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はじめに 

研究の目的 

江戸時代の大名家のお姫様は、「埒なきもの」といわれ、普段はあまりお仕事がない。し

かし、姫様は無用の産物というわけではなく、輿入れという大切な仕事がある。どこかの家

のお世継ぎにお輿入れをしてやがて「大名の妻」となるのだ。徳川将軍家への人質として江

戸にいた姫様はこの大名家が多く集まる江戸で他家に輿入れをし、家と家をつなぐ重要な

役割を持っていたのである。黒田家六代藩主黒田継高の子供である麻姫は 1766 年に岩手の

南部藩第八代藩主南部利雄の長男南部利謹に嫁いだ。これは、福岡県立図書館にある「黒田

家文書」の中の『麻姫様婚礼記』に記されている。この『麻姫様婚礼記』には麻姫と利謹の

結婚についての経緯などが記されている。この研修旅行の目的は南部藩のあった岩手県、そ

して大名屋敷があった東京を訪れることで、麻姫と南部利謹との結婚について多面的に研

究し、大名家の結婚の様式について明らかにすることである。現在、私はこの古文書の『麻

姫様婚礼記』を読み進めている。しかし麻姫と南部利謹との結婚について、黒田家側からの

資料だけではなく、南部家が保持する資料を使い、黒田家と南部家の両面からこの縁組につ

いて研究する必要がある。また、結婚後の調査のためにも、嫁いだ南部藩側の資料を調査す

ることが必要となる。併せて南部藩の遺跡や菩提寺などを訪れ、麻姫と南部利謹との関係な

ども調査する。さらに江戸時代の大名家の姫様たちが江戸の大名屋敷に住むことになって

いた為、大名屋敷がかつてあった東京（江戸）を訪れる必要もある。 

 

期待される研究の成果 

 江戸時代の大名家の結婚がどのようなものであったのか、実際に自分で現地に赴くこと

で古文書の理解を深め、調査をさらに発展させることができる。また、黒田家の福岡県側が

保有する資料だけではなく、南部藩の岩手県側の保存する、現地でしか見ることのできない

資料を調査することで、麻姫と南部利謹との研究を福岡藩と南部藩の両方の立場から研究

するができ、この研究がより多面的になることが期待できる。さらに南部藩の居城があった

盛岡だけではなく、南部藩の源流である平泉も訪れ、南部藩自体についての理解も深める。

併せて、大名屋敷があった東京（江戸）を訪れ、かつての大名家の姫たちが江戸でどのよう

な暮らしをしていたか、どのような場所で暮らしていたのか、ほかの藩とのつながりなどは

あったのかなど、大名家の姫についても調査を可能にし、今後制作する卒業論文に向けて、

この研究を大いに生かすことが期待できる。ある一組の結婚例を通して江戸時代の大名家

の結婚の様式、庶民との違い、現在との違いも併せて考えることができる。また、現在読ん

でいる黒田家文書の『麻姫様婚礼記』と現地調査で得られた結果を照らし合わせることで、

単に古文書を読むだけでは知りえない新たな発見が期待できる。また、当時の大名屋敷や盛

岡城などを訪れ、当時の様子を地理的に考察することも可能とする。 
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調査日程 

 

出発日     2020 年      02 月  03 日 

帰着日     2020 年    02 月  10 日 

 

旅行予定日数（発着日含む） 

8 日間 

 滞 在 地 行動・調査内容 

第 1 日目 

 

福岡→岩手 

 

福岡→岩手花巻 

移動日 

 

第 2 日目 

 

岩手 盛岡 

 

南部藩菩提寺 聖壽寺、東禅寺 

盛岡城跡公園  

もりおか歴史文化館  

 

第 3 日目 

 

岩手 盛岡 

 

岩手県立博物館 

岩手県立図書館 

 

第 4 日目 

 

岩手 平泉 仙台 

 

盛岡→平泉 平泉文化遺産センター 

平泉→仙台  

 

第 5 日目 

 

仙台→東京 

 

仙台→東京  

移動日 

 

第 6 日目 

 

東京 

 

南部藩江戸上屋敷 (外桜田) 

福岡藩江戸上屋敷 (霞が関) 

