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経済学研究 44-4
北 海 道 大 学 1995.3

明治肥料経済史のー断面

田 中慎一

はじめに る。わずかこれだけのワン・センテンスである

柳田国男(l875~1962)は戦後になって73歳で

刊行した著作『北国紀行~ (実業之日本社， 1948 

年)に，往年の日記を収録した。 33歳のときの旅

行日記である。 1909(明治42)年 5 月 25 日~7 月

8日，柳田は木曾・飛騨・北陸路を視察旅行し

たことがあった九 40年前の旅の記録である。記

憶の意味を重んじた人2)だけに日記を大切にし

たことは当然としても，晩年にいたるまでよく

保管していたのは特に愛着あるものだ、ったから

であろうし，それを公にするからにはなんらか

の価値あるものとみなしていたからだろう。そ

して確かに，本書が公刊されて更に50年近くを

経ょうとしつつある今日でもなお価値ある叙述

に出会うこともできるのである。

それは 6月14日金沢に到着した翌日日，石

川県農業事情をメモするなかで肥料にも言及す

るととろにでてくる。

「市の周辺農村の肥料としては下肥が一石八十銭ほ

ど，一石は三荷あまりなれば，ほ r東京の差配人の

収入と同じほどか。3)J 

という，一見なんの変哲もないような文章であ

1)当時，柳田は法制局参事宮で宮内書記官を兼ね，ま

た全国農事会(のちの帝国農会)の幹事となっており，

この年の 3月には『後狩詞記』を自家出版(50部)し

たばかりであった(W定本柳田国男集』別巻 5，筑摩

書房 r年譜J)。
2)柳田の人間と思想に肉迫した橋川文三『柳田国男』

(講談社学術文庫， 1977年)，参照。なお，本書に付

けられた神島二郎氏による「解説」は，短くはある

が出色のできばえで，味読するにたる。

3)柳田国男「北国紀行一一明治四十二年一一J(W定本

柳田国男集』第3巻，所収)138頁。

けれど，好みのまま細部をこだわりつつ微視す

れば，三つのことを言わんとしているだろう。

はじめの，金沢市内の人糞尿が金沢周辺の近郊農

村で肥料として利用され，その下肥としての価

値，つまり人糞尿価格の金沢相場が 1石当り80銭

であること，つぎの， 1荷分の人糞尿は約 3斗 3

升であること，これらにはなんら問題ないし，よ

くわかることである。むしろ農政学専攻者とし

て，代表的な近世農書である土屋又三郎『耕稼

春秋』・『農業図絵~4)を生みだした金沢という土

地柄への好感を伝えさせもするくらいである。

問題は三つめである。東京の差配人は一応わ

かるが，差配人の収入を何と比べているのか，

そして両者が同じくらいと肯定形でト言っている

のか，それとも同じ程度であろうかと疑問形で

言っているのか，はっきりしないからである。

他の箇所で柳田が差配人に言及していれば，そ

れを参考にして考え直すこともできるのだが，

差配人はこの 1箇所しかでてこない。あの尾大

な柳田の全著述のなかで，差配人のことは，青

年期もようやく終わるころ金沢という北陸路で

我が家のある東京を想いつつ書きとめた「東京

の差配人」という，この 1箇所しかでてこない

のである。地主経営と関係深い差配人という文

字を一度しか書いていないとは，元農政学徒に

して終生，農にこだわりつづけた民俗学者にし

ては意外な感がする。差配人にたいする関心の

薄さのゆえ結果的にそうならざるをえなかった

とすれば，差配人という言葉が都市・農村の地

4)農山漁村文化協会版『日本農書全集』第4巻・第26

巻，参照。
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主的支配と因縁あるものだけに，いささか奇異

な印象をうけるのである。

それゆえ，ここだげで強いて解釈するしかな

いとすれば，人糞尿が 1荷27銭という計算にな

るから，人糞尿 1荷につき27銭程度の収入を東

京の差配人は得ているかどうだろうか，という

自問ではなかろうか。

いずれにしろ，東京市中の人糞尿が東京周辺

の近郊農村で肥料として利用され，その下肥と

しての価値が実現するにあたり，差配人が関係

していたことになる。ところが，東京の差配人

は地主・家主と借地・借家人のあいだに介在す

るものである。とすれば，かかる重層的人間関

係において，家主所有の長屋に住まう借家人の

糞尿や，地主所有の借地上の長屋に住まう借地

人の糞尿はそれが下肥として価値実現するばあ

い，その代価はどの階層に帰属することになっ

たのであろうか，またその帰属過程で収得権を

めぐりいかなる対立が起こりえたのであろうか。

これを本稿は問題とするのである。

ところで，明治肥料経済史の先駆的研究と目

されるべきは戸谷敏之『明治前期に於ける肥料

技術の発達~ (日本常民文化研究所， 1943年)で

あるが，そこにおいては「主肥5)j としての人糞

尿が力説・記述されている。その戸谷氏は本書

刊行の l 年ほど前に~帝国農会報』に「近世小

作制度の態様とその変質について」と題する論

文を 3回にわたって発表されている。この戸谷

論文は「大審院民事判決録」に着目し，これを

主たる資料に用いて課題に立ち向かわれたので

あるが，そうされたのは「該書は，入会権のみ

でなく，小作制度，地租改正，農業水利，漁業

権などの問題につき豊富な資料を収蔵してい

る。 6)j との評価にもとづいていたからであっ

た。戸谷氏の剖日に筆者はもう一つ付げ加えて

おく。「大審院民事判決録」には下肥経済にかん

5) 戸谷敏之『明治前期に於ける肥料技術の発達~ (日本

常民文化研究所， 1943年)14頁。
6)戸谷敏之「近世小作制度の態様とその変質について」

(~帝国農会報」第32巻第 4 号， 1942年)2頁。

する看過すべからざる史料を見出すことができ

るからである。かかる意味で，本稿は戸谷氏の

問題意識をも継承するものである。

I 長屋における雪隠の存在形態

明治初年，東京は「第六大区四小区深川八名川

町二十五番地7)jなるところに 1棟の長屋があ

った。同町に住所をさだめる「小原勝五郎8)j な

る人物がこの長屋も，その土地も共に所有して

いた。地主と家主をかねていたのである。この

貸長屋は 6戸が入居できる 6軒長屋であった。

このうち 1戸が入居する 1軒分の敷地はつ

ぎのようになっていた。間口が2間(1間=6

尺主1.8mだから，約 3.6m)，奥行が3間(約 5.

4m)，建坪は 6坪であった。この建坪のほかに奥

行 1聞の 2坪の庭地がついていた。合わせて 8

坪になる。この 1戸当り 8坪の敷地には，さら

に間口およそ半聞の約 1坪(ただし地主の厳密

な測量によれば 1坪 3合 3勺 3才)の「下掃除

道」なるものが付属地としてついていた。した

がって 1戸当りの建坪と庭地と「下掃除道」

を合わせると計9坪になっていた。これが6軒

分あるのだから，建坪の総面積は36坪，庭地の

7)8) この番地や人名は1878(明治11)年11月大審院民

事判決録」の第 193号「下掃除代取戻一件上告ノ判

文J，にでてくるものである。 1878(明治11)年6月3
日に上告され，同年11月19日に申し渡された，この

「判文」は「明治前期大審院民事判決録~ 3 (三和書

房， 1958年)に収録されている。以下，本稿で，この

「判文」から引用を行なうばあいは注記をはぶくこ

とにする。なお，この番地は1878(明治11)年からは

東京府深川区深川八名川町25番地となる。すなわち，

1878(明治11)年7月，郡区町村編制法がさだめられ，

大区・小区制をやめ，行政区画として郡町村を復活

し，別に人民稿湊の地を区とするようにした。これ

により同年12月，東京府は従来の大小区制を廃し，

府内に15区6郡をもうけた。麹町・神田・日本橋・

京橋・芝・麻布・赤坂・四谷・牛込・小石川・本郷・

下谷・浅草・本所・深川の15区であり，荏原・東多

摩・南豊島・北豊島・南足立・南葛飾の 6郡である。

その後， 1888(明治21)年4月，市制・町村制が公布

され，翌1889(明治22)年5月，東京府は区部に市制

を，郡部に町村制を施行した。これにより東京府15
区は東京市15区となる。
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総面積は12坪，小計すると敷地の総面積は48坪，

「下掃除道」の総面積は 6坪，合計すると54坪

になる。

この54坪をもって長屋全体の土地とするわけ

にはいかない。貸長屋として機能するには，少

なくとも路地と共同井戸が設けられるスペース

を必要とするが，その面積が正確にはわからな

いからである。いま路地と共同井戸，と書いた。

近世江戸以来のいわゆる裏長屋であるなら，も

う一つ不可欠なものがぬけていることになる。

共同雪隠である。いま雪隠，と書いたのは本稿

が取りあげようとする「大審院民事判決録」に

「雪隠」とでてくるからであるが，ここでその

語源について簡単にみておくことにする。いろ

いろと見るべきものはあろうが，やはり大槻文

彦博士の『大言海』という言葉のうなばらへ歩

み入ることにする。すなわち，
セイチン

「セッチン(名)雪隠〔宋音，西浄ノ急呼，せつい

んハ，同音ノ仮借字タル雪隠ノ音読，禅家ノ廊ノ義。
セツテウ

空華集(義堂)九二「若雪賓(山号)明覚，居衆，司此

職(持浄)子霊隠，至今，有雪隠之美称」トアルヨリ

云フ，或ハ，烏君主沙摩経注ニ「福州雪峯義存禅師，

常往隠所掃除，於是得大悟，故名失」トア1レヨリ云

フ， トノ二説アリ。然レドモ，一字ヅツ摘取シテ造

語スト云フハ，イカガ，附会ナルベシ。禅林象器築，

殿堂門ニ「和俗呼西浄，為雪隠，云云，按竺仙和尚

説，云，霊隠浄頭寮，名為雪隠，云云，又按日本禅

弟j一覧，建長寺亦掲雪隠字，云云，雪隠，西浄，唐

音適近，遂以為雪隠、，而失本名」トアリ。コレニ

ヨレパ，雪隠ナル語ノ、，元ト支那，臨安府，霊隠、寺
ジンヂユウ

ノ浄頭寮(掃除ノ寮)ノ肩額ノ文字ニシテ，雪賓，又

ハ，雪峯ヨリ出デシニ非ザルコト明ラカナリ。長崎

ニテ，せんちん，大阪ニテ，せちん，鳥取ニテせん
カハヤ

ち，沖縄ニテ，志ちん〕廊。便所。コウカ。恭房潤

軒東司自房(悶ミニ云フ，寺院ノ北ニアルヲ，雲

隠，又，雪陣ト云ヒ，西ニアルヲ，西浄，又，西序ト
ゴサイジヤウ

云フト)三好義長第御成記「御西浄J (芥隠筆記，南
セイチン

斉異史ニ「蔽厨以青椿J (水戸史館珍書考)トアルニ

起ルト云フ，暗合ナリ，サル希観ノ語ノ，普通語ト

ナル謂レナシ)9) J 

とある。例の「猫」ほどでないにしても，往年

の名著たること歴然とする一文ではないか。か

かる比類なき修辞をともなう考証によれば，中

国の臨安府にあった霊隠寺，そこの掃除役にあ

たる浄頭寮，その門戸にかかげられた横額に書

かれていた文字だったのであり，それが日本の

建長寺(1253年創建，鎌倉五山の第 1位)など禅

宗の名刺に用いられ，日本で普及していくもと

となったことになる 10)。源流を中国における宗

教文化の産物とするものの，これが日本へ文化

伝播し定着していく過程には雪ふる風土と日本

人なりの感性(恥の文化=清浄志向)にもとづく

受容があったといえよう。「料理人建長寺だと鍋

を見せJ (柳多留)

