
記載されていて、063と若干異なるので、列挙して見ることにする。苗代組（29ケ村）、輕海組（38ケ村）、板津組
（33ケ村）、粟津組（38ケ村）、徳橋組（34ケ村）、山上組（38ケ村）、北板津組（39ケ村）、村数合計249ケ村、他
に、町支配所（安宅、小松、港）、白山下御公領（18ケ村）、平泉寺支配所（1ケ村）が表示されている。

□ 能美郡組分繪圖

分類： 加越能の郡圖

065 形態： 1枚 縦：57 ×横：87
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0212
通し番号： 03423～03424
解説：

1里を以て、曲尺1寸8分に相当すると記載されているので、この地圖の縮尺は、約7万3千分の1である。7組249
ケ村が支配下にあり、白山下御公領（18ケ村）、平泉寺支配所（1ケ村）を加えて合計村数は268である。他に、町
支配所として小松、湊の2ケ所があり、安宅は除かれている。各組支配の村の内訳を見ると、064と同一で、以下
の通りである。苗代組（29ケ村）、輕海組（38ケ村）、板津組（33ケ村、内、1ケ村は安宅村人支配、小松町奉行が
管理）、粟津組（38ケ村、内10ケ村は小松町支配下）、徳橋組（34ケ村）、山上組（38ケ村）、北板津組（39ケ村）、
合計249ケ村が表示されている。能美郡との境界にある今江潟、能美郡にある木場潟、江沼郡にある柴山潟は
連結されていて、柴山潟の西方の南北に細長い潟は見られない。驛、町、村、御藏所、御高札、道路、河川、
潟、海、郡境、大聖寺御領境、山地などが表示され、村々の間の交通路が鮮明に描かれている。解説は、記載さ
れていない。

ー 33 ー

ﾐ 20 ﾐ

◎近世絵図地図資料集成（第IX巻）地図解説◎

□ ［能美郡組分繪圖］

分類： 加越能の郡圖

066 形態： 1枚 縦：84 ×横：117
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0213
通し番号： 03425～03426
解説：

能美郡との境界にある今江潟、能美郡にある木場潟、江沼郡にある柴山潟は連結されていて、柴山潟の西方に
小さな潟が数多く見られる。驛、町、村、御藏所、御高札、道路、河川、潟、海、郡境、大聖寺御領境、山地など
が表示され、村々の間の交通路が鮮明に描かれている。縮尺、解説、年記は、記載されていない。各組の村数
などが記載されていて、組の名称が異なるので、列挙して見ることにする。今江組（17ケ村）、犬丸組（33ケ村）、
澤組（23ケ村）、寺井組（33ケ村）、三坂組（18ケ村）、若杉組（33ケ村）、埴田組（22ケ村）、釜清水組（12ケ村）、
東丸組（34ケ村）、下吉谷組（10ケ村）、合計10組235ケ村で、他に、御公領、大聖寺領が表示されている。小松
御城、今江潟、木場潟、柴山潟、城の周囲を流れて日本海に注ぐ梯川が異常に大きく表示されていて、城を防
御しているような配置に見える。おそらく、この地圖が製作される以前、小松御城は、梯川の日本海付近の湿地
帯に築かれていて、新田や住宅地の造成、河川の改修工事を繰り返しながら、現在のような形になったのであろ
う。治水事業が権力者にとっての重要な政策であることを、十分に物語っている。

□ 加州能美郡／（惣村員）三百四拾九ケ村

分類： 加越能の郡圖

067 形態： 1枚 縦：53 ×横：38
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0214
通し番号： 03427
解説：

郡内の交通路を記した見取圖で、地圖の上部が南東に、下部が北西に、それぞれ位置した、珍しい圖幅であ
る。草高15万1,048石4斗余と記されている。能美郡との境界にある今江潟、能美郡にある木場潟、江沼郡にある
柴山潟は連結されていて、柴山潟の西方の潟は、既に埋立られていて、林の表示が見られる。驛、町、村、御藏
所、御高札、道路、河川、潟、海、郡境、大聖寺御領境、白山下の御公領（18ケ村）、大正寺御領（江沼郡）、手
取川端の村落（石川郡）、山地などが表示され、村々の間の交通路が鮮明に描かれている。縮尺、解説、年記
は、記載されていない。

□ 能美郡一町五厘略繪圖

分類： 加越能の郡圖

068 形態： 1枚 縦：61 ×横：76
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0215*2
通し番号： 03428～03429
解説：

063、064と同一の内容の地圖である。ただ、組が区に名称変更されているのが大きな相違と言えよう。23区、34
区、25区、26区、27区、28区の6区制となっている。

□ 能美郡一町五厘略繪圖

分類： 加越能の郡圖

069 形態： 1枚 縦：60 ×横：71
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0216
通し番号： 03430～03431
解説：

068と同一の内容である。
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□ ［能美郡繪圖／安宅村・安宅新村と江沼郡日末村領堺圖］

分類： 加越能の郡圖

070 形態： 1枚 縦：48 ×横：72
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0220
通し番号： 03432
解説：

今江潟と日本海に挟まれた南北に細長い潟が既に埋立られて、安宅新村と名称を付けられている。安宅新村に
は植林地が見られる。日本海からの砂を遮るための防砂林として活用されたのであろう。今江潟の西測に位置す
るこの地は、古い時代から、ほとんどの土地が砂濱で、日本海からの流砂に長いこと悩まされ続けてきたのであろ
う。この地域には、他に潟柳村があり、両村とも、耕作地は表示されていない。この地圖では日本海側を北として
いるが、実際は北西の方向である。南の方向で江沼郡日末村と境界を接している。

□ ［能美郡繪圖／木場潟周辺大聖寺藩堺圖］

分類： 加越能の郡圖

071 形態： 1枚 縦：60 ×横：107
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0221
通し番号： 03433
解説：

今江潟と木場潟が連結されていた当時の地圖で、今江村から白山田村や粟津村を経由して日用村までの道程
が書き込まれた見取圖である。大聖寺御領との境界を示すために製作された粗略な地圖である。

□ ［能美郡繪圖／江沼郡・御公領堺圖］

分類： 加越能の郡圖

072 形態： 1枚 縦：54 ×横：72
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0222
通し番号： 03434
解説：

江沼郡及び御公領と境界を接している、能美郡の南部の山岳地帯の山麓の地圖である。山脈の谷間を流れる
大杉谷川を遡って、越前國との国境に位置している大日山までの道程が記載されている。

□ ［能美郡繪圖／御公領堺・尾小屋村・西俣村御口留所圖］

分類： 加越能の郡圖

073 形態： 1枚 縦：71 ×横：48
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0223
通し番号： 03435
解説：

安宅で日本海に注ぐ梯川を上流まで辿って、南部の山岳地帯の谷間に開かれた尾小屋村と西俣村の見取圖で
ある。いずれの村も山脈の間の驛として発達した集落で、南下すると、越前國との境界に聳えたつ大日山の麓に
到達する。聳えたつ3本の山脈の中央と西側の谷間に位置するのが尾小屋村で、中央と東側の谷間に位置する
のが西俣村で、両村を一筋の山々が隔てている。圖は粗略で、人家や役所の記載などはなく、御口留のみが描
かれている。

□ ［能美郡繪圖／瀬波村領内・谷圖］

分類： 加越能の郡圖

074 形態： 1枚 縦：54 ×横：143
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0224
通し番号： 03436～03437
解説：

美川で日本海に流れ込む手取川を遡った能美郡の南部の山岳地帯に発展した瀬波村の見取圖である。瀬波
村は、中宮・内尾・木滑を結んだ三角形の内側に位置し、吉野谷で手取川から分流する白山川の北部に集落を
形造っている。現在の手取川第一発電所の付近で、白山の入口にあたる。西からの吉野道、東からの中宮道の
結合点に発達した瀬波村は、村を流れる川の流域に約50箇所の支流が分岐していて、人間の生活に最も重要
な要素である水の豊富な地域であることを窺わせるのに十分である。
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□ ［能美郡繪圖／白山川流域（瀬戸村・木滑村・河原山村・市原村）・御関所
周辺圖］

分類： 加越能の郡圖

075 形態： 1枚 縦：60 ×横：36
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0225
通し番号： 03438
解説：

能美郡の南部の山岳地帯の白山川流域に発達した瀬戸村・木滑村・木滑新村・河原山村・市原村の見取圖で、
この川の他に、川に添った簡単な交通路と川からの8本の支流が描かれている。白山川が分岐する両岸に、関
所が設置されている。川の北側の関所は木滑新村に、南側は河原山村に、それぞれ設けられている。

□ ［能美郡繪圖／大日川流域（阿手村・数瀬村・三ツ瀬村）・阿手関所周辺
圖］

分類： 加越能の郡圖

076 形態： 1枚 縦：54 ×横：48
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0226
通し番号： 03439
解説：

手取川の分流である杖川、大日川、それらの川の周辺地域が描かれた見取圖である。ここは、能美郡の南部の
山岳地帯に発展した地域である。関所が設置された阿手は、大日川の西側に位置し、現在の大日川ダムの付近
に相当する。阿手関所は大日山のそそり立つ越前國の境界にむかう途中の地にあり、このような山間部にも関所
が設けられていたことは、徳川幕藩体制の緻密な人民支配を物語っていよう。山脈、河川、基本的な交通路、村
名が記載された粗略な圖で、阿手関所の位置を表示するために製作された資料である感が強い。

