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＜文化財の種類 有形文化財（古文書）＞ 

名 称 黒鳥
くろとり

村
むら

文書
もんじょ

（四十四通） 

員 数 44通 

所在地 和泉市まなび野２番４ 

（和泉市いずみの国歴史館） 

所有者 和泉市 

年 代 平安院政期から室町時代中期まで 

説 明 

〇概要 
 黒鳥村文書は、和泉国和泉郡坂本郷黒鳥村（和泉市黒鳥町）に伝来した中世文書群である。本文書

群は中世黒鳥村の共有文書とされ、黒鳥村内の安明寺
あんみょうじ

に納められていたと考えられている。44通が伝
存し、その内訳は、平安院政期に作成された文書が３通、鎌倉時代前期１通、鎌倉時代中期３通、鎌

倉時代後期 10通、南北朝時代 13通、室町時代前期９通、室町時代中期５通である。平安院政期の在
地領主による開発

かいほつ

関係文書３通が今日まで現地にて伝えられてきたことが特筆されるとともに、その

他にも山林・田地の売券
ばいけん

、田地の寄進状
きしんじょう

、村座による置文
おきぶみ

、麹
こうじ

にかかわる文書、そして立願文
りゅうがんもん

など

多様な内容の文書が残されている。本文書群は、11世紀から 15世紀末にかけての和泉地域における
在地社会の姿をうかがい知ることのできる中世村落文書である。 
 
〇伝来 
黒鳥村文書 44 通は、従来、立石

たていし

家所蔵文書 8 通１および河野
こ う の

家所蔵文書 36 通２として知られてき
た中世文書群である。立石家所蔵文書は昭和 31年（1956）に紹介されていたが、昭和 54年（1979）、
河野家所蔵文書が黒鳥村文書として紹介されたことで、両文書は広く注目されるところとなった。以

降、黒鳥村にかかわる両文書を分析対象とする日本中世史の研究成果が多く公表され、和泉国衙周辺

地域史のみならず、村落の構造と展開、村落寺院の役割、商品の生産と流通、在地における信仰など、

中世地域社会の実態について研究が深められることとなる。これらの成果によって、本文書群はもと

もと、中世黒鳥村に存在した安明寺に納められた、黒鳥村の共有文書と考えられている。現在、立石

家所蔵文書 8通と河野家所蔵文書 36通はともに和泉市が寄贈を受け、和泉市いずみの国歴史館にて
黒鳥村中世文書（旧安明寺文書）44通３として一括され、保管されている。 
 この黒鳥村は、近世初頭に上村・辻村（下村）・坊村という行政的に異なる三つの村へと分かれ、

また黒鳥村共有文書を納置した安明寺も 17世紀初頭までに廃絶した４。しかし安明寺に存した共有文
書は、三分割され、三か村にて分有された可能性が指摘されており、立石家文書は黒鳥上村に、河野
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家文書は黒鳥辻村に伝えられた文書と考えられている５。これは、立石家が黒鳥上村の庄屋をつとめ