江戸福岡藩菩提寺 祥雲寺 

江戸南部藩菩提寺 勝林山金地院 

南部藩下屋敷（麻布南部坂） 

福岡藩江戸中屋敷（赤坂） 

 

第 7 日目 

 

東京 

 

両国 江戸東京博物館 

第 8 日目 東京→福岡 国立国会図書館 

東京→福岡  
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第一章 大名家の婚姻について 

・南部利謹 

 利謹ははじめ、三郎、崇信と名乗り、のちに利謹となった。南部家 34 代利雄の長子で母

は加賀前田吉徳の女であった。延享 3 年(1746)8 月 16 日に江戸の桜田邸で生まれた。利謹は

安永 3 年(1774)に廃嫡となっている。この理由は、公族系譜には、賄賂を田沼意次に送った

ためであるとされている。賄賂を贈る計画が父、利雄に知られ、安永 3 年(1774)9 月 18 日に

嫡子退身を願い出、同月 28 日に聴許された。しかし「覚書」には、病積差重り、言語錯乱、

卒倒などのこともあったと記述されてあった。その後安永 7 年(1778)3 月 7 日に換気御免と

なった。利謹は、妾のるんを寵愛しており、安永 8 年にるんが死去したときには、哀慕に堪

えず仏教に帰依し、仏殿をつくり、読経三昧にふけり、剃髪した。利謹に関して多才な人物

であったとする記述も残っている。 

 

・黒田麻 

 元文 5 年(1740)8 月晦日に福岡藩第 6 代藩主黒田継高の 8 女として福岡城の三の丸にて誕

生した。明和 3 年（1766）に現在の岩手県にある南部藩第八代藩主南部利雄の長男南部利謹

に嫁いだ。享和 3 年(1803)正月 14 日に一本松の邸にて逝去した。歳は 63 歳であった。麻は

かねてから、右の乳下に腫物があり、亡くなる前月から体調がすぐれなかった。江戸の芝金

地院に葬られた。 

 

・大名家の婚姻について 

近世における婚姻は地位の安定、勢力の拡大、相互協力を主目的とする政略結婚が一般的

であった。この時代は封建領主がその家臣に干渉する傾向で各国が分国封立の状況であり、

このことから婚姻にも主君や領主の許可が必要となっていった。1また一夫多妻制は前代か

ら依然として続いており、嫁入り婚の形式が一般的になった。結婚は家と家との関係で、格

式が重んじられ、女性側は衣装や道具に格式を誇ろうと派手になり盛大に執り行われた。こ

うした風潮に対し、幕府は法令を出して規制をするも、実際は盛大に行われた。2 

結婚の相手について、男女の身分の隔たりがある婚姻は禁止された。一方で公家と武士と

の婚姻は許容されていた。これには、大名は格式の高い公家との婚姻によって伝統的な権威

を大いに利用する目的、公家は大名の経済力によって家計を支えるという目的があったと

されている。また武士間でも、身分に大差があれば婚姻は禁止であった。しかし下級武士と

庶民の娘の婚姻は許容されていた。3 

 
1 岡本綾『福岡藩黒田家にみる大名の婚姻』、聖心女子大学卒業論文、1993 年、8-9 頁参

照。 
2 石井良助『日本法制史概説』、弘文堂、1948 年、345-347 頁参照。 
3 岡本綾、前掲書、9-10 頁参照。 
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武士の禁婚親については、 