さて，本筋にもどると，実はこの貸長屋のば

あい，雪隠がいったいどうなっていたのかが最

大の疑問として浮かんでくるのであり，これを

解かねば問題の本質がつかめなくなってしまう

のである。今ここで問題提起的に多少なりとも

論及しようとするのはそのためである。つまり

貸長屋になければならない雪隠，それが常識的

に共同雪隠なのかどうか，それはどこに位置し

ていたのか，これらの素朴な疑問は r大審院民

事判決録」に「雪隠」とでてくるものの，この

史料によって直接に答えられていないのである。

この史料を読み込んでいき，想像力をたくまし

くするしかない。

いま常識的には共同雪隠になると書いたのは，

9)大槻文彦「大言海」第3巻(冨山房， 1934年)63頁。

なお『言海』にizfャ「せついん(名)雪隠〔福州、|ノ雪峯

義存禅師，常ニ隠所ヲ掃除シテ，大悟ヲ得タリ，因

テ名トスト云，或王37、ャ雪賓禅師，霊隠寺ノ司厨ノ職
タリシヨリイフト〕廊ノ異名。セッチン。」とあった

から(大槻文彦『言海Jl904年，六合館， 1927年改版第

578版， 553頁)， ~言海』から『大言海』にかけて，雪隠

を解釈するに叙述の一大進展がみられたことになる。

10)なお北見俊夫氏は，雪隠という物々しい漢語が広く

適用するようになった要因として，こうした五山文

化の影響以外に，それ以前から民間でセンヤ(背屋)

系統のことば(たとえば阿波の山村では屋外の便所

をセンヤというらしい)が素地としてあったという

説明をしておられ(北見俊夫「日本便所考 ア・ラ・

カルト J，大野盛雄・小島麗逸編著『アジア厨考」勤

草書房， 1994年，所収， 25頁)，一考を要しよう。
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近世史研究の成果にもとづく。たとえば，

1853(嘉永 6)年に成り近世江戸後期の風俗にか

んする百科事典的意味をもっ考証随筆たる『守

貞漫稿』のなかに，大通りに面した町家図があ

り，そこには，-路地口」をはさんで左右に，表

間口が 2聞と 9尺の「見世」が二つ横にならび，

それぞれの背後に数戸つづきの裏長屋が「路次」

をはさんで縦に 2列にならんでおり，-惣厨」と

読める書き込みがある I九この「惣厨」なるもの

は裏長屋の共同雪隠であろう。

このように喜多川守貞が「惣UlffiJと書き込ん

でいることから，当時の裏長屋の共同雪隠は「惣

廊J (そうがわや)と呼ばれていたことがわかる。

町家における裏長屋の「廟J (雪隠)は「惣J (共

同利用)にゆだねられていた。これにかんしては

往時の「借屋絵図凶」にもとづいた知識がえられ

るし，また簡単な見取図(たとえば図 113))やイ

ラストによる復元図(たとえば図 214))も描かれ

11)原田伴彦・芳賀登・森谷魁久・熊倉功夫編『図録都

市生活史事典~ (柏書房， 1981年)93頁より所引。

12)向上書， 95頁には①京都に所在した「きのくにや

源兵衛所有倍屋絵図J，また99頁には②「江戸の芝

新網町」に所在した「借屋絵図J，それぞれの影印が

l葉づつのせられており，参考になる。表長屋と裏

長屋との違い(表長屋だと 2階建のばあいもあるが，

裏長屋だ?と平屋におちつく)，表庖と裏長屋との関係

(表庄の後背に空地をとり，さらに 1本もしくは数本

の路地をとおす)，長屋空間における井戸・雪隠の配

置，両者いずれも共同利用であること，などがわか

る。 ①のばあい 2階建の 3戸建と 5戸建の表長屋

2棟(南側と東側の道路に面する角地に敷地がある

ため)のほかには，平屋の 5戸建の裏長屋 1棟で，そ

のl戸づつの規模は 5畳敷の居室に畳1枚分の土問

がついたものである。 ②のばあいはいずれも平屋

の1棟の表長屋と 3棟の裏長屋で(したがって敷地

内に路地が 3本ある)，うち表長屋(9戸建)と I棟の

裏長屋(8戸建)は割り長屋 2棟の裏長屋は棟割り

長屋で，うちl3戸建の棟割り長屋には 3つの雪隠が，

12戸建の棟割り長屋には 6つの雪隠が端に設けられ

ており，棟割り長屋は「九尺二間」とされている。

すなわち，いずれのばあいも裏長屋を構成する 1戸

1戸の規模はおおむね，いわゆる 9尺2間，つまり

3坪相当なのである。

13) 今和次郎『日本の民家~ (鈴木書庖， 1922年，岩波文

庫版1989年)99頁より転載。

14)稲葉和也・中山繁信『日本人のすまい一一住居と生

活の歴史一一~ (彰国社， 1983年)69頁より転載。本

図には近世の町家にかんして，表庖 4棟と裏長屋 2

-<t 
P片

図 l 江戸時代の町家の建て方

図2 表居と裏長屋および共同井戸・雪隠、の配置
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ており，通念的イメージといったものをもつこ

とができるようになっている。そうした図には

「便所」と今風に書き込まれているが，当時は守

貞風に「惣廊」と書き込まれたごとく rそうが

わや」とも呼ばれていたわけである。こうした呼

称をいかせば，裏長屋における雪隠の惣有形態

であり，これを以下本稿では惣有雪隠というこ

とにする。このばあいの惣有には共同使用・共同

管理といった共同占有的権能はあるものの，所

有・収益の権能はない，と解しておく。

かかる惣有雪隠は，町家特有の地割のなかに

抱き込まれるごとく建てられた裏長屋の位置か

らして，ある意味では当然の在り方とみなすこ

とができる。すなわち，短冊形を典型とする町

家の地割においては，表間口が狭心奥行が長

く，表屈の後方には路地が伸びていき，路地か
のき

ら出入りする裏長屋が軒をならべている。その

裏長屋を構成する 1軒 1軒の広さは，間口が1.

5~2 間，奥行が 2~3 間ほどで，ふつうはいわ

ゆる 9尺 2聞であった川とか，最も代表的な底

辺層の裏長屋はいわゆる 9尺 2聞であった 16)と

いわれている。いわゆる 9尺 2間長屋とは 1戸

の広さが間口 9尺(1間半)，奥行2間，つまり

3坪で，路地に面する入口・土間・上がり口(こ

れらの一角が台所になる)をのぞくと居室とし

ては 4畳半が一間あるだけなのが一般的であっ

た。これでは，そしてこれより多少広いとして

も 1軒 1軒につけるような戸別雪隠を設ける

スペースなどありえないわけである。あるいは，

戸別雪隠を有するほどの経済的水準に達してい

ない，といいかえてもよい。

かくして裏長屋においては戸別雪隠ではなく

棟(左は棟割り長屋と明記されているわけだが，右が

割り長屋になるはずである)が描かれている。表通

り，ないし横丁に表庖が2棟，面しているから間口

の比較的広めの地割が想定された結果となっている。

なお，本図が結果的に想定している地割に比べると，

後述するように，本稿が問題にする深川八名川町25
番地の地割はだいぶ、異なる。

15)向上書， 69頁。

16) 前掲「図録都市生活史事典~ 95頁。

惣有雪隠であるとの通念的イメージが出来上が

っているのであり，それはそれで近世都市庶民

生活史を考えていくうえで有意義なのだが，こ

れをそのまま明治初年まで同様にイメージして

よいかという問題が，少なくとも東京深川にあ

ったこの貸長屋のばあい生じてくることになる。

もっとも，旧江戸下町から連続する東京の深

川なら，それも明治初年であるからには，近世

江戸の裏長屋と同様にちがいないとの推断が比

較的簡単に下されることであろう。事実，この

貸長屋があった番地の地割も，かかる推断を支

t寺するもののようにもみえる。

すなわち，貸長屋のあった深川八名川町25番

地の地割はかなりの精度でわかる。 1886(明治

19) 年~1888(明治21)年に内務省地理局が刊行

した「東京実測図J(縮尺 5千分の1)に，図 3

のごとくしるされているからである 17)。みられ

るように，間口が狭いかわりに奥行が深い見事

な短冊形で，旧江戸の町人たちが住んでいた代

表的な下町の地割が原型のまま現われている。

まことに「町の地割は道路に面した間口が制限

されて縄張され，奥行きを深くしてやられてい

る。〔中略〕短冊形の細長い宅地が列んで，間口

を極端に経済的に使わなければならぬところか

ら，家の間取および屋根のかけ方の工夫にも影

響して来るのである。 18)J 

地割はこうなのだが，その地積の方はどれく

らいなのかはっきりしない。仮にでも求めてみ

るしかない。この地割から間口と奥行の比は約

1:7とでる。間口はおよそ 5間半程度ではある

まいか1九とすれば，奥行はおよそ38間程度とな

り，この深川八名川町25番地の地積は約200坪と

なる。一方は表通り(もしくは横丁)，他方は裏

17)地図資料編纂会編，岩田豊樹・清水靖夫解題『明治・
大正 臼本都市地図集成~ (柏書房， 1986年)所収。

18) 前掲『日本の民家~ 97-98頁。

19)前注12)の②は，前述の「東京実測図」にみえる芝区

新網町南側 9番地にあたると思われる。それは角地

であり，②の 1辺は17間と読める。これを後者に対

応させることで，縮尺で引かれた関口の長さを推算

した。
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り(もしくは機了}に面したここつの熊口にたい

して，それぞれ約四関の奥行があり，つまり約

100坤の土地がひかえていたことになろう。

かかる試撃が実体と懸縞いちじるしくないと

すれば，深川八名川町25番地にあっ

ロおよそ 5関半，奥行およそ時間，約 100坤

のこと地のなかの，おそらく道路に類して表屈が

あったろうから，淡!おの後背諸に建てられてい

たものであろう。先ほど，この貸長監の敷地の

総言語讃を48坪と算出したが，ぞれは約 100

ほぽ1/2を点めることになるのである。

さて，地欝の関口が5間半で，

3欝，農地分 l賠，小計4間なら，長墨

の入口が関する路地の揺はおよそ 1開襟撲にな

る{なお，近世立〉町家におげる長援の路地につい

ては幅 3~4 尺といわれているから 20うぞれの

1. 5~2 培の織になり，とくに狭いことにはな

20)看護繁・中山前掲養， 68変。

らない)。あわせて 5問，まだ、半聞のこっている

この半開分が「下掃除道」用にとっておかれ

ているのである。したがって，この深j[f八名川

町25議場の長震は図 2のごとくではありえない。

その麗擦は濃の道路』こではなく隣地にj匂かつて

平行にかけられることにならgるをえないが，

その屋根の下はあらゆる点から，機製り長屋21)

