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千厩町とアユタヤを繋ぐもの

アユタヤ：WAT MAHATHAT 寺院

さて、私事から始めますと、親父の会社の事情で知恵遅れ児童の収容施設の職員を、30 歳を
超えてから辞める事になりました。何故なら、親父の会社が岩手に分工場を作るにあたり、そこ
に赴く責任者を必要としたのです。
が、それは自分が東京から岩手県に行く事を意味すると共に、その事は、自分にとっては、
“非
営利”の仕事から“営利”の仕事に従事する事を意味し、(その当時の私は、“営利即悪”と極め
て短絡的にそう思っていたのです。) そして、又、何より、中小企業経営者の立場になる事を意
味していました。
今、結果として自分の軌跡を振り返り、中小企業経営者とはどのようなものだったかと問われ
れば、かって自分が捉われていた“経営者＝資本家＝搾取する者”と云う見方は、あまりに実態
を捉えていない偏った捉え方で、自分の体験から照らして云えば、中小企業経営者とは“生産/
売買/雇用/経営/損益と言った会社の経済行為を、私個人の全身体を通して体現し、その経営結果
の全責任を負う者”と云う見方の方が、はるかに実態にあった捉え方だと思います。
それはさておき、結果として、30 歳代以降の 20 年近くを岩手県北上市で過ごした訳ですが、
せんまや

その間、たまたま営業で訪れた岩手県 千厩 町の神社の境内で、昼休みに弁当をひろげた際、下
記の立て札に目が留まりました。今回のレポートは、この立て札の記事の引用から始めます。
『