□ ［能美郡繪圖／御公領堺・川原山村関所周辺圖］

分類： 加越能の郡圖

077 形態： 1枚 縦：141 ×横：60
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0227
通し番号： 03440～03441
解説：

手取川を遡って、釜清水村付近から、下吉谷村、上吉谷村、白山川との分岐点に位置する川原山村、二口村に
至る道程圖である。この地域も、能美郡の南部の山岳地帯に発展した地域である。手取川の西側に開け、南北
を縦断して越前國まで通じるこの路程は、非常に重要な道路であったことが推察できる。この道路と平行に走っ
ていた、山脈を越えた西側の路程も同時に書き込まれていて、非常に興味深い。川原山村には、関所が設置さ
れていた。なお、手取川は白山川との分岐点から上流は嶋川と表記されている。

□ ［能美郡繪圖／二又村・倉谷村周辺谷圖］

分類： 加越能の郡圖

078 形態： 1枚 縦：72 ×横：36
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0228
通し番号： 03442
解説：

能美郡の南部の山岳地帯に発展した地域で、074で紹介した瀬波村のやや北部に位置する、二又村・倉谷村周
辺の圖で、27本の支流が描かれた見取圖である。

□ ［能美郡略圖］

分類： 加越能の郡圖

079 形態： 1枚 縦：47 ×横：70
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0229
通し番号： 03443
解説：

手取川と梯川に挟まれた約10キロメートル四方の地域の粗略な交通要路圖である。
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□ 石川郡一町五厘略繪圖

分類： 加越能の郡圖

080 形態： 1枚 縦：55 ×横：95
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0215*3
通し番号： 03444
解説：

080と084は同一の内容の地圖である。石川郡は東を越前國礪波郡・飛騨國に、西を日本海に、北を河北郡に、
南を能美郡に、それぞれ囲繞された地域で、西側の加賀平野に大部分の人口が密集している。1町（60間、約
109メートル）が5厘（0.1515センチメートル）として表記された地圖である。7万2千分の1の縮尺である。東部の山
岳地帯に源を発する河川は、河北郡との境界にある河北潟を経由して、日本海に注ぎ込んでいる。驛、町、村、
御藏所、御高札、道路、河川、潟、海、郡境、山地などが表示されていて、村々の間の交通路が鮮明に描かれて
いる。年記や解説は、記載されていない。各組の村数などが記載されていて、河内組（31ケ村）、林組（39ケ村）、
山島組（34ケ村）、中奥組（37ケ村）、富樫組（41ケ村）、米丸組（52ケ村）、戸板組（41ケ村）、鞍月組（54ケ村）、
村数の合計8組329ケ村、他に、町支配所（金澤、松任、金石、本吉）が表記されている。

□ 石川郡繪圖

分類： 加越能の郡圖

081 形態： 1枚 縦：54 ×横：75
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0231
通し番号： 03445
解説：

各主要道路の驛名を記した道程圖で、道路、驛、町、村、河川、海、潟、山脈が表示されている。1里（4キロメート
ル）を1寸8分（5.454センチメートル）で表記した、縮尺約7万3千分の1の詳細な交通圖である。内容は、080、084
と同一である。

□ 加州石川郡圖（惣村員）三百二拾九ケ村

分類： 加越能の郡圖

082 形態： 1枚 縦：61 ×横：38
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0232
通し番号： 03446
解説：

067と同一の圖式で製作された資料である。郡内の交通路を記した見取圖で、地圖の上部が南東に、下部が北
西に、それぞれ、位置した、珍しい圖幅である。草高17万820石2斗余と記されている。驛、町、村、御藏所、御高
札、道路、河川、潟、海、郡境、手取川端の村落（能美郡）、山地などが表示され、村々の間の交通路が鮮明に
描かれている。縮尺、解説、年記は、記載されていない。

□ ［石川郡圖］

分類： 加越能の郡圖

083 形態： 1枚 縦：62 ×横：78
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0233
通し番号： 03447
解説：

金澤の周囲、石川郡の日本海に面した西部地域の交通圖である。金澤から宮腰、あるいは、その地を経て、
野々市、松任を経由して本吉に至る道程が詳細に描かれている。犀川、浅野川、手取川やその支流の河川が異
常に大きく表示された地圖である。これらの河川から取得した水を農業・生活用水として活用したために、大規模
な穀倉地帯が形成されたことを、十分に窺わせる資料である。

ー 37 ー

ﾐ 24 ﾐ

◎近世絵図地図資料集成（第IX巻）地図解説◎

□ 石川郡一町五厘略繪圖

分類： 加越能の郡圖

084 形態： 1枚 縦：51 ×横：81
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0234
通し番号： 03448
解説：

080と084は同一の内容の地圖である。石川郡は東を越前國礪波郡・飛騨國に、西を日本海に、北を河北郡に、
南を能美郡に、それぞれ囲繞された地域で、西側の加賀平野に大部分の人口が密集している。1町（60間、約
109メートル）が5厘（0.1515センチメートル）として表記された地圖である。7万2千分の1の縮尺である。東部の山
岳地帯に源を発する河川は、河北郡との境界にある河北潟を経由して、日本海に注ぎ込んでいる。驛、町、村、
御藏所、御高札、道路、河川、潟、海、郡境、山地などが表示されていて、村々の間の交通路が鮮明に描かれて
いる。080と異なるのは、天保10（1839）年10月の年記が書かれている点のみである。地名や圖説の文字も丁寧
に描かれているので、これを基にして、複写された資料が080ではないかと推測される。解説は記載されていな
い。各組の村数などが記載されていて、河内組（31ケ村）、林組（39ケ村）、山島組（34ケ村）、中奥組（37ケ村）、
富樫組（41ケ村）、米丸組（52ケ村）、戸板組（41ケ村）、鞍月組（54ケ村）、村数合計8組329ケ村、他に、町支配
所（金澤、松任、金石、本吉）が表記されている。

□ 加州金澤城圖

分類： 金澤城下圖・市街圖

085 形態： 1枚 縦：29 ×横：41
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0324
通し番号： 03449
解説：

金沢城の見取図である。本丸の近くに森が見えたり、城の郭外にも、すぐに森が迫っている様子がわかる。城を
守る重臣達の屋敷も書き込まれており、横山山城・三輪長九郎左衛門・奥村因幡・神谷信濃・戸田越後などの名
前が見える。城の西に書き込まれている南町・堤町は犀川の河川敷を埋め立てて形成された町、と考えられる。
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□ 加陽金府武士町細見圖

分類： 金澤城下圖・市街圖

086 形態： 10枚 縦：28 ×横：20
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0326
通し番号： 03450～03459
解説：

（1）金沢城下の武士町の範囲を図示していて、「御城より北浅野川々縁岩根馬場辺、西御坊町塩屋町鍛冶町
迄」などの説明が書き込まれている。原図は彩色図である。寺社・町家・街道・明地の別で彩色されていた。1734
（享保19）年の図で、この頃、金沢城下の総町家数は「35,600軒」だったという。 （2）長町や安江本町の武家町の
様子が描かれている。個別の家には長大隅守とか前田土佐守などの書き込みが見られるから、家臣団でもまだ
重臣の屋敷が続いていた様子がわかる細見図である。しかし長町でも法船寺町に近い武士町では、道路に沿っ
て名前だけの書き込みが続くようになっている所から考えると、禄高の低い武士が多く居住していたこともわか
る。鍛冶町・荒町・本新保町・須田町・本新保新町は何も書き込みがない所から、町人町だったと考えられる。
（3）香林坊から片町、河南町、犀川大橋へ通ずる周辺は町家だつたらしく、武家の名前の書き込みがみられな
い。犀川大橋に通じる道路から一本はずれた道路には山田・山本・中村・朝倉などの武家の名前がある。法船寺
町には馬場があつた。これは周囲が柵で囲まれていたらしく描かれている。武家が乗馬と弓矢の練習をしていた
所である。長家中の屋敷のはずれには「ガラガラ門」という妙な名称の書き込みもある。
（4）城より西安江町ほか、神護寺坂の下、高岡町、仙石町、安房坂下、香林坊橋辺までが記載されている。もう
一枚は城より宮内橋、御厩橋、的場川、油車牛右衛門橋、堅町、鱗町辺の図である。城と町家はかなりの森林で
隔てられていた様子が、よくわかる図である。武家も、苗字だけの書き込みが増えるから、下級武士の屋敷が多
かったと見られる。
（5）早道町のところには犀川の船渡しがあつた。常小屋も書き込みがあるから、あるいは船渡しの人足小屋かと
考えられる。本多図書守の屋敷には内馬場があった。この本多の家中はかなり広大な屋敷だった。城の北方の
浅野川とその川沿いの浅野村や中島町も書き込まれている。本細見図には寺が残らず記載されている。
（6）関助馬場町の関助馬場は、かなり大きな馬場だった。本図の書き込みから推定すると、相当の馬場であった
様子がわかる。また春日山にはいくつもの寺社が書き込まれているが、意外に真宗寺院がない。真言宗や日蓮
宗が多かった様子もわかる。春日神社へ向かう鳥居のすぐ近くには料理屋の書き込みもある。参詣人をあてにし
ての料理屋であったのかもしれない。
（7）浅野川大橋へ至る味噌倉町辺と卯辰山周辺図である。このあたりは城下でもはずれの方だから、書き込まれ
ている武家の名前も、単に苗字だけである。惣川にも、外惣川にも、堤防には、すき間もなしに植林されていた様
子がわかる。本図には、卯辰山の名称の由来について、「大衆免、砂馳辺より是を見れば、方角卯辰に当る」とこ
ろから名付けられたとある。
（8）小立野周辺図である。与力町には土取り場があった。このあたりには、あまり書き込みも見られない。卯辰山
から続いている山並みは、畑が広がっていた。このあたりにある寺は、周囲を濠で囲まれていたらしい。小型の城
と言った感じである。経王寺、如来寺、天徳院、みなそうである。如来寺には「惣カラホリ」との書き込みも見られ
る。弓の町には弓矢の練習場も創られていた。的場が描かれている。
（9）惣川の外の浅野川までの町並みを図示している。横山・奥村・成瀬・津田の各家中について、もらさずに記
載している。横山家では屋敷内に内馬場を持っていた。あまり大きくはなかったようだが、隣が空き地と記載され
ているし、高低を利用した馬場であったのかもしれない。また田町には「山伏」の居住していた万宝院も書き込ま
れている。山伏がいた寺は卯辰山の下にも見られる。天神町からの馬坂はかなりの傾斜地として描かれている。
（10）犀川の端の前田家の下屋敷の周辺と、与力町から野町、泉寺町寺社が残らず記載されている。野町と泉新
町との間に、北国街道の一里塚があつた。野町六丁目の角に、一里塚が描かれている。この細見図では、浄土
真宗は一貫して一向宗と記載されている。前田藩は、まだこの頃でも、一向一揆の時代の記憶が生きていたらし
く、真宗に対して、警戒心を解いていなかつた、とみられる。玉泉寺門前の家は、非人小屋と見られる。
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□ 加陽金城下圖