ではなく諮り長墜22)であり，同じ地翻のなかに

2 :1Uではなく I列の主義燦として存在していたこ

21) :長屋のなかの 1華子1華干は擦の""fiこ殺げられた間仕切

りの壁によって分割されているわげだが，その畿が

ちらに真ん中でさとおに間仕切られた炎療。したがっ
て炎監の 1華子l車内主役右対称に 2列に放ぶことにな

れ一方の側の日照りや燦還しが良ければ， 1枚方の

lllU Iま怒くなる。狭い敷地には効率的な建停の数り方

だが，そのばあい l華子1車干の間取りは小きくなり，

密集的な』議長設になりがちとなるG

22)間仕切りの援は綴と直角になっているものだけであ

り，長屋の 1事干 1鮮が阿じ 1列?こ立立ぶととに;なり，

封書(})2章子は那としても，ぽぽi弓じ条件に絞る。比較

的ゆったりとした主義援になる。
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とになる。 り長屋だとニつの路地が必要だ

が，割り長屋だと一つの路地で一応よいことに

なるのおよそ 1開騒の籍地があったはずと書い

たのも，ニの点を考嘉したからでもある。

屋根のかけ方が隣地に向かつて平行になって

いれば，盤援の片側の陪水が陸草地に入らないよ

うにするには，ぞれ用の土地がいる。まことに

ほど宅地一ぱいに逮てようとしても，軒

の薦議ちのためのさ芝所を一尺イ立は存し

ければなら沿い23)JのであるO では，こ

にあった露地はかかる罷水患なのか。庭地の

I爵だから 1尺に 6告し，軒から落ちて

くる揺を受けとめる空所患のためだけではなか

ったことになる。奥行 1間 2罪になる

あれば，校長言文化は確実に向上する。

そもそも，この箆長室の;まあい 1軒 1軒の建鐸

は長然として狭いとはいえ，いわゆる 9尺 2関

に比べると，その告の広さになっている 24)0

23)今荷台掲霧， 98頁

24)この明治初年から半世紀ほど緩た大lE期の東京市に

ついて，その区ごとの大経犯な特徴が部分的にでは

あるが，つぎ?のように強かれている 「大体子容の

中央をなす麹町，日本橋，京橋は潟多選区域をなして

いる。大震高楼の櫛比せるはこの区波守護うって，そ

れらは住居というよりかしろ，会社務総の要事務所，

f守護業所である。そして交通義，衛生の設備の織も完備

せるも，この区域であることは云うまでもない。次

に東京子容の西部および北郊の外廓をなす小石川，麻

布，赤坂毒事の務区は住宅地と5もでいい。東京中毒査も

樹木の多いのもこの辺りであろう。家療の密度は最

も低いo ~をはJlJのそ子そなし，住宅機として好適の地

そなす。しかしそれは資産家にとってのこ kであり，

然怒号きとは縁の迷い地域である。最後にわれわれは

立後の一帯を見る。慾炎2ま林立している。機械の管

金支夫さ更にうずまく。工場とま議長震と小売r，liとo ぞれが

この区域のすべてである。そしてこの区域こそ，長受

も家屋の密集せる所であり， Jil立京市の人口の大ぎな

部分を含んでいる所である。そしてこの区の住民が，

労働者と，それを相手にせるふ言語人とマあることは

うまでもない。/以上i主主主主主市の例にすぎないが，

近代的都市であるかぎり，毒事情はどこでも問じであ

る。需の外陣~をなしている工場地帯，そして広場安

西縫ずる労働者の密集家皇室，小商r，liと飲食jあ こ れ

が謂うところの F場末」の特徴マある。そしてこれ

こそまた無緩翁の伎宅地なのである。議竣と煤煙，

不潔な溝， if益事事，しかも路地にはめったに日光の晃

襲撃うことがない。ここで一戸と云うのは，普遂の下

部議設にも相当する八!民六受，甚しさは四綴iこ満た

また，庭地がついているから声機・物賓といっ

た比較的容易な遺作なら十分できることになる。

そればかりではない。庭地が長屋の入口と反対

にあることで(あらゆる点から，この羨E震の;まあ

い庭地は長関の正語の路地側についてはいな

い)，庭地の…魚に雪隠を設ける可能性がひらけ

ることになっ

ら庭地側に語審綾でもよいから付けて雪

るようにずれぜ，君臨はほとん

の一部に組み込まれたも阿然となり，

夜の別なく外に出かける形で懲予言零躍を利用し

ていたのとは格設の快適さとなる。問題は雪罷

に設けるとしても，そこからrうやって

りに入り運び出していくかである。

そのi道路は長麗の入口の前にある路地とは別に，

長屋をはさんで反対の側に路地と平有する静で

ていなげればならない。さほど広い道i揮で

なくとも，たとえば半期程震でよいことになる。

まさしく「下掃捨選J なのである。

しされるものではないが，住語文化と

してはおそらしいわゆる 9尺 2間長屋に比べ

て信以上の豊かちそ享受できるようになってい

たと考えてよかろう。必要不可欠の生活手設と

しての井戸と雪i抵 ゆえ欝者は献黙と

ぬものが数人の住居である。たとえば最近の深川会

石場集担パラックでは，五十二棟を五百二十余戸に

仕切り，一戸当り回受半，しかも燃伎苦言はたいてい

の家で四，五人，裟しきは八人という家族が息づい

ている。かかる後忽の採光，通風，まして清潔如何

は始めから問題にならない。その非衛5たはいうにお

よばぬととである。J (社会医学研究会

イ七 1号26年，上山春玉p・JIIよ武・筑波常治綴 f科学

乱問、惣 II，現代日本怒怒大系第26巻， 1964年，所

収， 342]を) 深川区もそこに命家れる江東のー殺に

は， 1920年fえになっても，長E設がさるく存在していたの

この地帯では 1戸といっても，主警の議事畿は一つであ

り， 8受か8豊か 4授の一部屋が数人の住居になっ

ていたという。具体例として深川区深川省石場のば

あいがでている。 1機望遠り10戸に仕切られたパラッ

ク長長設が52棟あり，l)'牙潟りの緩の部屋は 4祭主幹で，

ふつうは 4~5 人，多いばあいは s 人もの家族が賂

{主していたという。ここに去を主義ずる深川古石場は，

本稿がいま関懇;としている深J1!八名川町から比較的

近辺で，同じように綴主主だが，縮図JI!そもっと下っ

たがJ口近くで，海が間近なところである。
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図4 東京の長屋

して共同利用だが，後者が戸別占有に転化した

ことは，庶民なりに生活水準の画期的な上昇を

実感させたにちがいない。

こうした推論が事実に大きく反しないとすれ

ば，この深川八名川町25番地の 6軒長屋のばあ

い，貸長屋でありながら，雪隠の惣有形態は解

消され，雪隠の戸別占有形態が定着していたこ

とになる。しかも，この深川八名川町25番地の

地割は典型的な町家のそれであるばかりでなく，

そもそも深川は本所とならび細民(貧民にあら

ず)の蝿集する 2大地区でありm，おのずから密

25) 19世紀末の明治32年に刊行された横山源之助『日本

之下層社会~ (教文館， 1899年)はその本文の冒頭で，

つぎのように本所・深川が細民の蛸集地たること，

とりわけ深川が平民の割合高きことを強調している

一一「東京市十五区，戸数二十九万八千，現在人口

百三十六万余，其の十分の幾分は中流以上にして，

即ち生活に苦まざる人生の順境に在るものなるべし

と難も，多数は生活に如意ならざる下層の階級に属

す，細民は東京市中執れの区にも住み，其の数幾何

なるや知るべからずと難も，東京市全体の上にて，

細民の最も多く住居する地を挙くやれば山の手なる小

石川，牛込，四谷に在らずして本所深川の両区なる

べし。蓋し本所，深}JIの両区は他の十三区に比して

旧幕の時代より自ら風習を異にし，封建時代の特色

たる武士の住居せること少なし純然町人より成り，

特に商人の類にあらずして職人及人足日傭取の一般

労働者より成り立ち，地形の上に隅田川を以て区画

せると等しく，人情風俗も一般と異なるものありた

り。深川区にては平民一万六千七百七十一人に対し

て，士族は漸く七百九十一人しか住居せざるが如き，

居度の高くなる長屋の代表的な密集地帯であった。

とするならば，この貸長屋における戸別占有

形態という雪隠の存在形態は，なんら特別な例

外的なものではありえない。むしろ，一般的，

ないしそれほどでなくとも，部分的であれかな

りの事象を表わしてくれているものとみなすこ

とができる。明瞭な全体的状況を見まわすこと

は勿論できないが，筆者の推論を支えてくれそ

うな歴史的証言らしきものがある。

明治10年代前半に 3回来日し，-大森貝塚」の

発見者として知られるエドワード・ s.モース

が最後の日本旅行から帰りほどなくして1886年

にボストンで初版本を， 1888年にロンドンで改

訂第2版を刊行した『日本の住居とその外構』

なる著作で，-明治維新いご，東京には，あたら

しい建築様式があらわれてきている。それは，

ひとつ屋根のもとに，借屋が連続してつづき，

各戸には，通りに面して，独立した玄関がつい

ているものだ。」と述べ，図 4のごとき「長屋の

スケッチ」を示しながら，-これらの建物は，そ

のほとんどが平屋建で，東京のあちこちにたち，

もうめずらしくはなくなった。その裏手には，

それぞれ，ちいさな土地がついており，それが

庭としてつかわれているようだ。最下層の人び

一例とすべし。J (岩波文庫版1949年， 19頁)
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とよりすこしうえの，それでもあまり収入のお