金山一揆（文禄 3 年：1599 年）

奥州平泉時代から産金地帯であった当地方は、天正 18 年(1590 年)の奥州仕置によって葛西氏が
滅ぼされ、天下は名実共に太閤秀吉の時代となる。秀吉は金堀りの許可証(御本判)を発行し、文
禄 3 年 10 月、年 1 回の産金の税を 3 回とするため、大橋八蔵、西村左馬助、鯰江権右衛門をこ
の地にさしむけた。そのため、東山周辺の金堀っ子 3 千人はこれを不服とし、強訴の為、白山堂
に諸道具を持ち寄り集結し、一揆をおこした。
その時、金山肝入白石十郎左衛門と及川十郎兵衛は要塞を築き、三人の上司をかくまい、岩出
山城に救援を要請した。
その援軍として代官黒木肥前が駆けつけ、首謀者は捕らえられ即刻なで斬り、頭取 38 人は見
せしめの為、磔・処刑され、程なく鎮定した。
ところが、この黒幕は伊達政宗にあると、葛西浪人、新城又三郎が浅野長政に直訴した。この
為、白石、及川両名は伏見まで証人として呼び出され、命がけで弁明をする事となった。
』
さて、これを読んで私が思った事は、圧政に苦しみ立ち上がった義民は、江戸時代の佐倉宗吾
郎だけで無く、いつの時代にも居て、そして、権力はあがらう者に対しては常に苛酷だったんだ
なーと云う感慨でしたが、もう一つ驚いた事は、秀吉の時代である 16 世紀末に、既に就労員数
で 3 千人に及ぶ“産業”がこの東北の一村にあったという事実です。現代でも 1 工場で千人も働
く規模であれば、りっぱな大工場ですが、その当時に既にこの金鉱山の金堀人だけで 3 千人の規
模を有したのです。では、その当時の人口はと言えば、17 世紀初頭の江戸時代の初期で約 2,700
万人と言われていますから、この金山一揆が起こった時代もほぼ同じと見てよく、とすれば、現
代のイメージで見れば、ざーと人口は 4 倍比として、一揆のあった金鉱山は、1 万 2 千人規模の
大工場になる事になります。今の新日鉄・君津製鉄所で働く人は約 2 千 9 百人ですから、いかに
大きな鉱山だったかが想像出来ようと言うものです。
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この千厩町周辺は、奥州藤原氏に代表される金の産地として知られた所で、日本で最初に金が
発見された宮城県涌谷町(＝749 年に陸奥国主であった百済王敬福が、黄金 9 千両[約 12.5kg]を東
大寺の大仏造営に際し、献上したのはここで採れた金でした＝)から 50 キロ程北に位置し、昔か
らの産金地帯の一角でした。従って、金山はこのあたりに幾つもあり(その跡は、この付近の道路
を走れば、今も、ここそこに金山跡と書いてある立看板を見る事が出来ます)、周辺の中小鉱山を
加えれば、もっとたくさんの人が従事していたはずです。
当時の著名な鉱山としては、この金山の他に、東北には秋田の阿仁鉱山(金・銀)、宮城に細倉
鉱山(金・銀)等がありましたし、又、全国規模でみれば、石見銀山、生野銀山、松倉金山等、盛
んに開発されていましたので、鉱業に従事した人は、思いの他、多かったのです。
こうした産業を“手工業”に求めてみると、例えば、当時の手工業を代表するものとして、刀
鍛冶業がありました。その中で興味深い記述を引用しますと、
『天正 19 年(1591 年)備前長船の西
大井川（現広島県吉井川）の大洪水に、民家が流れ、鍛冶数千人が溺死したという記録がある。
人数は正確でないにしても、この地に多数の鍛冶を擁する｢日本刀製造工場｣の如きものがあった
ことを示唆している。恐らく、この種の｢日本刀製造工場｣は、長船に限らず、各地に存在し、日
夜、日本刀を打っていたのではないだろうか。』(島立利貞氏『鉄の文化史』)との指摘があります。
こうした、“手鉱業”そして“手工業”は、必然的に、それを流通させる商業・運送業を伴う
訳ですから、そう考えていくと、今の私達が漠然と理解している、室町・安土桃山時代は自給自
足を基本とする“閉鎖的な農業社会“、と云うイメージは、実際はそうではなくて、鉱工業・商
業・通商に彩られたビビッドな社会だったとして見直した方が、はるかに正しくその当時の日本
を捉えられるのではないかと思います。
ここに、更に、おもしろい
“事実”があります。それは、
当時、日本の武器が輸出され
ていたという事実です。前に
引用した島立氏の本等に述べ
てある事柄ですが、それを、
又、引用してみますと、
、
、
、
『日本刀は、明国の貿易船に
積み込まれて出港して行った
ので、日本では明国に渡った
ものとばかり思われていたが、
実は輸入先はシャム(タイ)だ
ったのである。当時のシャム王国は政情不安で、内外共に争いがたえなかったため、刀だけでな
く、日本製のすべての武器の輸入国であった。15-16 世紀の 200 年間は、日本は世界有数の武器
輸出国で、日本の輸出品目の中に、｢攻撃用、防御用を問わず、あらゆる種類の武器があり、日本
は最大の武器輸出国だった｣といわれている。ところで、史料日本史によれば、100 年ほどの間に、
22 万把にのぼる多数の日本刀が輸出されたのである。これほど膨大な数の日本刀が、一体どのよ
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うにして製作されたのであろうか。』
『なお、商品として多数作られた刀を、数打ちと称し、各地
の｢太刀座｣がこれらを調達し、輸出に当たっていたのである。』(島立利貞氏『鉄の文化史』)とあ
ります。
当時の“手鉱業”に話を戻しますと、
『日本中を自分の支配に治めた秀吉は全国の金銀鉱山は、
各大名の領地内にあっても、それは自分に属すとし、治めさせています。慶長 3 年(1593 年)の 1
年間に秀吉に納められた金と銀は、金が 560kg、銀が 12,800kg と言われています。』
（大江三郎
氏『金属を探す』より抜粋）とあるように、まさに、鉱山は豊臣政権を財務的に支えた一つの柱
でした。そして、当時の日本の経済は、日本国内だけでなく、海を渡ってアジアにつながってお
あわび

