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◇論　文◇

はじめに

　江戸・京都と並んで三都と称された大坂には，近世を
通して複数の遊所が存在していた。それらは遊所として
同様の実態を持ち，当時の人々から同じように捉えられ
ていたが，幕府に公認されていたのは新町遊廓のみで
あって，同質の遊所とは言えないものであった。
　このことは遊所の女性たちについても同じことが言え
る。塚田孝氏は，身分論の視点を導入して江戸の吉原遊
廓を検討し，遊女身分を有するのは公認された遊廓内の

遊女屋に抱えられた者のみであり，遊女以外の売春を行
う者は全て売女に等しい，という指摘をしている１）。つ
まり，売春に従事する実態は同じであっても，公儀に
よって存在を認められていたのは，遊女渡世を公認され
たものに抱えられた遊女のみなのである。
　幕府は三都にそれぞれ一つの遊廓を公認し，遊廓以外
での遊女商売を厳禁する統制を行ったが，実際には数多
くの黙認遊所が展開していた。遊所統制を考察するため
には，遊廓と黙認遊所，および実際に黙認遊所で売春を
行う存在を視野に入れることが不可欠と言えよう。以下，

近世大坂における遊所統制
―― 町触を素材に ――

吉　元　加奈美

◆要　旨
　近世の大坂では，江戸・京都と同様に幕府により公認された遊廓以外での遊女商売は厳禁されたが，実際
には数多くの黙認遊所が展開していた。すなわち，遊所統制を考察する上で，遊廓と黙認遊所両方を視野に
入れることが不可欠である。
　大坂では，元禄七（1694）年に売春を黙認
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された茶屋・風呂屋の存在が市中に公認された。このような茶
屋・風呂屋の存在を前提として行う大坂独自の取締りを，史料中の文言に即して“隠遊女統制”と表現し，
町触を素材に考察した。
　先行研究において，既に茶屋に関する研究の蓄積があり，また十七世紀段階の新町遊廓についても検討が
加えられているが，両者を関連付けた考察は不十分である。本稿では第一にこの点の克服を課題としたい。
　また従来は，江戸の四宿，岡場所，大坂の茶屋・風呂屋に対する黙認が，一括して理解されてきた。しか
し実際は，一言で黙認と言ってもそのレベルは多様であり，黙認のレベル差を意識する必要がある。
　さらに以上の視点から捉えた隠遊女統制という認識を前提として，天保改革下における大坂の施策の再評
価を行う。改革によって，江戸では遊廓外での売春行為を一切禁止する，幕府の売女統制の原則が徹底され
た。しかし，大坂では茶屋赦免地のうち，道頓堀・新堀・曽根崎新地での「食盛女附旅籠屋」渡世が公認さ
れる。このことは先行研究の中で，単に遊廓以外の遊所が存続させられた，改革下における例外的な施策で
あると評価されてきた。このような三ヶ所の設定に対する評価を見直し，これを踏まえた改革後における売
女統制についての再検討を行いたい。
　以上の課題設定に沿って本稿では，第一章では茶屋・風呂屋が大坂の黙認された存在として確立する元禄
七年の触の検討を，第二章では前章を踏まえた隠遊女統制のあり方と展開の整理を，第三章では天保改革下
での施策とそれ以後の統制の動向を考察している。
　　
キーワード：遊女・売女, 天保改革, 茶屋, 遊廓, 遊所統制

（2012 年９月７日論文受理，2012 年 11 月２日採録決定　『都市文化研究』編集委員会）
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本論では近世大坂における遊所統制のあり方とその展開
を検討する。
　その前提として，十七世紀段階に確立した，江戸幕府
による売女統制の基本政策を確認したい２）。表 1 は，こ
れから述べる江戸・大坂で行われた十七世紀中の売女に
対する取締まりを整理したものである。
　江戸では，元和三（1617）年に，元来遊女商売に携
わっていた町人からの出願によって吉原遊廓が設置され
た。幕府は吉原に遊女商売を特権的に認めると共に，そ
れ以外の場所での売女渡世の摘発を命じている。その後，
市中の拡大に伴って，明暦二（1656）年には市中周縁部
である新吉原に移転している。
　大坂においては，大坂町奉行所が設置された元和五

（1619）年に，又一町（後に瓢箪町となっていくもの）
が公認遊所として設定された。寛永七（1630）年頃に
は，江戸と同様の理由で瓢箪町も新町へ移転される。こ
れによって大坂唯一の公認遊廓が成立し，以後，明暦三

（1657）年までに，市中の遊所は摘発されて新町へ組み
込まれていった。新町内で営業する遊女屋に対する仕置
では，新町外における売女の摘発が義務として定められ
ている。
　このように，江戸幕府による支配が始まって間もなく，
江戸・大坂双方で，唯一の公認遊廓が設定され，市中に
散在していた遊所はそこへ組み込まれた。また，遊廓に
対しては遊廓外の売女渡世の摘発が義務づけられており，
遊廓以外での売春を禁止することが幕府の売女取締り
の原則であったと言えるだろう。このような政策のあり
方を，佐賀朝氏は「公認遊所一ヶ所体制」と評価してい
る３）。町に対しても，町中に博奕を打つ者，キリシタン，
売女がいないよう誓う三ヶ条証文制度が導入され，町に
よる売女取締りが定められた。
　しかし実際には，遊廓以外で遊女商売を行う営業とし

て，茶屋・風呂屋が存在していた。江戸では，十七世紀
半ばには両者とも新吉原へ組み込まれるか取り潰された
が，大坂では茶屋・風呂屋の両者が存続させられた上に，
後には売春を黙認された営業となっていくのである。
　以上のように，基本的な売女取締まり政策のあり方は
江戸と共通しながら，市中に茶屋・風呂屋を存続させ，
その上で売女取締りを行っていく点が大坂の独自性とし
て注目される。本論では，このような大坂独自のあり方
を，史料中の「隠遊女」という文言を用いて“隠遊女統
制”と表し，公儀法度である町触を素材に考察を加えて
いきたい。
　大坂の茶屋に関しては，既に塚田氏による研究の蓄積
がある４）。そこでは，茶屋株が新地開発に伴って新たに
赦免された経過の検討を通して，新地に関わる人々の立
場に応じて茶屋株がもたらす「賑わい」の意味合いの違
いを指摘し，開発の特質と茶屋株のあり方の密接な関係
が明らかにされた。また塚田氏は，十七世紀段階の新町，
及び大坂の売女統制についても検討を加えている。
　しかし，茶屋と新町がそれぞれ別々に検討されている
ため，両者を関連付けた考察が不十分であり，その結果，
大坂における統制に再考の余地を残していた。それゆえ
本稿では，新町と茶屋を一望した形で考察を行い，第一
にこの点の克服を課題としたい。
　売女取締りに関する町触の整理・検討は，牧英正氏に
よって既に行われている５）。しかしそこでは，十八世紀
から天保改革を経て幕末に至るまでの統制が一括して平
板に捉えられていた。本稿では触の眼目や用いられた文
言に注目しながら改めて整理・検討を行い，隠遊女統制
の変遷を追うことで，この点を克服したい。
　また，天保改革下での大坂に対する施策についてはこ
れまでにも多くの研究がある。しかし，いずれも改革以
前の大坂における統制や黙認の段階差への認識が不十分

表１　十七世紀段階の江戸と大坂における売女取締り政策

江戸 大坂
慶長期：遊所の散在 慶長期：遊所の散在
元和三（1617）：五町の出願
→町人の出願を認め、吉原遊廓を設置

元和五（1619）：又一町を島之内に設置
→公認遊廓が町奉行所により設定される

明暦二（1656）：新吉原への移転
→市域拡大に伴っての移転

寛永七、八（1630,31）：瓢箪町が新町へ移転
→市域拡張に伴っての移転
※以後摘発された遊所は新町へ組込み

（明暦三（1657）年まで）
寛文元（1661）：三ヶ条証文の導入
　→定着せず

寛文九（1669）：三ヶ条証文の導入
　→宗旨巻前書に定着していく

寛文五（1665）：「端々売女詮議」
　→遊女を抱える茶屋を新吉原へ組込み
※風呂屋は新吉原への移転時に取潰し

延宝二（1674）：茶屋に株赦免　
　→茶屋商売の存続　※女性の召抱えは禁止
※髪洗女が公認された風呂屋も存続

出典：江戸…塚田孝「吉原―遊女をめぐる人々」（同『身分制社会と市民社会』柏書房、1992）
　　　大坂… 塚田孝「一七世紀・大坂における傾城町」（同『近世大坂の都市社会』吉川弘文館、

2006）
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近世大坂における遊所統制（吉元）

であり，よって従来の評価を見直す必要があるように思
われる。本稿では，天保改革による政策の再評価も課題
としている。
　以下，十七世紀末を画期として確立する隠遊女統制の
あり方と黙認の段階性の検討を行い（第一章），その上
で十八世紀を通した隠遊女統制の変遷を整理したい（第
二章）。そして最後に，天保改革で大坂に対して行われ
た統制策を検討し，その再評価を行う（第三章）。