おくない人びとが，こうした長屋にすんでいる

ようだ。わたしは，ふるくから東京にすんでい

る友人におしえられたのであるが，このように，

直接，通りに面して戸や玄関がついている住宅

は，明治維新いごにたてられたものだそうであ

る。」と説明している拘のが，それである。

モースは表長屋を描いているが，その貸長屋

の1軒 1軒には裏手に庭地がついており，こう

した庭地付き長屋には，最下層(貧民27))ではな

く，それより上だが収入の多くない人々(細民)

一ーしたがって，かなり分厚い層をなす庶民

一一ーが住んでいる，と記録しているのである。

モースの観察力は鋭く，肥桶をかついで長屋を

出入りする糞尿汲取人を座頭の背後に的確にス

ケッチしているが，それが日常茶飯事のことで

よく眼についたから，わざわざ描き入れておい

たものであろう。またし異色な日本農耕文化に

寄せた関心からでもあったろう。

以上，いささか推定に淫したきらいがあるが，

それがなぜ必要とされたか，長屋における雪隠の

存在形態如何が下肥経済にどう関連してくるの

かは以下，行論で明らかになってくるであろう。

II いわゆる下掃除代取戻一件の顛末

1.長屋の切坪売買

この長屋は1873(明治 6)年9月9日 r切坪」

形態で売買されることになった。すなわち r明

26) Edward Sylv巴sterMorse， Japanese Homes and 
Their Surroundings (London， 2nd ed.， 1888)上田

篤・加藤晃規・柳美代子訳『日本のすまい・内と外」

(鹿島出版社， 1979年)72一73頁。

27)貧民は明治後期に入っても，いわゆる 9尺 2関長屋

に住んでいたことは，横山源之助が東京の「貧民の

家庭」という項目で，つぎのように書いていること

からもわかる一一「九尺二間の随屋，広きは六畳，

大抵四畳の一小廓に，夫婦子供同居者を加へて五六

人の人数住めり，之をーの家庭とし言へばーの家庭

に相違なけれど，僅に四畳六畳の聞に二三の家庭を

含む，婆あり，血気盛りの若者あり，三十を出でた

る女あり，寄留者多きは蓋し貧民窟のー現象なるべ

し。J (前掲『日本之下層社会』岩波文庫版， 49貰)

治六年九月九日被告小原勝五郎所持ノ長家切坪

ニテ買取シJ，あるいは「明治六年九月中原告〔橋

本良安のこと〕申立通長屋一棟切坪ヲ以テ原告

外五名ノ者へ売却セシ」とあるがごとくであった。

地主兼家主の小原勝五郎が長屋 1棟を切坪で

6名の者に売却しているのだが，その 6名はこ

の6軒長屋に住んでいた借家人であったと考え

てよかろう(6名全員がそうであると言いきれる

証拠はないが，少なくとも 1名は入居していた

従来からの借家人であったことに間違いなく，ほ

かの 5名も同様にそうであった可能性がつよい)。

この借家人，いわゆる庖子の一人に「橋本良安」

なる人物がいた。小原と橋本とのあいだに成立

した家作売渡証書は，つぎのごときもので、あった。

証

一第六大区四小区深川八名川町二十五番地ニ補理有

之我等所持ノ長屋一棟ノ内間口二関奥行三間ツ〉切

坪ア以一人前金六円ツ〉ニテ売渡則代金不残受取申

慮実正也然ル上ハ以来貴殿方所持ノ家作ニ相違無之

尤此地面ニ建置シ優売買ノ儀ハ勝手次第二候得共取

崩外方へ持参ノ儀ハ不相成事ニ碇ト示談致シ置候也

然ル上ハ毎月地代銀持参被成候上者其外ヨリ違乱無

之若彼是申者有之候得ハ我等罷出坪明可申為後日家

作売渡シ証如件

明治六年第九月九日 小原勝五郎印

橋本良安殿」

1戸建のような 1家族が専有するように独

立して 1棟を建てた家，とはこのばあい異なり，

6軒長屋をどのように売買するかが問題となっ

ている。「切坪」とは屋敷を分割することの意で

あるから，このばあい 1棟の 6軒長屋が 6戸の

借家人ごとに個別に分割して売買されたのであ

る。間口 2間×奥行3閣の借家が 6円で売買さ

れている。建坪の坪当り単価が 1円ということ

になる。

明治初年における円の貨幣価値の相対的高位

を勘案しでも，建物の売買価格としては安すぎ

るというものである。そのため上掲史料にたい

して r一人J r前金六円」と読めば6円はあく

まで前金にすぎないと解釈できるかとも一時は
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考えたくらいである。しかしそうではなし「一

人前J i金六円」と読むのが正しいであろうか

ら 6円は前金にあらず「一人前」つまり 1戸

づつの「代金J =売買価格と解釈しているのであ

る。であれば，築後かなりの年数を経もし，ま

た安普請の長屋であったのであろうか，あるい

はまた住みなれた庖子にたいする家主の温情を

含んだ恩恵的価格の意味もあったのであろうか。

もっとも，裏長屋の切坪売買のばあい，建坪

1坪当り 1円というのが東京深川あたりの相場

だ、ったのかもしれない。

ところで，かかる低価格の理由の一つは，こ

れが土地売買価格を含んで、いない建物価格だけ，

という点にもある。地主兼家主だ、った小原は家

主ではなくなるものの，依然としてそこの地主

であり続けたわけである。庖子としての借家人

は持家を得ることになったものの，借地人とし

て従来と同じく小原を地主とあおがざるをえな

かった。

持家にはなったが，借地にあるため，地主から

条件をだされている。この条件付きという点も，

低価格の理由の一つになっていたのかもしれな

い。持家となるからにはそれを売買しでもかま

わないが，その家屋を分解して他の場所に移す

ことはできないものとされた。すなわち「取崩外

方へ持参ノ儀ハ不相成事ニ碇ト示談致シ置候也J，

と強い調子で書かれているのがそれである。

このことは逆に，借地人がその持家分を取り

くずしてその地以外へ運び、去るという事態がし

ばしば起こっていたことを暗に示す結果となっ

ている。そういう事実が一般的に存在している

からこそ，かかる禁止条件がわざわざ打出され

ているのである。そもぞも裏長屋の借家人は引

越しのとき畳・戸・障子も運びだしたが，それ

はこれらが家財道具として借家人持ちのものだ

ったからであるといわれているお)。借家人のと

きに，家財道具になっているものなら一切合財

を運搬していたくらいである。借家を持家にし

28)稲葉・中山前掲書， 69頁。

た借地人となれば，その家屋は家財道具たる

畳・戸・障子の延長上にあり，動産視されてい

き，移動の対象となってもおかしくないわけで

ある。むしろ，それ自体が最大の家財道具と見

立てられることになったのであろう。

旧借家人であるにもかかわらず借地人がそう

いう行動をとりうるなら，旧家主も対抗措置を

とらざるをえなくなり，地主としてのー防衛手

段が家屋分解移転禁止の約定事項なのである。

ともかく，家屋所有権への一定の制限で、あり，

借地上の建家ゆえの制約条件である。

そしてまた，借地人は「地代銀」なる借地料

を月払いで地主のところへ持参するものと取り

きめられた。なお「地代銀」という呼称は，江

戸期の銀貨による支払いが明治期に入り貨幣制

度変革にともなう形態変化をこうむりながらも，

実体的に継続していたことを示しでもいよう

(賃銭・賃銀と同類になろう)。

こうしたことがこの「家作売渡シ証」に明記

されているわけだが，これ以外に，たがいに証

書は取りかわさなかったものの，二つの「口約

束」がなされていた。まず，

「明治六年九月九日付与テ被告小原勝五郎所有ノ建

家間口拾或問ニ奥行三間六戸ノ貸長家切坪ヲ以関口

二間奥行三間雪隠トモ買取庭地トモ八坪ノ地代ヲ可

払約J (圏点引用者)

という内容のものが，第 lの約定である(以下こ

れを「口約束」①とする)。

つぎに，

「其他下掃除道ノ地代ハ掃除代金ヲ以テ被告〔小原

勝五郎のこと〕可受持約ヲ成シ」

という内容のものが，第 2の約定である(以下こ

れを「口約束」②とする)。

そして，この二つについては「右両約トモ口

約束ニシテ互ニ証書ハ無之ケレトモ」との，こ

とわり書きがなされている。

なお，これらの「口約束」と称するものは，

後日，大審院に上告した際，原告となった橋本

良安による「上告ノ要領」のなかで示されたも

のである。引用文中で小原勝五郎が被告となっ
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表 1 いわゆる下掃除代取戻一件関係年表

西暦 和歴 月日 言己 事

1873 明治6 9. 9 深川八名川町25番地の貸長屋の切坪売買 (r雪隠トモ買取J)

不詳 借地人橋本良安による「家作買取後戸棚・物置等建継」

12. 31 橋本が地主小原勝五郎へ借地料納入

1874 明治7 1~ 橋本による返金要求および借地料滞納

9 小原が東京裁判所に出訴

不詳 橋本が林町区裁判所に出訴

1877 明治10 5 東京裁判所の判決(原告小原，勝訴)

1878 明治11 3. 16 橋本が東京上等裁判所に控訴

4. 5 東京上等裁判所の判決(原告橋本，敗訴)

6. 3 橋本が大審院に上告

11. 19 大審院の判決(原告橋本，敗訴)

『明治前期大審院民事判決録~ 3 (三和書房， 1958年)368-369頁より作成。

ているのはそのためである。 また戸別の，建坪+庭地=計8坪の他にある

こういう引用の仕方がわかりずらいことは承

知のうえである。容易さより厳密さを期したこ

とによる。また先ざき，本稿にたいする反証が

試みられることも仮にありうるとすれば，今か

ら手がかりを提供しておいた方が好ましいにち

がいない。

因みに，本稿が取りあげている「大審院民事

判決録」第 193号「下掃除代取戻一件上告ノ判

文」は，全体としてはかなり長文になるものだ

が，そして事の発端(明治 6年 9月9日)から終

結(明治11年11月19日)まで5年以上の歳月を経

る過程で(表 1)，利害関係の焦点が「下掃除代」

確保に収数していったように，雪隠をめぐる経

済的ミクロコスモスが成立していたにもかかわ

らず i雪隠」なる言葉は前掲の引用文の圏点を

つけた 1箇所にしか出てこない。本稿のはじま

りがいささか円滑を欠くことになった一因は実

に，かかる史料上の塩路にある。

それはともかく，以上二つの「口約束」は，

つぎのような意味になっていた。

深川区深川八名川町25番地に小原勝五郎が所

有していた貸長屋は間口12間，奥行 3聞の建家

で，間口 2間づつの 6軒長屋であったが，これ

をそれぞれ6名が「雪隠トモ買取」ったのであり，

6名の借地人はそれぞれの借地料として戸別の

建坪6坪(間口 2間×奥行3間)+庭地2坪=計

8坪の地代を支払うことにした (i口約束」①)。

約 1坪(厳密には 1坪 3合 3勺 3才)分の「下掃

除道ノ地代」も，借地人は負担しなければなら

ず，それは地主が収取できるものだが，地主小

原は「掃除代金」を「受持」つことができるこ

とでその収取にかえることにした (i口約束」②)。

こうした「口約束」によって，借地人橋本は，

つぎのように理解していた。自分の借地は，建

坪+庭地+i下掃除道J=6坪+2坪+約 1坪 =

計約9坪である。このうち，建坪と庭地，小計

8坪分の地代は自己負担の貨幣で支払う。あと

約 1坪分の「下掃除道ノ地代」が残っているが，

これには「掃除代金」をもって当てることにし，

地主側がこの「掃除代金」を受けとるものとする。

2.借地人の「地代銀」納入

家作売渡証書には毎月持参となっていた「地

代銀」を，借地人橋本は滞納していたらしし

橋本が借地料を納入しようとしたのはその年の

大晦日となる。すなわち1873(明治 6)年12月31

日，橋本は妻の「テウJ (i蝶」の音を片仮名で

こう表わしたのではあるまいか。そこで以下い

ささか便宜的だが妻お蝶と示すことにする)に，

支払うべき借地料を持たせて地主のところへっ

かわせた。「同年十二月三十一日ニ九月ヨリ十二

月迄四箇月分地代トシテ金萱円妻「テウ」ヲ以

テ被告〔小原勝五郎のこと〕へ遣ノ¥セシJ，とい

うのがそれである。
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妻お蝶は夫の橋本良安から 1円(銀貨であろ

