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大関増裕の改革と下之庄
2019.03.17(日) 東海大学教育開発研究センター教授 馬場 弘臣

はじめに
・『益子町史』は研究の原点
・『益子町史』第6巻 通史編から

Ⅰ．下野国  藩領 上之庄と下之庄 
・  藩⋯下野国(栃 県)  に居所を置いた外様 藩。常陸の土豪出身といわれる大関氏は戦国時代末期には、

  原 と並んで北那須衆を代表する有 豪族に成 していた。天正18年(1590)豊 秀吉の  原攻めに際
し、大関高増・晴増の親子は、宗家那須氏の態度が定まらぬうちに、北那須衆を伴って参陣し、旧領1万3,00

たかます はるます

0 を安堵された。関ヶ原の戦い後、慶 5年(1600)
と翌6年に加増され、下野国那須・芳賀郡、陸奥国石
川郡内で2万石を領有した。晴増のあと増勤まで16代、

ますのり

約300年間、一貫して旧領を維持し続けた関東では稀
有の旧族大名であった。正保3年(1646)増親のとき弟

ますちか

2人に1,000石ずつ分知したので表高1万8,000石とな
った。

寛 ・延宝期(1661 81)に実施した領内総検地で
藩士地方知行の制限と実高増大を行い、藩体制を確立
したが、その後、領内農村の荒廃が著しく、明和 寛
政期(1764 1801)には家 鈴 武助(為 蝶 軒)、 化

い ちようけん

・ 政期(1804 30)には藩主増業の改 が実施され
ますなり

たが、領内の荒廃と財政の窮迫は改善されなかった。
増業編纂の『創垂可継』(文化14年-1817)は藩政資料

そうすい か けい

を集大成して藩治の指針としようとしたものであっ
た。安政3年(1856)に末期養子として家督を相続した
増徳も国産政策を推進するなどの改革に着手するが、
ますよし
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家臣の反発にあい、文久元年(1861)に家老の益子右近・滝田典膳らによって座敷牢に押し込められた。その
後、文久2年(1862)に家督を継いだ大関増裕は、百事一新、富国強兵と称して藩政改革を断行、幕閣にあって

ますひろ

も講武所奉行、陸軍奉行、若年寄(海軍奉行兼任)を歴任した。戊辰戦争で官軍の先兵となり、明治2年(1869)
賞典禄1万5,000 を与えられた。明治4年(1871)廃藩、  県、宇都宮県を経て、明治6年(1873)栃 県に
編入。 『日本大百科全書』(ニッポニカ：小学館)阿部昭氏執筆に加筆・修正
寛文4年(1664)4月5日付「知行目録」(『益子町史』第3巻 近世資料編P.3＋口絵参照) → 表高  裏高

下野国那須郡の内、64か村、1万4,338石6斗7升 → 上之庄
下野国芳賀郡の内、6か村、3,661石3斗3升 → 下之庄 → 「五千石の百姓」

都合1万8,000石

Ⅱ．農村荒廃と  藩 改 は続く 
①北関東農村荒廃⋯  の減少と荒地の増 → なぜ？

・関東農村は、享保6年(1721)以降、安房国を除
いて全ての国で人口が減少。その中でも下野国
の人口減少は最大。とくに天明3年(1783)年か
ら始まった天明の飢饉後に大きく減少し、天保4
年(1833) 7年の天保飢饉後に回復に向かう。

②  藩領の  動態と年貢 の収納状況
・  藩領の  動態は、下野国の  動態とほ

ぼ同じ線を描く
・年貢 の収納状況も  動態と同じ傾向を す

③農村荒廃減少と改革の必然性
・藩政改 とは何か？⋯藩財政 家 団 組織 

領 ( 政)
・兵農分離を社会の基本的な編成原理とする近世

社会では、都市で消費生活を送る武士層と米穀
生産に依存する経済体制のために、藩財政の窮
乏化は必然の課題であった

・これに加えてそれぞれの藩の地理的、風土的、
社会的問題 → 農村荒廃

・藩政は改革の連続であった
・とくに幕末期には、さらに軍制改革が大きな課題となる

④  藩の藩政改  近世後期
 明和 寛政(1764 1801)改  家 鈴 武助
  化・ 政期(1804 30)改  藩主 関増業 → 国産政策(専売制)  『創垂可継}』 藩政のマニュアル

そうすい か けい

化？
 安政改 (1854 61)改  藩主 関増徳 → 国産政策 →安政3年(1856)百姓 揆と給 徒党 件  久

元年(1861)藩主増徳の押込め、
  久・慶応改 (1861 68)改  藩主 関増裕 → 富国強兵・国産政策

※地押改め検地⋯村 (  )はそのまま変更しないで、耕地の反別だけを再計測する検地 → 年貢徴租法と
して反取法(1反を単位として年貢の収量を決定する)が採用されているので、耕地の変更だけで良い。

→明和6年(1769)の   町を 切りに明治4年(1871)の落合村まで19か村で実施を確認。下之庄で
は、嘉永2年(1849)に益子村、同6年(1853)に生田目村、明治4年(1871)に上大羽村での実施を確認。