第一章 �元禄七年の画期―茶屋への
茶立女の公認―

　既に述べたように，大坂では茶屋・風呂屋の存続を容
認する独自の隠遊女統制が取られていく。このような統
制の形成は，元禄七（1694）年に行われた茶屋への茶立
女の公認を画期としていた。本章では，元禄七年に新た
に定められた茶屋掟と，それと同時に触れられた町触の
検討を通して，隠遊女統制のあり方を考察する。

第一節 元禄七年以前の大坂の茶屋・風呂屋
　前提として，元禄七年以前の大坂における茶屋・風呂
屋への統制を確認しておきたい。
　承応二（1653）年段階での茶屋掟６）には，茶屋で女
性を召し抱えることを禁止する条目があるが，これは遊
女同様の女性奉公人を雇っている茶屋の実情を反映した
ものであった。延宝二（1674）年には町奉行所によって
茶屋株が赦免されるが，それによって茶屋は営業場所・
軒数が制限されることになった。つまり茶屋株の赦免に
は，問題の温床である茶屋に統制を加える意図があった
のである。一方でこの株赦免は，茶屋を公儀によって公
認された営業とすることも意味していた。
　女性を抱えること自体が禁止されていた茶屋に対し，
風呂屋は髪洗女と称する女性奉公人を二，三人召し抱え
ることが許可されていた。しかしながら，明暦二（1656）
年に出された町触 7 ）の中で，「傾城為致申間敷」という
文言を用いて髪洗女の売春禁止が明記されている。
　以上のように，元禄七年以前の大坂市中においては，
新町以外での売春営業は一切禁止されていたのである。

第二節 茶立女の公認と黙認
　元禄七年七月十九日，茶立女公認を契機として，同じ
日に三つの触が出されている。以下，その触 8 ）を引用
する。

【史料１】
覚

①一、茶屋ニ女を置候儀、従先規堅停止ニ申付候へ共、

今度吟味之上名代有之諸茶屋分ニ茶立女弐人宛免之
候間、衣服は布・木綿の麁相成ヲ可着事

②一、茶屋之家居、表より奥迄見江すく様ニ致シ、茶立
女を表江あらハし置、名代之茶屋と外より無紛相見へ
候様に可致事

③一、隣家たりとも、茶立女を外へやとハレ遣候儀停止
ニ候、勿論町屋江一切往来仕（せ）間敷事

④一、茶屋ニ自分之娘有之者ハ、其訳年寄江明白ニ申達、
吟味之上可相置候、少茂紛敷仕方候ハヽ、可為曲事、
茶屋（立ヵ）女之外、十二年以上之女子を客之前へ
出シ候者有之ハ、可為曲事

⑤一、茶屋ニ客を寝泊り致させ間敷候、夜中は亥之刻以
後客を不可置、勿論火元等入念可申事

⑥一、諸茶屋之分、家作・道具等（は）不及申、其外万
事分際ニ過奢かましき仕方有之（候ハヽ、急度可申
附候、勿論客人江対し）慮外ヶ間敷儀、あるひハ喧
嘩口論、惣而かさ高成儀致させ候ハヽ、吟味之上越
度可申付事

⑦一、あハれ者又は盗賊之類参候ハヽ、早々可捕来候、
縦慥ニ徒ものと不見届共、怪鋪風体之者徘徊致候
ハヽ、押江置可申来、品ニより御褒美可被下候、左様
之者見のかしニ致、脇より顕れ候ハヽ、可為越度事

⑧一、博奕其外諸法度之儀ニ会合之もの寄せ集候ハヽ、
可為越度事

⑨一、茶屋に外之女を預り置紛鋪仕方致、亦外より遊女か
ましきもの連来候（を）宿仕候ハヽ、越度可申付事

⑩一、町中ニ怪鋪女を抱置、人を寄せ、或外江遣し、遊
女持らしき身過之者有之は、向後茶屋中ヶ間より
常々心掛ケ、見届早々可申来事

⑪一、茶立女ハ勿論、惣茶屋家内毎年霜月家別ニ一々改
之、明白に記、年寄・組之者無相違との致判形、方
角之惣会所へ可差出之候、此度茶屋年寄拾人申付候
間、度々寄合、惣茶屋中吟味致、法度を可相守候、
若中ヶ間ニ不届者候ハヽ、早々可申来、隠シ置外より
あらハれ候ハヽ、越度可申付事

右之通申付候儀、Ａ脇々ニ放逸之身過仕もの多候様ニ付、
向後急度為可相改、茶屋之分江用捨を加へ令沙汰候間、

Ｂ惣茶屋共申合、自分之作
（ママ）

り法度を正し、外に紛敷儀候
ハヽ、早々可申来候、勿論茶屋中間少茂猥に成行候儀相
聞候ハヽ、当人ハ不及申、惣茶屋中之可為越度候間、可
得其意者也
　　　　戌七月十九日

【史料２】
覚

一、傾城町之外遊女らしき者徘徊致候儀、前々より停止ニ
申付置候処ニ、近年端々ニ放逸之身過仕もの有之様ニ
相聞、不届千万ニ候、向後急度可致沙汰旨此度町中へ
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申出シ候間、傾城町之者共常々心掛、町中ニ怪鋪女を
持候もの有之者可申来、無念有之とて越度に致間敷候、
次今度諸茶屋之分江茶立女弐人宛召使候儀差許候間、
可得其意候、是又申付之外猥ニ奢たる仕方見届可申来
候、吟味之上急度可申付事

　　　　七月十九日

【史料３】
①一、傾城町之外怪敷女を抱置、遊女宿同意候身過仕、

又奉公人女を肝煎などゝ申なし、其外色々ニ事よせ、
猥なる仕方之者数多有之由、一々相聞候、町々ニ而
借屋之末々迄組切ニ明細ニ可相改事

②一、女子に芸を教徘徊致させ候類之者停止之由、前
年も申渡候、弥堅可相守事

③一、万一女を抱、遊女らしき身過致させ候もの有之
ハ、何時も其女早々番所え可申出、身之代を主人之
損ニさせ、女ハ親元え送り返すへし、少も女之科ニ
致間敷候間、無遠慮可申来事

右之通従前々傾城町之外放逸之身過仕間敷旨、度々申
渡、町々に月並判形迄致なから不吟味ニ而、次第ニ法
度を背者有之由相聞え、不届千万ニ候得共、此度急度
可致沙汰候得共加宥免候、自今以後猥ヶ間鋪身過仕候
者有之を隠シ置、脇より顕れ候は、家持ハ両隣向共ニ本
人同罪、借屋之者は家主・借屋両隣本人同罪ニ申付、
勿論其所之年寄・組中可為越度間、町々借屋之浦々迄
ニ相改、あやしき者は何時ニ而も早々可申来候、但此
度人別ニ相改候間も可有之候得者、来月十五日迄ハ令
用捨候間、其内ニ一々致吟味、あや敷者ハ其所を追立、
又ハ番所え伺之可埒明候、此上にも町中ニ而放逸之身
過仕者有之を不僉儀ニ致置候ハヽ、少も無用捨、急度
可申付之条、可得其意者也
　　　戌七月十九日　　大和

三郷惣年寄中　　

　史料 1 は，茶立女公認に際して作成された茶屋掟であ
る。これまでは女性を差し置くこと自体許されなかった
茶屋に対し，茶立女の召し抱えが公認された。この茶立
女に対しては，一条目では人数の制限と華美な衣類の禁
止，三条目では店外へ往来させることの禁止が定められ
ている。以上の三点は，天保改革で茶屋が撤廃されるま
で触れ続けられる三原則である。また，史料 1 を通じて
茶立女の売春禁止を示す文言が見られないことに注意し
ておきたい。
　史料 ２ は傾城町＝新町を対象とした触である。注目す
べきは触の後半部分（傍線部）において，茶立女公認を
傾城町が「可得其意」とされている点である。つまり，
茶屋の茶立女とは，唯一遊女商売を公認され，他での遊
女商売の取締りを義務とする新町が承知しておくべき存

在なのである。
　以上から，茶立女の公認とは，茶屋の実情を追認して
茶屋における女性の存在を公認

4 4 4 4 4

したものと評価できる。
史料 1 の傍線Ａの表現からもこの評価は妥当なものと考
えられるだろう。掟の中で茶立女の三原則が設けられた
が，売春の禁止は掟の中で明記されなかった。先述した
ように，新町の遊女以外が売春することは一切禁止され
ており，茶立女も勿論例外ではない。しかし史料２をふ
まえると，茶立女の売春行為は建前上禁止されながら，
実際は黙認されていたと考えられる９）。
　史料 ３ は町中に触れられたもので，町の義務である