た家であること、また河野家が黒鳥辻村の庄屋あるいはその一族の家系である可能性が高いことによ

る６。このように、中世に存した黒鳥村の共有文書であった本文書は、近世においては別々の村にて

分蔵されるものの、今日まで現地にて伝えられてきた７。 
 
〇開発

かいほつ

 
 本文書群のうち最も古い年号を有する文書は、鎌倉時代中期に写された平安時代後期の年号を持つ

長和３年（1014）10月 18日付け宗岡光成解状
げじょう

案
あん
８である。本状は、宗岡光成が和泉国衙に充てた解

状の案文で、和泉国坂本郷と上泉郷にまたがる山野および字白木谷上津池周辺にある常荒田の開発権

を申請している。文書には奥証判
おくしょうはん

が加えられており、山野などの権利の証拠文書となっている。 
また作成年代が最も古い文書は、平安院政期の寛治２年（1088）２月１日付け酒人盛信解９であり、

これに次ぐ寛治６年（1092）４月 13日付け酒人盛信解 10とともに、正文である。２通とも在庁官人

たる大判官酒人盛信が和泉国国衙在庁に充てた解状で、寛治２年の解状は先祖相伝の白木池預職への

補任を求めた内容であり、国衙より認められている。寛治６年の解状は、上泉郷内の白木・中津尾・

上津尾の３ヶ所の池が大破したことから修理のための人夫食料を下してほしいと国衙へ望む内容で、

結果、実検使
じつけんし

が派遣されることとなっている。両文書とも袖
そで

に証判がすえられており、池など水利権

に関する証拠文書となっている。 
宗岡氏も酒人氏も、結局のところ黒鳥村周辺地域の領主として成長することは出来なかったが、こ

れら３通の文書からは、平安時代の在地領主による開発のありかたを知ることができる。 
 
〇土地集積 
 黒鳥村文書には田地・山林などの売券が６通伝来している。その中の１通である建長８年（1256）
の沙弥蓮覚山林荒野売券 11は、蓮覚が相伝する上泉庄梨子本里の山林荒野を、「本公験」１通と「次

第手続証文」２通を添えて、黒鳥村と安明寺へ売り渡した文書である。この山林荒野は、長和３年に

宗岡光成が和泉国衙へ開発を申請 12した山林荒野のうち上泉郷内に所在した分と考えられ、宗岡光成

解状案はこの売券に記される「本公験」として、黒鳥村と安明寺のもとへ渡って来たのであろう 13。

ちなみに本売券が、「黒鳥村」という名称の初出史料である。 
 また田地などの寄進状も 10通伝えられている。例えば建保７年（1219）の村国貞守田地寄進状 14

や明徳５年（1394）の尼覚真法花八講田寄進状 15 では、安明寺へ法華八講ための料田が寄進されて

おり、康永２年（1343）の法眼覚詮田地寄進状 16では二季彼岸田が、建徳元年（1370）の讃阿弥陀
仏田地寄進状 17では燈明油田が、それぞれ安明寺へと寄進されている。これらはいずれも二親聖 霊

しょうりょう

などの後生善処
ごしょうぜんしょ

や往生極楽
おうじょうごくらく

のために寄進されていることから、安明寺が地域社会より求められた信仰

上の役割の一端もうかがえる。 
 
〇村落運営 
 中世後期の黒鳥村には村

むら

座
ざ

が存在し、村人と安明寺僧が共同で、黒鳥村と安明寺の運営に関わって
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いた。「安明寺五座」と呼ばれる村座組織は「本座」「南座」「新座」「弥座」「僧座」の五つで構成さ

れ、史料上では正平 24年（1369）から長禄２年（1458）まで確認できることより 18、中世後期を通

じて活動したとみなされている。黒鳥村における村座の成立に関しては、建長 8年の沙弥蓮覚山林荒
野売券 19にて、「買人黒鳥村」と「安明寺御寺寺僧中」を並列して記すことから、この時期には自治

的な村座組織が形成されはじめていた可能性が指摘されている。また安明寺の「寺物
じ ぶ つ

」の扱いについ

て定めた暦応２年（1339）の安明寺置文 20では、毎年 7 月 16 日に行う「結解
け ち げ

」（決算）に出仕する

「人衆」を、「六人衆」「東座六人衆」「末座五人」および寺僧である次期「年預」二人と決めている。

このような組織が成熟することで、正平 24年 21までには安明寺五座が成立したと考えられている。

これらの文書から、中世村落の自治的な運営や、その展開について知ることが出来る。 
 
〇経済活動 
 黒鳥村文書には、味噌や醤油そして酒などの製造に必要な「麹」に関わる文書も多く伝存する。ま

ず正平８年（1353）の黒鳥村飯荷譲状 22 では、沙弥堯光が和泉国大鳥郡伊勢高野村を「売場」（「立

場」「舘場」ともいう）とする先祖相伝の「黒鳥村飯荷」（「麹室」「麹荷」「飯荷」ともいう）「一荷」

23を楠王丸へと譲り渡している。また正平 16年（1361）の又二郎利銭借状 24は、おそらく安明寺か

らであろう又二郎が銭を借り受ける際に、彼の麹売場である安孫子浜をその担保となしている。応永

５年（1398）の安明寺五座置文 25 では、麹荷に対して臨時の税である「天役」が負荷された場合、

五座と麹荷商人とが寄合を持ち協議のうえ納入すること、少額の時は五座で負担することが定められ

ている。このような麹に関わる文書の存在やその内容などから、安明寺五座は、南北朝時代から周辺

の麹荷商人を統括するような立場にあり、さらには中世を通じて和泉国一国内で麹を独占的に販売し

ていたと考えられている 26。 
 
〇信仰 
 黒鳥村文書の中には、中世の〈暗号文〉27として知られる文書が１通存在する。それは、黒鳥村の

有力者とみなしうる人物が、鎌倉時代末の文保 2年（1318）2月 19日にその名を秘して「某（花押）」
と署し、安明寺の本尊である薬師如来に願いを捧げた立願文である 28。カタカナと漢字の交ざった文