Ⅲ． 関増裕の経歴 藩主として幕閣として 
・大関増裕⋯天保8年(1837)12 9  慶応3年(1867)12 9 、・江 時代後期の下野国  藩主。遠江横須

グラフ2．  藩領の  と年貢収納
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賀藩(現・静岡県掛川市)3万5000 の藩主 尾忠善の嗣 忠
し し ただ

宝の次男として生まれる。初名忠道、ついで忠徳と改めた。
とみ

 久元年(1804)25歳で養 の  藩主 関増徳のあとを継い
ますよし

だ。増徳も養子であり、家老らと合わず押込隠居に処せられ
たが、増裕の家督によって大関氏の血統はまったく断絶した。

増裕はその人材を認められ、翌年講武所奉行・初代陸軍奉
行・海軍奉行を歴任し、幕府の洋式兵制の制定に参画した。
その内容は、親衛軍の建設ならびに歩・騎・砲の三兵科将士
の養成と編制を上申し、幕府はこれを容れて新陸軍をつくり、
陸軍奉行を置いた。また海軍拡張案を提唱し、全国海岸を6海
軍区に分け、大小軍艦370隻の建造を計画したが、文久3年(1
863)3月病気を理由に辞職したため実現をみるに至らなかった。

このように幕府の軍備増強につとめる  、藩の富国強兵にも積極的な姿勢を した。 久2年11 家 ら
の要請に対し、かれらに直書を発し、  撫育・府軍充実・兵備拡張・ 地開拓など富国強兵を ざした7か
条を断行するために全権を与えるならば、幕府の役職を辞し、入部して藩政改革にあたると回答した。家老・
諸役人も同意したので、文久3年3月陸軍奉行を辞し、領地に赴いた。これより腐敗した藩政の刷新につとめ、
要路に人材を登用して借上・倹約・年貢増徴のほか、いったん廃止された専売仕法を再興し、殖産興業に力を
入れて藩財政のたて直しをはかった。死去の前年には樺太開拓まで計画している。さらにこれと平行して軍備

からふと

の充実にも意を用い、幕府の兵制にならって歩・騎・砲の三兵を編制するとともに領内農工商の子弟をもって
農兵を組織し、軍政を一般政務と分離して藩主に直属させた。慶応元年(1865)、再び海軍奉行に任命され、
慶応3年(1867)外様大名でありながら若年寄に抜擢され海軍奉行を兼ねた。その在職中、重ねて海軍拡張を計
画し、海軍学校章程以下諸規則を起案したが、急死により挫折した。大政奉還に大きな衝撃を受けて自殺した
とみられるふしが多い。菩提寺は   雄寺、法名は賢璋院殿巍 槐堂 居 。享年31歳

『国史大辞典』(吉川弘文館)北島正元氏執筆に加筆・修正
※謎の多い藩主増裕

①なぜ、幕府の文久軍制改革当初から幕閣に参与できて、初代の陸軍奉行になれたのか？
→ 家老をはじめ家臣に全権委任を認めさせた訳

②外様小藩でありながら、若年寄に就任できたのはなぜか？ 通常は中・小クラスの譜代大名から選任
→ 実家？ → 蘭学

③藩主になる前の増裕の経歴や人脈が大事！
④なぜ、藩内で強権がふるえたか？
⑤急死の謎？  殺説、他殺説、事故説？

Ⅳ．下之庄の 久・慶応改   政改 と軍制改  
◎増裕の覚悟 → 文久2年(1862)11月 家老ならびに諸役人への下問

不肖の増裕、南海の辺国に産し、幼にして孤となり、無学駑鈍の廃人たる処、図らずも当家へ養子御所望、継
ますひろ よう こ ど どん ご しよもう つぎ

て家督仰せ付けられ、大慶 雀 躍これに過ぎず。実に幸甚幸甚。加 之、豈図らん哉当夏講武殿総督に抜擢せ
たいけいじやくやく しかのみならず あに や

られ、その後閣老参政に列して、国事を議すべきの命を 蒙 り、これ武 の 鑑 歟。将に瑕瑾歟。感慨次に垂涙
めい こうむ き きかん か まさ か きん か すいるい

を以てする所也。元来無悳にして 雲に居るは、恐々として思慮を安んずる暇なし。然らば辞官して 園に帰
む とく しか

るべき歟。然るといえども、事無きにして私に官を辞する。仕官の道乎。 苟 も事聴かれ意貫通する故に、今
か いやしく き

日一事半句も建白貫通せざるの時は、その官職に在るといへども、却ってその職を 貪 るといへるもの也。か
いち じ はん く むさぼ

くの如んば朝を待たず、辞して 園に帰らん。然るに当今府庫空乏、 従 って  の困苦且つ に迫るの故を
くうぼう したが こん く か

以て、辞官して田園に帰り、食を足し、兵を足し、士気を鼓舞せしむるの一事に及びて、然るべからん歟の一
説有り、鳴呼天のしからしむる所、将に辞して田里に帰らん歟。去りながら方今仕官すといへども、自家富国