分類： 金澤城下圖・市街圖

087 形態： 2枚 縦：86 ×横：90
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0327
通し番号： 03460～03461
解説：

（1）金沢城下の家臣団の詳細見取り図である。城を中心にして描かれている。犀川が、城のすぐ近くに描かれて
いて、前田三内の下屋敷の横には犀川の渡しがあつた様子がわかる。犀川には上流にも船渡しがあつた。また
船と船に乗った人間が描かれているから、川の漁師もいたとみられる。藩の文武学校や禅宗の天徳院、日蓮宗
の経王寺は、かなり広大な敷地を有していた様子が解る。これらの寺は、周囲を濠に囲まれた小型の城のように
見える。犀川の南の玉泉寺も同様である。
（2）幕末の金沢城下の有様を描いている。本図を持って、現在の金沢市内を歩いてみても、かなり間違わずに歩
けるはずである。鉄道が敷設された時、駅は市外のはずれに出来た。東西本願寺の別院が浅野川の近くに描か
れていて、この別院の近くに駅が創られた。浅野川流域には広大な敷地を構えた寺社はひとつも描かれていな
い。これは城の南側の描かれ方とはかなりの違いである。天徳院などは、やはり有事の際の立て籠り用の寺なの
であろう。攻め込まれる可能性があるのは、北国街道の富山側を想定していたことがわかる。

□ ［金澤地圖］

分類： 金澤城下圖・市街圖

088 形態： 2枚 縦：82 ×横：128
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0328
通し番号： 03462～03463
解説：

（1） 詳細で、かつ、縮尺もかなり正確な城下町図である。城のすぐ東南の所にあった学校が、ここでは、竹沢御
殿になっている。本図が写されたのは幕末で、学校は城の西南に描かれている。道路や掘り割り、川の流れなど
は、かなり正確に描かれている。城の近くはかなり計画的に町割りを行っているように見える。それでも、犀川周
辺はあまり手を入れて町割りをしていない様子もわかる。城の南側一帯に広がる農地や村は、火災の時の火除
け地の役割りをもっていたと考えられる。そのために、城の近くまで農地が迫っていた。
（2）北国街道は 、金沢藩の参勤交代の道路で、幕末には街道に沿ってかなり先まで町が出来ていた様子がわ
かる図である。この図は、金沢から各方面への距離数が書き込まれている。たとえば、大坂76リ、安宅8リ、越後新
潟87リなどである。ここには、松前とか江戸、姫路、岡山、鳥取、長崎、広島などへの距離数も書き込まれている。
松前とは北前船によって交通があったのであろう。そのために、北海道への移民はかなり多かった。

□ 金澤城下繪圖

分類： 金澤城下圖・市街圖

089 形態： 2枚 縦：各57 ×横：各81
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0329
通し番号： 03464～03465
解説：

（1） 金沢城下の武家町を中心にした絵図である。城の近くに居住している武家ほど、格式と家格が高かったらし
く、広大な屋敷に住んでいる。城から遠くなるほど、町屋と混在をしていて、寺社との混住もずいぶんとある。浅野
川沿いにあった関助馬場は、かなり大きかったらしく、本図でもかなり細長く描かれている。寺町の上に描かれて
いる一本松は、有名であったらしく、かなり大きく描かれている。これと関連するが、城下を一歩外に出ると、かな
り森が広がっていたらしい様子もわかる。
（2）一般的にみられる近世の城は、大きな濠に囲まれていたが、金沢城には濠が見られない。これは大きな特徴
となっている。ただし、狭い濠なら、城を取り巻くように造られていた。本図にはその濠が描かれている。しかし、こ
れでは、濠というよりも排水路という感じである。やはり、城下町建設には浅野川と犀川が利用されたのであろう。
両河川の大橋際に寺社や町屋を配したのは、防衛上の要請であった、と考えられる。その様子がよくわかる絵図
である。
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□ ［金澤市街圖］

分類： 金澤城下圖・市街圖

090 形態： 2枚 縦：82 ×横：94
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0330
通し番号： 03466～03467
解説：

（1）金沢城下を、およその分類で東西に分けて収録した絵図である。藩の家臣団の住宅明細図とでもいうべき内
容の絵図である。本図でもよくわかるように、道路に沿って濠が描かれているのは、冬期の雪対策のためであると
考えられる。雪を濠に流してしまうための濠が、至る所に描かれている。また、本図では、道路が直角に交わらな
い様子もよく描かれている。
（2）市街図である。ここには犀川の上流の所に、「芝居町」が描かれている。どこでもそうだが、一般的には芝居
町や遊女町は川や町はずれに置かれる。しかし、金沢の場合には、芝居町は犀川のほとりでも、城のある方に描
かれている。これは、珍しい例である。加賀万歳は全国的に有名であった。芝居町のすぐ近くには、川除け常小
屋が書き込まれている。これは、犀川の水量を監視していた小屋であろう。水に対する備えである。犀川の南の
玉泉寺の近くには、学校付きの足軽屋敷もあった。

□ ［金澤地圖］

分類： 金澤城下圖・市街圖

091 形態： 2枚 縦：78 ×横：125
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0331
通し番号： 03468～03469
解説：

（1）町家、寺社、武家地を一目瞭然に俯瞰できる絵図である。本図によれば、町家は浅野川沿いの地域に多く、
犀川沿いには、比較的少なかった様子がわかる。城の東南と卯辰山には、寺社が集中していて、それらを囲むよ
うにして、町家が形成されている。本図では皮多村は森の中に隠れるように描かれている。これは他の地域と同
様の描き方で、特別の表現方法ではない。ここには。卯辰山の一本松は描かれていない。
（2）本図を見ると、城の南東の方角に、猿丸神社が書き込まれている。これは芸能の神である猿丸大夫を祀って
いるとみられる。社殿はそれほど大きくは書き込まれていないから、一般的に信仰されていた神社ではなさそうで
ある。犀川沿いの城の側には、小身の武士の屋敷が密集している。その対岸は寺ばかりである。組屋敷の住人
は、名前も定かではない。城の東南の方角にある場所は、地形的な問題もあり、空き地が多い。絵図で余白に
なっている部分が、それである。

□ ［金澤圖］

分類： 金澤城下圖・市街圖

092 形態： 1枚 縦：34 ×横：41
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0333
通し番号： 03470
解説：

城を中心に、家格の高い武家は、家紋で場所を表示している。紋所をみれば誰がどこにいたかが、一目瞭然で
理解できる絵図である。城を取り囲むように、紋所が集中して表示されているので、家格の高い武家は、皆、城の
近くにいたことがわかる。本図には、いくつかの所に地名の書き込みが見られる。これは、重要な意味のある書き
込みである。全部の地名が重要というわけではない。本図において、寺社は彩色で表現されている。

□ ［金澤圖］

分類： 金澤城下圖・市街圖

093 形態： 1枚 縦：33 ×横：38
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0334
通し番号： 03470
解説：

092と同様の製作方法を採っている絵図である。少し違うのは、地名の書き込みがあることと城の近くの家格の高
い武家の名前が書き込まれていることである。寺と神社を一目瞭然に表現しようとした絵図である。092よりは少し
だけ書き込みが増えている。本図では城下町を流れる濠が、はっきりとわかる構図になっている。
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□ ［金澤市街圖］

分類： 金澤城下圖・市街圖

094 形態： 1枚 縦：31 ×横：36
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0335
通し番号： 03471
解説：

092、093と同様の製作方法で描かれた、絵図である。卯辰山が深い森に覆われていた様子が、よくわかる。城下
町を一歩外に出ると、そこには、畑や水田などの農地が広がっていた様子がよくわかる。本図では、水田と畑の
区別は付けられない。×印は農地の印である。また、いくつかの所には、武家の下屋敷のみが記載されていて、
本図の特徴と言えよう。

□ ［金澤圖］

分類： 金澤城下圖・市街圖

095 形態： 1枚 縦：32 ×横：38
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0345
通し番号： 03471
解説：