う)をあずかった。橋本は1873(明治 6)年9月か

ら12月までの 4ヵ月分の借地料を80銭と考え，

l円もたせてやれば，妻は残額20銭を持って帰

るはずとふんでいた。自分の借地は建坪+庭

地ニ 6坪十 2坪=計8坪で 1坪当りの地代は

2銭 5厘だから 1ヵ月分の借地料は20銭で，

4ヵ月分だと80銭になる，と橋本は考えている

のである。

なお，こうした経過から，明治初年における

東京深川の借地料水準が坪当り 2銭 5厘(月額)， 

30銭(年額)だったことがわかる。また，借地料

20銭(月額)を滞納しつつも延滞負担金を含まぬ

まま，ようやく年の瀬に，まとめて支払うのが

借地人の行動様式としてあったことがわかる。

そしてまた，そうせざるをえない借地人の生活

水準も想像できることになる。こうした事実か

ら，わずかながらも庶民の哀歓を垣間見ること

ができょう。

さて，地主のところへ出むいた妻お蝶にたい

して，小原は90銭を納めさせる。橋本への貸地

は建坪+庭地+，下掃除道J=6坪+2坪+約 1

坪=計約 9坪であり 1坪当りの地代は 2銭 5

厘だから 1ヵ月分は22銭 5厘 4ヵ月分で90

銭になる，と小原は考え 1円を持参してきた

橋本の妻に釣銭として10銭しか返さなかった。

つまり地主が要求したのは敷地(建坪と庭地， 1 

戸当り 8坪)の地代だけではなかった。

地主が「下掃除道」の地代をも要求したのは，

すでに「雪隠」も売りわたしていたので，雪隠

と関連している「下掃除道J，これの地代も借地

人から収取すべきだと考えたからである。「下掃

除道」とは雪隠から人糞尿を汲取らせるため，

表通りから直角方向に，間口約半間で，長屋に

沿って細長く設けられた通路であり，乙の「下

掃除道」を通らなければ人糞尿の汲取りができ

ないという意味で，本来の敷地(建坪と庭地)以

外にどうしても必要となる空間であった。

こうして妻お蝶が持って帰ったのは20銭では

なく， 10銭となったから，これを予想していな

かった橋本の気持はおさまらない。年が明けて，

翌1874(明治7)年1月から，地主小原にたいし

て橋本は，前年 9 月 ~12月の地代として90銭は

とりすぎであり， 10銭を返すよう要求し始める。

すなわち，宣図ンヤ九坪ノ割合ニテ九拾銭引去

ノレニ付約定ニ相違スル過金拾銭可差戻様掛合

中」となったのである。これによって，旧来の

地主兼家主と庄子との好誼の間柄がこじれてい

くことになる。

そもそも長屋では，その住人がみな借家人で

あるばあい，下掃除代」は家主の収入になるの

は無論のこと，下掃除道」の地代も借家料と込

みになっていたものであろう。ところが，借地

のまま持家となったので，新しい事態となった。

従来の借家料のなかから地代部分が分立してき

たのである。その地代には敷地(建坪と庭地)地

代と「下掃除道」地代とがある。問題は，下掃除

道」地代まで地主が要求してきたことにあった。

地主が依然として「下掃除代」を受けとって

いるのだから，その「下掃除代」のなかには「下

掃除道」地代も含まれているはずで，借地人と

しては「下掃除道」地代を納める必要はない，

そもそも地主が従来，下掃除代」は受けとった

が，借家人に「下掃除道」地代は要求してこな

かったではないか，と借地人は考えたのである。

3.東京裁判所への出訴

長屋 1棟をその借家人に売却してから 1年が

経った1874(明治7)年9月，地主小原は借地人

橋本を，東京裁判所へ訴えた。すなわち，明治

七年九月中被告〔小原勝五郎のこと〕ヨリ自分

〔橋本良安のこと〕へ掛東京裁判所へ建継雑作取

払並隣地土台際迄九坪三合三勺三才有之トテ地

代金滞ヲ出訴セラレ」とあるがごとくであった。

ところで，小原はなぜ初めから「東京裁判所」

に出訴したのであろうか。あるいはまた，なぜ

初めは「区裁判所」に出訴しなかったのであろ

うか。この疑問をいちおう検討しておく。その

ためには，明治初年における東京府下の裁判制

度を必要なかぎりで簡単にでもみておかねばな
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らなくなる。