あ あ まさ でん り ほうこん

強兵の願いの意、無にあらず。唯時の到るを待つのみ。今辞官して帰邑するの上は、富国強兵の一策、不為ハ
ただ き ゆう ふ ため

有るべからず。（後略）
(『栃木県史』史料編・近世4 P.181 書き下し文に改めた)

右端が大関増裕
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①入邑の三日後より全権を委ねること
②富国強兵を主とする以上は、「意外之政変」もありうること
③隠遁姑息は断然これを廃止し、賞罰を明確にすること → 旧弊の刷新
④「皇国之形勢、百患四方ニ迫」る状況の中では、「其対外虚飾浮華」の弊風を一変し、「実備」に帰ること
⑤春秋を経るの後に、一事も行なわなければ、断然と「致死」する覚悟であるので、その際にはあえて止めない

こと
＊改革の具体的内容

   の撫育
 府庫(藩財政)の充実 兵制の改革とそのための財政基盤の再建 → 具体的には？
 兵備の拡張と士気の鼓舞

◎重臣たちの承諾を取付け増裕は、文久3年(1863)5月に病を理由に新設されたばかりの陸軍奉行を辞して帰国

Ⅳ 1． 事刷新・ 材登 ・職制の改 → 表２
Ａグループ⋯安政期(1854 60)までは藩の実権を握った重 層。 久期(1861 64)以降は後退を余儀なくさ

れる。
Ｂグループ⋯増裕治下にあって  に台頭し、特に藩財政あるいは 政の改 にあたる。維新後も続いて貢献。
Ｃグループ⋯増裕治下で特に軍制 で活躍するが、維新後は伸び悩む。
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Ⅳ ２．軍制改 
◆  久2年(1862) 幕府の軍制改 ：騎兵・砲兵・歩兵の三兵を中 とした

 洋式軍制の導 → 12 1 陸軍奉 新設＝ 関増裕 → 幕府の軍制改 
に準じた軍制改革
① 久3年(1863)6   洋式砲術の正式採 →前年は選抜者のみであった

砲術訓練を一般藩士まで広げる
②同年7  諸 以下徒 にいたるまで全員に銃の備えを命じる
③同年9   薬御製  取建掛新設
④ 久4年2  弾薬取調掛新設
 慶応3年(1867)5  兵隊役(平成)を 般公務から分離独 させ、職務上

の地位と俸禄は、従来の家格に関わりなく、その身一代限りとする → 大
小砲12門、小銃600挺 ＝ 軍制改革の完成

◆ 郷筒と農兵
・郷筒組⋯鉄砲を所持する猟師を「兵」として組織。広義では農兵の 種で

あるが、  藩では両者を区別(相模国  原藩村筒・郷 軽)。取 の時
期は不明 →  久3年9 に33名を新規採 → 常備軍として整備  下
之庄の事例は表３

・農兵取立⋯慶応2年(1866)8 新設  15歳 50歳の農兵隊を地域ごとの
数十名ずつ編制：村役人層を小頭に任命し、 洋式砲術を採 して毎 2、
3回ずつ訓練させる →  常有事に郷 を防衛  下之庄の事例は不明

Ⅳ ３．財政改 と 政改  下之庄の場合 
【基本方針】

三本の柱   増加対策(本百姓体制の再興)・ 地政策(復旧と新開)・国
産政策

①潰式取立
②新家(新百姓)の取立 → 入百姓
③新発と立帰り ＝ 新規開発と再開発(起返し)

おきかえ

④殖産興業 国産奨励  瀬 焼(益 焼)
【下之庄】

 勧農役の設置
・   村加藤弥平太 慶応元年(1865)頃に勧農役となる。「御新発御掛」「新家御掛」などとも

新開、潰式取 、新家取 、瀬 焼、松煙焼などの国産取 
・藩の中枢部と直結ー慶応元年閏5 23 、  登り

・家老村上一学・大関弾右衛門と面会
・国産書類や瀬 焼の願書などは産物方五月女三左衛門へ提出
・新開や荒地の再開発に関する書類や願書は新開掛渡辺監物へ提出
・頭取役佐藤官太夫、御勝手役渡辺記右衛門などとも交渉

・慶応2年(1866)8 18  加藤弥平太が御蔵役兼帯を命じられる
 潰式取立・新家取立・新村取立・新開発・再開発

◆慶応元年(1865)閏5月「町在え申渡シ」13か条
・潰式を早期に取立ること
・潰式の家の借財を取立てないこと。特に貸主に催促しないこと
・潰式や新家取立の願書には、田畑山林の請戻しの願いや難渋の次第があれば具体的に書き載せること
・畑田成を奨励
・新村の取立、開発金の献納、田畑1町歩開発者には褒美が下される

◆慶応2年(1866)3 29  益 村名主三 与次右衛 と上  村名主飯野 左衛 を新発・潰式取  に
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任命 → 勧農役の下に置く

＊上  村字 川  ( 郷 沢・ 本沢)の事例 慶応元年
・閏5 7  上  村名主 右衛 の案内で弥平太が現地を 分
・9   本村妙伝寺(越後国の真宗 徒を 百姓として 植させるために建 された寺院)を訪ねて、檀