り、その輸出品目は、中国でもてはやされた 鮑 ・昆布等の海産物の他に、上記にある武器類や、
それに加えて、金や銀があったのです。
この金・銀の輸出については、
『ポルトガル人数名が、最初のヨーロッパ人として薩南の種子
島南端の門倉岬に中国人のジャンクで漂着したのは天文 12 年(1543 年)のことであった。おりか
ら倭寇がシナ海を荒らしていて、日本と中国間の正常な貿易が断絶していたから、ポルトガル人
たちは、南シナ海の根拠地から生糸や絹織物を日本に輸入してくると、「うんざりするほどの利
益」を収めた。しかもその帰りには、日本から銀を満載して行って二重の利益を満喫した。こう
して始まった、ポルトガル人と同国船によるいわゆる｢南蛮貿易｣の実体は、今の言葉でいうと｢日
中貿易｣であり、日本からほとんどもっぱら｢銀｣が輸出され、その船｢銀の船｣と称されたほどで
あった。
』(松田毅一氏『南蛮人の日本発見』)とある事からも解るように、交易の柱でもあったの
です。
こうした当時の“商工鉱業そして通商の土壌”は、大倭寇の王直(五峰とも言います)の船(ジャ
ンク)に便乗したポルトガル人が種子島に火縄銃を、東南アジアを経由して伝えると、日本はまた
たくまに国産火縄銃・大砲を作る事となります。
ところで、種子島にポルトガル人/倭寇が漂着して鉄砲を伝えたからといって、なぜ種子島で国
産第一号の火縄銃が作られたのだろう、そんな技術力が種子島にあったのだろうかと云う素朴な
疑問は、私ならずとも誰にもあると思います。
が、実際には、翌年に種子島で火縄銃の試作機を作っているのです。火縄銃が種子島にもたら
されると、藩主の意向でそれを種子島で作ろうとし、在地の八坂金兵衛と言う刀鍛冶が火縄銃を
作り藩主が試発をしています。又、併せて、火薬につても調合の研究をし、自分たちで作ってい
ます。どうして、種子島で火縄銃を作れたかと云う問いに対しては、種子島には昔から鉄の歴史
があったと云う事実を知る事で、その疑問に対しての納得が得られるかも知れません。
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それは、まず、弥生時代前期の遺跡から鉄製釣針 2 ヶが出土していますので、全国規模で比較
しても、種子島が早くから鉄の文化圏に入っていた事が推定出来ます。そして、それ以降につい
ても、海辺の砂鉄から鉄を作った炉の跡が種子島の各所で発掘されていますから、砂鉄を利用し
た鉄鍛冶業が在った事が指摘できます。こうした土壌が、火縄銃を見て、種子島で作る事を可能
ならしめたと言える訳です。
そうは言っても、国産火縄銃を完成させる
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その雄雌ネジをどう作るか分らず、試作機で

『種子島の鉄銃とザビエルの十字架』より

は筒底を焼き嵌めの方法で底を塞いで作るほ
かなかったとの記録があります。このネジを作る方法は、翌年、又、やってきたポルトガル人に
八坂金兵衛が娘を嫁がせる事で教わったとの話が残っていますし、又、銃の砲身については、細
い鉄板をスパイラル(螺旋)状に巻いて筒にする事を学んで作った、と云うようないろいろな葛藤の
末に、ついに種子島での火縄銃製造の国産化が始まります。この鉄砲を作る技術は、幸いな事に、
ときたか