「怪敷女を抱置，遊女宿同意候身過」をする者の取調べ
について，より一層の注意を喚起している（①）。史料
１と同日に出された触であり，また，今回は「宥免」を
加えるという表現（傍線部）も，茶屋に対する茶立女公
認の持つ意味合いを反映したものと考えられる。茶立女
公認を契機とした触であることは間違いないにも関わら
ず，文中に茶立女に直接触れる文言は見られないことか
ら，史料３は茶立女公認を契機として，遊廓外における
売春の禁止を町に一様に触れた町触であると言える。こ
こからは，茶立女による売春が決して公認されてはおら
ず，あくまで黙認であることが窺えると言えよう。
　この茶立女公認をきっかけとして，茶屋仲間自身によ
る内部統制の強化が図られる。史料 1 では十人の茶屋年
寄が設定され，「惣茶屋中吟味」するように命じられて
いる（⑪）。その他の茶屋仲間のメンバーである茶屋営
業者各々も，「惣茶屋共申合，自分之作り法度」を正す
必要があるとされている。この部分は難解だが，惣茶
屋の申し合わせの上で作った法度を，茶屋営業者各々が
遵守すべきである，という指示であると理解できる。そ
して，茶屋の不正営業が発覚した場合，その責任は茶屋
仲間全体で負うものとされた（傍線Ｂ）。以上のように，
茶屋に対する茶立女の公認と，茶屋仲間が大坂惣茶屋の
統制機構として確立することは連動していたのである10）。
　茶屋仲間が統制する対象は仲間内部に留まらず，町中
に「遊女持らしき身過之者」がいないよう「常々心掛
ケ」るべきとされている（⑩）。すなわち，茶屋仲間は
特権的に遊女商売を許された新町と同様に，遊廓外にお
ける遊女渡世の摘発を担う義務を負ったのである。
　その一方，史料 ２ では，茶屋の「申付之外猥ニ奢たる
仕方」を見つけた場合は町奉行所に知らせるよう，新
町に指示している（傍線部）。茶屋の掟に反する行為は，
新町にとって摘発対象なのである。つまり，茶屋は遊廓
外の遊女商売を摘発する主体でありながら，自身も新町
からの統制を受ける対象でもあるという，二重の性格を
持つようになったと指摘できるだろう。
　この約三週間後には，風呂屋を対象とした次のような
町触11）が出されている。
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【史料４】
一、風呂屋髪洗女弐三人宛木綿類を着せ可召使之由、先

年申渡候處、近年数多ク召置、絹類を着せ、方々徘徊
致させ候由相聞候間、不届千万ニ候得共、Ａ急度可致
沙汰候得共、用捨を加へ、令宥免候、Ｂ向後弥髪洗女
三人宛許之候条、衣類は木綿布帷子之麁相成を着セ召
使、外江往来致させ間敷候、夜中亥之刻を限り風呂を
可仕廻候、此以後若御法度於相背は、少茂無用捨急度
可申付候条、可得其意者也

　　　　戌八月七日

　触冒頭において，近年の不届きな風呂屋の状況を述べ
ながらも，今回は「用捨を加へ、令宥免候」とし（傍線
Ａ），今後は髪洗女の人数・衣類・往来禁止の規則を厳
守するように述べている（傍線Ｂ）。明暦期の触と比較
すると，先述した茶立女の三原則と同じことが触れられ
ており，また触全文を通して「傾城為致申間敷」といっ
た売春禁止の明記がない。このことから，風呂屋に対す
る統制も茶屋と同様のあり方が選択されたと推定できる
だろう。つまり茶立女公認を契機として，風呂屋の髪洗
女による売春も，それに引きずられるように黙認されて
いったのである。

第三節 江戸における「黙認」―黙認の諸段階―
　以上，大坂における茶屋・風呂屋に対する黙認のあり
方を整理した。それは，市中の一部に茶屋・風呂屋の営
業赦免地が町奉行所によって設定され，それぞれに茶立
女・髪洗女の存在を公認

4 4 4 4 4

し，そして売春禁止を明言しな
いことによって売春を黙認

4 4 4 4 4

するものであった。
　江戸市中には大坂で見られるような茶屋・風呂屋は存
在しないが，江戸においても新吉原遊廓以外の黙認遊所
が展開していた。
　その一つが深川門前など，江戸市中に展開した岡場
所12）と呼ばれる遊所である。しかし，岡場所に対して
幕府が「遊女ヶ間敷」き女性の存在を認めたことはなく，
岡場所は統制が行届かない結果存在した非公認遊所で
あった。つまり幕府は，江戸市中における新吉原以外で
の遊女商売を一切否定しているのである。
　また，江戸には四つの宿場町が隣接していた13）。宿場
町には，幕府の交通システムである街道を支えるための
助成として，旅人を宿泊させる旅籠屋に食売女と呼ばれ
る女性奉公人を差し置くことが許可されていた。彼女ら
は「遊興の客ではなく旅人を相手にするものなので，隠
売女ではない」とされ，暗黙の内に旅人に対する売春を
認められていたと言える。すなわち四宿には，岡場所と
異なって，宿場町のロジックによってほぼ売春を公認さ
れた食売女が存在していたのである。
　このように，江戸・大坂には数多くの遊所が存在して

いたが，遊廓＝公認遊所，その他の遊所＝黙認遊所，と
して単純に二分することはできない。黙認の段階差や，
その存在自体が公認されているかどうかという点，また
遊所が展開する場などを考慮した上で，各遊所を位置づ
けていく必要があるだろう。
　大坂では江戸と異なり，茶屋・風呂屋の営業赦免地が
市中に設定され，その上で市中の「遊女ヶ間敷もの」に
対する統制を行ったのである。以下，第二章では，この
ような大坂独自の統制＝隠遊女統制の展開を検討してい
きたい。

第二章 �十八世紀の町触の検討
　　　 ―隠遊女統制の展開―

　この章では，十八世紀中に大坂市中へ触れられた町触
の検討を通して隠遊女統制の展開を追う。表 ２ は検討し
た町触の一覧であるが，ローマ数字の区分は，筆者の理
解によって町触を三つの時期に分けたものである。ここ
ではこの区分に沿って整理していきたい。
　第Ⅰ期は正徳五（1715）年～元文四（1739）年で，幕
府の売女統制の原則を眼目とする触が出された時期であ
る。第Ⅱ期は元文五（1740）年～宝暦八（1758）年で，

「傾城町衰微」という文言の入った触が出される時期で
ある。第Ⅲ期は宝暦十二（1762）年～天明八（1788）年
で，茶屋への関心が高まった時期である。
　以下，第Ⅰ期から検討していきたい。

第一節 第Ⅰ期：隠遊女の二重性
　第Ⅰ期の特徴を端的に表すものとして，元文二（1737）
年十一月七日の町触14）を検討する。

【史料５】隠遊女 茶立女之事

Ａ傾城町之外、町中に遊女ヶ間敷もの差置間敷旨、
前々より申付置候所、Ｂ近年端々遊女ニ似寄候者抔在之、
幷茶屋等極之外茶立女多差置候様相聞へ、不届之事ニ
候、前々申渡候通彌相守、猥之義無之様可仕候、於相
背ニハ急度可令沙汰候、以上
　　　巳十一月七日

　この触では，新町以外の町中に「遊女ヶ間敷もの」を
差置くことを禁止してきたにも関わらず（傍線Ａ），そ
れが守られていない現状を「不届之事」とした上で，以
後このようなことがあれば厳しく罰する，と述べている

（傍線Ｂ）。この触の眼目は「傾城町之外」における「遊
女ヶ間敷もの」の存在を禁じることが触の眼目であり，
このことは十七世紀初期以来の幕府による売女統制の大
原則であった。
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表２　十八世紀大坂の隠遊女統制に関する町触

No 町触頭書　注 1 年月日
1 町中惣嫁共徘徊之事 正徳 5 . 7 . ２
2 茶立女髪洗女之事 注 4 享保 5 . 9 .26
3 遊女之類差置間敷之事 注 4 同日

4 米穀損失無之様之事，田畑損亡無之様之事，新田之事，山林を伐出ス之事，食物諸色猥ニ遣ひ捨間敷之事，
諸色売買之事，遊所人集之事，商物高直之事，国々所々諸色運送之事（欠）　注 ２