家の真宗 徒を 川  の新百姓として 植させるように相談
・21   百姓 植の願書を妙伝寺に提出 → 内 したところ、 百姓4、5軒は取 てることができる

との返答
《条件》①すでに開発の済んだ田畑を入百姓に払い下げる。②入百姓の屋敷地・山地面として1軒前2

町歩ずつ下げ渡すこと。③本村上大羽村と故障があってはいけないので、別村として取立てる
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こと
・24  同様の嘆願書を弥平太から新開掛渡辺監物に提出 → 27 に願いの通りの回答
・30  妙伝寺へ願いの通り新村取 の旨を伝える
・6 9  常陸国 沢村(現・茨城県久慈郡太 町)から弥助・弥右衛 ・治兵衛・庄五郎の4 が 植
・9  願書を提出し、慶応元年の取 なので村名を「慶応村」としたい！

＊益子村字池の入の事例
・益子村庄兵衛は字池の入で田畑1町歩を開発したが、手入れが行き届かないので新百姓となるような者を

紹介して欲しいと上大羽村久右衛門に依頼
・久右衛 は、 国の三 村(現・栃 県真岡市)市右衛 の弟 蔵に新百姓取 世話を依頼されていたの

 蔵を紹介 → 現地 学 → 庄兵衛に相談
・庄兵衛の話 開発地は3年の鍬下年季期間で年貢は来年から。ただし親 の縁合いを結んで分家同様とし

たい。そうすれば、すぐに御上様へ披露して人別に加え、小屋掛け家作などをして開発の田畑や山林な
どを残らず譲る。夫食や種穀も支給

・早速、親子の縁合いを結んで庄兵衛の隠居宅に入り、田畑の手入れと開発に取りかかる
・庄兵衛から田方の収納の内、当年に米6俵、来年より10か年間毎年4表ずつ、都合46俵を納めよ
・9   蔵と久右衛 は1通ずつ弥平太に嘆願書を提出
・ 蔵から新開   として庄兵衛に10両を差し出すことで「表新百姓」とすることで落着
・9 14  益 村字池ノ 庄兵衛取 新百姓  蔵

＊益子村内町組弥七潰式取立の事例
・元内町組の弥七潰式：高6石8升、田畑・山林とも全て質地入、家宅は大破
・ 久3年(1863)に 明寺の弥助によって甥の清蔵を式の相続 として取 
・屋根替その他の手入れ金3両余、田畑全部の請戻し金15両2分余、屋鋪裏の四壁山請戻し金20両余、娘

取 6両余、 ・ 各1俵、薪5駄を弥助 から差し出して 家取 → 総額45両程度
◆財政改革の成果
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 殖産興業 国産
◆3回目の国産政策

① 化期(1804 18) 藩主 関増業の改 
②安政期(1854 60) 藩主 関増徳の改 → 専売制を志向

◆ 久 慶応期(1861 68)の国産政策
産物 ：五  三左衛 ・ 塚久太郎 産物 役所 → 銀・銅・鉄などの鉱 開発、硫 ・硝 ・明礬の

採掘、  や瀬 焼の 産などを奨励 → 硫 は幕末・維新期の第1の産物となり、硝 とともに 薬製
造に貢献

◆国産政策としての瀬 焼
①瀬 焼(益 焼)の発端

・嘉永5年(1852) 常陸国箱 村(現・茨城県笠間市)の久野窯
で技術を習得した大塚啓三郎が、益子村内の大津沢で良質の
陶土を発見し、根古屋に借地して窯を築く → 翌6年に開業

・安政3年(1856) 常陸国宍 (現・茨城県笠間市)出 で上 
 村在住の 中 平を招いて宍 焼の技術を導 し、 産の
拡大に努めた

・益 焼 笠間焼と宍 焼の技法を介して相 焼の技法や 格
を継承

②  藩によるの瀬 焼の取 
・安政3年(1856)5 17  「  御  記」(平野家 書イ90

4)に瀬 場取 の記事
・物頭 吟味役津 武前 藩政改 の最前線にあって、国産政

策を強力に推し進めていた人物
・安政期の国産政策は、安政2年(1855)10 2 の江  地震

による材 統制をきっかけとして、領内の諸材 を国産 藩
の専売として江 へ売りさばく

・国産掛 国産専売制 → 材 以外の煙草や柏 ・紙・漆・炭
・瀬 物・明礬などの品目へ拡大

・瀬 焼の江 への販路を開く
③慶応期の瀬 焼仕法と運上 問題

◆慶応元年(1865)閏5 、瀬 焼 の窮状を訴える嘆願書
・差出  塚啓三郎⋯後 なので、実際は、益 村の 塚と

清蔵・ 助(庄助)・平 、上  村の 兵衛・ 弥6名連名の嘆願書か？
・近来瀬 職 が払底して「瀬 諸品焼 竈数」ができかねるので「御仕法」を願いたい
・  藩領の百姓の次三男で、跡取りでない者の内、瀬 職 を志す 供があれば、瀬 仲間で10 