本図は彩色図である。構成は092、093、094とほぼ変わらない絵図である。しかし、これらの絵図と異なり、かな
り、書き込みが増えている。その分だけ、利用方法も増える。いくつかの大寺院には、境内にかなりの大木が植栽
されていた様子がわかる。卯辰山の寺社にも、建物が書き込まれていて、寺社の存在様式が理解できるように
なっている。その建物の描き方にも、それぞのれ特徴があり、工夫している様子が伝わってくる。

□ ［密版金澤市街旧圖］

分類： 金澤城下圖・市街圖

096 形態： 2枚 縦：77 ×横：100
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0336
通し番号： 03472～03473
解説：

（1）方位と縮尺を厳密にすることを意図して、製作されたとみられる絵図である。城下町建設のおりに、計画的に
造られた町並みと、それ以前の町並みが混在している様子が、よくわかる。犀川大橋の上流にも、橋が架けられ
ていた時があった事がわかる絵図である。香林坊の周辺は、近世になって埋め立てられるまでは、かなり広大な
氾濫地としての河原になっていたらしい様子を伺わせる。
（2）本図は、浅野川流域を中心とした絵図である。家格の高い武家屋敷の名称も、苗字だけが書き込まれている
から、一部の人達を除いて、これだけでは、家格の判断は困難である。金沢をはじめ北陸一帯の地域は、古代に
かぎらず、中国や朝鮮半島からの渡来人が多く居住していた地域である。武家町の「長」という苗字は、渡来系の
人々のそれと考えられる。日本にはない知識や文物や技術を持ってさえいれば、高い地位に登用されることがあ
るのは、間違いなかった。

□ ［金澤城市圖］

分類： 金澤城下圖・市街圖

097 形態： 2枚 縦：63 ×横：83
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0337
通し番号： 03474～03475
解説：

（1）096と同様の製作方法に基ずいている。浅野川流域には、町人所有地が多くみられる。浅野川も犀川ほどで
はないが、時折は氾濫する。浅野川大橋の付近の武家屋敷は、洪水被害に遭遇しやすい地形の所に建てられ
ている。また、浅野川のはあちらこちらに橋が架けられていた様子も、本図によってわかる。ほとんど橋が架けら
れていない犀川とは、対照的である。卯辰山の一本松は威風堂々と描かれている。よほど有名だったと見られ
る。
（2）藩の学校は香
林坊の近くに描かれている。また犀川上流の天徳院の近くには犬小屋も書き込まれている。この犬小屋は鷹狩り
や犬追う物の時に利用された犬が飼われていたいたものか。武芸の練習のために、犬追う物は武家の間ではよ
く催された。中世の武家社会には犬追う物は大流行した。犀川大橋の所には護岸工事の後の石垣が描かれて
いる。犀川流域は小身の武家屋敷が多かった。
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□ ［金澤圖］

分類： 金澤城下圖・市街圖

098 形態： 2枚 縦：80 ×横：95
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0338
通し番号： 03476～03477
解説：

（1） かなり詳細な城下町図である。絵図製作技術も高度なものがある。本図は、武家屋敷を詳細に描いていて、
川の流れや道路がどのように走っているか、かなり正確に把握できる絵図である。浅野川大橋から続く尾張町
は、藩祖の前田候につき従ってきた人達が形成した町である。このあたりは、道路も広く、火除け地になっていた
ものと推定される。城のすぐ東に、公事場も書き込まれている。
（2）（1）の図は浅野川流域が中心であるが、本図は、犀川流域が中心である。詳細な城下町図であるので、かな
り情報量が多い。犀川流域には芝居町も書き込まれている。他に、川除け定小屋も、芝居町のすぐ近くに描かれ
ている。また城から笠舞村に至る本多勘解由の屋敷の隣には、御墓所がある。かなりの広さである。ただし、これ
は前田家の墓所ではなく、藩の筆頭家老だった本多家の墓所であろう。

□ ［金城下繪圖］

分類： 金澤城下圖・市街圖

099 形態： 2枚 縦：82 ×横：92
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0339
通し番号： 03478～03479
解説：

（1）098と同様に、詳細な城下町絵図である。本図は浅野川流域が中心である。本図にも東郭は書き込まれてい
ない。城下から浅野川を越えて卯辰山寺院群にいたる途中にあったはずであるが、絵図には書き込みがない。
本図にはその卯辰山の観音院の前に瓦の焼き場が書き込まれている。このような町はずれに、瓦の制作場を
持ってきたのは、かなりの煙害があったからであると推定される。瓦を焼く時に、大量に古材やゴミを燃やさなくて
はならないので、人里離れた所に造られたのである。
（2）本図を見ると、犀川流域にあった芝居町は移転したらしく、「芝居座跡」との書き込みがある。また、西郭と推
定される犀川大橋の南詰めの所には○印が付けられている。本図によっても明らかなように、天徳院は、三代藩
主の前田利常が、正室のために、1623（元和9）年に建立した。正室は徳川第2代将軍・秀忠の次女である。天徳
院は法名である。この寺の構えは、明らかに、立て籠り用の城そのものである。

□ ［金府大繪圖］

分類： 金澤城下圖・市街圖

100 形態： 2枚 縦：81 ×横：96
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0340
通し番号： 03480～03481
解説：

（1）金沢城の家臣団の一覧図といった内容の絵図である。本図では、城の通用門が正確に記載されている。金
谷御門・土橋御門・河北御門・石川御門がそれぞれ書き込まれている。卯辰山寺院群のひとつである観音山を
みると、そこには、三重の塔が記載され、尼寺も見える。一本松は立派な姿で描かれていて、その下には、瓦の
焼き場がある。武家の屋敷名と寺社名がかなり詳細に描かれた絵図である。
（2）兼六園となる場所は、広い火除け地のような場所として描かれている。その隣には、御倉もみえる。竹沢御殿
と本丸の濠の間には、蓮池も描かれている。これほど、城の周囲の門や施設が描かれているのは、本図の大きな
特徴である。また本図によってよくわかるのは、犀川沿いの地域は、小身の武家だけでなく、大身の武家の下屋
敷が多かったことである。「下」と記載されているのは、下屋敷を意味している。
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□ ［金澤圖］

分類： 金澤城下圖・市街圖

101 形態： 2枚 縦：81 ×横：88
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0341
通し番号： 03482～03483
解説：

（1）本図は武家屋敷と寺社を、主として描いた城下町絵図である。本図を見ると、浅野川大橋を渡った所には、
城とは対岸の側に、門が造られていたようだ。2ケ所に書き込みがある。またしばらく行った金谷町にも、門らしい
書き込みがある。さらに富山方面へ進むと、また、春日町やその先にも、門らしい書き込みが見られる。かなりもの
ものしい感じである。城の中には、東照宮も見える。七十間御門の脇に描かれている。東照宮が描かれている絵
図は、珍しい。
（2）所は変わって、犀川の流域が絵図の中心になっている。その犀川には、船を操る人間が2ケ所で描かれてい
る。渡しの船であったと推定される。というのも、道路が犀川の川原にまで入り込んで描かれているからである。一
ケ所には小屋の記載もある。洪水を起こすような時期ではなく、穏やかな季節には、犀川もそれほど荒れていな
かったようである。本図には、芝居座跡は、明確に記載されている。

□ ［金澤繪圖］

分類： 金澤城下圖・市街圖

102 形態： 2枚 縦：64 ×横：86
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0342
通し番号： 03484～03485
解説：

（1）寺社地・組屋敷地・下屋敷往来地・町地・郡地を、それぞれ色分けして描いた、城下町絵図である。本図に
は、いくつかの町会所が書き込まれている。武家屋敷の名称は、それほど詳細ではない。彩色図であるので、原
図をみると、どのような城下町の構成になっていたのかは、一目瞭然であったとみられる。町の名前は、かなり詳
しく書き込まれている。ただ単に、丁とか町と記載されている絵図が多いが、本図は、正式な町名を記載してい
る。
（2）本図は、犀川を中心とした地域
の絵図である。本図においては、他の絵図には、竹沢御殿とある場所が、奥村助右衛門という人の屋敷として記
載されている。城から下笠舞村方面の地域は、傾斜地であったらしく、後の地図では、山を現すケバ模様が、長
く引かれている。また、犀川の堤防にも、ケバ模様の書き込みがある。城の東南の方向には、ケバ模様があちこ
ちに引かれている。

□ ［金澤惣繪圖］

分類： 金澤城下圖・市街圖

103 形態： 2枚 縦：71 ×横：94
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0343
通し番号： 03486～03487
解説：

（1） 金沢城下町、町有地、寺社、道場、村里、組屋敷、下屋敷往来地を、色分けして表現した彩色図である。東
郭の隣には、茶屋町が書き込まれている。しかし、東郭は書き込まれていない。卯辰山の山並みは、折り重なっ
て表現されている。庚申塚も一本松も見える。他の城下町なら、町内に小さな寺社があるものだが、金沢の場合
には、市街には見られても、城下町には、ほとんど見られない、という特徴がある。
（2）寺社のある場所を見てみると、寺は、必ずしも浄土真宗一色ではない。しかし、かつては、真宗王国として、
他の宗派を圧倒していたという歴史がある。城下町の中には、小さな寺も神社もほとんど見られないのが、金沢の
大きな特徴である。犀川周辺にも、川を越えた南側には、寺社所有地があるのだが、城下にあるのは、武家所有
地ばかりである。別の時代には竹沢御殿と書き込まれていた城のすぐ東南の屋敷は、本図では奥村家の屋敷に
なっている。
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□ 加賀國金澤士屋敷之圖