藩主種子島 時堯 が開明的であった事から、種子島だけで秘され留められる事無く、堺や和歌山の
ね ご ろ

根来 、近江の国友等に伝えられ、この事が、短い間に日本に火縄銃が拡がった、と言われていま
す。
火縄銃の国産化は、織田信長の長篠の戦い(1575 年)、或いは木津河口の戦いに代表されるよう
に、これまでの槍/刀を主とした戦いから鉄砲を活用する者が勝利する時代をもたらします。
そして、豊臣秀吉の文禄・慶長の戦い(＝1592-1597 年の約 6 年間にわたって約 15 万 9 千人に
及ぶ兵が朝鮮侵略の企てに狩りだされました＝)となると、鉄砲・大砲は、常用兵器となって海を
わたり、朝鮮王朝そして朝鮮の人々を悩ませました。この時に従軍した島津氏の場合、その兵力
は 1 万 5 千で、
鉄砲を 1 千 5 百挺用意した記録が残っています(装備率 10%)。更に時代が下って、
1614 年の大阪冬の陣では、豊臣側 10 万、徳川側 20 万の兵をそれぞれ動員しており、この時に
どれくらいの鉄砲・大砲が使われたかは正確には解っていませんが、この時の伊達政宗の兵力 1
万人に対し、負担鉄砲数 3,420 挺との記録があります(装備率 34%)ので、全体では、控えめに 2-3
割の装備率として試算しても、全体では 6-9 万挺の火縄銃が使われた可能性があります。
余談となりますが、この冬の陣での、鉄砲・火砲の威力を象徴する出来事として、
『慶長 19 年
12 月、家康は、前年に召抱えた兵庫砲術師の田付兵庫助景澄に命じて、大仏郎機(ﾌﾗﾝｷ)を打たせ
た。弾丸は淀君のいる天守閣に当たり、柱は折れ、侍女 2 人がこっぱみじんになった(徳川実記)。
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そして、このときの砲撃が淀君に和睦を決意させたといわれている。家康が豊臣氏の息の根を
止めることができたのは、多くの火砲を装備し、それらを活用させたからにほかならない。
』(こ
の項、主に宇田川武久氏『鉄砲伝来』より引用)と云うようなエピーソードがあります。
このように、銃火器を充分に調達出来る財力基盤を持ち、それを制し得る者が、まさに権力を
握った訳です。これは秀吉や家康だけでなく、有力諸大名にも、大なり小なり、同じ事が言えた
のは云うまでもありません。
さて、日本の火縄銃は、ポルトガル船がもたらしたと云われますが、鉄砲史学会の所荘吉氏の
研究によると、その火縄銃には、ヨーロッパの火縄銃のタイプとマレーシアやタイの地域に見ら
れる火縄銃のタイプで、明瞭な違いが在るのだそうです。その違いは、ヨーロッパ型は、大陸を
経て来ているのでルーム(トルコ)型と呼ばれており、火ばさみと云う火縄を挟んでいる金具の部
分が銃床部分右にあって、引き金を引くと、引く度合いに依って降りてくる速さが異なる緩発式
の構造であるのに対し、東南アジア型は、すぐに火ばさみがパチンと落ちる瞬発式である点が、
ヨーロッパ型と東南アジア型の決定的に異なる所だそうです。そして、『この機構の火縄銃はマ
ラッカから先にはつながらない、ヨーロッパにその祖型がない。
』と指摘しています。
更に、下記のような、重要な指摘が有ります。それは、
、
、
『明の永楽帝がベトナムを攻撃した時に、ベトナム軍は神機火箭という鉄の矢を飛ばす兵器を
使っております。これに対して、中国は、火薬及び火槍について、ひじょうに早くからの発明国
であり、鉄砲の祖型である原始的な鉄砲をつくっております。それがヨーロッパへ直接行ったの
か、ヨーロッパで同時に生まれたのか、まだ意見の分かれるところなのですが、少なくとも中国
ももっていた。永楽帝ですから 14 世紀ですね。まだポルトガル人が一人もアジアへ来ていない
時代に、中国の明の軍隊と対抗できるそれ以上の新しい火薬兵器を、ベトナム人がもっていたと
いう事実があります。それから、記録を読みますと、(ポルトガルの)アルブケルナの艦隊がイン
ドのマラバール海岸を南下する時に、ゴアで作ったのであろうといわれる火器によってインド側
から砲撃されております。そして、1517 年にはマラッカが攻略されます。その時ポルトガル人
に占領されるわけですが、マラッカ軍からは 3 千挺もの火砲が戦利品として分捕られているので
す。ですから、ポルトガル人やスペイン人がまだアジアにやってこない、いわゆる大航海時代以
前から、東南アジアには既に火器があったのです。
』(所荘吉氏『鉄砲伝来前夜』)
つまり、当時の東南アジアは、世界の中でも、火器の先進国であったとの、非常に興味のある
指摘です。
火縄銃の各写真は宇田川武久氏『鉄砲伝来』より転載
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それでは、その同じ時代、つまり先の引用にあった、『当時のシャム王国は政情不安で、内外
共に争いがたえなかったため、刀だけでなく、日本製のすべての武器の輸入国であった。』と有
るタイに、日本製火縄銃も輸出されたのでしょうか。もし、されたとしたら今でも何丁か残って
いる可能性もありますが、そうした“日本の手工鉱業”が海外に渡った軌跡はたどれるのでしょ
うか。
日本刀が輸出され始めたと思われる 15 世紀頃から、徳川家康が政権を取った 17 世紀始めまで
の時代の東南アジアには、いくつかの日本人町がありました。主な都市としては、ベトナムのト
ゥーランやフィリッピンのマニラやマレーシアのマラッカ等ありますが、中でも有名なのはタイ
のアユタヤです。
当時のアユタヤはシャム国の首都で、そのアユタヤに住んでいた日本人で、アユタヤ朝の貴族
に名を連ねた日本人(＝その中でも山田長政という人が有名で知られていますが、実名だったかど
うかは解っていません。＝)は、日本人町を束ね、傭兵隊を率い、その卓越した戦闘力をもって王