章で書かれたこの立願文は、願いの核心ともいえる部分を一見しただけでは意味の通らない方法にて

記述している。〈暗号文〉と呼ばれるゆえんである。その願意は、三浦圭一氏の読み方に従うと、黒

鳥村の所在する和泉国坂本郷の小地頭
こ じ と う

と公文
く も ん

の悪い噂をなして彼らを早く解任してほしいという政

治的失脚などを望むものであった。それゆえ立願文の一部分について、文字の配列を一文字ずつ交互

にずらして書くといった手法により、普通に読んだだけでは意味が分からない記述方法をとったと考

えられている。このような書かれ方をした中世文書は他に例を見ない。また立願者「某」は願文の中

で、この願いが叶ったならば千手陀羅尼 5000 遍、般若心経 5000 巻、光明真言・薬師真言・発菩提
心真言をあわせて 3000 遍、それぞれ誦すことを約すとともに、成就のためには「某」の命が絶たれ
ても構わないと述べる。しかし同時に「某」は、安明寺の本尊たる薬師如来をはじめ諸仏・諸菩薩は

衆生済度や請願成就を誓願としているのであるから私の願いも叶えてもらえるはずである、もし叶え
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られなければ諸仏・諸菩薩の誓願はむなしくなり、衆生はどうして仰ぐだろうか、というような脅し

にも似た内容も記している。この立願文からは、中世在地社会に生きた人の有した信仰の一様相など

も知ることが出来る。 
 
〇中世在地社会の諸相 
 この他にも黒鳥村文書からは、中世和泉地域における在地社会の様々な姿を垣間見ることが出来

る。例えば、建徳元年（1370）に讃阿弥陀仏が灯明油田を寄進した寄進状 29 には、文書の奥に追筆

にて「如此状可有打札也」と記されている。この打札
うちふだ

とは、寄進の内容を木の札に彫り込み、本堂な

どに掲示するため打ちつけた札と考えられる 30。安明寺にて、打札という行為がなされていたことが

わかるとともに、寄進文書と打札との関係性が知られ、興味深い。 
 また、応永５年（1398）の法華寺住持禅師に充てられた沙弥是忠田地寄進状 31 には「和泉国坂本

郷黒鳥温室免田事」「毎月十六日終日沐浴不可有退転」とあり、同年に法花禅寺へと充てられた沙弥

是忠寄進田坪付注文 32にも「坂本郷法花禅寺風呂免」とあることから、黒鳥村には法花禅寺と呼ばれ

る禅寺が存在し、そこには毎月 16日に沐浴が出来る温室つまり蒸風呂のあったことがわかる。 
 応永 23 年（1416）の安明寺五座置文 33では、「熊野先達事者、寺僧之外者先達不可以用者也」と