享保 6 . 7

5 諸芝居衣服之儀，幷諸茶屋猥成儀致間敷之事（欠） 享保 6 . 9 . 5
6 傾城町之内，水茶屋ニ而踊興業致候之事（欠） 享保 7 . 7 .24
7 茶立女之事 享保13.11.15
8 惣年寄幷惣代慎之事，附り，まきらハしき者店貸間敷之事，女名前之事，博奕弥御法度之事，隠遊女之事 享保15. 1 .20
9 隠遊女幷諸勝負不義宿之事 享保15. 5 .12
10 隠（遊）女・博奕・火之元之事（※No.11を見よ） 注 ３ 享保15.11.15
11 博奕・三笠附・富・隠遊女宿過料之事 享保15.12.28
12 隠（遊）女之事（※No.11,13を見よ） 享保19. ３ .16
13 隠遊女之事（※No.12,14を見よ） 享保20. 4 .11
14 隠遊女之儀ニ付，町々丁人連判証文之事 享保20. 4 .15
15 隠遊女幷茶立女之事 元文 ２ .11. 7
16 隠遊女之儀，幷茶屋風呂屋ニも，紛敷者差置申間敷証文申付候之事（※No.15,17,19,20を見よ） 元文 ２ .11.13
17 隠遊女之事（※No.16,18を見よ） 元文 ２ .11
18 隠遊女之事 元文 4 . 4
19 茶立女之事 元文 4 . 4
20 髪洗女之事（※No.16を見よ） 元文 4 . 4
21 傾城町踊之事（欠） 元文 5 . 7 .22
22 隠遊女茶立女之事 元文5.8
23 隠遊女之事 延享元年. ２
24 隠遊女差置間敷事 延享 ３ . 5 . 7
25 隠売女停止之事（※No.24,26を見よ） 宝暦元年. 1 .29
26 町中所々ニ隠売女差置申ましき事（※No.25,27を見よ） 宝暦 6 .12.21
27 町中ニ遊女（ニ）似寄候もの致徘徊，傾城町衰徴ニ付，茶屋風呂屋極之外女置間敷事（※No.26,28を見よ） 宝暦 8 . ３ . 5
28 茶屋茶立女共改之事（※触2299,2807を見よ） 宝暦12. ２ .晦日
29 六月神事之節，ねりものニ出候傾城ならびに茶立女，無断差出間敷，且又芸子と唱候事（欠） 宝暦13. 6 . 9
30 無株ニ而茶屋・煮売屋・風呂屋等之商売致し候ハヽ，咎可被仰付候事（※No.32,35を見よ） 明和 ３ .10.26
31 傾城町之水道幅埋立御普請之事（欠） 明和 7 .閏 6 . 9
32 無株ニ而茶屋渡世致間敷事 明和 7 .11.27
33 茶屋・風呂屋・茶立女・髪洗女之事 安永元年.12. ２
34 茶屋商売外株ニ而致候者，以来惣年寄幷茶屋年寄共毎月改之事 安永2.12.12
35 煮売新増株被仰付候ニ付，向後無株ニて煮売商致間敷事 天明 ２ . ３ .29
36 茶屋風呂屋茶立女髪洗女定之外多差置間敷旨，其外町方ニ紛敷奉公人召抱間敷事 天明 ２ .11.17
37 町中ニ隠遊女差置間敷事 天明 8 . ２ .10

38 茶屋風呂屋とも定之外ニ茶立女髪洗女多く抱置，外方江差出候儀，ならびに煮売屋旅籠屋等紛敷奉公人差
置間敷事

天明 8 . ２ .18

出典：大阪市役所『大阪市史』三（1911）。
注 1 ：頭書は『大阪市史』に依拠。
注 ２ ：（欠）は『大阪市史』に頭書のみがあり，本文が無いことを示す。
注 ３ ： （※No.を見よ）は，大阪市史で参照するよう指示された触を示す。なお，この指示がある触の本文は，大阪市史には掲

載されていない。
注 4 ： No. ２ , ３ は『大阪市史』では（欠）とされていたが，荻田家文書「諸奉公人之儀等三郷町中触書覚」に収録されていた

（野高宏之「享保期の町触・組触-荻田家文書の紹介-」，『大阪の歴史』65号，2005年）。

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ
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近世大坂における遊所統制（吉元）

　注目すべきなのは，その「遊女ヶ間敷もの」の具体
例として，「町中端々遊女ニ似寄候者」と「茶屋等」が

「極之外」に数多く抱える茶立女の二系統が挙げられて
いることである。大坂の茶屋に茶立女が公認された結果，
規定数以上の茶立女の存在が「遊女ヶ間敷もの」の一形
態となったのである。「隠遊女」15）とは以上のような二
系統の「遊女ヶ間敷もの」の両方を指しており，よって

「隠遊女統制」の対象は二重化していたと言える。
　一方で規定内の茶立女・髪洗女に関しては一切何も触
れられておらず，規定に違反しない茶立女・髪洗女は隠
遊女統制の対象ではなかったことが指摘できるだろう。

第二節 �第Ⅱ期：「傾城町衰微」問題を主眼と
した町触

　先述の通り，第Ⅱ期の町触では「傾城町衰微」という
文言が用いられており，遊女商売を唯一認められた新町
遊廓＝傾城町の衰微という状況自体が問題視されている。
それについて，新町はその衰微の原因が市中に蔓延する
隠遊女であると訴えている。以下，元文五（1740）年八
月の町触16）での傾城町の訴えに即して，この時期にお
ける隠遊女の問題点を整理していく。

【史料６】隠遊女茶立女之事

Ａ町中所々隠女差置、遊女同前之儀有之、其上茶屋ニ
も茶立女人数多、茶屋風呂屋ニ白人と名付抱置、所々
へ往来致させ、遊女同前ニ致商売候ニ付、傾城町衰微
ニ相成候旨、傾城町より訴出候、右之趣不埒之仕形無之
様毎度申付候所、猥ニ相成候趣相聞へ、隠遊女ハ不及
申、定之外茶屋風呂屋女を多抱置候もの有之候ハヽ、
急度可令沙汰候、尤Ｂ右之通相触候上ニも、猥之風聞
候ハヽ、依品傾城町之者改候様可申付儀も可有之候条、
三郷町中幷茶屋風呂屋之者へ、兼而可触知もの也
　　　申八月

　傾城町は，「傾城町衰微」の要因として，「町中所々隠
遊女」と，茶屋において「茶立女人数多」きことや茶
屋・風呂屋が自身の抱女を「所々へ往来致させ」ること，
を挙げている（傍線Ａ）。ここでも第Ⅰ期同様，隠遊女
は町中隠遊女と規定を守らない茶立女・髪洗女の二系統
に分別されている。第Ⅰ期と異なるのは，規定数以上の
茶立女・髪洗女の存在のみならず，外へ往来させるとい
う規則に反する行為にも触れられている点である17）。
　触本文中で二系統の隠遊女のそれぞれに対して用いら
れている「遊女同前」という文言に注目してほしい。そ
れが指す内容は，一つ目は隠遊女が町中に存在している
こと自体を，二つ目は茶立女・髪洗女が規定外に存在し
たり不正行為を行うことを指している。つまり，町中隠
遊女はその存在自体が統制されるのだが，茶立女・髪洗

女は，規定を守り隠遊女とはされないものを前提とした
上で，違法な存在・行為が統制されるのである。このよ
うな「遊女同前」の用いられ方からは，市中に売春を黙
認された存在を設定したことにより，二系統の隠遊女が
存在するのに伴って，隠遊女統制も二重化していること
が鮮明に窺えるだろう。
　その反面で，隠遊女の取締りは傾城町の自立性に依拠
していることにも留意しておきたい（傍線Ｂ）。
　傾城町の衰微は，隠遊女問題が広く展開していたこと
をよく示している。そして，このように「傾城町衰微」
という問題を前面に押し出して隠遊女統制を行うことに
より，傾城町外での売春を禁止するという原則もあらた
めて強調されていると考えられる。

第三節 第Ⅲ期：隠遊女統制の到達点
　ここまで第Ⅰ期・第Ⅱ期の町触を検討してきた。隠遊
女統制の特徴は，その対象である隠遊女が二系統あるこ
とに応じて，統制も二重化していることであった。第Ⅲ
期は，開発された新地に広がっていった，茶屋などの諸
営業に対する取締りに重点が置かれた時期である。この
時期を代表するものとして，天明八（1788）年二月に出
された次の町触18）を検討する。

【史料７】�茶屋風呂屋とも定之外ニ茶立女髪洗女多く抱
置、外方江差出候儀、 煮売屋旅籠屋等紛敷
奉公人差置間敷事

　Ａ茶屋風呂屋共定之外、茶立女髪洗女等多抱置、外
方江差出、煮売屋旅籠屋等ニも紛敷奉公人差置候趣相
聞江、右躰不埒有之者遂吟味、急度可及沙汰旨、前々
より数度触渡置候儀ニ付、右商売人共兼而相慎、其向々
支配人共儀も平日相改、不埒之筋無之様可取扱處、数
度触渡之趣を如何相心へ候哉、当座さへ慎み候へハ
宜事と心得、程過候へハ相弛み候趣ニも相聞、旁不届
之至り（ニ）候、依之今般相改、猶又触渡之条、向後
急度相慎可申候、若此上ニも定を背、紛敷人別等差
出、奉公人多抱置、遊女之仕方有之、其段相聞候ハヽ、
直ニ召捕遂吟味、Ｂ当人ハ勿論夫々支配之者共も同様、
急度可及沙汰候、右之趣容易之事ニ相心へ候ハヽ後悔
可致条、能々茶屋・風呂屋・煮売屋・旅籠屋共、幷三
郷町中不洩様可触知者也
　　　申二月十九日　　石見
　　　　　　　　　　　土佐

　ここでもこれまでと同様に茶屋・風呂屋の不正が問題
となっているが，それに加えて煮売屋・旅籠屋が「紛敷
奉公人」を抱えることが新たに問題となっている（傍線
Ａ）。この「紛敷奉公人」とは，触の趣旨を考慮すれば，

「遊女に紛らわしい女性奉公人」を指すと推定しうる。
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またこのような不正営業は，別の町触において「外株ヲ
以茶屋商売」と表現されていた19）。煮売屋・旅籠屋に存
在する不正な売春婦，そしてそれを差置くことを，茶屋