位は引き受けられるので、「瀬 職分」を仕込みたい
・ 供の年季は、10 15歳が7か年、15歳 20歳が5か年 年季中の 費・着物・ 遣いは窯元が 

給
・こうして職 が増えれば、瀬 物諸品も多分にでき、窯数も増えて、運上 の額も年々増えていく

ことになり、国益となる
・子供達の親に御蔵米から2俵ずつを下されれば、さらに職人の希望者も増えるであろう

◆瀬 焼仕法
 瀬 焼の実態調査と運上 額問題

・上  村 兵衛、益 村清蔵・ 助への 談調査
・ 兵衛 村内の佐兵衛へ60両の借 があるので、窯出しの際に1割5分安 売り渡し＋江 仕切と

して1割5分の口銭＋当年からは先方の無心により売高の1割を納めている。月々1窯ずつ焼き立て
たとして40両位になるので、月ごとの利益として4両、年間で運上金は48両位の積り

9



・清蔵 借財が65両程 → この 額を御下げ とした上で、槙 などを御林より下げ渡してくださ
れば、1窯につき5両位は上納できる

・ 助 笠間表に200両程借 があり、瀬 売 よりも50両ほどの前借りがある。1窯につき50両
位は焼き出すので、御下げ金として100両を下されたい。運上は1割では少し差し支える。御林よ
り槙木を下げ渡して欲しい

 仕法金の下げ渡し問題
・閏5月付願書

・瀬 焼仲間 同へ300両 → 6軒で割って1軒あたり50両拝借したい
・運上金は6か所にて1か年およそ2000両位と見積もって、金高5分として1か年に100両上納し

たい(笠間藩の運上金と同等)
・閏5月24日に弥平太から産物方の五月女に提出
・27  五  から藩の回答

・年間の利益を2500両と見積り、5分を運上金とし、下げ渡し金300両の利足ともども年々125
両ずつ上納のこと → 最終的にこの額で決定 →表9

・6 1   兵衛と啓三郎の意 
・25両の増額を受けるには、窯改めを受けた上で確認して欲しい
・瀬 荷を「御 御国産」として欲しい

・御下げ ＝仕法 の都合がつかない藩当局 → 6 から8 にかけて瀬 焼 から願書を提出
・8 2  瀬 場仕法 300両が 助を除いた5名に下げ渡される

 瀬 焼 の新規取 
・慶応2年6 14  瀬 場新取 への御下げ 100両の内50両を弥平太が預かる
・同年10  春先に瀬 窯株を願い出て許可された益 村道祖 の亥之助・永治・由兵衛の3名が

瀬 場相続 の拝借を再願

Ⅴ．下之庄五千石百姓騒動
・慶応2年(1866)10 20  下之庄益 村の 毘羅 に明け六ツ頃から益 村 全員が集結。  奉 平野重

左衛門の説得で一旦引き上げるが、その後、鶏足寺に下之庄全村の百姓たちが集結
・同年10 22  下之庄の百姓共が上納やその他の件で鶏 寺に屯集した旨の報告書が  に届く
・同年10月付で下之庄の村々が「五千石百性願之廉々」を提出する

五千石百性願いの廉々
かどかど

①一、田方御上納米見升取り仰せ付けられ、是迄通り仰せ付けられ度く願い上げ 奉 り 候
た たてまつ そうろう

②一、備え石（備蓄米）当人（年）の儀は違作に付き御免仰せ付けられ度く願い上げ奉り候
③一、村普請仕来り御林にて材木御下げの処、是迄の通り御下げ仰せ付けられ度く願い上げ奉り候

むら ぶ しん し きた

④一、田方引き方之の見込み違いに付き、五分上納に仰せ付けられ度く願い上げ奉り候
⑤一、御国産御取り立て御免に仰せ付けられ度く願い上げ奉り候
⑥一、野場山立ち出し、村方にて伐木是迄之通り仰せ付けられ度く願い上げ奉り候
⑦ 、瀬  野場 にて御払に相成り候に付き、村 へも助成仰せ付けられ度く願い上げ奉り候
⑧一、種・夫喰御下げ是迄の通り仰せ付けられ度く願い上げ奉り候

ふ じき

⑨一、畑山の義は嘉永酉年(嘉永2年)地押しの 砌 （益子村の地押改め検地）御沙汰の通り仰せ付けられ度く願
みぎり お さ た

い上げ奉り候
⑩一、名主給米是迄の通り仰せ付けられ度く願い上げ奉り候
⑪一、名主の儀は五組に仰せ付けられ度く願い上げ奉り候
⑫一、清水村の義は一ツ上りの処、御免に仰せ付けられ度く願い上げ奉り候
⑬一、大羽村の義は御林の茅是迄之通り村方にて苅り取り候様願い上げ奉り候

かや よう

（益子町 平野家文書イ908『益子町史』第6巻通史編P.849 書き下し文に改めた）
・慶応2年の違作をきっかけとした願書(②④⑧)
・年貢の減免願い(④⑫)
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＊国産取立の廃止(⑤)
＊この時期の改 と年貢収奪の強化に対する反対の意志 「是迄通り」の  (①③⑥⑧⑩⑬)
・個別の村の嘆願も含む(⑨⑩＝益子村、⑫⑬)