近代日本司法制度の体系化過程の起点は，

1875(明治 8)年4月14日の「大審院」設置および

同年5月24日の「大審院諸裁判所職制章程J(太

政官布告第91号)などのいわゆる明治 8年改革

になるとされ，これによって大審院以下諸裁判

所の構成が定められ，上位から順に大審院

上等裁判所一一府県裁判所一一裁判支庁とな

り，このうち府県裁判所(東京府のばあい「東京

裁判所J)が民事事件についてはすべて第 1審と

して裁判することになった。なお，このなかで

「裁判支庁」は1875(明治 8)年12月28日「裁判

支庁仮規則J (司法省達第15号)によって定めら

れ，府県裁判所が置くことのできるもので，民

事については 100円以下の事件を裁判する権限

を認められた。実際には裁判支庁が最下位の裁

判所となったわけだが，これはそれまでに存在

していた「区裁判所」に相当するものであった

とされ，民事については金額の多少にかかわら

ず訴訟人の情願にもとづき勧解をなすことが認

められており，民事事件については裁判を行な

い判決を下すことよりもむしろ和解に重要な地

位を与えていたとされている制。

したがって，たとえば裁判支庁設置の歴史的

前提として区裁判所があったというように，本

稿が今とりあげている1874(明治7)年9月はか

かる近代日本司法制度の体系化過程の起点以前

にあたっており，やや複雑な様相を呈していた

から，それを東京府下にかぎっても若干みてお

かねばならないわけである。

東京府下の裁判権は1871(明治 4)年8月18日，

司法省に吸収された。同年12月27日，司法省内

は一局を設け r東京裁判所」と称した。また，

1872 (明治 5)年3月24日に定められた「各区裁

判所章程」によって東京府6大区に「区裁判所」

が設置され r元金額百両ニ過」ぎることのない

民事訴訟を取扱うことになった(もっとも当座

は2大区をあわせて l区とし 3ヵ所で，判事が

29)染野義信「司法制度J (W講座日本近代法発達史~ 2， 
勤草書房， 1958年，所収)106-109頁。

出張して事務を取扱った)。そして， 1872 (明治

5 )年8月3日太政官達をもって制定され，同年

9月 1日から施行された日本最初の裁判所構成

法といえる「司法職務定制」によって，裁判所

は5種と規定され，そのなかで r府県裁判所」

は各府県に設置されるところの府県名を冠する

ものであり(たとえば東京裁判所)， r区裁判所」

は府県裁判所に属するところの地方の便宜によ

って設置されるもので，民事訴訟ならば「元金

百両迄の事件」を判断することができた。この

うち r区裁判所」には，先の「各区裁判所章程」

に含まれていた共同体規制の是認が依然として

存置したとされ，その例として「総テ調訟ハ原

告被告共耳役人付添ヒ願出へシ裁判言渡シノ上

ノ¥又讐方起役人ニ命シ其方ヲ尽サシムJ (第72

条)なる規定が示されており，この規定は「近代

的裁判制度への近接を標梼する司法職務定制の

中で奇異な印象を与えるものである。こうした

内容の規定は，八年一二月二八日の裁判支庁仮

規則においては全く消失しているが，旧幕時代

の旧慣をそのまま維持せしめた点に，未だに払

拭し切れない前近代性をみることができょう。」

とみなされているのである 30)。

かくして， 1874 (明治7)年9月の時点で小原

五郎が訴えでていく先としては深川の区裁判所

(これは深川の林町にあったらしく r林町区裁

判所」と呼ばれていたようである。なお，深川

の林町は八名川町から隅田川と反対方向に六間

堀川および五間堀川をこえたところにある近所

にあたる 31))，もしくは東京裁判所があったこと

になる。こうした二者択一の可能性のうち，東

京裁判所の方が選ばれたのはなぜかという問題

である。

もし区裁判所に訴えでんとすれば，町役人に

付き添ってもらわねばならず(そのためには前も

って出訴理由について町役人の賛意を必要とす

30)染野義信「裁判制度J (W講座日本近代法発達史~ 6， 
動草書房， 1959年，所収)55-65頁。

31)林町の位置については前掲図 3の右上手の方をみら

れたい。
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る事態が生じよう)，裁判の申し渡し後には裁判

の内容・実現につき町役人をして町方へ周知万全

ならしめねばならず，総じて共同体規制の枠内

におさまっていなければならなかったのではな

いか。そのばあい，地主的利害を共同体的利害

に優先させることにはむしろ難があり，出訴後

の経緯に支障をきたすことが予想されたのでは

ないか。その背景にあるのは，町家共同体とし

ての利害共同関係が地主の利害と必ずしも一致

せず，時には地縁共同体コスモスに地主の利益

が解消されかねないという事態ではなかったか。

とするならば，町家に人数としては圧倒的に

多数存在する借家人・借地人たち，その一人を

地主が訴えでる先として，共同体規制が作動し

かねない区裁判所を忌避したのは大いに理由あ

ることになる。共同体規制下において，原告・

被告いずれか勝ち負けをはっきりさせる裁判所

形式は利益共同体をそこなうものとして選択さ

れにくしむしろ和解形式こそが期待される。

しかし和解形式では地主的利益を貫徹しきれな

いとみて，このばあい小原勝五郎は初めから民

事裁判にもちこみ白黒の決着をつけたいと考え

たのであろう。初審を東京裁判所にして原告と

して立たんとしたのは，地主として必ずや勝訴

できるとの成算があったからにちがいない。

さて，このばあい，出訴の目的は二つあった

ことになる。一つは， 1873 (明治 6)年9月9日

の「家作買取」の後，橋本は戸棚・物置などを「建

継」したので，これらを取りはらわせたいこと，も

う一つは借地人橋本の借地面積は隣地の土台ま

で正確に測ると 9坪 3合 3勺3才になるが，橋

本が負担しなければならないと考えている地代

は8坪分にすぎず，残り厳密には 1坪 3合3勺

3才，およそ 1坪分の地代は負担する気がない

ので，この滞納分をはらわせたいことにあった。

原勝五郎のこと〕カ地代請求ノ訴ヲ起サハ原告

〔橋本良安のこと〕モ更ニ明治六年九月九日ヨ

リ今日迄ノ掃除代金速ニ受取度旨林町区裁判所

へ出訴セシ慮」とあるがごとくであった。

地主が「下掃除道」地代を請求してくるなら，

明治 6年 9月9日より借家人から借地人になっ

た自分としてはその時点より今日までの「掃除

代金」を請求できる，と橋本は主張しているの

である。この訴えの背後には，-下掃除道」地代

を請求されるなら地主に支払うこともありえ，

そのばあいには地主として受け取ってきた「掃

除代金」は今度から借地人としての自分が受け

取ることにならざるをえないが，それで、よいの

だな，という意味が込められている。

かかる合意は共同体的関係を活用したいとの

願望から出てもいよう。そのことは区裁判所の

利用となって現われているだろう。

すでに小原が東京裁判所へ出訴しているにも

かかわらず，裁判所の等級構造からすれば府県

裁判所にあたる東京裁判所より下級に位置する

区裁判所にあたる深川の林町区裁判所へ，橋本

はなぜ出訴したのであろうか。理由は，前述し

た小原のばあいと正反対になる。区裁判所なら

共同体規制がうまくはたらき，和解にもちこめ

る，和解となれば普通はいわばギブ・アンド・

テイクの関係になりやすく，-下掃除道」地代が

地主につけば，-掃除代金」は借地人につくこと

になる，と目論んだのであろう。

ところが区裁判所における小原の対応は，-被

告〔小原勝五郎のこと〕答ノレニ下掃除ナル者ノ¥

其地ニ就テ生スル利益ニシテ地主ノ所得ナルハ

古来習慣衆庶ノ知ノレ所ニシテ原告〔橋本良安の

こと〕ノ請求ニ難応旨答弁セリ」というもので

あった。これでは和解成立の余地はない。橋本

の期待は裏切られることになる。

そもそも，下掃除というものは利益をもたら

4.林町区裁判所への出訴 すものだ，という大前提がある。かかる前提の

東京裁判所に訴えでられた借地人橋本は逆に， もとで，下掃除がもたらす利益を，土地所有関

地主小原を，深川の区裁判所にあたる林町にあ 係において誰が収得するか，が問題となる。地

った林町区裁判所へ訴えた。すなわち，-被告〔小 主小原の主張は，つぎのようになる。
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下掃除代はその雪隠のある土地からあがる収

益であり，その土地を所有する地主の所得になる

ものであることは多くの人が知るところの古く

からの慣行であるがゆえに，借地人が雪隠所有者

であっても，地主としてはこの下掃除代を渡す

わけにはいかない，というのである。雪隠所有

に優位せんとする土地所有にもとづく地主的利

益貫徹の主張である。そのため，下掃除代は地

代的な土地所有収益であるから，地主所得にな

るのであって，雪隠所有収益ではないから，借

地人所得にならない，とみなされているのであ

る。

その答弁に，-古来習慣衆庶ノ知ル所」とある

のは，共同体内部および共同体間での了解事項

であるから，今さら共同体的に再考するには及

ばない，という地主側の確信を示すものである。

5.初審(東京裁判所)の判決

こうして林町区裁判所で和解は成立せず，東

京裁判所が初審となった。原告小原の訴えにた

いし，被告橋本は，つぎのように応じた。

「建継雑作」は小原の「承諾ニ付取払フヘキ

理ナク j，また「掃除道ノ地代ハ之ヲ払フヘキナ

シ何トナレハ下掃除代ハ……〔小原〕勝五郎ニ

於テ受取居レハナリ j，，-掃除道ノ地代ヲ払フト

キハ下掃除代ヲ差配人へ渡スヘキ理ナキナリ何

トナレハ下掃除代ヲ差配人へ渡シ置タルハ掃除

道ノ地代ヲ払ハス其手数ヲ省クカ為ナリ然ルヲ

右地代払フトキハ差配人ノ関スル理ナキヲ以テ

掃除代金ヲ請求」するものである。

すなわち，(1)戸棚・物置などを取り付けたこ

とについては事前に地主の承諾をえているので

取り払わねばならぬ理由はない， (2)下掃除道地

代を地主に払う必要はない，なぜなら下掃除代

を地主の方が受けとっているからだ， (3)もし下

掃除道地代を地主に払うとすれば，これまでし

てきたような下掃除代を差配人に渡すことに理

由はなくなる，なぜなら従来，下掃除代を差配

人に渡してきたのは下掃除道地代を払うという

手数を簡略にするためだったのであり，仮に下

掃除道地代を払うようになるなら，差配人が関

与する余地はなくなり，下掃除代を自分のもの

として請求できるはずだ，というのである。

なお，被告橋本のいう(3)の抗弁にたいして，

原告小原は「下掃除代ハ其地ニ就テ生ル利益ニ

シテ府下普ク地主ノ所得物ナルハ古来習慣衆庶

ノ知ノレ所云々」と申し立てた。林町区裁判所に

おける答弁の再説であると同時に，下掃除代=

土地所有収益=地主所得を東京府下の普遍的な

慣行であると強調している。そして東京裁判所

はこの申し立てを判決に採用することとなる。

ところで，こうした橋本の対応から，地主と

借地人のほかに，差配人というものの存在が浮

かび、あがってくる。下掃除道地代は借地人から

地主が収取する一方，下掃除代は差配人に渡さ

れていたという事実である。借地上の長屋の雪

隠は差配人の所得源になっていた。

とすれば，地主としては下掃除道地代を借地

人から収取しているので，下掃除代の方は借地

人へ渡すようにしよう，とはいかないことにな

る。地主は差配人への報酬として下掃除代をあ

てていたからである。

かくして，貸地における長屋のばあい，本来

的な敷地地代のほかに，二つの土地所有収益が

発生しうる。一つは下掃除道地代，もう一つは

下掃除代である。そして前者は地主所得，後者

は差配人所得となって分立することになる。

さて，東京裁判所は1877(明治10)年5月，つ

ぎのような 3点を内容とする判決を下した。

「明治六年九月九日家作買取後戸棚物置等建

継タルニ同年一月ヨリ九月八日迄借ラサル地代

ヲ……払フヘシj，，-下掃除代ノ何レノ所得ニモ

セヨ掃除道ノ¥一家有用ノ地ニ付借受サルヲ得サ

ルモノ」だが「同人〔橋本良安のこと〕又下掃

除道ノ地代ノ¥承諾ナシト雛モ払フへシj，，-C橋本

良安〕請求スル下掃除代ノ¥其掃除道タル地代ノ

納不納ニ関セス地主ノ所得トスルハ土地ノ習慣

ニ付借地ノ際別段契約モ無之上ハ其地主ニ附ス

ヘキ者ニ付……〔橋本良安〕申分不相立」。

すなわち， (1)橋本は借家を持家にしてから取
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り付けた戸棚・物置などを取り払わなくともよ

いが，そのかわり，明治 6 年 1 月~9 月 8 日分

の地代を地主に払うべきである， (2)下掃除代が

地主・借地人どちらの所得となるにしても，そ

もそも下掃除道は借地人の一家にとって有用地

として借りうけざるをえないものだから事前に

納入を承諾していないとしても橋本は地主に下

掃除道地代を払うべきである， (3)とくに下掃除

道地代を納めているばあいには借地人は下掃除

代を請求できる，と橋本はいうが，借地人が下

掃除道地代を地主に納めていようがいまいが，

下掃除代は地主の所得になるのであり，このこ

とは土地の習慣であるからして，借地関係をと

りむすぶ際にこれと異なる契約が別にないかぎ

りは，やはり下掃除代は地主につけられるもの

となる，というのである。

みられるように，原告小原の申し立てを採用

し，被告橋本にはほとんどの点で不利な判決と

なっている。地主側のほぽ全面勝訴といってよ

かろう。

もっとも，地主小原が東京裁判所に出訴した

のは1874(明治7)年9月のことだから，判決が

下るまでに 2年8ヵ月経ていることになる。林

町区裁判所に借地人橋本が対抗的に出訴したこ

とが影響していることを勘案しなければならな

いにしろ，地主側の申し立てにいう下掃除代=

土地所有収益=地主所得が東京府下の普遍的慣

行であるにしては，いささか時聞がかかりすぎ

のような印象をあたえる。ということは裁判所

が結論をだすのに，必ずしも容易でないところ

があったにちがいない。そうであるからこそ，

被告橋本は小借地人という土地所有関係におい

ては弱い立場にあるにもかかわらず，東京裁判

所の判決に服することなく，地主小原を相手ど

って控訴へ，そしてさらに上告へと抵抗するこ

とになるのである。以下これを追跡する。(表

1，参照)