4 4

同様と表現しているのである。
　煮売屋・旅籠屋の女性奉公人に対しては，茶立女・髪
洗女同様に黙認する措置は取られていない。つまり，煮
売屋・旅籠屋の「紛敷奉公人」は全くの非公認の存在な
のである。これを茶屋同様とすることは，建前上は売春
を禁止された茶屋・風呂屋が実質は売春を行っており，
これを町奉行所自身も黙認していることが表出した表現
であると言えよう。
　以上のような茶屋・風呂屋・煮売屋・旅籠屋による隠
遊女の蔓延は大きな問題となっていたようで，「数度の
触れ渡しにも関わらずその場だけで，時間が経てばすぐ
に不正が横行し，不届きである」といった厳しい文言も
見られる（波線部）。
　この問題が重大視されるようになった背景には，十七
世紀末～十八世紀半ばに行われた新地開発の進展がある。
そこでは，土地の落札価格の吊上げや開発の助成のため
に大量の茶屋株が赦免された20）。特に十八世紀半ばには，
難波新地（明和元（1764）年）など，町人によって担わ
れた新地開発があり，新地の展開や赦免された株数の飛
躍がある。新地の展開と共に茶屋赦免地が拡大した結果，
茶屋の持つ隠遊女問題も深刻化したのである。更に言う
ならば，町奉行所の狙い通り茶屋が新地に「賑わい」を
もたらすことと，茶屋の持つ問題が大きくなることは表
裏の関係なのである。なお，少数ではあるものの，風呂
屋株も茶屋株同様の狙いで新地に赦免されている21）。
　また，第Ⅲ期に問題視されていた煮売屋・旅籠屋も，
助成として新地に株が赦免された営業である22）。
　以上から第Ⅲ期には，新地に展開する営業による隠遊
女問題が統制の眼目であったと言えるだろう。触末尾に
おいて，隠遊女問題での位置付けが異なる茶屋・風呂
屋・煮売屋・旅籠屋が並列に記されている点も興味深い。
　これらの不正営業の責任を負うものとして，「夫々支
配之者共」が挙げられていることにも注目しておきたい

（傍線Ｂ）。「夫々支配之者共」が何を指すかは難解であ
るが，この中には新地や茶屋赦免地が展開する町々の町
役人や家持町人も含まれているのではないだろうか。つ
まり，限定された場所に展開する営業を，その場所単位
で取締ろうとする意図があると推測できるのである。
　第Ⅲ期にも町中隠遊女に対する統制が行われており，
史料7とほぼ同時に，「町中ニ隠遊女差置間敷事」とい
う町中隠遊女の取締りを主眼とした触が出されている23）。
天保改革直前まで，この触と史料7は合わせて踏襲され
ていく。
　以上，三期に分けて大坂における隠遊女統制とその展
開を整理した。小括しておきたい。大坂で行われた隠遊

女統制の特徴は，茶屋・風呂屋の設定に伴う二系統の隠
遊女によって規定された，統制の二重化である。当初は
幕府による売女統制の原則や，隠遊女が「傾城町衰微」
の要因であるという論理を前面に押し出した上で，隠遊
女統制が行われていた。新地開発が進むにつれ，隠遊女
統制の特徴（統制の二重化）は維持されながらも，取締
まりの主眼は，新地に展開する茶屋，そして煮売屋・旅
籠屋による「紛敷奉公人」を抱える茶屋同様の営業に
移っていった。これは，大坂の実情に即した隠遊女統制
の新たな局面と言えよう。また，以上のあり方が天保改
革の実施まで踏襲されることから，これが大坂における
隠遊女統制の到達点であったと言えるだろう。

第三章 天保改革下での統制

第一節 天保改革に伴う幕府の売女統制
　前章で述べたように，大坂では独自の隠遊女統制の下，
遊廓外の遊女商売を取締ってきた。しかし天保改革では，
風俗取締り政策の一環として幕府による売女統制が行わ
れ，大坂にも江戸の統制が持ちこまれた。その幕府によ
る売女統制の中身を，吉田伸之氏の研究を参照しながら
整理していきたい24）。
　天保改革に伴う売女統制の始まりは，天保十三（1842）
年三月十八日に江戸市中へ向けて出された町触である。
そこでは，江戸市中に展開する岡場所の全廃が命じられ，
岡場所で営業していた売女・売女屋は，同年八月までに
新吉原遊廓へ引き移るように指示された。天保改革にお
ける売女統制の趣意は，遊廓以外での遊女商売を一切禁
止するという，十七世紀初頭以来の原則を徹底するもの
であったと言える。
　その一方，四宿の旅籠屋に対しては，食売女の人数制
限を命じるのみで依然としてその召抱えは許されてい
た。また旅人を相手にすることにも統制を加えていない。
すなわち，「隠売女ではない」とされた宿場の食売女は，
天保改革下でも存続されたのである。
　江戸で岡場所撤廃が命じられた三月段階には，大坂に
対する措置は何も取られておらず，隠遊女統制からの転
換も見られない25）。大坂に江戸同様の売女統制が指示さ
れたのは八月十五日になってからで，江戸からの下知と
いう形での町触が出された26）。そこでは，茶屋・風呂屋
を売女渡世の者とし，彼らと彼らが抱える茶立女・髪洗
女に対して新町遊廓への引き移りを命じている。表 ３ は，
これ以後の天保改革下における売女統制の町触を整理し
たものである。
　天保改革によって江戸・大坂双方で，遊廓外の遊女商
売の禁止が徹底された。しかしこのような統制の中でも，
宿場町の食売女に対する，「旅人相手であるため隠売女
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近世大坂における遊所統制（吉元）

表3��天保改革下の大坂における売女統制に関する町触

No 年月日 町触頭書 区分

1 天保13. ３ .13 追而可及沙汰仲間組合廿二之外は，株札・幷問屋・仲間・組合と相唱候儀差止，素人直売買勝手次第之
事 ①

2 天保13. 4 .16 衣類・髪之飾・小間物・舞浚・浄るり会・見世物・芝居・公事人下宿・開帳・葬式等之儀ニ付，町人男
女夫々心得方之事 ③

3 天保13. 8 .15 茶屋風呂屋渡世致候者共，来卯正月迄之内，正路之渡世ニ移替可申，尤銘々抱女共，相対を以，傾城町
江奉公住替ニ差遣候儀，幷右渡世之者傾城町ニ引移，遊女屋商売致候儀，勝手次第之事 ①

4 天保13. 8 .17 新堀・曽根崎新地・道頓堀，右三ヶ所ニ限り，食盛女附旅籠屋渡世差免候事，大坂表之儀ハ，諸国之商
旅等多立廻候場所ニ付，此度左之ヶ所ニ限，旅籠屋商売差免候 ①

5 天保13. 8 .27 家持之町人・借屋人・同居人・下人・下女・御用掛・諸家用達立入之者・寺社家・医師・儒者・山伏・
座頭・瞽目・能役者・食盛女・歌舞伎役者・人形遣等，分限相応之衣類ヶ条之事 ③

6 天保13.10.23 茶屋風呂屋目印之掛ケ行燈，早々取除可申，遊女幷三ヶ所食盛女之外，女髪結ニ髪を為結間敷事 ②

7 天保13.12.10 茶屋風呂屋共商売替之儀，猶予願等不相成候事，幷芸子・芸者・舞子・仲居杯と唱候者，傾城町之外ニ
而稼致間敷事 ②

8 天保14. 1 .26 衣類幷女髪結取締之儀，不束之儀無之様入念可被申候事 ③
9 天保14. ２ 女髪結今ニ商売替不致，頼ニ応し結遣候儀相聞候ハヽ，可被申出候事 ③
10 天保14. 6 . 1 塚口屋重三郎御橋請負幷旅籠屋株支配差止之事，川浚冥加金者是迄之通上納可致事 ①
11 天保14.閏 9 . 5 女髪結ニ髪を結せ間敷，幷衣類之儀御法度ニ背候品不相用様可申諭事 ③

12 天保14.10. 4 道頓堀立慶町外三町旅籠屋之分は，芝居茶屋一向ニ商売替可致，其余三ヶ所一同旅籠屋之名目相止，泊
茶屋と唱替，抱女も食焼女と可相唱候事 ①

13 天保14.10.16 女髪結取締之事，床髪結賃家賃直下之事，べか車台枠定尺之事，下宿破子代等之事 ③

14 弘化 ２ . 7 .27 家持之町人・借屋人・同居人・下人・下女・御用掛・諸家用達立入之者・寺社家・医師・儒者・山伏・
座頭・瞽目・能役者・泊茶屋抱女・歌舞伎役者・人形遣等，分限相応之衣類ヶ条之事 ③

15 弘化 4 . 5 .18 女髪結之事，湯屋男女入交之事，前垂掛ニて女往来之事，幷旅籠屋之事 ②
16 弘化 4 .12. 5 舞浚浄瑠璃等師家之者之宅ニ而可相催事，幷宿屋渡世之者，三ヶ所泊茶屋ニ紛敷渡世致間敷事 ②