・直系親族間 ・傍系親中兄弟姉妹 ・准兄弟姉妹 ・伯叔父母と甥姪 ・准叔姪関係 

・先妻の姉 ・兄弟の妻と縁女 

との婚姻は禁止であった。4 

 しかし、庶民は先妻の姉、兄弟の妻、または縁女との婚姻は許容され、大名家では妻の実

家が親族である場合が多かった。この理由として、他家との婚姻は幕府の監視が厳しく親類

を選ぶ傾向が強かったことと自家の統血維持が挙げられる。5 

また、嫁をもらう場合は自家と同等もしくはすこし家格の高い家から娶る傾向があった。 

表１ 福岡藩藩主の婚姻関係について 

この表を見ると、外様の黒田家に対し、妻の家は譜代の場合も多く、自家より少し家格の

高い家から妻を迎えている。黒田家は 52 万石の外様大名で、南部藩は 8 万石の外様大名で

あることから、家格は黒田家の方が高かった。ここにおいても、藩主の正室で自家より家格

の少し高い家の娘を正室に迎えるという特徴に当てはまることが分かる。 

武家の婚姻には許婚と婚礼の二段階あった。 

許婚  

1 許婚を縁約と称し、縁約を結ぶ前にあらかじめ幕府に縁組願いを差し出し、許可をもらう。 

 これは、男女両家の当主より各別に差し出す。 

2 男女両家で結納を取り交わす。結納で男女は縁夫縁女になり、両者には夫婦関係に準ずべ

き縁約関係が発生。これ以後、縁女が他の男と密通すれば、姦通罪が適用。また、一方が死

亡した場合、他方は夫婦の忌と同一日数の遠慮をなすことを要する。 

婚姻あるいは婚儀 

正式に夫婦となる。これは、男家より、幕府へ届け出。  

 
4 同上、9-11 頁参照。 
5 同上、26-28 頁参照。 

黒田家 正室 家

1代 長政 糸姫 蜂須賀正勝の娘・豊臣秀吉養女 徳島藩　17万5000石　 外様

継　栄　大涼院 信濃国高遠城主、保科正直の娘　家康の養女 徳川家康家臣

２代 忠之 久姫　梅渓院 関宿藩主松平忠良の次女　第2代将軍徳川秀忠の養女 関宿藩　4万石 譜代

継室　養照院　　 坪坂氏　女

３代 光之 市松姫 小倉藩初代藩主小笠原忠真の長女 松本→明石→小倉15万石 譜代

４代 綱政 呂久姫　心空院 筑後柳河藩　立花鑑虎養女・呂久姫 12万石 外様

５代 宜政 艶姫　瑞嶺院 南部 行信陸奥盛岡藩の第4代藩主娘 8万石 外様

６代 継高 幸姫　圭光院 第4代藩主黒田綱政の世嗣　黒田吉之長女 52万石 外様

７代 治之 亀姫　瑤津院 榊原政永の娘、亀姫 15万石 譜代

８代 治高 なし

９代 斉隆 なし

１０代 斉清 福子　宝林院 二条治孝の娘 五摂家の一つ 公卿

１１代 長博 純姫　昌光院 黒田斉清の娘 52万石 外様

１２代 長知 豊子　香台院 松平定和長女 10万石 譜代
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第二章 現地調査報告 

盛岡 

 ・菩提寺  

  聖壽寺(盛岡)   

    建保年間(1213-1219)に南部家二代実光公が初代三郎光行公の菩提を弔うために青

森県三戸郡南部町正寿寺に建立した。文禄元年(1592)に二十六代信直が居城を盛岡

に移したときに移転された。盛岡に移った慶長 18 年(1613)以後は寺領 500 石を有し

南部五山の第一位であった。6聖壽寺には、南部家歴代当主やその正室、子供など多

くの墓が残されている。ここでは、南部利謹と父の南部利雄の墓が確認できた。  

 

南部利雄 墓 (筆者撮影)     南部利謹 墓 (筆者撮影) 

        聖壽寺において、南部家の墓は 5 つの区画に分かれていた。この中で、南部利謹

と南部利雄の墓は別の区画にあり、近くにはなかった。また、墓の規模は、当主で

あった南部利雄に比べ、廃嫡となった南部利謹の墓は小さかった。 

  東禅寺(盛岡) 

        東禅寺は、もと遠野市附馬牛の東禅寺にあっ

たお寺で、建武年中(1334-1336)に無尽和尚が開

山したといわれる。寛永 12 年南部重直公の治世、

盛岡城の完成・移転と同時に藩公の命によって

遠野から移ったといわれている。境内には、5 基

の藩主墓をはじめとした多数の藩士の墓があ

る。7 

東禅寺には、南部利謹が廃嫡となったあと、南

部家を継ぎ藩主となった、南部利正の墓があった。 

利正は、利雄とは養子関係で南部利謹の義理の兄弟であった。 

 

 

 
6 聖壽寺・東禅寺 パンフレット参照。 
7 同上。 

南部利正 墓 (筆者撮影) 
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南部利正の墓は南部利謹と比べると、規模はそれほど変わらなかった。南部家に