・慶応2年の騒動は、上之庄でも勃発するが、下之庄と連携することはなかった

むすびにかえて
・増裕の改革は大きく文久3年(1863)と慶応2年(1866)の２つに分けられる → 下之庄はとくに慶応期に政策が

展開すると同時にその矛盾が露呈
・大関増裕の改革は積極的ではあったが、領内の強い反発を受けた
・  藩は、新政府軍として戊 戦争に参戦。増裕の軍制の改 よって  藩兵が強化されたことから、会津戦

争などで戦功 → 戦後に永世賞典禄1万5000石を贈与される
・功罪半ばした短い改革

  藩領下之庄絵図(『益 町史』第3巻 近世資料編付録)

【馬場のWebサイト】
◎大学教授のつぶやき by 情報史料学研究所

URL:http://www.ihmlab.net/tweet/
◎Twitter

@omikun_1603
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年月日 西暦 履歴 年齢 出典 備考

1 天保 8.12. 9 1837 遠江国城東郡横須賀藩(3万5,000石・譜代)藩主西
尾忠善の嗣子忠宝の次男として生まれる

1 『国史大辞典』

2 文久元.10. 9 下野国那須郡黒羽藩(1万8,000石、外様)藩主大
関増徳の後を継ぐ

『国史大辞典』

3 文久元.11. 14代将軍徳川家茂に初御目見

4 文久元.12.

1861

従五位下、肥後守に叙任

25

5 文久 2. 4. 8 柳之間席より講武所奉行上席となる 『柳営補任』

6 文久 2. 6.10 勅使大原重徳が薩摩藩島津久光とともに江戸に
下向し、幕府に徳川慶喜・松平慶永の登用を要望

7 文久 2. 6. 軍制掛が「御軍制御改革之儀取調申上候書付」を
上申する。旗本から高に応じて兵賦を徴発して歩
兵とし、小十人以下の軽輩を歩兵・騎兵・砲兵の三
兵に再編

8 文久 2. 7. 6 一橋慶喜が将軍後見職となる

9 文久 2. 7. 9 福井藩主松平春嶽が政事総裁職となる

10 文久 2. 8.21 勅使随行の島津久光の行列を横切ったため、イギ
リス人が生麦で斬られる（生麦事件）

11 文久 2. 8. 家督襲封および幕府重職就任につき家老役なら
びに加談諸役人共へ一和忠勤を求める申渡しが
出る

『栃木県史』史料編・近
世四 P.180

12 文久 2. 9.11 老中より来年2月に将軍家茂が上洛する旨が申し
渡される。

『新横須賀市史』資料編
 近世Ⅰ 資料№303 p.9
49

13 文久 2. 9.11 文久3年2月の将軍家茂上洛への御供を命じられ
る

『柳営補任』

14 文久 2. 9.11 将軍家茂上洛の際、御籏奉行兼帯を命じられる 『柳営補任』

15 文久 2.10.22 将軍家茂上洛中、御鎗奉行兼帯を命じられる 『柳営補任』

16 文久 2.11. 藩主増裕より家老ならびに諸役人に対して士民撫
育・府庫充実・兵備拡張・土地開発など富国強兵
を目指した7か条を断行するために全権の委任を
求める。

『栃木県史』史料編・近
世四 P.181

全権を委任するならば、幕府
の役職を辞して入部し、加企
画にあたると回答

17 文久 2.12. 1 陸軍奉行が設置され、下野国黒羽藩主大関増裕
が任命される

『柳営補任』 場所高5000石、席次は駿府
城代の上

18 文久 2.12. 6 兵賦令が出される。3000石以上の幕臣は慶安度
軍役人数割りの半分、3000石未満には4分の1の
兵卒の供出を命じ、これを兵賦と称して歩兵組に
編成した。兵賦を出せない場合は1人につき10両
を金納させる（兵賦金）。

『平凡社世界大百科事
典』

兵賦勤務中の食料は幕府が
支給したが、給金は個々の主
家から支給したため、歩兵組
は各主家によって給金に相違
が生じた。

19 文久 2.12.20 将軍家茂上洛の御供その他兼帯すべて御免とな
る

『柳営補任』

20 文久 2.12.

1862

海軍総裁が設置され、阿波国徳島藩主蜂須賀斉
裕が就任するが、実態はなかったといわれている

26

軍制掛の立案した軍改革案
には最上位にその名前が見
えるという（『日本大百科事
典』）。

21 文久 3. 2.13 将軍家茂が上洛のために江戸を出立する

22 文久 3. 3. 4 将軍徳川家茂が京都に到着する。

23 文久 3. 3. 5 神奈川(横浜)沖へイギリス艦隊集結について申し
渡す。来たる8日までに御決答のこと。模様により
兵端を開くべくも計り難しと通達。

『幕末御触書集成』№53
82 p.127

24 文久 3. 3.15 陸軍奉行を辞す（病気のため） 『柳営補任』

25 文久 3. 4.20 将軍徳川家茂、攘夷の期日を5月10日と答える。

26 文久 3. 5. 藩主増裕、黒羽に初入部

27 文久 3. 5. 勝手向き不如意につき入用金の借用方を申渡す 『栃木県史』史料編・近
世四 P.183

28 文久 3. 6.16 将軍家茂、翔鶴丸で江戸に到着する

29 文久 3. 6. 藩主増裕より軍制改革につき西洋砲術採用の申
渡し

『栃木県史』史料編・近
世四 P.184

30 文久 3. 6. 藩主増裕より砲術訓練について申渡し 『栃木県史』史料編・近
世四 P.184

31 文久 3. 6. 藩主増裕より目安箱につき申渡し 『栃木県史』史料編・近
世四 P.184

32 文久 3. 6.