朝の権力闘争に大きく関与した事実があります。
その当時を記したオランダ人の
記録(J ・ファン・フリート氏『山
田長政』)の中には、彼らが刀や槍
等の日本の伝統的な武器を自在に駆
使して、軍事力を行使した事ははっ
きり書かれていますが、銃を使って
いた事については、それを想定させ
る記述があるのみで、日本人傭兵隊
が火縄銃等の火器を常用していたと
の記述は残念ながらありません。
しかし、山田長政が、彼の故郷と
言われる駿府の浅間神社に奉納した
絵馬には、大砲が据えられている彼の船の様子が描かれていますから、傍証としては確かに、シ
ャムの日本人が銃火器を使用していた事は、間違いないと思われます。
アユタヤは、海岸から 100KM 程内陸に入った、チャオプラヤー(メナム)川沿いにある、大平原
に位置する町です。この平野の広さをザーと表現すれば、九州がすっぽり入る程の大きさですか
ら、いかに大きな平原であるかが想像出来ると思います。この平野一帯で採れた米や果樹等の産
物は、チャオプラヤー川沿いの交通の要衝で、平野の中央部に位置するアユタヤに集められまし
た。又、対外的には、アユタヤが、地理的に南シナ海の通商ルートとベンガル湾の通商ルートの
結節点にあった事が、この都市をアジア交易の中心地の一つとして繁栄させました。
その当時のアユタヤは、当初、防御上の観点から川の中の“輪中”に町を作って発展させまし
たが、交易を求めて集まってきた外国人には、輪中の外に、日本人町を始めオランダやポルトガ
ルの居留地を定め住まわせました。アユタヤ王朝は外国人を多く登用した事で知られており、或
る時には 43 ヶ国もの人が居たとありますが、日本人町には、最盛期で 3 千人程の日本人、そして
使用人を含めると 7-8 千人が住んでいたが居たと云われています。
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今回幸いにも、仕事でタイに行く用事
が出来て、アユタヤを訪ねる事ができ、
日本人村跡地も訪ねました。りっぱな記
念館が在タイ民間有志の基金で出来てお
り、琉球も独自にタイと、当時、交易し
ていたとの資料や、当時の日本人町の模
型等興味ある展示が有りましたが、当時
を偲ぶ具体的遺品については、つい最近
までそこに有ったと云う鳥居の写真があ
った程度で、他は何もありませんでした。
右上の写真は、村に面し悠々と静かに流れていく川を撮ったものですが、その川の流れを見て
いると、どんな時代でも、いかなる境遇であれ、果敢に未来を求めて生きようする者はおり、そ
して、受け入れてくれる場所はどこにもあるものだ、と改めて思いました。
当時、関が原の合戦とかの戦いで敗れた浪人や、キリシタンの迫害を受け信仰の自由を求めた
人、そして、商いで一旗上げようとした人々等が、アユタヤのみならずアジア各地の日本人町を
作ったのですが、ほどなく、徳川幕府は、出国者の帰還の途を閉ざしたのです。
目の前を流れるチャオプラヤー川の流れが上流に上っているように見えたので、聞くと、午前
中は川が逆流し、午後は下手に流れが変わるとの返事でした。こうした潮の流れ事があるから、
当時の帆船が海から労せずここまで登って来れた事が実感出来ました。
当時、日本からアユタヤにもたらされた“手工業品”は、たく
さんあったはずで、箸や茶碗等の日用品の他に、ある記録には、
屏風・櫃・飾り棚・着物とかの日本の工芸品が市民の家に置かれ
たり、王の贈り物に使われたとの記述が残っているようですが、
今回の短い旅ではそのような“日本の足跡”は、残念ながら見る
ことが出来ず、唯、見る事が出来たのは、日本製と言われる陶器
が博物館に陳列されていたのと、博物館の前庭にひっそり立つ着
物姿の石像でした。
さて肝心の火縄銃については、アユタヤの博物館に当時の火縄銃や大砲が展示してあり、確か
に 2 種類の系統の火縄銃がある事は確認出来ましたが、それが日本の物かどうかについては、素
人の私にその判断は少々難しすぎて、解りませんでした。日本を立つ前には読んだ本の特徴の記
述から、例えば、銃身の長さが短いとか、口径の大きさが日本のサイズに似ているとか、銃床の
かっこうが日本のものに似ているとか、或いは、銃に日本語が書いてあるとかの、何か“日本製”
を示す印が確認出来ればと期待したのですが、見ただけでは解らず、撮影禁止の中、あえて写真
を撮ってくる事位しか出来ませんでした。次頁の写真は、その博物館で撮ってきた、唯一の 1 枚
の写真です。
その代わりと云っては何ですが、アユタヤの後で訪ねたバンコクのウィマンメーク宮殿では、
確かに 2 刀の日本刀を見ることが出来ました。(ここも撮影禁止で、しかも監視人が多く、とうと
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う写真を取る事は出来ませんでした。) それらはいずれも総長 2M にも及ぶ反り返った長刀で、
柄の部分は竹で出来ており、その柄の周りは藤
蔓で巻いてある、柄だけで長さが 50cm もある
特徴ある刀でした。残念な事に、刃は赤錆びて
幾分朽ちており、又、この刀が確認したいと思
ったアユタヤ時代の刀かどうかは私には解りま
せんでしたが、少なくとも、その日本の“手工
業品”が遠く海外に渡って、錆びているとは云
え、今も価値あるものとして、西洋の手入れさ
れた武器類と混じって宮殿の一角に大事に展示
されている事に、そして、その事が確認出来た
事に一種の満足を覚えました。
さて、徳川時代に入ると、幕府はオランダ中
国との交易を、出島を窓口にして行うだけの鎖
国政策をとった事から、一般には、江戸時代に
は交易はそんなに行われていなかったようなイ
メージがありますが、実際はそうではなく、日
本経済はその後も、世界と密接につながってい

