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＜事務局より＞  
２００７年７月２８日から３０日にかけての、第８回研究会 土佐国物部・浦戸大湊地

域の現地調査・研究会に関する報告をいたします。 
本調査は、２００５年度の新潟県紫雲寺潟・福島潟・磐船潟の調査、２００６年度の鹿

児島県万之瀬川河口・坊津の調査に続く第３回目の地域調査になります。これらの調査で

は、一貫してラグーン・潟と称される自然地形が、人々の生業体系と如何なる関係を構築

していたのか、また海上交通と陸上交通の結節点としての役割を如何に果たしていたのか、

といった点について検討してきました。 
今回、調査対象とした土佐は、南海道の最奥の国にあたりますが、中世では畿内への木

材供給地であり、また明との勘合貿易の中継地の機能を果たしていたことも指摘されてい

ます。服部氏・楠瀬氏が調査された物部村地域は旧大忍荘にあたりますが、木材資源の豊

かな荘園で、民間宗教「いざなぎ流」を伝えた地域としても高名です。また浦戸・大湊は

紀貫之の『土佐日記』が帰京の際に立ち寄った湊で、浦戸は現代でも県内最大の港であり、

一方の大湊は現代では忘れ去られたまぼろしの港です。市村氏・吉成氏の報告にあるよう

に、大忍荘を貫流する物部川河口部に大湊があり、この河川・潟に規定されていくつかの

中世の城郭が敷設されています。 
荘園・山林・河川・潟・行政府などを個々にとらえるのではなく、それぞれの関連性を

追及してみると、それらが密接にかかわりながら一体的な地域を構成していた様子が浮か

び上がるものと思います。山林にまつわる生業と呪術、潟にかかわった流通ルート・湊、

あるいは国衙・守護所・城などの行政機構といった諸要素が土佐という地域において、い

かに体系的に存在していたのか、そしてその時代性と変化について考えてみたい、今回の

調査そのような問題意識をもって計画しました。 



 

（１）高知地域調査にあたっての問題提起 
菱沼一憲（歴博研究協力員） 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
はじめに 
本研究会では、潟湖に関係した交通・権力編成・生業の変遷を一つのテーマとしている。

そのため、 
２００５年度 新潟県紫雲寺潟・福島潟・岩船潟の調査 
２００６年度 鹿児島県持躰松遺跡・坊津の調査 
を行ってきた。 
 これらの地域調査により交通・権力・経済の結節点として潟の重要性が確認できた。引

き続き本年度は７月末に高知の旧大湊・浦戸湾、９月に伊勢湾の地域調査を行う予定であ

る。本年度は基幹研究の総括の年度にあたっており、これまでの調査・研究を収斂してゆ

く必要がある。如何に収斂してゆくかは、研究者個々の問題ではあるが、事務局菱沼とし

ての意見を提示し高知調査の問題提起としたい。 
 
一、大湊と浦戸の概要 
 平安期（承平４、934年）、『土佐日記』の紀貫之は、国府→大津→浦戸→大湊→奈半利（な
はり）を経て、阿波から淡路島の南側・和泉沿岸を通り、淀川をさかのぼって山崎に至っ

ている。浦戸は浦戸湾の入り口の桂浜付近、大湊は物部川旧河口のラグーンのほとり、現

在の前浜に比定されている。貫之は国府を出立して大津・浦戸を経て大湊に至るが、ここ

で風波により１０日ほど足止めされる。その 2 日目には国分寺の講師から酒が貫之へ届け
られており、大湊が国府と連絡の緊密な場所であることがわかる。 
この大湊から物部川を遡った場所に細川氏の守護代所と考えられる田村遺跡が所在する。

守護代所は、物部川を通じて潟湖・土佐湾とつながっており、また潟湖を挟んで大湊の湊



 