6.東京上等裁判所への控訴とその判決

初審の東京裁判所で原告となり勝訴した小原

を今度は被告にすえ，改めて橋本が原告となり

1878(明治11)年3月16日，東京上等裁判所へ控

訴した。

まず，-原告橋本良安控訴ノ要領」は，つぎ

のようにいう。

「明治七年九月中地代滞ト唱へ被告ヨリ自分へ掛り

出訴セシヨリ事実取調シニ下掃除道ノ地代ナル旨ナ

レハ之ヲ払フへキ理由ナシ何トナレハ下掃除道ハ下

掃除ノ為メ有用ノ地ニシテ該掃除代ヲ被告ニ於テ収

受シアレハ即チ其収受セシ者ニ於テ地代ヲ払フヘキ

ノ、論ヲ倹サルナリ」

すなわち，借地人である自分が地代を滞納し

ている，と地主小原がそもそも訴えたので，地

代滞納分というのはどの地代かと調べてみると，

下掃除道地代であった。下掃除道地代なら確か

に自分は払っていないが，それは払わねばなら

ない理由がないからだ。下掃除道は下掃除をす

るのに役立つ土地であり，下掃除代という収益

をもたらすものだが，これを「収受」している

のは地主の方である。下掃除道に地代が課せら

れるなら，下掃除道からの収益たる下掃除代を

「収受セシ者」たる地主の方が下掃除道地代を

負担すべきだ。要するに，下掃除代から下掃除

道地代は払われるべきである，つまり下掃除代

収受者=下掃除道地代負担者という主張を橋本

はしているのである。

いちおう論理的になっている。しかし矛盾が

ないわけではない。下掃除道が一義的には誰に

有用かというと，雪隠使用者のためということ

になろう。それゆえ，初審の判決に「掃除道ノ¥

一家有用ノ地ニ付借受ケサルヲ得サルモノ」と

あり，借地人一家長たる橋本も借地としての下

掃除道を認めざるをえなかった。そしてまた，

初審の判決は借地人が下掃除道地代を負担すべ

きだとし，橋本に下掃除道地代の支払いを命じ

ていた。しかも，下掃除道地代を負担するとす

れば下掃除代を請求することになるという橋本

の抗弁は初審で採用されなかった。

かくして，橋本は原告として下掃除代の取り

戻しを請求することになる。同じ「控訴ノ要領」
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は，初審判決をつぎのように批判することで結

ばれている。

「其判決ニ日ク掃除代ナJレモノハ其掃除道タル地代

ノ納不納ニ関セス地主ノ所得トスルハ土地ノ習慣ニ

付借地ノ際別段契約モ無之上ハ其地主ニ付スヘキ者

ニ付原告申分不相立ト判セラレシハ其理由ヲ了解ス

ル能ハス若シ之ヲ被告答弁ノ如ク土地ニ就テ生スル

利益トスレハ家屋建設ノ地代ハ何物タルヤ即チ該地

代ヲ以テ土地ヨリ生スル利益ト云フヘシ亦タ習慣ト

云モ無名ニ他人ノ所得物ヲ貧ルモノニシテ是レ之ヲ

悪弊ト云フへクシテ何ソ習慣ト云ヲ得ンヤ然ルヲ習

慣ナリトノ裁判ノ、不法ニ付更ニ公正ノ裁判ヲ請フ」

文中の「家屋建設ノ地代」というのがはっき

りしがたいけれども，家賃収入(貸家収入)のア

イロニカルな表現ではあるまいか。つまり建設

した家屋を貸すことで得られる収入は家屋所有

収益であって地代にあらず，これをあえて「家

屋建設ノ地代」というなら，貸家収入は家屋の

家賃から生ずる利益であるはずなのに「土地ヨ

リ生スル利益」となってしまう。こうした反語

的論法によって，下掃除代を「土地ニ就テ生ス

ル利益」と答弁した地主側を皮肉り，これに「土

地ノ習慣」と理由づけして採用した東京裁判所

弘借地人という「他人ノ所有物」になるはず

の下掃除代を地主が貧取する悪弊にもかかわら

ず習慣と肯定するのは不正と論難し，東京上等

裁判所に公正を求めているのである。

ついで r被告小原勝五郎代人市川貫三答弁

ノ要領」は，つぎのようにいう。

「原告於テ下掃除道ノ地代ヲ払フトキハ素ヨリ差配

人ノ関スル理ナキヲ云々ト申立レトモ其差配人タル

ヤ地内万般公私ノ別ナク取扱ハセル者ニテ何ソ掃除

道ノ地代且掃除代ノミニ関スルモノニ無之又習慣ト

云モ無名ニ他人ノ所得物ヲ貧ルモノニシテ是ヲ悪弊

ト云フヘシ云々申立レトモ此ノ文意ニ就テ看ルモ原

告不当ペ要求ト云ハサノレヲ得ス何ントナレハ悪弊ハ

原告一己ノ思想、ニ止リ下掃除代ノ如キハ所謂其地ニ

就テ生スル利益ニシテ府下一般普ク地主ノ所得物ナ

ルコトハ古来ノ習慣ニテ衆庶ノ確実日シ疑ハサル所ナ
〈ママ〉

リ然ルモ原告於テ仮リニ之ヲ弁知セサルモノナリト

セハ最初家作買得ノ際其契約ノアルヘキ筈ナルニ其

手続ノーモ看ルヘキナケレハ原告ニ於テ習慣上地主

ノ所得物タルコトヲ曇ニ確知セシモノニアラスヤ」

下掃除道地代を負担するようになれば借地人

にとって差配人は無用，したがって差配人所得

としての下掃除代も不要になるという橋本にた

いして，地主経営における差配人の多機能を強

調し，また下掃除代が「所謂其地ニ於テ生スル

利益」なるがゆえに「地主ノ所得物」になるこ

とは東京府下の普遍的な古くからの習慣であり，

そのことを橋本も知っていたはずで，だからこ

そ長屋の借地のままでの切坪売買のとき下掃除

代にかんして別段の契約を作成することもなか

ったのだ，と反論しているのである。

ところで r小原勝五郎代人市川貫三」とはど

ういう意味であろうか。まず「代人」の方であ

る。 1873(明治 6)年太政官布告第215号により

「人民一般商業及ヒ其他ノ事ニ因リ代人ヲ以テ

契約取引等致シ候規則」として制定された「代

人規則」をみれば叫，代人とは要するに代理人の

ことである。この代人規則からすれば，小原勝

五郎が被告として法廷に立つべきところ，他人

に答弁を委任し，自分の代理として控訴審に応

じさせていることになる。つぎに「市川貫三」

の方である。地主小原の代人として控訴審で答

弁するのだから，法廷陳述を得意とする弁護士

かというと，そうではあるまい。もしそうなら

「代言人間」というはずである。あくまで代人で

あって代言人ではないにしても単なる代理人で

はあるまい。地主小原の差配人にちがいない。

つまり，市川貫三という差配人に直接，地主の

代理として答弁させることで，地主本人が矢面

に立たされるのを回避しつつ，都市の地主経営

における差配人の積極的役割を裁判官に印象づ

けようとしたのではなかろうか。そしてまた，

下掃除代がどこに帰属し，それがいかなる根拠

によるものかについて，差配人という現場から

の声を法廷に反映させることで，だめ押し効果

32) w明治六年法令全書~ 300-301頁。
33)染野前掲「司法制度J 127-128頁， 138頁，参照。
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をねらったものであろう。