東南アジア型

ルーム型

CHANTHARAKASEM 国立博物館にて

たのです。
まず、徳川家康は、豊臣政権を滅ぼすと、ほどなく秀忠に将軍職を譲り(1605 年)、大御所とし
て駿府に退き、そこで外交や貿易に直接関与します。その当時、駿府は日本の東南アジアへの窓
口的位置を占めており、その時の輸出品は｢銀・銅・硫黄・鉄・樟脳・麦粉・鍋・釜・刀・鋏・小
刀・陶器・扇子・漆器・帷子｣で、輸入品では、｢生糸・絹織物・綿布・羅紗・鹿皮・鮫皮・蘇木・
金・鉛・錫・硝石・砂糖・香木｣だったとあります。
（小和田哲男氏『山田長政』）殊に硝石は火薬
の原料で、日本には産出しないので中国かタイが重要な輸入国でした。1616 年には欧船の来航を
平戸・長崎に制限しますが、貿易は維持し、1685 年には、貿易年額を唐船 73 隻、銀 6,000 貫、
オランダは金 50,000 両と定め、翌年、朝鮮 18,000 両、琉球 2,000 両と定むとし、貿易を幕府が
独占しました。しかも、徳川政権は、貿易だけでなく、鉱山も独占して、幕府の直轄下に置きま
す。
『輸出品の筆頭に銀をあげておいたが、これも注目すべきことで、当時、日本はさまざまな輸
入品に対して払う代価として銀を用いていたのである。家康の大御所時代(1607-1616 年)の世界の
産銀額(1 年)はおよそ 40 万キロといわれている。それに対し、日本から持ち出された銀は年に 15
万キロ(150 トン)にも及んでいたというデータがある。』（小和田哲男氏『山田長政』）
『幕府は、日本中で取れた金や銀、そして銅を、長崎におくり、ここで中国やオランダに売り、
幕府の経済をささえたのでした。幕府は、中国やオランダに対し、合わせて、毎年 890 万斤(1 万
斤で 6 トンですから、5,340 トン[534 万キロ]になります）の銅を売ることさえ、約束したほどで
した。じっさい、元禄 10・11 年に(1697.8 年)には、900 万斤(5,400 トン[540 万キロ])の銅が、長
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崎から船で積み出されています。これだけの銅を輸出するとすれば、日本で使うぶんも考えると、
1 年間の銅の生産量は、1300 万斤(7,800 トン[780 万キロ])に達していたと思われます。そして、
これだけの銅の量は、この当時、世界第一位だったといいます。まさに、わたしたちの国日本は、
銅の国だったのです。』
（大江三郎氏『金属を探す』）との指摘があるように、江戸時代の輸出は、
幕府に独占されて続くのです。
（ちなみに、幕末の時に薩摩藩が密輸で藩力をつけた事は、まぎれ
もない事実です。）
こうした当時の貿易を含めた日本と海外の繋がりを踏まえて、改めて、冒頭の金山一揆の立て
札を読み直してみると、この一揆は、東北の一角でたまたま起った、豊臣政権の重税化に反対し
て発生した偶発的な一揆だったとは簡単に片付けられない、重要な事件だった事が解ります。
まず、立て札には、豊臣政権が金堀り許可証を発行したとありますが、これは、この一揆の 2
年後に発布する朱印船制度に先駆ける、鉱山の独占化に向けての布告です。この政策は、豊臣政
権にとっては権力を支える財務基盤の強化に他なりませんが、鉱山に働く人々にとっては、重税
を意味したので、この政策に反対し、一揆を起こした訳です。
（ちなみに、こうした独占化は、頼
朝の東北の金の独占化にその源を遡る事ができます。）
そして、この一揆は、事の処し様によっては、豊臣政権の基幹政策、殊に、財政基盤の根幹を
揺るがしかねない一揆で、豊臣政権の今後を大きく左右する事件だったはずです。
何故なら、この一揆を鎮圧出来ないとなれば、全国鉱山直轄化の目論見が外れる事で、鉱山へ
の重税化/独占化政策が翻るだけでなく、在地大名の財力基盤に直結する鉱山の温存は、豊臣政権
の権力そのものが脅かされる事になりかねなかったからです。だからこそ、豊臣政権は、この一
揆を単なる地方の偶発的な一揆とは位置づけず、事の根幹に関わる一揆として一気に鎮圧しまし
た。又、一揆を収めると、次には、地元、伊達政宗の責任問題に発展させ、鉱山の直轄化政策に
は、どんな有力諸侯であれ、いっさい文句をつけさせない、と云う事を天下に知らしめた事件だ
ったのです。
1 5 3 7 - 1 5 9 8