決められており、この時以降、紀伊国熊野三山への立願や参詣の仲介となる熊野先達
せんだつ

は安明寺の寺僧

のみを頼み、それ以外の者は用いてはならないと定めている。安明寺の寺僧に熊野先達がいたことが

判明する。 
 そして、長禄２年（1458）11月 15日付けの安明寺五座置文 34によると、五座が管理していた白木

谷池の池水について、池の所在場所の人びとが管理権を主張したことで両者間の対立が深まっていた

時、同日に行われた「神楽」の場にて、安明寺五座が「寺家往古支証於取出」して面々に披露し、こ

れまで通り五座による支配を確認したことが記されている。安明寺五座が文書を管理していたことが

判明するとともに、周辺地域の多数の人々が一同に集う祭礼にて文書による審理が行われていること

から、祭礼が地域社会秩序の維持や形成の機会を提供していることがうかがえる 35。 
 
〇評価 
 黒鳥村文書は、中世和泉国黒鳥村における人々の信仰のよりどころであり、社会的、経済的な結節

点でもあった安明寺に納められた黒鳥村共有文書で、中世を通じて権利などを証する文書として利用

され、管理、継承されていた。近世に入り、安明寺が廃絶し、黒鳥村が黒鳥三か村に分かれたのちも、

黒鳥村文書は三か村それぞれの庄屋をつとめた家などにて分蔵され、伝えらえてきた。黒鳥村文書は、

中世村落の成立期とされる平安時代以来、在地において作成された文書が今日まで現地に伝来した貴

重な中世村落文書といえる。また中世村落文書という括りにおいて、府内でこれだけの点数と平安院

政期から室町時代中期までという時代幅で伝来する例は他に無く、黒鳥村文書は府内随一の文書群で

ある。そして本文書は、中世在地社会に生きた人びとの生活の場で生まれた多様な文書を有すること

から、歴史学研究上において中世民衆の生業や生活実態を映し出す豊かな内容を持つとともに、古文

書学研究上において在地社会で作成された文書独自の様式や機能、管理、伝来などを考察 36するため
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にも有益である。 
 以上より黒鳥村文書は、中世和泉国国衙周辺の地域史理解の上で非常に重要であり、かつ中世社会

史および古文書学の上でも貴重な古文書群と評価できることから、本府指定文化財にふさわしい。 
 
［参考文献］ 
『和泉市史』第一巻、1965年 
三浦圭一「惣村の起源とその役割」（『中世民衆生活史の研究』、思文閣出版、1981、初出は 1967） 
黒鳥村文書研究会「河野家所蔵文書」（『日本史研究』207号、1979） 
三浦圭一「日本中世の立願と暗号」（『中世民衆生活史の研究』、初出は 1979） 
三浦圭一「日本中世における地域社会─和泉国を素材にして─」（『日本中世の地域と社会』、思文閣

出版、1993、初出は 1981） 
黒鳥郷土誌編纂委員会編『黒鳥郷土誌』和泉市黒鳥町黒鳥小学校 PTA特別委員会発行、1984 
河音能平「和泉河野家文書中の平安末期の文書について」（『立命館文学』521号、1991） 
和泉市教育委員会編『旧和泉郡黒鳥村関係古文書調査報告書』、1995 
吉井敏幸「和泉国黒鳥村文書の伝来と村座・村寺」（河音能平編『中世文書論の視座』東京堂出版、