17 嘉永 4 . ３ .17 盗賊差押方之事，博奕諸勝負御法度之事，宿屋渡世之者泊茶屋同前之見過致間敷事，幷町中ニ隠売女差
置間敷事 ②

18 嘉永 4 . 7 . 6 是迄三郷幷摂河在々入交ニ而仲間組合罷在，奉行所一手ニ取締相立来候口々，都而前々之姿ニ再興申付
候事 ①

19 嘉永 5 . 8 .19 町中ニ隠売女差置間敷事 ②
20 嘉永 6 . 1 .28 塚口屋重三郎御橋請負幷旅籠屋株再興之事，床髪結仲間右同断之事 ①
21 安政 ２ . 4 .26 煮売屋幷旅籠屋渡世之者，売女屋同前之渡世致間敷事 ②

22 安政 4 .12.22
諸問屋仲間組合新古両組共，以来株之唱差免，人数増減勝手次第，冥加金銀之儀は，来午年ヨリ上納申
付候事，尤も市中端々幷町続在々ニ差免有之候湯屋・煮売屋・旅籠屋之儀は，当時之軒数を以，以来之
株数ニ相定候事

①

23 安政 4 .12.22 市中為繁栄，諸興行幷茶屋差免之事 ①

24 安政 4 .12.22 此度茶屋渡世芝居小屋等差免候ニ付而は，右場所以外ニ而，茶屋ニ似寄候渡世致間敷事，幷難波新地野
側西横堀新築地之外ニ而，鳴物入之小見世物致間敷事 ①

25 万延元.12 町中ニ隠売女差置間敷事 ②

出典：大阪市役所『大阪市史』四・下（1913）／町触頭書は大阪市史に依拠。
表右端の番号は，筆者による触の区分を示すものである。
① 天保改革による諸営業への統制：三ヶ所をはじめ，泊茶屋・茶屋渡世の公認に関する触，株仲間の解散・再興を命じる触，塚口

屋に関する触
②隠売女統制：町中隠売女の摘発に関する触，旅籠屋・煮売屋への触
③風儀の統制：三ヶ所食焼女の衣装に関する触

21



都市研究文化研究　15 号　2013 年

ではない」というロジックが撤回されなかったことに注
意しておきたい。
　ところが，大坂における統制は大きく転換する。次節
において，その様子を詳しく検討していこう。

第二節 統制の転換―三ヶ所の設定―
　幕府による売女統制が触れられた僅か二日後の八月
十七日，大坂市中に江戸からの下知で以下のような町
触27）が出される。

【史料8】�新堀・曽根崎新地・道頓堀、右三ヶ所ニ限り、
食盛女附旅籠屋渡世差免候事

大坂表之儀ハ、諸国之商旅等多立廻候場所ニ付、此
度左之ヶ所ニ限、旅籠屋商売差免候、

一、新堀
　　　但、安治川上壱丁目同貮丁目
一、曽根崎新地
　　　但、壱丁目より三丁目迄
一、道頓堀

　　　但、 立慶町、但、日本橋より西江幸町五丁目迄芝居
裏難波新地迄町地面限り、

右之通申付候、尤Ａ右旅籠屋壱軒ニ付食盛女弐人
ツヽ召抱、其内大暮之者ハ、右ニ准、人数十人迄ハ
勝手次第差置、右ニ付品々定之儀夫々申渡、右商売
取締之儀、此度改而惣年寄共ニ申付候間、一統其旨
を（可）存候、

但、大坂拾壱橋掛直御修復等之為手当、先前より右
請負人江差免置候廉も有之候付、前書三ヶ所
旅籠屋之儀も、追而令沙汰候迄、右請負人常
盤町三丁目重三郎江及相対、外旅籠屋並之通
出銀可致候

Ｂ此度差免候三ヶ所旅籠屋之儀、軒数相定候而ハ、
自ラ仲間組合候姿ニ相成、御趣意（ニ）差障候間、
軒数ニ不拘、場所にて取極候儀ニ付、此後食盛女附
旅籠屋渡世望之ものハ、右三ヶ所江引移、定之通相
守、可致商売、其外何方ニ而も、水茶屋料理屋或一
通り旅籠屋渡世いたし候儀ハ、是又勝手次第ニ候
得共、食盛女ハ勿論、其余紛敷名目を以抱女いたし、
三ヶ所内旅籠屋同様身過いたし候儀、堅不相成候、
右之通従江戸表御下知を以申渡間、夫々不洩様可触
知もの也

　　　　寅八月　　若狭
　　　　　　　　　遠江
　この町触の趣旨は，新堀・曽根崎・道頓堀の三ヶ所に

「旅籠屋渡世」を認めることである（傍線部）。この三ヶ
所はいずれも旧来の茶屋赦免地28）であり，またこの「旅
籠屋」には，一軒に付き十名まで「食盛女」の召し抱え
が許された（波線Ａ）。すなわち，二日前から一転して，

元茶屋赦免地に「食盛女附旅籠屋」と銘打った，実質従
来の茶屋と変わらない営業が公認されたのである。「食
盛女附旅籠屋」渡世を望む者は，以後三ヶ所に引き移る
よう指示され（二重線部），この三ヶ所以外では「食盛
女附旅籠屋渡世」はもちろん，売女渡世に「紛敷」き渡
世は厳禁としている。
　ここで注意しておきたいのは，三ヶ所に赦免されたの
が茶屋ではないことである。すなわち，大坂が「諸国之
商旅等多立廻候場所」という理由で三ヶ所に「旅籠屋」
が設置されたのであり（傍線部），これは交通の要所で
ある宿場町に旅籠屋が存在するのと同様の論理である。
改革下でも宿場の旅籠屋が食売女を召し抱えることは許
されていたのだから，三ヶ所の旅籠屋に同様の女性奉公
人を差し置くことも何ら問題無い。つまり，この三ヶ所
での「食盛女附旅籠屋」渡世の許可は，実態としては旧
来の茶屋商売の存続と言えるのだが，論理上は宿場の旅
籠屋に対するロジックを用いた，改革の趣旨に反しない
措置であったと評価できる。むしろ改革以前の茶屋から

「食盛女附旅籠屋」になったことで，ほぼ売春を公認さ
れたとさえ言えるのである。
　このような措置が取られた背景には，大坂町奉行所に
よる都市政策と隠遊女統制のあり方がもたらした，茶屋
赦免地の拡大・成長があると考えられる。その遊所とし
ての規模は，江戸市中の岡場所と同等であっただろう。
しかし，先述したように，大坂の茶屋・風呂屋と江戸の
岡場所の政治的位置付けは全く異なっており，また，そ
の仲間は自身の営業のみならず，外部の隠遊女の摘発も
担う取締り主体でもあった。以上のことが，改革下にお
いても大坂が独自の施策を取る一因であったと推測でき
るだろう。幕府による売女統制が始められた時期に江戸
と五ヵ月ほどの差があるのも，この独自のあり方と無関
係ではないだろう29）。
　しかし，「食盛女附旅籠屋」一軒あたりの飯盛女の定
数を見ると，茶屋の茶立女が二名であったのに比べ，食
盛女は十名とかなり増えている（波線Ａ）。その上，天
保改革での株仲間解散に従って，「食盛女附旅籠屋」も

「仲間組合候体」にならないように軒数が無制限とされ
た（波線Ｂ）。すなわち，史料 8 の措置には，三ヶ所が
遊所として膨張する可能性を高めさせるいう問題点が
あったのである30）。
　この約一年後に三ヶ所への統制は再び転換する。以下
がその際の町触31）である。

【史料９】�道頓堀立慶町外三町旅籠屋之分は、芝居茶屋
一向ニ商売替可致、其余三ヶ所一同旅籠屋之
名目相止、泊茶屋と唱替、抱女も食焼女と可
相唱候事

①大坂三ヶ所旅籠屋場所之内、道頓堀之儀ハ芝居稼重モ
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之土地ニ付、売女（躰）之者入交候而は、取締方に拘
り候ニ付、猶又此度相改、同所之内立慶町・吉左衛門
町・元伏見坂町・難波新地壱丁目、右四町旅籠屋之分、
以来芝居茶屋一ト向ニ商売替いたし候儀は格別、売女
屋同然之及所業候儀、堅不相成候間、早々差止、何れ
ニも正路之渡世可致、自然此後右申渡を相背、商売替
不致、是迄之場所又は外場所等ニ而、隠売女いたし候
者有之ニおゐては、去寅八月相触候通召捕、厳格御仕
置御咎等可申付候、

但、右立慶町外三町之余ニも、道頓堀旅籠屋之内、
勝手ニ寄、芝居江前金等差出、見物場所直取引い
たし候者も有之由相聞候、右は芝居茶屋とは譯柄
も違ひ候とも、此度右躰取締相立候上は、向後芝
居へ直取引致度分は、芝居茶屋一ト向（ニ）商売
替可致候、

②一、右立慶町外三町相省、其余之場所新堀曽根崎新地
一同、唯今迄之通差置候、尤旅籠屋之名目之儀相止、
自今已後泊茶屋と唱替、抱女も往古之通り食焼女と
可相唱候、且右女子人別際限無之候而は、不取締ニ
付、以来左之通り可相心得候、