1 5 6 7 - 1 6 3 6

逆に言えば、この時には、まだ、豊臣 秀 吉 と 伊達 政宗 との間には、覇権を巡るつば競り合い
がまだあった事が推測出来ます。又、別の視点で見れば、東北地方の鉱山での財力基盤を背景に
した伊達政宗の覇権を巡る野望の延長線上に、太平洋をはさんだメキシコを介しての欧州との交
1 5 4 3 - 1 6 1 6

易をもってドラスティックに打って出る構想があり、その事が、徳川 家康 が天下を統一したとは
言えまだ流動する可能性が残されていた状況下、家康の認可を得つつ、イエズス会では無いフラ
1 6 1 3 - 1 6 2 0

ンシスコ派のソテロの支援をもって支倉常長をメキシコ経由でヨーロッパに 派遣 した 事につな
がったと推測する事が出来かもしれません。
さて、このように、金山一揆は、事と次第によっては、その後の豊臣・徳川政権の有り様を大
きく変えたかもしれない事件だった訳ですが、同じ事は、一揆に参加した人々にも言えた事で、
殊に、処刑された人とその家族にとっては実に重い出来事だったはずです。そして、この一揆も
結末は、その他の参加者や周辺の人々にも、程度の差こそあれ、影響を与えたに違いありません。
もし、もしもの話ですが、この一揆に加担し鎮圧された 3 千人の中に、捕まらず追われ落ちの
びた人がいて、はるばるアユタヤまで、故有って、たどり着いた人が居たとしたら、、、、
、それは、
あまりにも突飛で、ほぼ有り得ない想像でしかありませんが、、、
、しかし、仮にそういう人が実際
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にいたとしたら、その人はアユタヤに着いた後で、一体、どんな生涯を送った事でしょうか。
［