は盛岡に聖壽寺と東禅寺という二つの菩提寺があり、その二つの寺は隣接している。

南部家の人々がどちらの菩提寺に墓をつくるのかという点で、何か基準はあるのか、

東禅寺の住職の方に尋ねたところ、基準はわかっていないとの回答であった。南部

利謹を取り巻く人でいえば、実の父親は同じ聖壽寺に墓があり、義理の兄弟の南部

利正は東禅寺に墓があるということが分かった。また、南部利謹の正室の麻の墓は

聖壽寺、東禅寺のどちらにも存在しなかった。 

   

・もりおか歴史文化館 

   もりおか歴史文化館は平成 23 年に盛岡城跡公園の一角に開館した。盛岡の歴史と

文化に関する資料を収集、保存、公開している。8ここでは、南部藩の歴史、盛岡城

下の様子、南部家について学ぶことができた。 

  南部家と南部藩について 

   南部氏は甲斐源氏の一族で、鎌倉御家人として甲

斐国巨摩群南部郷を領有し南部を名乗った。南部氏

の足跡が明らかになるのは、南北朝の時代で、その

後、九戸政実との対立の中で、豊臣秀吉に臣従し、

天正 18 年(1590)に領地が認められ、九戸合戦を経て

南部信直の時代に現在の三戸から二戸、そして盛岡 

へ移転し、盛岡に新しい城を築いた。そして以後、盛岡藩主家として存続した。 

   南部藩は現在の岩手県中央部から北側、青森県の太平洋側、秋田県の小鹿地方にわ

たる広大な領地があり、盛岡が城下町としてその中心を担った。藩政初期の石高は 10

万石であったが、文化 5 年(1808)には 20 万石へ格上げされた。領内の人口は天和 3

年(1838)には約 30 万人で、盛岡城下の人口は約 3 万 4 千人であった。人口は都市の

発展によって増加しているが凶作や飢餓によって大幅な増加はみられていない。 

  藩境をめぐる争い 

   盛岡藩は、弘前藩、秋田藩、仙台藩などに隣接しており、藩境では鉱山権、水利権

など資源の領有をめぐって争いが生じ、特に仙台藩との藩境争いは半世紀に及んだ。

盛岡・仙台の藩境は 130 キロメートルに及び、全体にわたって藩境塚が築かれた。こ

れは全国的に見ても大規模なものであった。 

 

 

 

 

 

 
8 もりおか歴史文化館 パンフレット参照 

盛岡城の復元図(筆者撮影)  
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 ・盛岡城跡公園 

    盛岡城は明治元年に明治政府の直轄地となり、その後二の丸には県庁が設置され

た。荒廃していた盛岡城跡は、岩手県によって公園に整備された。現在は盛岡城跡公

園となっており、石垣や天守台などが当時の面影を残している。 

 本丸跡(筆者撮影)       公園の外からみた石垣(筆者撮影)    天守台(筆者撮影) 

 

・岩手県立博物館 

  岩手県立博物館は地質時代から現在までの、地質、考古、歴史、民俗、生物、現勢の

資料を展示している総合博物館である。 

ここでは、南部利謹と麻の婚礼ではないが、豊臣秀吉家臣の加藤嘉明の娘が二代藩主

の南部重直に嫁ぐ際に引き出物として贈られた槍を見学した。このように、婚礼の引き

出物として、武具である槍があったことが分かった。 

また、学芸員の方に南部と伊達家との関係や、南部利謹に関する所蔵品について話を

伺った。まず、南部と伊達家は、関係はよくなく、藩境では争いもあったとのことであ

った。また、南部と伊達家の間には、一度も婚姻関係が結ばれたことはなかった。南部

利謹についての所蔵品の有無について尋ねたところ、岩手県立博物館には無いとの返

答であった。 

  