1996） 
 
 
註 

（註１）昭和 31年（1956）、『和泉町史料』第一集にて立石憲逸氏所蔵史料として紹介された。 

（註２）昭和 53年（1978）夏に河野時治氏宅より見いだされ、翌昭和 54年（1979）に三浦圭一氏らを中心とする 

黒鳥村文書研究会によって『日本史研究』207号に紹介された。 

（註３）河野家所蔵文書 36点は昭和 54年（1979）に、立石家所蔵文書８点は平成 28年（2016）にそれぞれ和泉市

に寄贈され、同平成 28年（2016）、「黒鳥村中世文書（旧安明寺文書）」（一件（44点、河野家文書 36点、立石家文

書 8点））として和泉市指定文化財となっている。 

（註４）元禄４年（1691）に成立した泉州泉郡黒鳥村寺社御改帳 （『黒鳥郷土誌』）の「安明寺」の項に、「右天神社

内之宮寺ニて黒鳥村三方ゟ支配仕候、開基年暦知ㇾ不申候、寺号之事古寺之古証文御座候、当村ニ八十三才ニ罷成

候者相尋候ヘハ、往古ゟ伽藍地之様ニ申伝、若年之時分ゟ見来候由申候」と記されることから、安明寺は 17世紀初

頭までに廃絶していたといえる。また、「古寺之古証文」が安明寺に伝えられた黒鳥村共有文書を指すとされ、17

世紀末までには古文書（「古証文」）となるものの、地域でその存在が知られていたと考えられている。 

（註５）現在、立石家も河野家も共に多くの近世文書を伝えるが、その起点は 17世紀前半で、黒鳥村文書の下限であ

る文明 14年（1482）（景盛平民公事銭寄進状（黒鳥村文書 35号。以下、大阪府教育庁文化財保護課『黒鳥村文書

目録』掲載の目録番号のみを記す）から 100年以上の開きがある。またその内容も、各家に関わる文書と、各村の

年貢や村政といった庄屋の職務に伴う地方
じ か た

文書が中心となり、黒鳥村文書とは性格が異なっている。 

（註６）現時点では、三か村のうち黒鳥坊村に伝えられたであろう黒鳥村共有文書は見出されていない。 

（註７）黒鳥村文書のうち立石家旧蔵文書の中には、「此書類ハ明治［  ］年［ ］六百三拾五年ト［  ］」（法眼

覚詮田地寄進状（41号））や「此書類ハ明治三十一年迄六百八年ト□□」（讃阿弥陀仏田地寄進状（43号））など、

鉛筆にて端裏書のある文書が存している。明治 31年（1898）ごろに何らかの整理が行われており、近代に入っても



6 
 

文書の存在が知られていたことをうかがえる。 

（註８）１号 

（註９）２号 

（註 10）３号 

（註 11）５号 

（註 12）宗岡光成解状案（１号） 

（註 13）このことは正平 19年（1364）成立とみられる年次欠の安明寺寺山文書次第（18号）に、長和３年の宗岡 

光成から、建長８年の沙弥蓮覚に至る文書の差出人と年次とが書き上げられていることからもうかがえる。 

（註 14）37号 

（註 15）24号 

（註 16）41号 

（註 17）43号 

（註 18）正平 24年（1369）６月 17日付け安明寺五座置文（20号）、応永２年（1395）２月 10日付け安明寺五座置 

文（25号）、応永５年（1398）12月 25日付け安明寺五座置文（28号）、応永 23年（1416）３月 25日付け安明寺 

五座置文（30号）、長禄２年（1458）11月 15日付け安明寺五座置文（34号）。 

（註 19）５号 

（註 20）15号 

（註 21）20号 

（註 22）42号 

（註 23）「一荷」とは麹の生産 ・販売に関する権利で、麹室と売場を一つの組み合わせとしたものを「一荷」と数 

えたとされる（三浦圭一「十六世紀における地域的分業流通の構造」(永原慶二編『戦国期の権力と社会』東大出版 

会、1976)。 

（註 24）17号 

（註 25）28号 

（註 26）和泉国の麹に関する文書は、和泉国日根郡熊取（熊取町）の中家に伝えられた中家文書にも何通か存在す 

る。安明寺五座の支配下にあった麹の販売地域を一覧にすると次のとおりであり、和泉国一国内で販売されていた 

様子がうかがえる。 

正平８年（1353）１月  和泉国大鳥郡伊勢高野村 （黒鳥村文書 42号） 

正平 16年（1361）７月 和泉国和泉郡我孫子浜 （黒鳥村文書 17号） 

応安７年（1374）７月  和泉国和泉郡我孫子 （黒鳥村文書 21号） 

至徳３年（1386）５月  和泉国南郡賀守村 （黒鳥村文書 23号） 

応永２年（1395）２月  和泉国大鳥郡伊世高野 （黒鳥村文書 25号） 

応永２年（1395）２月  和泉国南郡加守 （黒鳥村文書 25号） 

応永２年（1395）２月  和泉国南郡山直 （黒鳥村文書 25号） 

応永２年（1395）２月  和泉国大鳥郡高石 （黒鳥村文書 25号） 

応永 10年（1403）８月 和泉国大鳥郡伊勢神野 （黒鳥村文書 29号） 

長禄２年（1458）２月  和泉国大鳥郡上石津市場 （黒鳥村文書 33号） 

文明 11年（1479）10月 和泉国日根郡日根野村中島 （中家文書 29・31号 麹室料頭宛行状） 



7 
 

ただし、中世における黒鳥村での麹生産や麹室の存在は史料上から確認できない。しかし 18世紀中頃まで続けら 

れた黒鳥村での麹生産の状況から、中世においても麹の生産、麹商人への卸し、特定の村や市場での独占的な販売 

の許可を行っていたと考えられている（三浦圭一「技術と信仰」（三浦圭一編『古代・中世の技術と社会』有斐 

閣、1982) 。 

（註 27）「日本中世の立願と暗号」、『黒鳥郷土誌』 

（註 28）12号 

（註 29）43号 

（註 30）打札の事例として、例えば福井県明通寺の寄進札（重要文化財）があげられる。 

（註 31）26号 

（註 32）27号 

（註 33）30号 

（註 34）34号 

（註 35）榎原雅治「中世後期の地域社会と村落祭祀」（『日本中世地域社会の構造』校倉書房、2000）など。 

（註 36）春田直紀編『中世地下文書の世界』勉誠出版、2017 

 