1863

藩主増裕より文武奨励について申渡し

27

『栃木県史』史料編・近
世四 P.185
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年月日 西暦 履歴 年齢 出典 備考

33 文久 3. 7. 藩主増裕より無念流武道の取立につき申渡し 『栃木県史』史料編・近
世四 P.185

34 文久 3. 5.18 朝廷でクーデタが起こり、長州藩系の公卿が追放
される（七卿都落ち）。文久三年八月十八日の政
変

35 文久 3.10. 6

1863

農兵取立については、まず江川太郎左衛門(英武)
支配所限り銃隊を取り立てること、ただし、苗字帯
刀は許可しがたいことを申し渡される

27

『韮山町史』第6巻(下) 
p.443

36 元治元. 3.27 将軍家茂、翔鶴丸で江戸に到着する

37 元治元. 3.27 藤田小四郎ら天狗党、筑波山で蜂起 藤田小四郎らの激派は,
田丸稲之衛門を総帥と
して筑波山に挙兵し、
原新左衛門一派や_武
田耕雲斎一派も合流し
たが敗北。

38 元治元. 3. 藩主増裕が家老役はじめ諸役人へ家臣としての
心得について直書を出す

『栃木県史』史料編・近
世四 P.185

39 元治元. 4. 藩主増裕より農民共へ心得方を申渡す 『栃木県史』史料編・近
世四 P.187

40 元治元. 5. 勝手向き不如意につき役人はじめ諸士へ申渡し 『栃木県史』史料編・近
世四 P.189

41 元治元. 5. 諸士へ家政隆盛・国家富強につき申渡し 『栃木県史』史料編・近
世四 P.190

42 元治元. 5. 5か年限の改革を申渡す 『栃木県史』史料編・近
世四 P.191

43 元治元. 7.19 長州藩藩兵ら、御所を襲撃し、薩摩藩・会津藩の
兵と戦って敗れる（禁門の変）兵火のため、京都大
火（鉄砲焼け）

44 元治元. 7.23 長州藩追討の勅令が出る→第1次長州征討

45 元治元. 8. 5 英・米・オランダ・仏４国連合艦隊の17隻、下関砲
台を攻撃する（8.14講和を結ぶ）

46 元治元. 8. 上野国多胡郡吉井藩(1万石)が農兵取立の規定を
定める

『群馬県史』資料編9 №
67 p.191

47 元治元.11. 江川代官所で農兵が取り立てられる

48 元治元.12.17

1864

天狗党の幹部武田耕雲斎らが加賀藩に投降

28

49 元治 2. 1. 不容易の時節柄につき改革向き申渡し 『栃木県史』史料編・近
世四 P.192

50 元治 2. 3. 村方諸事取締りにつき家老より申渡しの掟 『栃木県史』史料編・近
世四 P.192

51 元治 2. 5.頃 生田目村の加藤弥平太が下之庄勧農役に就任す
る

『益子町史』第6巻 通史
編P.831

「御新発御掛」「新家御掛」

52 慶応元. 5. 関東の幕領から1000石につき1人の割合で兵賦の
徴発が開始される

熊澤徹「幕府軍制改革
の展開と挫折」『幕末維
新論集3 幕政改革』吉
川弘文館

53 慶応元.閏5. 黒羽藩が「町在え申渡シ」13か条を出して、潰式の
早期取立、新家取立、新開発などについて申渡す

『益子町史』第6巻 通史
編P.834

加藤家文書M132

54 慶応元.閏5.2
3

下之庄勧農役加藤弥平太が、種々の調査書類や
嘆願書を抱えて黒羽に登り、家老村上一学や大関
弾右衛門と面会して御用向きについて上申し、指
示を仰ぐ

『益子町史』第6巻 通史
編P.833

加藤家文書M132

55 慶応元. 7. 1 下之庄勧農役加藤弥平太が永々中小姓格に取り
立てられる

『益子町史』第6巻 通史
編P.834

加藤家文書M132

56 慶応元. 7. 8

1865

海軍奉行が設置され、下野国黒羽藩主大関増裕
が任命される

29

『柳営補任』

57 慶応 2. 1.21 京都の薩摩藩邸で、西郷隆盛と木戸孝允、薩長同
盟の密約を結ぶ。

29

58 慶応 2. 2. 山林田畑改めにつき申渡し 『栃木県史』史料編・近
世四 P.194

59 慶応 2. 6. 7 幕府の軍艦、周防大島を砲撃する（第２次長州征
伐開始）

60 慶応 2. 7.20 将軍徳川家茂、大坂城で急死。21歳

61 慶応 2. 7. 軍艦総操練所が海軍所と改称

62 慶応 2. 8. 4

1866

若年寄格を命じられる(海軍奉行兼帯)