分類： 金澤城下圖・市街圖

104 形態： 1枚 縦： ×横：
所蔵機関： 國立國会圖書館 請求番号： 202ー259
通し番号： 03488
解説：

金沢城下の武家地と寺社地の一覧図である。町人町は黒い色になっているので、どのような場所に町人がいた
のかが、よくわかる図になっている。城を囲むように、町人地が配置されれているのは、よく見ると、城の濠のよう
にも見える。金沢城は、町人町が濠の役割をしていた、と考えられる。そのように配置したのであろう。町人の中に
は、鉄砲などの武器を置いていた家もあつたというから、有事の際には、町人町が城を守る盾の役割を果たすよ
うに計画されていた。

□ 金城方境之圖

分類： 金澤城下圖・市街圖

105 形態： 5枚 縦：28 ×横：396
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0344
通し番号： 03489～03493
解説：

（1） 本図の右側部分は、金沢城がどのような構造になっているかを、ごく単純に図示している。浅野川と犀川に
挟まれて、街道を城のすぐ脇に通して、他領地へ容易に通じることが可能である。中世以来の城の造り方が、ここ
にも現れている。左の図は、城の本丸周辺を現わした物である。本丸をはじめ、城の構造を示すような絵図地図
は、絶対的に秘密資料であつたはずであるから、この図も、城内の建物の配置は、図示していない。しかし、この
程度のものでも、発禁物であったはずである。蓮池御亭の所に、コンヤ坂をはさんで牢が書き込まれている。城
の中には、植木や、苗木を養生するための接ぎ木畑も備えられていた。
（2）本図の右側部分は、城のすぐ東側の付近の図である。脇田家とか奥村家とかの、大身の家臣団の名前が見
える。城の近くの道路は、至る所で坂になっていた様子もわかる。左の図は、前田対馬守の下屋敷と奥村助右衛
門の居住していた屋敷の周辺図である。町家と混在していた地域であるから、奥村家の前には、町医者の住居
が描かれている。奥村・前田・大音は藩の大身の家臣で、その屋敷周辺の家臣は、みな小身の家臣である。町
中には小身の武家が貸し出していた家も見られる。
（3）本図には、堂形の立派な馬小屋が描かれている。縦長のかなり大きな建物である。その隣には、米蔵があ
る。米蔵も、いくつもの建物に別れていたようだ。盗難防止のためと考えられる。城の近くのはずなのに「御貸家」
の書き込みもみられる。町の中を、至る所で、濠の水が流れていたから、小さな橋が架けられていた様子がわか
る。左の図は、犀川大橋の周辺に至る武家屋敷の部分図である。意外に空き地が多かつたらしい様子がわか
る。犀川の堤防には、土砂崩れ防止のための木が植えられていた。
（4）本図のうち、右の絵図は、城の西側の地域の周辺図である。長家の屋敷や前田土佐守の屋敷が描かれてい
る。町家と同様な家の大きさの武家町の様子が見てとれる。本図の左側」部分は、浅野川流域の地圖である。浅
野川大橋の所の関助馬場の大きさは、小身の武家屋敷の10倍以上もある。大橋の城の側には、番所のような建
物も描かれている。右の図は現在の金沢駅に近く、「西末寺」とあるのが、西本願寺別院のことであろう。
（5） 本図のうち、右側部分は、浅野川を渡って城の外側へ出た場所である。浅野村の近くには、藩の鉄砲練習
場があつた。浅野神社の隣である。もうひとつは、広小路明地周辺図である。広小路は文字通り火災の時の火除
け地である。小身の武家屋敷が2軒納まってしまう広さであった。左の図は後に尾山神社が造られる地域の周辺
図である。尾山八町というのは西町・堤町・南町・材木町などであった。城が形成された頃からの町のようだ。

□ ［金澤町繪圖／野町繪圖］

分類： 金澤の町圖

106 形態： 1枚 縦：29 ×横：195
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0346
通し番号： 03494
解説：

本図は城下の河原町から犀川大橋を渡って、白山神社や小松方面へ向かう町の住宅明細図である。大橋の両
側には、橋番がいた様子も描かれている。橋番は人相書きのお尋ね者の監視だけではなく、投身自殺防止のた
めにも配置されていた。ここの橋番は、橋の両側にいたらしい。神明神社付近には、西郭があつたはずだが、本
図にも描かれていない。本図の住宅は、間口が狭く、奥行きが長い造りである。
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□ ［金澤町繪圖／石坂町等繪圖］

分類： 金澤の町圖

107 形態： 1枚 縦：40 ×横：71
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0347
通し番号： 03495
解説：

本図は［金澤町繪圖／石坂町等繪圖］とあるが、「泉野寺町の絵図」である。寺町だから、寺の名前が書き込まれ
ているのは当然であるが、寺の間に書き込まれている町家の職業がわかる、貴重な絵図でもある。油屋・石切り・
仏師・町医者・小間物屋などが居住していた。寺町だから、仏師は専属の職人と言ってもよい存在だった。職人
は無名の芸術家でもある。

□ ［金澤町繪圖／出大工町拝領地繪圖］

分類： 金澤の町圖

108 形態： 1枚 縦：29 ×横：117
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0348
通し番号： 03496
解説：

出 大工町だから、職人としての大工が大勢居住していたのは当然であるが、町の中に、井上とか山本とかの名
前を名のっている人がいた。これらの人達は、職人であったのか。あるいは、小身の武家であったのか、不明であ
る。本図の下の部分が、下堤町・横堤町図である。本図には蝋燭座や町医師の書き込みがある。また大身の武
家は専属の医師を持っていたらしく、「横山堅物医師」とか「御医師」と書き込まれているから、町医者とは違う存
在であったらしい。町の家数も記されており、町の変化を知るには、貴重な絵図である。

□ ［金澤町繪圖／下堤町・横堤町繪圖］

分類： 金澤の町圖

109 形態： 1枚 縦：40 ×横：110
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0353
通し番号： 03496
解説：

出大工町の下の部分が、下堤町・横堤町図である。詳細な内容に関しては、108を参照されたい。

□ ［金澤町繪圖／河原町繪圖］

分類： 金澤の町圖

110 形態： 1枚 縦：67 ×横：128
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0349
通し番号： 03497
解説：

本図が描かれた当時、河原町は、惣家数が124軒あった。裏地借が9軒であった。本図には、町の出口や入口
に、必ず番所が置かれていた様子や、防火用水の施設もあったことが読みとれる。町の中には、出身地を現して
いると思われる屋号、「砺波屋」「白山屋」「沖津屋」「尾張屋」などの名称が見える。小さな町の中に、医師（お抱
えも含める）が4人もいた。この町は、大工町に隣接している。

□ ［金澤町繪圖／堅町繪圖］

分類： 金澤の町圖

111 形態： 1枚 縦：48 ×横：106
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0350
通し番号： 03498
解説：

本図は、堅町の住宅明細図である。屋号は、出身地・職業・自分の家伝来の名前を使用していると推定されるも
のなどが、混在している。酒屋・油屋・八百屋・石屋・糸屋・紅粉屋などの職業を屋号としている商家もあれば、越
前屋・能登屋・越中屋など、出身地を現した屋号を使用していると思われる商家もある。
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□ ［金澤町繪圖／川上新町・笠舞組等繪圖］

分類： 金澤の町圖

112 形態： 2枚 縦：82 ×横：170
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0351
通し番号： 03499～03500
解説：

（1）本図は町人町図であるから、一軒ごとの屋号と当時の家の当主の名前が書き込まれている。ここでも、越中
屋のように、出身地を連想させる屋号の家がいくつかある。また至る所に、明地が目立つ。それもかなり多い。ま
た、尼さんが何人いたかもわかるのである。出家・山伏・修験者は、町中には住めなかったはずだが、尼さんは例
外であったのか。
（2）藩の御用の御鷹部
屋が描かれている。このあたりは、かなりの傾斜地であつたらしい。至る所に坂が書き込まれている。笠舞中組に
隣接した所には、山伏が2人見える。近くには、猿丸神社がある。このあたりは、町のはずれだから、山伏も居住
できたものと思われる。ここにも、越中屋という屋号の家が、いくつも散見される。笠舞を屋号としていた家は、何
の職業に携わっていたのであろうか。

□ ［金澤町繪圖／石浦町繪圖］

分類： 金澤の町圖

113 形態： 1枚 縦：40 ×横：140
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0352
通し番号： 03501
解説：

石浦町にも、町医師が2人居住していた。井波屋という屋号の家の人は、現在は富山県になっている井波町の出
身かと思われる。石浦町はそれほど大きな町ではなかった。先ほどの井波屋は、組合頭を勤めていた。屋号で
は、これらの他にも、石動屋・伊勢屋・宇出津屋・砺波屋などが見える。これら全部が出身地を現すとすれば、近
世の加賀においても、各地から人々が集まって来ていたことの証明となる。

□ ［金澤町繪圖／十間町繪圖］

分類： 金澤の町圖

114 形態： 1枚 縦：41 ×横：137
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0354
通し番号： 03502
解説：

町絵図は、そこに暮らす人達の、いろいろな職業がわかって、興味が尽きない。十間町には、武家のお抱え医師
が3人書き込まれている。1人は横山監物、もう1人は長甲斐守のお抱え医師、もう1人は前田中務のお抱え医師
である。前田の殿様が江戸城内で他藩の大名の腹痛を直したということから、加賀藩は近世から医学の研究が
盛んであったらしい。薬の研究もかなり進んでいた。それが、このような医師を多く生んだ原因なのであろう。