同じ「答弁の要領」は，-地代ノ如キハ決シテ

下掃除代ニ干預スヘキ筋ニアラサレハ原告ノ請

求ニ応シ難キナリ」と結ぼれており，土地所有

収益にもとづくとする下掃除道地代と，普遍的

慣行にもとづき地主所得とする下掃除代との二

者を分離して把握することで，二者択一的把握

の原告側を否定するのである。

これらをふまえて1878(明治11)年4月5日，

東京上等裁判所の「判文」には，

「下掃除代ヲ其地主ノ所得トナスハ土地ノ習慣ナレ

ハ原告ニ於テ之ヲ悪弊ナリト云ヲ以テ口実ト倣シ下

掃除代取戻ヲ請求スルヲ得サルモノナリトス因テ原

告ノ申分不相立初審裁判所裁判通リ可相心得事」

とあり，原判決を支持し橋本の控訴をしりぞけ

るのである。およそ20日という比較的短期間で

審判が下されたことになる。

7.大審院への上告とその判決

控訴審の敗訴からほぼ 2ヵ月後の1878(明治

11)年 6月3日，橋本は大審院に上告すること

で，小原という地主を相手に，林町区裁判所か

ら数えて四たび争うことになる。

まず，-原告橋本良安上告ノ要領」は，最終

審を覚悟してか相当長文のものだが，つぎのよ

うに締めくくられている。

「下掃除道ノ地代ヲ払フトキハ下掃除代ヲ被告ニ与

ブヘキ理由アルヘカラス何トナレハ地主ハ其貸地ニ

付若干ノ地税ト定メ貸渡シ借地者其地税ヲ払フ上ハ

借地内ニ於テ過分ノ利益ヲ得ルモ其借地者ノ為メニ

生スル利益ナレハ地主ノ所得トスルヲ得ヘカラサル

ハ論ヲマタス加之下掃除代ノ如キハ土地ニ拠テ生ス

ルモノニ非ス唯リ借地者ノ身上ニ拠テ生スルモノナ

レ八決テ地主ノ関フヘキ理アルヘカ〔ラ〕ス若シ之

ヲ地主ニ与ルモ恩恵上ニ成立モノナリ然リ而シテ土

地ノ習慣トスルモ其習慣ハ悪弊ナレハ之ア改良スへ

キ者ナルニ上等裁判所ハ被告カ土地ノ習慣ナリト云

フヲ採用セラレ地主ノ所得トナスハ土地ノ習慣ナレ

ハ原告於テ之ヲ悪弊ナリト云フヲ以テ口実ト倣シ下

掃除代取戻シヲ請求スルヲ得サルモノト判決ナリシ

ハ不法ニ付原裁判ヲ破段セラレンコトヲ乞」

文中の「地税」というのが読み手を混乱させ

かねない。そのまえにだしてきた「下掃除道ノ

地代」と区別して用いているから地代ではなく

租税のような印象をあたえもするが，敷地地代

を本体とする借地料のことを言いかえているの

かもしれないし，やはり，あくまで文字通り土

地にかかる租税のことを指しているのかもしれ

ない(後者だと，貸地の地租額のうち一定部分を

地主が借地人に負担させたのであろうが，この

ばあいでも借地料と地租部分との区別がはっき

りしていたかどうかわからない)。いずれにし

ろ，借地にともなって貨幣支払いしていること

で借地人は借地保有収益を確保しうる，すなわ

ち借地内から生じうる利益を収得できる，たと

えば下掃除代は借地人所得になるはずである。

そもそも，下掃除代は土地所有収益ではなく，

「唯リ借地者ノ身上ニ拠テ生スルモノ」として

借地人所得に属するものである。それが地主所

得になっているばあいは「思恵上ニ成立モノ」

にすぎず，確たる帰属上の根拠があるわげでは

ない。それが習慣として成立しているなら，改

良されるべき悪弊である。したがって，これを

認めない東京上等裁判所の判決は破棄されるべ

きである。

こうした内容の「上告ノ要領」にたいして，

大審院の手になる「弁明」がなされ，つぎのよ

うにいう。

「借地ニ住居スレハ其地所ヲ差配スル者ニ於テ下掃

除ヲ所得トナスハ土地ノ習慣タルコトハ上告人ニ於

テモ之ヲ自認セシ者ナリトス然ラハ則チ当初該地ヲ

借用スルノ時ニ於テ借地人〔即チ上告者*)ヨリ地主

ニ対シ地代ト掃除代ト互ニ相殺スJレコトヲ契約セシ

ニアラサノレヨリハ俄ニ此習慣ハ悪弊ナリト云ヲ以テ

下掃除代ヲ借地人ノ所得ト為スコトヲ得サルモノト

ス左スレハ東京上等裁判所カ下掃除代ヲ其地主ノ所

得ニナスハ土地ノ習慣ナレハ原告〔上告人*)ニ於テ

之ヲ悪弊ナリト云ヲ以テ口実トナシ下掃除代取戻ヲ

請求スルヲ得サ1レモノナリトスト裁判シタルハ相当

ニシテ不法ノ裁判ニアラストス」
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*このは原文のもの

すなわち土地の貸借がなされる際に，いわば

下掃除道地代・下掃除代相殺契約が成りたって

いないかぎり，下掃除代が土地所有収益であり

差配人所得になるという「土地ノ習慣」は変え

られない，したがって東京上等裁判所の判決は

不法ではない。

かくして「前条ノ如クナルニヨリ東京上等裁

判所ノ裁判ハ破盟スへキ理由ナキモノトス」と

いう「判決」で結ばれ，この「下掃除代取戻-

f牛」は借地人の原告橋本がいかにしても下掃除

代を地主側から取り戻せないまま，敗訴をもっ

て終審となるのであった。

III 結びにかえて

20世紀初め明治末期においても，下掃除

イも=人糞尿代が差配人の収入源となっていた

事実を，奇しくも柳田国男は証言する結果とな

った。 1荷分の人糞尿が汲取られるごとに差配

人所得がいくらぐらいになるか，と柳田は旅先

の金沢で東京を想って考えたのである。柳田の

ごときクラスは残念ながら同時代のことであっ

ても，下掃除代」によって東京の差配人が確保

していた所得額を直接に知る機会に恵まれなか

ったのではあるまいか。

そのばあい，差配人の収入源となった人糞尿

は借家人達のものであり，借地人達のものはも

はや収入源とならなくなりつつあったであろう。

なぜか。ここで再び「原告橋本良安上告ノ要

領」にでてきた「下掃除代ノ如キハ土地ニ拠テ生

スルモノニ非ス唯リ借地者ノ身上ニ拠テ生スル

モノナレハ決テ地主ノ関ブヘキ理ア1レヘカラス」

という強い調子の一文を味読すべきであろう。

とりわけ中段の「唯リ借地者ノ身上ニ拠テ生

スルモノ」という表現は，なかなか意味深長で

はあるまいか。土地所有優位にもとづく「下掃

除代」の地主所得化に対抗し，かかる土地所有

収益を否定して借地人所得化を意図しうる根拠

がかかる素朴で卒直な表現をとらしめているの

である。持家になったとはいえ依然として長屋

住いの細民が一人でもっても地主を相手どり上

告まであえでした真意の核心が込められている

ものである。

すなわち自家糞尿を，しかも自家雪隠(，雪隠

トモ買取」だから戸別雪隠を自家所有すること

になった)から汲取らせて下肥に供することに

もとづく収益であるから，借地人所得になるは

ずだと主張していたのである。たとえ長屋であ

っても切坪売買によって持家となり，雪隠も買

い取った。ようやく自家雪隠=自家糞尿とした。

となれば，人糞尿にたいする収入源としての帰

属意識が変わってこざるをえない。借家人であ

ったときには，たとえ戸別雪隠へと生活条件が

改良されても，戸別雪隠が収入源となることは

なく，依然として地主所得になっていた。これ

から更に前進し借地上ながら自家雪隠を所有す

るに至った。かくなるうえは，自家雪隠による

生活水準の向上だけでなしようやく「下掃除

イ~J 収得による一定額の所得確保が可能になる

はずだ，と思われたのだった。

裁判の過程で，橋本が途中から「下掃除道」

地代を負担しでもよい，と言い始めたことには

訳がある。一見すると，下掃除道」地代と「下

掃除代」とを相殺する案なのだが，これをだし

たのはその方が所得増になると計算できたから

である。このばあい 1軒分の「下掃除道」面

積は約 1坪である。長屋の 1坪当りの借地料は

月額2銭 5厘である。 1軒当り 1年間の「下掃

除道」地代額は30銭になる。それなら，この「下

掃除道」地代を負担した方がむしろ有利になる。

間口 2間，奥行3聞の建坪，それに 2坪の庭地

が付くという敷地にはある程度の世帯人員の家

族が暮せる。その年間の人糞尿量はかなりにな

る。そうした 1戸当りの「下掃除代」が30銭と

いうことはありえない。これの10倍でもきかな

いはずだ。ごく小家族と見積って夫婦と子供二

人の四人家族と仮定して最少量でも年間 6石程

度になる。あくまでも便宜的だが，本稿の冒頭

で紹介した数値(明治末期の金沢相場 1石80銭)
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を借用してみれば 4円80銭になる。一つの試

算にすぎないにしても，これだと16倍になって

しまうほどだ。

こうした実体からおよそかけはなれた「キ自殺」

案に，かくべつ利にさとい地主側がのってくる

わけがない。しかも伝統的慣行の重しという強

力なパックアップがある。そして，これをのむ

わけにはいかない明確な土地所有収益を根幹と

する地主経営上の理由があった。まず，-下掃除

道」地代は地所収入の一部となっていた。また，

「下掃除代」は地主経営費に組み込まれもして

いた。差配人は地主経営に必要なものであり，

差配人への労働報酬に「下掃除代」があてられ

ていたからである。かかる意味で「下掃除代」

は副次的な地所収入になっていたといえよう。

かくして借地人の主張は地主側から「原告一

己ノ思想、ニ止リ J，と上手に批判されることにな

ったが，仮に明治初年にはまだそうであったと

しても，明治末期に至る30年間そのままであろ

うはずはない。また，この橋本良安のような借

地人は東京市において少数派ではありえない。

全くその逆である。明治後期から大正前期にか

けての， 20世紀初葉の数値であるが，長谷川徳

之輔氏の研究刊によれば， 1905 (明治38)年，東京

市15区の506，000世帯数のうち，土地所有者数

23，300人，したがって土地所有者率4.6%であり，

1915 (大正 4)年，東京市15区の585，000世帯数の

うち，土地所有者数21，900人，したがって土地

所有者率3.7%削であった。すなわち，東京市15

区では総世帯主の圧倒的多数， 1905 (明治38)年

では95.4%(1000人に954人)， 1915 (大正 4) 

34)長谷川徳之輔「借地・借家法の住宅宅地市場に与え

たインパクトの実証的分析J(日本住宅総合センター

『住宅・土地問題研究論文集』第12集， 1988年，所

収)29-33頁。
35)長谷川同前論文には， 1915 (大正4)年の東京市15

区の土地所有者率が3.8%と書かれている (32頁)。
けれども， 1915 (大正4)年の東京市15区の世帯数

585，000，土地所有者数21，900人という数値が示され

ており (29頁， 30頁の図 1-3， 33頁の図 1-8)， 

前者で後者を割れば3.7%となるので，本稿ではこち

らの修正値の方をかかげておく。

年では96.3%(1000人に963人)は借地人もしく

は借家人だ、ったことになる。借地もしくは借家

こそが支配的な居住形態だったのである。宅地

ないし住居という生活手段的不動産にたいする

無所有層の尼大な集積が東京に集中的に存在し

ていたことになる。

いずれにしろ，この小事件の舞台，深川八名

川町にしろ，区裁判所のあった林町にしろ，隅

田川も最下流あたり，日本橋方面から浜町をぬ

げて来るとすれば新大橋(永代橋の上手)を西か

ら東に渡りきってすぐの，いわば下還東にあた

る。さすれば，永井壮吉 (1879~1959)好みでこ

れを下手な下還東絹語と見る向きもあろう。

因みに，荷風の生まれる前の年に，この裁判

は結審していたことになる。その荷風は，のち

関東大震災に際し，激烈な突発性糞尿問題の歴

史的証言者となって今に残る。すなわち「断腸

亭日記巻之七大正十二年歳次笑亥 荷風年

四十五」が語るに，つぎのごとし。

r(大正十二年〕十月三日。快晴始めて百舌の鳴くを

聞く。午後丸の内三菱銀行に赴かむとて日比谷公園

を過ぐ。林聞に仮小屋建ち連り，糞尿の臭気堪ふ可

からず。公園を出るに爆裂弾にて警視庁及近傍焼残

の建物を取壊中往来留となれり。数寄屋橋に出で濠

に沿ふて鍛宅]橋を渡る。到る慮糞尿の臭気甚しく

支那街の如し。帰途銀座に出で烏森を過ぎ，愛宕下

より江戸見阪を登る。阪上に立って来路を顧れば一

望唯紗 Eたる焦土にして，房総の山影遮るものなけ

れば近く手に取るが如し。帝都荒廃の光景哀れとい

ふも愚なり。されどつら¥/明治以降大正現代の帝

都を見れば，所謂山師の玄関に異ならず。愚民を欺

くいかきま物に過ぎざれば，灰燈になりしとてさし

て惜しむには及ばず。近年世間一般箸修騎慢，食欲

飽くことを知らざりし有様を顧れば，この度の災禍

は実に天罰なりと謂ふ可し。何ぞ深く悲しむに及ば

むや。民は既に家を失ひ国待亦空しからむとす。外

観をのみ修飾して百年の計をなざ〉る国家の末路は

即此の如し。自業自得天罰費目面といふべきのみ。悶」

36) w荷風全集」第19巻(岩波書庖， 1964年)294-295頁。
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ともあれ，問題は小なりとはいえ，この事件

の背後に社会経済史的意義を見出すことができ

る価値認識の有無にある。価値判断のバイアス

にとらわれることで，その意義が読み取れない

ようなら，せいぜい異色の下崖東椅語におわる

しかなしその文化史的意義に想い到ることは

あるまい。

〔後記 1993年10月30日，北海道大学経済学

雪隠、の位置如何という趣旨の質問をうけたのだ

った。その時よくは答えられなかったのだが，

今この拙稿を書きおえたことで，その問いかけ

にいささかなりとも応じているとしたなら，取

快一時たりうるのである。当日の研究報告をき

いていただ、いた上記の諸氏をはじめとする経済

史研究会(幹事宮本謙介氏)のメンバーに，お

そまきながら感謝の意を表する次第である。

なお，本稿の概要は1994年12月9日に学部

部210室でひらかれた「経済史研究会」で，わた のゼミナールで「明治肥料経済史のー断面一一

くしは「明治大正農業史のー嗣一一近代日本肥 いわゆる下掃除代取戻一件の考察を中心に

料経済のー特質一一」と題して，司会に西川博 」と題して報告したところである。これを

史氏をわずらわし，報告することがあった。席 きいてくれたゼミナールの学生諸君に，いささ

上，牛山敬二氏・石坂昭雄氏らが種々質問を発 か場違いながら謝意を表しておきたい。

せられるなか，長岡新吉氏より，町家における