　　　一、新堀泊茶屋惣抱女 弐百三拾弐人
　　　一、曽根崎新地同断 四百三拾壱人
　　　一、道頓堀　同断 八百壱人

右之通其場所々ニ應、惣躰人数差定候間、右高より過
人数差置候儀、堅不相成候、尤人別高ﾖﾘ泊茶屋軒数
之方、多く相成候場所も可有之ニ付、右之分は抱女
人別ニ引当、軒数減省致候様、早々所役人共取斗、
其段可申出候、此外取締方之儀ハ、去寅八月已来
追々申渡（置）候定之通、彌厳重可相守候

但、右抱女人数之儀ヶ所限毎年十一月改、夫々所
役人連判いたし候帳面、方角惣年寄江差出、右
之者共ニ為改候積、先達而相触候得共、本文之
通改革いたし候上は、以来右人数等重々相改可
申候、

　　右之通新堀外弐ヶ所其余町中不洩様可触知者也
　　　　卯十月　　若狭
　　　　　　　　　佐渡

　ここでは，まず，道頓堀内の芝居地とその周辺地であ
る四町での「食盛女附旅籠屋」渡世の禁止を定めている

（①の傍線部）。その上で，以後は「食盛女附旅籠屋」を
「泊茶屋」（また「食盛女」は「食焼女」）と改称し，各
場所ごとに食焼女の上限数を設けることで軒数を制限し
ている（②の傍線部）。つまりここでは，営業赦免地の
縮小，食焼女の人数制限という物理的に遊所の膨張を制
限する統制と共に，「泊茶屋

4 4

」という名称を用いること
によって「食盛女附旅籠屋

4 4 4

」段階よりも黙認のレベルを
下げる，という統制が取られたのである。

　しかし，泊茶屋は元来「商旅等多立廻」ために設置さ
れた旅籠屋であり，抱え女にも「食焼女」＝宿場の旅籠
屋が抱える奉公人の名称が用いられている。すなわちこ
の泊茶屋も，論理の上では改革の趣旨に背くものではな
いのである。
　以上，天保改革下における大坂独自の施策を検討した。
それは，宿場町の旅籠屋に対する食売女の公認と同じ論
理を用いることで，旧来の茶屋赦免地のうちの三ヶ所を
宿場町と同等の扱いにし，その上で新町・三ヶ所以外で
の売女渡世を禁止するものであった。
　従来の研究において三ヶ所は，遊廓以外での売春を厳
禁した改革下において例外的に残されたと評価されてき
た32）。しかし，黙認の諸段階を意識した上での隠遊女統
制の考察によって，このような評価から脱却することが
できた。
　以上のように，三ヶ所は宿場と同じロジックを用いる
ことによって，ほぼ売春を公認されていた。しかし公然
と売春が認められたわけではなく，三ヶ所は新町と同等
の公認遊所では決してないことを注意しておきたい。史
料 9 の中に，「食盛女附旅籠屋」の抱え女を「売女体之
者」とする表現がある（波線部）。これは，遊廓以外で
の売春を一切禁止としながらも，三ヶ所を存続させたこ
との矛盾が表出したもの33）であるが，逆に言えば幕府
公認の宿場に対するロジックを用いてもなお，三ヶ所に
対して明白に売春を公認してはいないことが窺えるだろ
う34）。
　以上のような，三ヶ所を泊茶屋渡世赦免地として設定
した上での売女取締りが，幕末まで行われる。次節では，
三ヶ所に含まれなかった旧茶屋赦免地の動向を中心に，
天保改革以後の大坂における売女統制を考察していきた
い。

第三節 大坂における売女統制
　三ヶ所以外で営業する旧茶屋・風呂屋は，天保十四年
正月までに廃業するか新町・三ヶ所に移転することを
余儀なくされた。しかし，実際はその場から撤退せず，

「表向斗商売替いたし候姿」で「煮売屋料理屋其外右ニ
類候商売筋之名目を以、紛敷女を差置、隠売女同然之為
及身過候者」も多く，このことは天保改革以後の売女統
制上の大きな問題となった35）。
　表 ３ で「②隠売女統制：町中隠売女の摘発に関する
触，旅籠屋・煮売屋への触」に分類されるもののう
ち，No.19以外全て「去ル寅年（＝天保十三年）茶屋差
止、商売替申渡候ヶ所」で，「表口江ハ宿屋渡世目印之
懸ケ行燈差出、内実三ヶ所泊茶屋ニ紛敷渡世」が行われ
ていることを取り上げている36）。つまり，三ヶ所以外の
旧茶屋赦免地における煮売屋・料理屋・宿屋などを騙っ
た「隠売女」渡世が，天保改革以後の売女統制の主たる
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対象であったのである。このことは第二章で検討した隠
遊女統制の第Ⅲ期でも同じように問題とされていた。し
かし，ここで煮売屋・旅籠屋の不正営業を行っているの
は元茶屋・元風呂屋であり，彼らは取締まるべき「隠売
女」渡世の者であった。すなわち，天保改革を経て，以
前は売春を黙認されたものとして同等であった茶屋・風
呂屋が，三ヶ所泊茶屋と非公認の「隠売女」渡世に分裂
したのである。
　このような「隠売女」渡世は「三ヶ所泊茶屋ニ紛敷」
き営業とされ，三ヶ所への引き移りを指示される。この
表現では，町奉行所自身が泊茶屋での営業と「隠売女」
渡世を，売春を行う点で同質のものと見なしていること
が露呈している。しかしより重要なのは，天保改革の趣
旨では，市中の売女渡世は遊廓に吸収されるべきであっ
たにも関わらず，ここでは三ヶ所へ移転するよう命じて
いることである。売女統制上，三ヶ所は新町と同様に扱
われているのである。
　また「隠売女」渡世が蔓延すると，「傾城町は勿論
三ヶ所泊茶屋等へ、兼而罷越候遊客」が手頃な「隠売
女」を選び，新町や泊茶屋が「客請相減旧来之得意に
相離、休商いたし候者多く」なる結果，「衰微ニおよひ
候」ことが「不埒之至」であるとされている37）。つまり，

「隠売女」渡世の蔓延によって，新町遊廓と並んで三ヶ
所泊茶屋が衰微する状況を問題視しているのである。こ
れは隠遊女統制の第Ⅱ期の町触で用いられていた表現と
同じであり，ここでも三ヶ所泊茶屋が新町と同様に扱わ
れている。
　前述の通り，三ヶ所は決して新町と同等の公認遊所で
はない。しかし，泊茶屋に対する売春の黙認はかなり公

認に近いものであり，売女統制上，三ヶ所泊茶屋は新町
とほぼ同等の位置付けにあったのである。実際，天保改
革以後の売女統制を命じる町触に，泊茶屋や食焼女自体
を統制するものは見られない38）。
　ここで，天保改革下における売女統制を，それ以前
の隠遊女統制と比較しながら整理したい（図 1 39）参照）。
改革以前の隠遊女統制では，その対象である隠遊女が，
町中隠遊女と規定に反する茶立女・髪洗女に二重化して
いた。前者は存在そのものが非公認であるのに対し，後
者は公認された存在を前提としているという違いがあり，
そのため隠遊女統制も必然的に二重化していたのである。
　天保改革によって旧来の茶屋・風呂屋は，ほぼ売春を
公認された三ヶ所泊茶屋と，全くの非公認である「隠売
女」渡世とに分化する。その結果，改革後の売女統制に
おいて三ヶ所は新町と同様に扱われるようになり，それ
以外のものは「隠売女」として一括された。つまり，取
締り対象が非公認の「隠売女」に一本化されたのである。
　また，図の中には取締まり主体の一つである町が示さ
れていないが，隠遊女統制段階はもちろん，天保改革以
後も引き続き町中隠売女の取締まりを担っている。
　最後に，安政四（1857）年の茶屋赦免地復活に触れた
い40）。この時には，三郷外の寺社門前などに五ヶ所，市
中の旧茶屋赦免地五ヶ所の計十ヶ所での茶屋営業が赦免
された。しかし，ここで赦免された茶屋における「隠売
女ニ紛敷候義」は禁止されている。すなわち，これらの
茶屋赦免地は三ヶ所と同じ政治的位置付けにはなく，単
純に旧茶屋赦免地が遊所として復活されたとは評価でき
ないだろう。

図１　大坂における隠遊女統制・隠売女統制の概念図
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おわりに