□ ［金澤町繪圖／上近江町繪圖］

分類： 金澤の町圖

115 形態： 1枚 縦：41 ×横：136
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0355
通し番号： 03503
解説：

上近江町の町絵図である。この町の屋号を見ると、野々市屋・鶴来屋・増泉屋・宮腰屋・能登屋・小松屋と、比較
的に金沢から近い所の出身者が居住していたと考えられる。当時の上近江町は、家数のある家が51軒あった。
それほど大きな町ではない。その内の１軒は魚問屋だった。海が近い金沢ならではのことである。

□ ［金澤町繪圖／荒町・木新保町繪圖］

分類： 金澤の町圖

116 形態： 1枚 縦：67 ×横：108
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0356
通し番号： 03504
解説：

これらの町の出口と入口には、それぞれ木戸が設けられていた様子が、本図を見ると、よくわかる。それらの木戸
には、番人もいたらしい。各家の屋号を見てみると、越中屋とか能登屋という屋号の家が、いくつも見られる。中
には、塗師という仕事そのものを屋号としている家もある。伊勢屋という屋号の家も見られる。家数は二つの町を
あわせて163軒あった。
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□ ［金澤町繪圖／西御坊町繪圖］

分類： 金澤の町圖

117 形態： 1枚 縦：55 ×横：101
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0357
通し番号： 03505
解説：

浄土真宗の西本願寺を中心とした町の絵図である。金沢の町には東西本願寺の別院がある。この町は家数が
116軒あり、かなり大きな町であったことがわかる。この別院の回りにはいくつもの寺があり、小さな寺町を形成して
いた。照圓寺、西末寺、光教寺、西勝寺などの表示が見いだされる。また、寺の関係の僧の住んでいた寺も書き
込まれている。その他に、わずかながら、小身の武士も住んでいた。

□ ［金澤町繪圖／新町并鍵町繪圖］

分類： 金澤の町圖

118 形態： 1枚 縦：37 ×横：138
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0358
通し番号： 03506
解説：

この地域に住む町人は、能登屋、越中屋、小松屋、越後屋などの屋号を見れば理解できるように、近隣からの移
住民が多いようだ。それが屋号となつているらしい。現在でも、金沢は、能登や周辺の地域から、多くの人々を集
めていて、江戸の昔から同様の傾向があったと見られる。屋号では、桶屋、綿屋、紙屋など、すぐに何の商売の
店かわかる所もある。この町は、あわせて132軒あった

□ ［金澤町繪圖／上今町・下今町・中町繪圖］

分類： 金澤の町圖

119 形態： 1枚 縦：37 ×横：145
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0359
通し番号： 03507
解説：

この中町と上今町の木戸は、なかなか立派に描かれている。木戸は町と町の境には、必ず設けられていた。田鶴
濱屋という屋号の家が見られる。紙屋、綿屋というのはすぐに理解できるが、四千万屋という店は、何の商売をし
ていたのだろうか。雨夜という名前も本名なのかどうか疑わしい。この町はあわせて89軒あった。

□ ［金澤町繪圖／尾張町・橋場町・下博労町繪圖］

分類： 金澤の町圖

120 形態： 2枚 縦：80 ×横：116
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0360
通し番号： 03508～03509
解説：

（1）本図に見られる関助馬場は、かなり大きい。近くの家並と比べてみると、よくわかる。これならば、馬がかなり早
く走っても、大丈夫であったはずだ。人間のほうが狭苦しいところに住んでいた。馬場は長さが200間もあった。加
賀藩が1間を6尺で計算しているのか、あるいは六尺二寸で計算しているのかわからないが、それにしても、かなり
の大きさの馬場であったことは間違いない。地圖の上部が南となっている。
（2）橋場町には大工とか木挽きが居住していた。浅野川大橋は幅が3間1寸もあった。橋の両側には石垣を積ん
だ番小屋のような建物もあったと見られる。枯れ木橋の所には、やはり、石垣で護岸工事を施したと見られる書き
込みがある。ここには木戸の存在がよくわかるように、説明が付されている。高札場は枯れ木橋の所に図示され
ている。このような、町の様子がよくわかる絵図は、大変に貴重である。
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□ ［金澤町繪圖／下材木町繪圖］

分類： 金澤の町圖

121 形態： 1枚 縦：40 ×横：136
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0361
通し番号： 03510
解説：

この町には、敦賀屋とか氷見屋などという屋号の店がある。小松屋とか越中屋という屋号は、相も変わらず多い
が、越後屋ではなくて、新潟屋という屋号も見える。唐津屋という屋号の家は、焼き物の商売をしていた家であろ
うか。北前船が航海していたので、九州の人が金沢にいても不思議ではない。金沢には九谷焼きがあるから、同
じ焼き物の商人がいて、仲買をしていたのであろうか。絵図は記載が細かくなるほど、いろいろな事実を教えてく
れたり、考えさせてくれるものである。

□ ［金澤町繪圖／宝円寺門前繪圖］

分類： 金澤の町圖

122 形態： 1枚 縦：82 ×横：52
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0362
通し番号： 03511
解説：

この絵図で見るかぎり、宝圓寺はかなり立派な寺であったらしい。石垣を廻らしてあったらしい跡も残っていて、高
い石垣と杜が、描かれている。本図は、絵図にしても、あまりよい出来ではない。道路や家並みの表現にしても、
木戸の描き方も、丁寧な仕上がりではない。本図には町の戸数や人口の書き込みがない。

□ ［金澤町繪圖／御小人町・柿木町・火除町・天神町・田町・相対地子・吹屋
町・田井新町・浅野川々除町・主計町・母衣町繪圖／二枚］

分類： 金澤の町圖

123 形態： 2枚 縦：39 ×横：136
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0363
通し番号： 03512
解説：

浅野川大橋の城の側には、橋番の番小屋があった。橋番は川に放火されたりしないように、また、夜間に橋から
身投げなどをしないように監視する役割があった。浅野川大橋から下流へ行った所には、定小屋も描かれてい
る。これは、川の水の量の変動や異物の流入などを監視していた小屋である。動物の死骸やゴミなどを掃除した
りする役割も担っていた。

□ ［金澤町繪圖／卯辰町・森下町繪圖］

分類： 金澤の町圖

124 形態： 2枚 縦：40 ×横：164
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0364
通し番号： 03513
解説：

肝煎りの名前が書き込まれている絵図である。絵図のできはかなりよいと思われる。何の商売をしていたのか推
定することが出来る屋号もあるが、大半は無理である。それがわかれば、かなり貴重な史料になるのだが、絵図の
内容が住宅明細図であるから、無い物ねだりをしても仕方がない。町の様子が細かくわかる本図は、大変に、貴
重な絵図である。能登屋・小松屋・越中屋という屋号が、かなり見受けられる．釣瓶屋という、珍しい屋号も見え
る。

□ ［金澤町繪圖／大衆免町・堅町・新町・亀渊町・春日町繪圖／二枚］

分類： 金澤の町圖

125 形態： 1枚 縦：38 ×横：157
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0365
通し番号： 03514
解説：

本図は、浅野川大橋を越えて、卯辰山の麓を、城の東北方面へ抜ける道路の両側の地の住宅明細図である。こ
の付近は、城からはかなり離れた地域なので、町並みもそれほど発達していなかった。それにしても、町の出入り
口には木戸が描かれている。本図では井戸も2ケ所で書き込まれている。このような井戸を描いている絵図は、か
なり珍しい。
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□ ［金澤町繪圖／大衆免町・大衆免堅町・大衆免新町・大衆免亀渊町・金屋
町繪圖／二枚］

分類： 金澤の町圖

126 形態： 1枚 縦：79 ×横：78
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0366
通し番号： 03515～03516
解説：

（1）本図には、富山藩の井波瑞泉寺の旅座が見られる。瑞泉寺は、現在でも、かなり大きな浄土真宗の寺院とし
て有名である。寺全体が城のような構えをしている。門前町が井波町として発達した。ここでも、小松屋・越中屋と
言った屋号は多くみかける。山伏と尼さんのの寺も書き込まれている。いずれも、町のはずれにある。
（2） 江戸時代にあっては、医者になるためには、免許というものがなかったので、町医者はあちこちにいた。本図
にも何人かの医者の住居の書き込みがある。医者になるには、師匠について、いろいろと勉強して、その知識が
活用できるようになれば一人前とされた。そして、一門の知識を外部にもらさないという誓約書を、師匠に対して
約束すれば、だいたいは、医者を開業できた。この当時の医者の多くは、占いもやっていたはずなので、薬の知
識よりも、暦の知識の方が重要であったと思われる。それにしても、医者は至る所にいたのである。

□ ［金澤町繪圖／金澤惣構繪圖六枚之内一］

分類： 金澤の町圖

127 形態： 2枚 縦：38 ×横：152
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0367
通し番号： 03517
解説：

127、128、129、130は、金沢城下の惣構えを現した一連の絵図である。防衛上重要な地点についての部分図で
ある。東本願寺の別院も表示されている。浅野川小橋など、城下の小さな橋にも、橋番人が、正確に書き込まれ
ている。大きな絵図ではわからないが、このような部分図になると、町の様子がかなり細かくわかる。橋番人が、越
中屋、春日屋、塩屋などと書き込まれていることから考えると、町人が番人を担っていたようである。ただし、これら
の人たちが専属でやっていたのか、あるいは、三月とか半年間で交代していたとかの事情は、本図からだけでは
理解できない。また、これらの番人が、自分たちの代わりに、浪人などを雇っていたのかもしれない。いずれにし
ても、橋番人は、かなり重要な役割であったことは間違いない。