追記 ］今回は、主に 16-17 世紀の鉄にまつわる手鉱工業のテーマとなりました。たまた

ま手にした本に刀だけでなく日本製武器が海外に輸出されていたとあったので、その火器を見て
みたいと思っていたら、出張でタイに行く用事が出来て、アユタヤを 1 日訪ねる事が出来たのは
ラッキーでした。しかし、残念ながら、日数がなく、日本製火縄銃を確認すると言う目論みは見
事外れましたが、東北の一村とアユタヤのつながりに想いを馳せる 1 日を過ごす事が出来た事は
有益だったと自己満足しています。尚、文中では触れませんでしたが、そのつながりに関する事
で報告出来る事は、当時のアユタヤの通貨は、小さなサイコロのような形をした銀塊でしたので、
（金ではありませんでしたが、
）日本から輸出された銀がそれに使われたかもしれないと思った事
でした。
尚、参考までに、このレポートに関する、他の指摘を書き加えておきたいと思います。
その一つは、日本の鉄鍛冶の土壌と鉄砲との関連において、日本刀を作る技術と鉄砲を作る技
術は、直接的に結びつかなかったのではないかとの指摘です。以下、引用しますと、、
、
『福川氏は、豊後における鉄砲製造は刀鍛冶の存在があったからと述べている。鉄砲が伝来し
てまもなく、全国で鉄砲が製造された背景には、刀鍛冶の技術が前提とする見方は多い。しかし、
日本刀の鍛造法は鉄に含有されている炭素分をよく除去して、芯鉄を造り、それを鋼の皮鉄で覆
う二重構造に仕上げられているのが普通である。ところが鉄砲の砲身の場合は、板金を接合する
だけのウドン張り(1 枚の鉄板を筒状に造ること)にしろ、板金を接合した上にやはり板金を巻く葛
巻にしろ、二重構造にする必要がなく、鉄板を接合して筒を造ればよいのであり、野鍛冶の技術
でも製造はじゅうぶん可能である。
もし、鉄砲の普及によって刀鍛冶が鉄砲を製造したならば、鉄砲と刀の生産地は一致しなけれ
ばならないし、日本刀の製造技術がなければ鉄砲が造れないとしたら、東南アジア、中国、朝鮮
王朝では造れないことになるが、それらの地域に厳然として鉄砲は存在している。まったく無関
係とはいわないが、刀鍛冶と鉄砲を短絡して考えるのは問題があるとおもう。』
（宇田川武久氏『鉄
砲伝来』）つまり、鉄砲を作る技術は、日本刀のように鋼を鍛える鍛造技術、が無くて作れるもの
なので、そんなに難しくないとの指摘です。が、確かに、日本刀の鍛造工程の技術が鉄砲に直接
的に使われていないとしても、やはり、当時の日本において、手掘り中心の鉱業や手工業と云う
“手”が工業や鉱業の字の前につく段階であったにせよ、そうした工業鉱業等を核として様々な
産業が日本で発展していたからこそ、鉄砲があっという間に拡がった(それを受け入れ、発展させ
るニーズが当時の日本の社会にあった)のは、間違いない事だと思います。
次ぎは、東南アジアが火器の先進国であったとの前述の指摘に対し、下記のような別の指摘が
ある事を、記しておかなくてはなりません。それは少し長くなりますが、
、
、
『ポルトガル人がインド洋貿易圏に進出してきた当時、インドにはすでに大砲、鉄砲とその使
用法がオスマン・トルコ帝国などを通じて伝えられていたことは事実である。ムラカ王国の場合
も同様で、アルフォンソ・デ・アルプケルケは同地を占領した際に多数の火器を発見している。
しかしそれらがいわば戦略的に使用された形跡はない。大砲、鉄砲とその使用はやはりポルトガ
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ル人がインド洋貿易圏にもたらした文化の一つであるといってよい。なおここで注意おきたいの
は、大砲、鉄砲の導入は、それとともに火薬の原料としての木炭、硫黄、硝石、銃丸の原料とし
ての鉛、火縄の原料としての綿糸などを供給するシステムが確立しないかぎり不可能ということ
である。例を日本にとってみると、これらの原料、原材料のうち、火薬の原料としての木炭、硫
黄は豊富に産出するが、その他の原料、とくに硝石と鉛の供給は来航するポルトガル船に仰いで
いたのである。また大砲、鉄砲ともに最初は、
「輸入品」を使用していたに違いないが、それを「国
産化」する場合には、それなりの技術水準が必要である。日本の場合でも種子島には原材料であ
る砂鉄、製鉄の技術、鉄製品の製造の技術はあったが、尾栓のねじ切りの技術がなく、これをポ
ルトガル人に教わって初めて鉄砲の製造が可能になったのである。
こうした問題を一挙に解決する方法としては、大砲、鉄砲の製造と操作に熟達したポルトガル
人を雇い、必要な資材をポルトガル船に供給させるのが最も簡単である。このようにして「異教
徒」すなわちイスラム教徒でもキリスト教徒ものない人々の間でポルトガル人傭兵を使用する習
慣が広まったのである。』
（生田滋氏「東南アジアの大航海時代」
『東南アジア史 3』所収）
これを読む限りでは、東南アジア型である瞬発式火縄銃は、
“お雇い外国人”が開発したと言え
そうですし、アユタヤを取り巻く輪中外の土地の灌漑整備開拓並びに川の流れを大幅に変える土
木技術はフランス宣教師団の協力を仰いだとの研究があり、そうした指摘もその考えを補完して
います。しかし、ポルトガル人がやって来る前の 14 世紀にアジアに火薬兵器があったという事実
は、中国の火薬の発明に代表される科学技術やアラビア・インドの医学/化学を含めた科学技術等、
アジア全体の視点でもっと丹念にたどる必要が有る事を示唆していると思います。
もう一つ。アユタヤのナレースエン国王は、1593 年、朝鮮が秀吉の侵入に対し中国に出兵を要
請したと聞いて、背後から日本を攻撃する事を提案したとの記録が『神宗万暦実録』にあると生
田氏は指摘し、当時のアユタヤ朝の情報力と海軍力への想起を促しています。
最後に、上記レポートの引用によれば、
『慶長 3 年(1593 年)の 1 年間に秀吉に納められた金と銀
は、金が 560kg、銀が 12,800kg』とあり、その 10-20 年後では、
『1607-1616 年の世界の産銀額
(1 年)はおよそ 40 万キロといわれている。それに対し、日本から持ち出された銀は年に 15 万キロ
(150 トン=150,000kg)にも及んでいた』とありますが、10-20 年後、銀の産出量において 1 桁も増
大するなんて事が有り得たのでしょうか。資料の根拠が違えばともかく、もし、事実であったと
すると、鉱業上の大きな変革があった事が想像出来ますが、
、
、
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