　以上，本論では近世大坂における遊所統制を考察した。
繰り返しになるが，要点をまとめておきたい。
　大坂では，遊廓外の遊女商売を禁止する幕府の原則を
基本としながらも，市中に茶屋・風呂屋が存続させられ
た。元禄七年には茶立女の公認に伴って茶屋での売春が
黙認され，これに引きずられるように風呂屋も茶屋同様
に売春を黙認された営業となった。こうして，茶屋・風
呂屋の設定と黙認を前提とした，大坂独自の隠遊女統制
が確立した。この茶屋・風呂屋に対する黙認の政治的位
置付けは，これまで同じく黙認とされてきた宿場町の食
売女や，江戸市中の岡場所とは異なるものであった。
　十八世紀の町触の検討によって，公認の茶立女・髪洗
女の存在が前提となったことで，取締まり対象である隠
遊女が町中隠遊女と不正な茶立女・髪洗女という二系統
に分別され，それに伴って統制が二重化するという隠遊
女統制の特徴を明らかにした。そして，大坂の都市開発
と相まって，問題関心が新地に広がる営業に集中してい
く展開を整理し，大坂における隠遊女統制の到達点を示
すことができた。
　以上を前提として天保改革下での大坂における政策を
検討すると，三ヶ所における「食盛女附旅籠屋」・泊茶
屋の公認は，単純に従来の茶屋の存続を認めたものでは
なく，宿場町に対するロジックを用いることで，論理上
改革の趣意に背かないようにした施策であることがわか
り，従来の評価から脱却できた。改革以後の売女統制に
おける眼目や，そもそも大坂で三ヶ所として旧茶屋赦免
地の存続が選択されたこと自体も，改革以前の大坂にお
ける統制や状況を踏まえて，はじめてその意味を理解で
きるものであった。
　以上は，茶屋と新町を一望して大坂における統制を考
察したことによって明らかにできたことであり，町奉行
所による統制の意図を立体的に理解できたと考えている。
　残された課題を述べると，本稿は町触の検討に依拠し
た考察であるため，公儀法度から窺える側面の分析に終
始し，実態への論及が不十分であった。今後は統制を逸
脱した存在の実態に迫りうる史料を検討し，それとの関
係において統制のあり方を再度分析する必要があるだろ
う。また，茶屋や茶立女の実態に迫りうる史料を検討し，
経営のあり方や遊所間のネットワークの復元を行うこと
によって，大坂における遊廓社会41）の総体を明らかに
していきたい。
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「隠遊女」の文言が見られる。

16．表 ２ のNo.22。大阪市史三，443頁。史料中の傍線は筆者によ
る。

17．新町の遊女には廓外の客の元へ向かう「町売」という営業が
許されている。茶立女・髪洗女の往来が禁止されるのは，売春
を黙認された彼女らが遊女同等になることを抑制する目的が窺
える。服装を質素なものに限るのも，これと同様の狙いがある
だろう。

18．大阪市史三，1242頁。史料中の傍線は筆者による。
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19．安永二年十二月の「茶屋商売外株ニ而致候者，以来惣年寄幷

茶屋年寄共毎月改之事」（表 ２ のNo.34）など。大阪市史三，829
頁。

20．注 4 の掲載論文の前者に同じ。
21．注 4 の掲載論文の後者に同じ。
22．煮売屋については注20の論文を参考にした。旅籠屋株の赦免

状況は，屋久健二「近世大坂の酒造働人口入屋仲間と都市社
会」（塚田孝編『大坂における都市の発展と構造』，山川出版社，
2004）を参照した。

23．表 ２ のNo.37。大阪市史三，1241頁。
24．岡場所への統制は注12の論文を，四宿に対する統制は注13の

論文を参考にした。
25．表 ３ のNo.1。大阪市役所『大阪市史』四・下（1913，以下
「大阪市史四・下」と略す。），1513頁。

26．表 ３ のNo.3。大阪市史四・下，1585頁。
27．表 ３ のNo.4。大阪市史四・下，1591頁。史料中の傍線・波線・

二重線は筆者による。
28．茶屋を主体とした表現になっているが，風呂屋の営業赦免地

は茶屋営業赦免地と重なるため，問題無いと考えている。また，
茶屋株が文化初年には一二五五株と多数にのぼるのに対し，風
呂屋株は市中にわずか二六株と，株数にかなりの差がある。

29．以上のような大坂における施策が実行されるにあたっては，
幕閣と大坂町奉行所の間でやり取りがあった。その史料は「市
中取締類集」遠国伺之部三（『旧幕府引継書』第一集）の中に残
されているが，未検討である。また，この史料は坂本忠久氏に
よって検討が加えられている（坂本忠久「天保改革期大坂の売
女・芝居規則の動向」，同著『近世後期都市政策の研究』第八章，
大阪大学出版会，2003）。

30．また，客の宿泊が禁止された茶屋に比べ（史料 1 ，⑤），名目
が旅籠屋となったことで客と飯盛女の宿泊が公認されたことに
なる。

31．表 ３ のNo.12。大阪市史四・下，1711頁。史料中の傍線・波
線は筆者による。

32．佐賀朝「松島遊廓の社会構造」（同著『近代大阪の都市社会構
造』第一章，日本経済評論社，2007）など。

33．この評価は佐賀朝氏によっても行われている（前掲論文）。
34．佐賀氏は，「問題提起―近世～近代「遊廓社会」研究の課題

―」（『年報都市史研究』17号，2010）の中で，三ヶ所が設定さ
れたことにより，新町遊廓のみに遊女商売を公認することで売
女統制を行う「公認遊所一ヶ所体制」が崩壊したと評価してい
る。しかし，以上検討してきたように，三ヶ所はあくまで旅人
を相手にする宿場の旅籠屋と同質なものであって，遊客を相手
にする遊廓とは政治的位置付けが全く異なっている。史料 9 の
文言を考えても，新町と同等の公認遊所として三ヶ所が設定さ
れていないことは明白である。つまり筆者は，公儀による統制
の論理の上では「公認遊所一ヵ所体制」は幕末まで固持された，
と評価すべきであると考えている。

35．引用史料は表 ３ のNo.7。大阪市史四・下，1634頁。
36．引用史料は表 ３ のNo.16。大阪市史四・下，1842頁。
37．引用史料は表 ３ のNo.25．大阪市史四・下，2340頁。
38．三ヶ所の食盛女や食焼女の服装については，「傾城町同様」に

華美にならないよう触れられている（表 ３ ，No.5，No.13）が，
この触は町中全体に対して服装などの風紀の取締まりを目的と
したものである。

39．隠売女統制段階において，三ヶ所が隠売女の摘発を担ってい
たかどうかは，本稿で検討した町触からは確認できていない。

40．表 ３ のNo.23，24。大阪市史四・下，2220・2225頁。
41．吉田伸之「遊廓社会」（塚田孝編『身分的周縁と近世社会４　

都市の周縁に生きる』，吉川弘文館，2006）。
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近世大坂における遊所統制（吉元）

The Regulation of Early Modern Osaka’s Pleasure Quarters

Kanami YOshiMOTO

　　In early modern Osaka, as in Edo and Kyoto, prostitution was strictly prohibited outside 
of licensed pleasure quarters.  However, in actuality, a preponderance of unsanctioned 
districts in which prostitution was tolerated also developed.  Therefore, when examining the 
regulation of pleasure quarters, it is essential to consider both officially licensed quarters and 
districts where prostitution was tolerated but not overtly sanctioned.  
　　In Osaka, the operation of teahouses and bathhouses where prostitution was tolerated 
was officially sanctioned throughout the city in Genroku 7 (1694).  The regulation of 
prostitution on the basis of the existence of these sorts of teahouses and bathhouses was 
unique to Osaka.  In historical records, this manner of regulation was referred to as kakushi-
baita tosei, or the policing of unlicensed prostitutes.  This article examines the regulation of 
prostitution in Osaka through an examination of official proclamations issued by the Osaka 
City Governor.  
　　There is already a significant body of research on Osaka’s teahouses.  In addition, 
foregoing researchers have examined the social structure of Osaka’s Shinmachi pleasure 
quarter during the seventeenth century.  However, the relationship between the city’s 
teahouses and Shinmachi has yet to be sufficiently analyzed.  This article seeks first to 
overcome this issue.  
　　Furthermore, scholars have conventionally argued that prostitution was tolerated in a 
similar manner in both Osaka’s teahouses and bathhouses and Edo’s Four Stations (shishuku) 
and numerous unlicensed red-light districts (okabasho).  Yet, there were actually various 
levels of toleration.  It is essential to be aware of these varying levels.  
　　In addition, by analyzing the policing of unlicensed prostitutes from the above 
perspectives, this article attempts to reexamine the regulatory policies introduced during the 
Tempo Reforms. As a result of those reforms, prostitution in Edo was completely banned 
outside of the city’s licensed pleasure quarter.  In other words, the authorities attempted 
to reinforce the Bakufu’s fundamental principles regarding the regulation of prostitution.  
However, in Osaka, the operation of inns that employed prostitutes known as meshimori 
onna was officially permitted in three of the city’s licensed teahouse districts: Dotonbori, 
Shinbori, and Sonezaki shinchi.  In the foregoing research, this policy has been treated as 
one that facilitated the continued existence of brothel districts other than the city’s licensed 
pleasure quarter.  Furthermore, it has been treated as an exceptional policy that ran counter 
to other measures implemented during the Tempo Reforms.  This article aims to reevaluate 
that policy and, in light of that reevaluation, to reconsider the regulation of prostitution in 
Osaka after the Reforms.  
　　With the above issues in mind, chapter one analyzes the pronouncement from Genroku 7, 
which officially recognized the existence of Osaka’s teahouses and bathhouses.  Chapter two 
examines the state and historical development of the measures introduced in chapter one.  
Chapter three considers the regulatory policies introduced during the Tempo Reforms and 
analyzes the subsequent trajectory of efforts to regulate prostitution.

Keywords：�prostitute / unlicensed prostitute, The Tempo Reforms, teahouse, pleasure 
quarter, the regulation of pleasure quarters
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