□ ［金澤町繪圖／金澤惣構繪圖六枚之内三］

分類： 金澤の町圖

128 形態： 2枚 縦：65 ×横：156
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0368
通し番号： 03518
解説：

127の解説を参照。

□ ［金澤町繪圖／金澤惣構繪圖六枚之内四］

分類： 金澤の町圖

129 形態： 2枚 縦：37 ×横：155
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0369
通し番号： 03519
解説：

127の解説を参照。
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□ ［金澤町繪圖／金澤惣構繪圖六枚之内五］

分類： 金澤の町圖

130 形態： 2枚 縦：79 ×横：160
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0370
通し番号： 03520
解説：

127の解説を参照。

□ ［金澤町繪圖／川南町間数并店借同居出店商売繪圖］

分類： 金澤の町圖

131 形態： 1枚 縦：12 ×横：18
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0371
通し番号： 03521
解説：

本図では、町の出入り口に設けられていた木戸には、番所が書き込まれている。木戸は観音開きの開閉式で
あったと見られる。橋番人も専属ではなくて、一定の期間がくると交代したらしい。そのような書き込みもあるので、
世襲的な職業ではなかったとみてよい。町人の役負担としての橋番人であったのではないであろうか。百姓が年
貢を納めると同様に、役負担として、橋の番人があったのではないかと考えられる。この当時、川南町の家数は
27軒で、橋番人の2軒を加えて、合計27軒で、安政4（1857）年4月には、合計30軒となったと、記されている。

□ ［町続御郡地御引請之ケ所家建等仮繪圖／有松村・泉村繪圖］

分類： 金澤の町圖

132 形態： 1枚 縦：68 ×横：160
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0372
通し番号： 03522
解説：

132から147までの［町続御郡地御引請之ケ所家建等仮繪圖］シリーズは、加賀藩が生産力の大規模な拡大によ
り、人口が増加し、それに伴い、藩の首都としての金沢が、郊外に膨張していく有様を記した地圖である。藩によ
る宅地や農地の造成が計画的に実行され、金沢は、全国でも有数の大都市に成長していったことが類推できる
内容となっている。都市の変遷を辿るための、貴重な資料と言えよう。132から147までの解説においては、個々
の村や町の個別的な情報の解析を主眼としながら、論を展開することにしたい。
本図の周辺は、城下といっても農村地帯であって、町ともいえないような町であった。至る所に、百姓とか村の書
き込みがなされている。有松村領には、惣井戸が見られる。大きな商店や大身の武家屋敷では、自前の井戸を
持っていたが、町人地や小身の武家屋敷では、共同井戸を利用していた。井戸は毎年一回、夏に入る前に井戸
替えをした。

□ ［町続御郡地御引請之ケ所家建等仮繪圖／三俣町・泉野六斗林・地黄煎
町繪圖］

分類： 金澤の町圖

133 形態： 1枚 縦：120 ×横：56
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0373
通し番号： 03523
解説：

本図には、三俣町、泉野六斗林が表記されている。この周辺は、寺の門前町として発達した地域と推測される。
門前町といっても、それほど大きな寺があったわけではなさそうである。玉泉寺や本覚寺といった寺の門前町で
ある。雀谷橋の外側は、新百姓と書き込まれている。この周辺の町は新たに開発されて、町となった所である。引
き渡しの家数が98軒あった。
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□ ［町続御郡地御引請之ケ所家建等仮繪圖／野田寺町・十一屋町繪圖］

分類： 金澤の町圖

134 形態： 1枚 縦：120 ×横：57
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0374
通し番号： 03524
解説：

寺町というだけあって、野田寺町は、寺が密集している地域である。その寺の境内を不法占領するような形で、町
が出来上がったと考えられる。その昔は、どこまでが自分の屋敷なのか、不明な所が多く、明治になってから、地
租徴収の関係で、屋敷地・境内地を確定したという例が、珍しくない。寺の側も檀家や町からの預かり物という意
識があったので、参道を占拠されてしまっても、あまり強く文句も言えなかったのである。寺が所有権が認められ
るようになったのは、明治以降である。住職は本山から派遣されてくるのが普通だった。今日でも、浄土真宗派の
末寺においては、住職は本山から派遣されてくる決まりになっている。

□ ［町続御郡地御引請之ケ所家建等仮繪圖／石坂村・針屋町繪圖］

分類： 金澤の町圖

135 形態： 1枚 縦：80 ×横：57
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0375
通し番号： 03525
解説：

金沢の城下がどのように広がっていったかを示すひとつの証拠となる地域。石坂町には井戸の書き込みもある。
石坂村の引き渡しの家数は、22軒であった。この地圖が、このページの右側に位置しているのに、地の左下の
ページ表記は左側に位置しているので、留意されたい。

□ ［町続御郡地御引請之ケ所家建等仮繪圖／上野町繪圖］

分類： 金澤の町圖

136 形態： 1枚 縦：80 ×横：57
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0376
通し番号： 03525
解説：

本図の上野村領出町が上野町となった。犀川の近くで、それほど町として発達を遂げた地域ではない。村が城
下に近かったため、次第に人口も増えて町になった地域である。上野村の引き渡しの家数は、129軒であった。こ
の地圖がこのページの左側に位置しているのに、地の左下のページ表記は右側に位置しているので、留意され
たい。

□ ［町続御郡地御引請之ケ所家建等仮繪圖／金浦町・天神町繪圖］

分類： 金澤の町圖

137 形態： 1枚 縦：81 ×横：57
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0377
通し番号： 03526
解説：

田井天神社地の周辺が、しだいに人口増加となり、金沢の城下に編入された。本図でもそれほどの家数ではな
いが、城下に編入された当時、引き渡しの家数は、40軒であった。町になるまでは田井村領出町であったが、新
たに金浦町と名称変更になった。この地圖がこのページの右側に位置しているのに、地の左下のページ表記は
左側に位置しているので、留意されたい。

□ ［町続御郡地御引請之ケ所家建等仮繪圖／卯辰村領前山・観音下町繪
圖］

分類： 金澤の町圖

138 形態： 1枚 縦：80 ×横：57
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0378
通し番号： 03526
解説：

137と同様に、金沢が郊外の浅野川の上流地域まで発展していた時期の地圖である。浅野川の渡し船屋の家
が、川に面して、6軒見られる。また、観音下町の壱文橋を渡った所に、町屋が2軒描かれている。引き渡しの家
数は、6軒であった。この地圖がこのページの左側に位置しているのに、地の左下のページ表記は右側に位置し
ているので、留意されたい。この地圖がこのページの左側に位置しているのに、地の左下のページ表記は右側
に位置しているので、留意されたい。
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□ ［町続御郡地御引請之ケ所家建等仮繪圖／卯辰西養寺前・卯辰誓願寺
前・卯辰村領新町・本如来寺町繪圖］

分類： 金澤の町圖

139 形態： 1枚 縦：80 ×横：57
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0379
通し番号： 03527
解説：

金沢が、現在のような都市になる以前から、卯辰山は信仰の山であったらしい。近世に入ると、政策として、卯辰
山には寺や神社が集められた。そこかしこに町屋が出来て、次第に人口も増えて、町となっていった。金沢の城
下に編入された当時にあっては、卯辰村領新町の引き渡し家数は、97軒あった。この地圖がこのページの右側
に位置しているのに、地の左下のページ表記は左側に位置しているので、留意されたい。

□ ［町続御郡地御引請之ケ所家建等仮繪圖／春日町・談議所下町繪圖］

分類： 金澤の町圖

140 形態： 1枚 縦：57 ×横：80
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0380
通し番号： 03527
解説：

談義所村領下町が、談義所下町に名称変更された。139と同様に、金沢の都市としての発展に連れて、郊外の
農村地帯にまで拡大していったことが読み取れる地圖である。談義所下町には、井戸が書き込まれている。引き
渡し家数は、31軒あった。この地圖がこのページの左側に位置しているのに、地の左下のページ表記は右側に
位置しているので、留意されたい。

□ ［町続御郡地御引請之ケ所家建等仮繪圖／卯辰祇園前繪圖］

分類： 金澤の町圖

141 形態： 1枚 縦：80 ×横：57
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0381
通し番号： 03528
解説：

慈雲寺、卯辰祇園、卯辰八幡などが建てられている金沢の郊外の地にまでも、都市が発展して来たことが、容易
に理解できる地圖である。御引渡御領地とは、おそらく、藩が宅地としての造成を終了して、人々に引き渡される
土地を指すのであろう。ここでは、15軒が対象となった。当時の人口増加と、それに伴う都市の拡大現象を研究
するうえでの貴重な資料である。この地圖がこのページの右側に位置しているのに、地の左下のページ表記は
左側に位置しているので、留意されたい。

□ ［町続御郡地御引請之ケ所家建等仮繪圖／南山上町（山ノ上新町）繪
圖］

分類： 金澤の町圖

143 形態： 1枚 縦：57 ×横：120
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0382
通し番号： 03529
解説：

142より後の時代に製作された地圖であることは、疑いをはさむ余地がない。対象地域は同一である。川幅も短く
なり、川の流路土地区画も整然と整理されていて、一つの集落が完成されつつあることを如実に物語っている。
飛地、町家などの表示が見られるが、空白が目立つ地圖である。山ノ上村領新町で124軒、山ノ上村領下タ町で
33軒が、それぞれ引き渡されている。