・岩手県立図書館 

   ここでは、南部利謹に関する本や婚礼に関する古文書を調査した。今回閲覧した古文

書は以下の 3 点である。 

・御婚礼前後之覚 竪丁 30×20 ㎝  

・婚礼之書物   10 丁 26cm 

・南部利謹公雑録 34 丁 25cm 

これらは写真に撮り持ち帰ることができた。古文書は現在解読中であるが、『南部利

謹公雑録』の中に、黒田麻との婚礼についての記述があり、南部家の側からみた婚礼に

ついて述べた文章が確認できた。 
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・平泉 

 11 世紀末、奥州藤原氏初代藤原清衡は岩手県

南部から平泉へ本拠を移し、その後、2 代基衡、

3 代秀衡と隆盛を極めた。平泉は、中尊寺や毛越

寺などが建立され、戦争のない理想郷を目指し、

東北の中心地となった。しかし、4 代泰衡の時代

に、将軍源頼朝の圧力に屈し、源義経を自害に追

い込み、頼朝の大軍によって奥州藤原氏は滅亡し

た。この奥州藤原氏の征伐に参加した御家人が南

部氏のルーツであるという説もある。庇護者を失った平泉は、 

徐々に衰退した。やがて、江戸時代になると、仙台藩の領地となり、仙台藩によって保護

された。 

 

江戸(東京) 

 ・菩提寺 

金地院(東京) 

    金地院は元和 5 年(1619)に後の北の丸公園の場所に創建さ

れ、寛永 16 年(1639)に将軍家光の命で、徳川家菩提寺増上寺

に隣接する芝の土地に移建した。元禄 7 年(1694)には 700 石

の寺領を有していた。9ここは、南部藩の菩提寺で、藩主の正

室などが埋葬されている。ここで、黒田麻の墓を確認するこ

とができた。       

                      

  祥雲寺(東京) 

        福岡藩初代藩主黒田長政が元和 9 年(1623)に亡くなると、二代藩主黒田忠之は父

の冥福を祈るために赤坂溜池の邸内に一寺を建立した。長政の法名である、興雲を

とって龍谷山興雲寺と号し、龍岳和尚を請じて開山したのが祥雲寺の始まりである。

寛永 6年(1629)に麻布台いまの市兵衛町に移り、号を改めて瑞泉山祥雲寺と称した。

その後、寛永 8 年(1631)火災に罹り、再び渋谷に移転した。10福岡藩の菩提寺であり、

黒田長政をはじめとして多くの藩主の墓がある。 

 

 

 

 
9 宗教法人 勝林山金地院『東都金地院略史』、仏教と文化社、1998 年、13-16 頁参照。 
10 祥雲寺 パンフレット参照 

平泉 高館からみた衣川 (筆者撮影) 

黒田麻の墓(筆者撮影) 
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 ・大名屋敷跡  

  大名は参勤交代により、隔年で江戸と国元を往復することが義務付けられていた。大名

は江戸に上屋敷、下屋敷などを構え、上屋敷には藩主が江戸に参勤した時に滞在し、正

室や嫡子などが常住した。中屋敷は上屋敷が焼失した時の避難的性格を有し、下屋敷は

藩主の別荘に使われた。中屋敷や下屋敷は江戸城か

ら少し離れた場所にあった。 

 

  福岡藩上屋敷 (霞が関) 

 現在、外務省がある場所にかつて福岡藩の上屋敷

があった。現在、その名残はなかった。外務省の周

りは徒歩で一周約 15 分ほどであった。 

   

南部藩上屋敷 (日比谷公園)  

   日比谷公園の敷地内にかつて南部藩の上屋敷が

あった。南部藩の上屋敷があった場所は、現在日比

谷公会堂が建っていた。また日比谷公会堂のすぐ隣

には南部亭という料理屋もあり、かつて南部藩の上

屋敷があったことに由来するものと思われる。日比

谷公会堂の周りは徒歩で一周約10分ほどであった。 

    

 

 

 

福岡藩の上屋敷は、南部藩の上屋敷と比べると大きく感じられた。また、福岡藩の上

屋敷から南部藩の上屋敷までは、近く、徒歩 10 分ほどであった。麻は上屋敷に住んで

いたと思われることから、同じような道で南部藩の上屋敷へ移ったと思われる。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

江戸切絵図にもある潮見坂左は外務省(筆者撮影) 

南部藩上屋敷跡 日比谷公会堂(筆者撮影) 