30

『柳営補任』

13



年月日 西暦 履歴 年齢 出典 備考

63 慶応 2. 8.18 下之庄勧農役加藤弥平太、御蔵役兼帯を命じら
れる

『益子町史』第6巻 通史
編P.834

加藤家文書M132

64 慶応 2. 8.20 幕府、将軍徳川家茂死去と徳川慶喜の相続を公
表

65 慶応 2. 8. 兵賦について軍役銃卒の供出を命じる。但し、代
金納も認める

『平凡社世界大百科事
典』

66 慶応 2. 8. 黒羽藩の農兵取立申渡し覚 『栃木県史』史料編・近
世四 P.197

67 慶応 2. 8. 武蔵国川越藩が農兵の取立を命じる→農兵反対
運動が起きる

68 慶応 2. 9. 2 安芸宮島で、勝海舟、長州藩と休戦協定を結ぶ

69 慶応 2.10.20 下之庄益子村の金毘羅山に明け六ツ頃から益子
村民全員が集結。山方奉行平野重左衛門の説得
で一旦引き上げるが、その後、鶏足寺に下之庄全
村の百姓たちが集結

『益子町史』第6巻 通史
編P.849

平野家文書イ908

70 慶応 2.10.22 下之庄の百姓共が上納やその他の件で鶏足寺に
屯集した旨の報告書が黒羽に届く

『益子町史』第6巻 通史
編P.851

宇都宮大学所蔵滝田馨家文
書

71 慶応 2.10. 下之庄の村々が「五千石百性願之廉々」を提出す
る

『益子町史』第6巻 通史
編P.849

平野家文書イ908

72 慶応 2.10.頃 上之庄須賀川村上組の百姓たちが屯集する 『栃木県史』史料編・近
世四 

73 慶応 2.11.14
頃

上之庄桜田村を中心として両郷地帯一帯に上納
反対の一揆が起こる

『栃木県史』史料編・近
世四 

「都て御新法は難渋ニ付、信
濃守様御代通或十ケ年以前
之御政事ニ願度」－信濃守＝
増昭－嘉永元(1848)～安政3
(1856)在位

74 慶応 2.11.18･
19

上之庄黒羽城下の向町・田町、近郷の亀山・湯殿
・金丸村、北方の高瀬・寄居・峯岸村でも蜂起が始
まる

『益子町史』第6巻 通史
編P.851

75 慶応 2.11.20 上之庄村々の一揆勢が江戸への強訴をうかがう 『益子町史』第6巻 通史
編P.851

黒羽藩兵の出動で鎮圧

76 慶応 2.11.23 下之庄清水村の百姓40名ばかりが大関弾右衛門
の土地見分で年貢を上げたことに抗議して黒羽に
向かって押し出したが、烏山で差し押さえられる

『栃木県史』史料編・近
世四 

77 慶応 2.12. 5 徳川慶喜、将軍宣下

78 慶応 2.12.25 孝明天皇没。37歳

79 慶応 2.12.

1866

老中格稲葉正巳（下総国館山藩主）が海軍総裁に
任命され（兼任）、以降常置となる。海軍奉行、同
並、軍艦奉行を指揮

30

80 慶応 3. 1. 9 明治天皇践祚（摂政二条斉敬）

81 慶応 3. 1.半
ば

上之庄の騒動も30数名の逮捕者を出して鎮静化 『益子町史』第6巻 通史
編P.851

82 慶応 3. 1.19 若年寄を命じられる(海軍奉行兼帯) 『柳営補任』

83 慶応 3. 5.20 兵隊役御定めにつき家中廻状を出す 『栃木県史』史料編・近
世四 P.197

84 慶応 3. 9.20 兵賦令改定。200石以上の幕臣に対して、知行所
の年貢の半分に相当する金を軍役として納めるよ
うに命じ、兵卒はこの軍役金を資金として幕府が直
接抱えることとする

『平凡社世界大百科事
典』

85 慶応 3. 9. 全軍総裁就任につき申渡し 『栃木県史』史料編・近
世四 P.198

86 慶応 3.10. 4 将軍徳川慶喜、大政を奉還

87 慶応 3.11. 容易ならざる形勢につき諸臣一統へ一層奮発中
近申渡し

『栃木県史』史料編・近
世四 P.198

88 慶応 3.11. 上野国安中藩(3万石)が農兵取立の触達を出す 『群馬県史』資料編10 
№55 p･205

89 慶応 3.12. 9 王政復古の大号令が出る。小御所会議で、徳川慶
喜に辞官・納地を命ずる

90 慶応 3.12. 9

1867

狩りの途中で急死

31

『国史大辞典』

91 慶応 4. 1.23 若年寄、海軍奉行兼帯御免 『柳営補任』

92 慶応 4. 2.

1868

相模国小田原藩が農兵取立演舌書を出す

32

『神奈川県史』資料編5 
近世(5) №132 p･413/
『小田原市史』史料編近
世Ⅲ №303 p･753
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