□ ［町続御郡地御引請之ケ所家建等仮繪圖／大樋村（南山上町）繪圖］

分類： 金澤の町圖

142 形態： 1枚 縦：57 ×横：80
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0383
通し番号： 03528
解説：

十数箇所に及ぶ御引渡御領地の面積が他と比べて大きいのが、特色と言える。引き渡された家数は
155軒である。ここでも、取水が容易にできるように、川の近くに町が形成されている。人間にとっては、水が重要
な生活の因子であることを物語っていよう。この地圖がこのページの左側に位置しているのに、地の左下のペー
ジ表記は右側に位置しているので、留意されたい。
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□ ［町続御郡地御引請之ケ所家建等仮繪圖／大衆免町繪圖］

分類： 金澤の町圖

144 形態： 1枚 縦：80 ×横：57
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0384
通し番号： 03530
解説：

山ノ上村領新町の北部に位置するのが、大衆免町である。浄光寺の周辺の土地で、当時は町家が十軒ほども
書かれている。道路や土地は区画整理が終了しているように見受けられる。詳細については、読み取ることは非
常に困難と言えよう。19軒の家が、引き渡されている。

□ ［町続御郡地御引請之ケ所家建等仮繪圖／下浅野町・水車町繪圖］

分類： 金澤の町圖

145 形態： 1枚 縦：57 ×横：97
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0386
通し番号： 03531
解説：

下浅野町の中央に角場（射撃場）が見られることから推論すると、軍事演習場が、新田もしくは新村の開発のた
めに、用地として転用されたのであろう。角場（射撃場）の一部が水田に転用されたことが推測できる。百姓家、
町家の他に、組屋舗なども表示されている。また、ここでも、10軒の家が、引き渡されている。

□ ［町続御郡地御引請之ケ所家建等仮繪圖／上荒町・下荒町・新堀川町繪
圖］

分類： 金澤の町圖

146 形態： 1枚 縦：80 ×横：56
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0387
通し番号： 03532
解説：

上安江村の中の、上荒町・下荒町・新堀川町の地圖である。この場所は、太岩寺や久昌寺の付近で、御引渡御
領地の表示が多く、この当時は、未開発の地域であったと推測される。道路、田道、川などは、ある程度整備され
ていたことが理解できる。この地圖がこのページの右側に位置しているのに、地の左下のページ表記は左側に
位置しているので、留意されたい。

□ ［町続御郡地御引請之ケ所家建等仮繪圖／廣長町・廣岡町繪圖］

分類： 金澤の町圖

147 形態： 1枚 縦：80 ×横：56
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0388
通し番号： 03532
解説：

長田村の長田天神の付近の土地の地圖である。町家が数軒見られるだけで、残りは、御引渡御領地が多い。長
田村領本町と廣長村領本町で、8軒の家が引き渡されている。この地圖がこのページの左側に位置しているの
に、地の左下のページ表記は右側に位置しているので、留意されたい。

□ ［金澤城下堀川口之圖］

分類： 金澤の町圖

148 形態： 1枚 縦：29 ×横：70
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0389
通し番号： 03533
解説：

浅野川に面して建てられている武家屋敷の間取圖である。住宅の平面図が描かれていて、天地、左右の長さが
正確に測量されている。
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□ 御下屋舗壱番町

分類： 金澤の町圖

149 形態： 1枚 縦：70 ×横：95
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0390
通し番号： 03534
解説：

屋舗町の間取圖である。住宅の平面図が描かれていて、天地、左右の長さが正確に測量されている。居住して
いる武士の名称も記されている。

□ 御下屋舗弐番町

分類： 金澤の町圖

享保18（1733）年5月
150 年代：
形態： 1枚 縦：73 ×横：90
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0391
通し番号： 03535
解説：

これも、149と同じく、屋舗町の間取圖である。住宅の平面図が描かれていて、天地、左右の長さが正確に測量さ
れている。居住している武士の名称も記されている。

□ ［金城風相分野之圖］

分類： 金澤の町圖

151 形態： 1枚 縦：38 ×横：39
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0392
通し番号： 03536
解説：

金沢の中心部を起点にして、東西南北の各地域に位置する町名を把握するための概念圖である。表題が示す
ように、もとより、精密に測量された地圖などでは決してない。ただ、金沢城を中心として、東西南北を俯瞰して見
られる地点を示すだけの役割しか果たしていない。東方面は、「石引町から野田泉町端限南之方」、南方面は、
「川南町から御門前町限西方武蔵辻から安江町通宮腰迄」、西方面は、「武蔵辻から北方橋町限堀川町端迄」、
北方面は、「馬坂を限材木町通浅野川大樋町端迄」と明記されていて、該当する町名が書き込まれている。

□ ［浅川茶屋町前当弐圖］

分類： 金澤の町圖

152 形態： 2枚 縦：33 ×横：94
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0393
通し番号： 03537
解説：

三番町、四丁木二番町、袋町、観音町、茶屋町などの表示があるので、茶屋町のみの地圖ではない。左右に2
枚の同一地域の地圖が並べられていて、左側のそれが、右側のそれよりも、幾分か後の時期に製作されたようで
ある。左側の地圖には、新たに、芝居小屋、表木戸、町家、早篭屋が書きもまれているのが、そのことを証明して
いよう。主要な道路と土地区画を表示した見取圖である。
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□ 三州測量圖籍江沼郡
石黒信由（石黒藤右衞門）
153 筆者：
形態： 1枚 縦：28 ×横：20

分類： 地誌圖
天保4（1833）年6月

所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0394
通し番号： 03538～03547
解説：

021、022、023、051、153、154、155、156の筆者は、いずれも、石黒信由（通称は石黒藤右衞門）である。詳細な
略歴に関しては、021を参照されたい。加賀國江沼郡の地圖である。153、154、155、156が天保3（1832）年と天
保4（1833）年の年記があることから考えて、天保6（1835）年に完成した加越能三州の地圖の下書きに相当する
資料であろう。磁石、竿（1間）、曲尺（6尺）などの測量用具が用いられている。文政2（1819）年1月に、測量御用
の命令が下されて、文政3（1820）年9月、文政4（1821）年6月・7月に測量を行い、文政7（1824）年3月までに、繪
圖10枚、道程帳10冊、村名帳10冊を提出している。天保3（1832）年3月に資料を清書する命令を受けたと書かれ
ている。天保4（1833）年6月において、石黒信由は齢74歳であった。おそらく、江沼郡・能美郡・石川郡・河北郡
の調査資料は、一括して加賀藩に提出したものと推定される。この時の担当役人は、遠藤高■と有澤貞庸であっ
た。

□ 三州測量圖籍能美郡
石黒信由（石黒藤右衞門）
154 筆者：
形態： 16枚 縦：28 ×横：20

分類： 地誌圖
年代： 天保4（1833）年3月

所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0395
通し番号： 03548～03563
解説：

153、154、155、156は同じ様式で製作されているので、詳細に関しては、153を参照されたい。加賀國石川郡の
地圖である。加賀國能美郡の地圖である。文政2（1819）年1月に、測量御用の命令が下され、文政3（1820）年9
月、文政4（1821）年6月に測量を行い、文政7（1824）年3月までに、繪圖10枚、道程帳10冊、村名帳10冊を提出
している。天保3（1832）年5月に資料を清書する命令を受けたと記載されている。

□ 三州測量圖籍石川郡
石黒信由（石黒藤右衞門）
155 筆者：
形態： 15枚 縦：28 ×横：20

分類： 地誌圖
年代： 天保3（1832）年12月

所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0396
通し番号： 03564～03578
解説：

153、154、155、156は同じ様式で製作されているので、詳細に関しては、153を参照されたい。加賀國石川郡の
地圖である。文政2（1819）年1月に、測量御用の命令が下され、文政3（1820）年8月・9月・10月に測量を行い、文
政7（1824）年3月までに、繪圖10枚、道程帳10冊、村名帳10冊を提出している。天保3（1832）年5月に資料を清
書する命令を受けたと記載されている。

□ 三州測量圖籍河北郡
石黒信由（石黒藤右衞門）
156 筆者：
形態： 11枚 縦：28 ×横：20

分類： 地誌圖
年代： 天保3（1832）年8月

所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0397
通し番号： 03579～03589
解説：

153、154、155、156は同じ様式で製作されているので、詳細に関しては、153を参照されたい。加賀國河北郡の
地圖である。政2（1819）年1月に、測量御用の命令が下され、文政3（1820）年4月・7月・8月に測量を行い、文政7
（1824）年3月までに、繪圖10枚、道程帳10冊、村名帳10冊を提出している。天保3（1832）年5月に資料を清書す
る命令を受けたと記載されている。
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近世絵図地図集成Ⅸ巻・解説
◎近世絵図地図資料集成（第IX巻）地図解説◎

□ 諸方調理御繪圖

分類： 金澤の町圖

安政6（1859）年12月
157 年代：
形態： 79枚 縦：24 ×横：18
所蔵機関： 金澤市立玉川圖書館 請求番号： K-0406
通し番号： 03590～03668
解説：

約300種類以上に及ぶ、金沢市内の住宅の詳細な間取圖である。住宅の平面圖が描かれ、東西や南北の長さ
が正確に測定されている。内容が、明治初期に製作された地籍圖に類似していて、非常に興味深い資料であ
る。
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