福岡藩 

上屋敷 

南部藩 

上屋敷 

図 1〔江戸切絵図〕外桜田永田町絵図 国立国会図書館デジタルコレクションより 
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福岡藩中屋敷(赤坂) 

  福岡藩の中屋敷は赤坂にあった。広大な土地で、現在は赤坂溜池タワーや民家となって

いる。外周は徒歩でおよそ 30 分であった。 

                

 

また、福岡藩の中屋敷の周りの道に南部坂という場所があった。これは、明暦 2 年(1656)

まで南部藩の下屋敷がこの地にあったためである。明暦 2 年(1656)に南部藩の下屋敷と赤

穂藩の浅野家の屋敷が交換され、麻布に移った。つまり、かつて南部藩の下屋敷と福岡藩

の中屋敷はお隣さんであったといえる。 

 

南部藩下屋敷 (麻布) 

南部藩の下屋敷は明暦 2年(1656)ま 

では現在の赤坂に位置していたが、 

赤穂藩との交換によって麻布、現在 

の有栖川記念公園の場所に移った。 

この有栖川記念公園全体がかつて 

の下屋敷であったことから、かなり 

広大な土地であったといえる。ま 

た、有栖川記念公園の横の道は今で 

も南部坂と言われ、南部藩の下屋敷が 

あったことの名残がある。外周は徒歩で 

およそ 25 分ほどであった。 

  

 

・江戸東京博物館 

   江戸東京の歴史と文化を振り返り、未来の東京を考える博物館。江戸時代の日本橋や

明治時代の文明開化の様子などを再現した展示物がある。江戸東京博物館では、黒田家

赤坂溜池タワー横の道(筆者撮影) 

福岡藩 

中屋敷 

南部坂 

図 2〔江戸切絵図〕赤坂絵図 国立国会図書館デジタルコレクションより 

 

公園横の南部坂(筆者撮影) 

南部藩 

下屋敷 

図 3〔江戸切絵図〕麻布絵図 国立国会図書館デジタルコレクションより 
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や南部家とは違う大名家であるが、大名屋敷の復元図の展示があり、当時の大名屋敷の

様子について窺い知ることができた。また、婚礼調度品の展示もあり、当時の婚礼にお

いて、大眉箒や御道具包、鏡や鏡建、耳盥といった化粧道具が調度品とされていたこと

が分かった。 

  

 

  

 

 

 

 

福井藩の上屋敷 明暦の大火により焼失した(筆者撮影)      婚礼調度品(筆者撮影) 

      

 

おわりに 

 今回は盛岡と東京の二つの都市を訪れ、南部藩や盛岡というまち、南部家など、新郎側の

南部家について調査を行った。菩提寺では、南部利謹と父親の南部利雄の墓は同じ寺の中に

あるが、場所は少し離れており、また、墓の規模も南部利謹に比べると大きかった。また、

正室であった麻の墓は盛岡にはなく、江戸の南部藩の菩提寺である金地院に存在していた。

南部利謹はもともと嫡子であったが、問題によって廃嫡となっている。また、南部利謹と麻

の結婚後の関係はあまり良くなかったことのだが、そのような状況であっても離縁はせず、

南部家の墓に入ったことが分かった。 

 南部藩と伊達藩は藩境で争う関係であり、かなり距離的に近い関係であるものの婚礼は

一度もなかった。では、南部家はどのような家と婚礼を結んでいたのだろうか。これに関し

ては今後の課題としたい。 

 大名屋敷に関しては、上屋敷、中屋敷、下屋敷のそもそもの役割を理解することができた。

また、上屋敷は江戸城に近いところに位置し、中屋敷、下屋敷は江戸城から少し距離のある

場所に存在していた。土地の規模は、福岡藩がより大きいように思われた。これには、石高

が影響しているように思われる。また、今回福岡藩と南部藩の上屋敷の間を実際に歩いてみ

ると、想像以上に近い場所に存在していたことが分かった。 

 岩手県立図書館で閲覧した古文書の資料は、現在解読中であるが、江戸時代の婚礼の様式

や調度品などについて述べた資料であり、今後の研究に大いに役立つものである。廃嫡とな

った南部利謹についての資料は貴重であるため、この『南部利謹公雑録』を使用して南部利

謹についての研究を深めていく。 
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