町と向かい合う場所におかれていた。また物部川上流の大忍庄は山林資源地で、南北朝期

には熊野社造営料所とされており、そうした物流が管理できる場所でもあった。 
伝鎌倉後期の海事法「回船式目」には、摂津兵庫・薩摩坊津などと並んで浦戸の篠原孫

左衛門の名前がみえる。同法は戦国後半から近世にかけてのものとされるが、中世後期に

は日本を代表するような湊と認識されていたことがわかる。浦戸の津は、浦戸湾の入り口

部分にあたると想定されており、長宗我部氏の朝鮮出兵期には、浦戸城を大々的に改修し、

その拠点として使用している。ただし本来の居城であった、浦戸湾奥の大高坂城（山内氏

の高知城）も支配機能を残しており、朝鮮出兵という特別な事情によるものらしい。 
大湊の潟湖でも、浦戸湾でも、潟・湾の海に面した部分に湊町が形成し、反対の奥側に

支配機能がおかれるという構図が描ける。海上交通の便利さでは海側、陸上交通との接点

では奥側が有利であり、潟湖の機能もこうした部分の機能の総体としてとらえることがで

きそうである。 
 
二、都―鄙、地域社会構造 
 地方を都市の収奪対象とする認識、都市と地方を支配者・被支配者の関係で捉えること

は庄園研究などでは常識的であり、また封建制においては、将軍―御家人という支配関係

は、地方の所領を給与することにより形成される。しかし、庄園領主―在地・将軍―地頭

という支配・被支配の関係によってのみ、都―鄙関係を説明するのは一元的である。京都・

鎌倉・江戸の都市生活は、地方からの物資の流入により支えられており、内乱などにより

流入が止まれば都市機能は麻痺する。地方も都市を核とする流通経済と支配機能に依存し

ているし、先端文化・文明の多くは中央から供給される。 
こうした都鄙の相互関係を検討する上で、都鄙間交流を媒介し、地域社会を構成する存

在である地下官人・沙汰人層が注目されている。大忍庄の中氏は同庄南部屈指の有力な一

族で、刀(戸)禰給を給付される庄官であり、同庄の海への津口(海港)である岸本に屋敷を置
いていた。大忍庄の中氏以外に、長宗我部地検帳には、上方への材木積み出し地として著

名な安芸郡半利浦の湊番、高岡郡津野庄の須崎浦の中氏がみえ、いずれの中氏も海港との

関係ででてくる。この中氏は宝徳２(1450)年の譲状に「渡辺中源左衛門尉（花押）」注１と署
名しており、摂津源氏の渡辺党であったらしい。土佐の松浦党として知られる幡多郡興津

浦の渡辺氏は、海賊・海商的な性格を有していたことが知られている。大忍庄の刀禰中氏

も、摂津から土佐幡多郡にかけて海上流通に関与して分布した渡辺党の一端とみなすこと

ができる。 
 阿波国の事例ではあるが、鎌倉前期に吉野川河口の富田庄領主大江泰兼は、薩摩守に補

任された中級貴族でありながら、富田庄から興福寺に運上する木材を淀津で暴力的に差し

押さえるような武力をもち、また摂政九条兼実を動かして春日社領富田庄の立庄をも実現

させた政治的実力も持っていた注２。泰兼の訴えるところでは、春日社神人らは富田庄が国

衙領に転倒され京都祇園社造営料所となるに及んで、国衙使者が上分米を京都に運上する



 

ために庄内の津（津田島であろう）に着けた船を差し押さえ、和泉国の谷川庄へ漕ぎ渡し

てしまっている。こうした神人らの行動の背景に泰兼の差配があったことは充分に想定で

きる。吉野川河口に位置する富田庄は吉野川河口の材木積み出しの港である庄内津田島を

介して、上流部の材木資源と直結し、その消費地である京都・南都と媒介役を果たしたの

が中級貴族大江泰兼・春日神人らであったことがわかる。 
こうした大江氏の活動は、土佐の渡辺党中氏とリンクする。渡辺党も摂津国渡辺津を拠

点とし、中央権力へ武力を奉仕し、東シナ海に接する肥前松浦まで活動地を広げたのであ

り、都―鄙間交流の重要な媒介体として機能していたものと想定される。土佐の中氏も、

海上交通を介して全国展開した渡辺党の活動の一端であろう。 
 中央政権に直結しつつ地方に勢力を進展させた中流貴族で、東海道に顕著に進出したの

が工藤一族である。この一族は遠江国入江庄近辺、伊豆国狩野庄・伊東・宇佐美といった

地域に進出し、さらに東の中村党・三浦氏などと姻戚関係を結び、それらを介してさらに

房総半島の上総・千葉氏と結びついていた。こうした東海道海浜部諸氏の地域結合が、内

乱期に機能して鎌倉幕府という権力体へ発展していったと考えて良いだろう。吏僚二階堂

氏もこの一族であり、同氏がやがて薩摩国阿多郷（持躰松遺跡所在地）の地頭となるのは、

東海道に発生した地域結合の発展した結果とも評価できる。 
 渡辺党中氏が土佐湾沿岸に分布している状況から、東海道方面へ工藤氏が展開していっ

たような一族のまとまりのある分布構造が想定できるのではないか。 
 地域社会は地方で独自に構成されるのではなく、中央と密接に関係しながら地域社会が

形成されてゆくと考えて良いだろう。中央－地方の交流のなかで地域社会が創出され、そ

れが何らかの契機により独自に機能し始める可能性が存在していた。 
 
三、産業と生業 
 古代以来、土佐は鰹の産地であるが、それが近代的な産業となるのは、近世中期以後で

ある。本来、幡多郡の鰹漁は農業と兼務であり、江戸中期に紀伊国から先進的な技術を持

った漁民が港・漁場を借用して鰹節生産を行い、その技術を現地民が盗むことによってよ

うやく土佐の鰹漁・鰹節生産 が地場産業に転じた。 
前近代においては、農業などの生計の基幹生産活動に加え、焼き畑・楮生産・炭焼・狩

猟など多様な生産活動が複合的に構成され個々の家計が維持されていた。鰹産業で考えれ

ば、農民が兼業で鰹漁を行っていた段階は生業で、紀州漁民の流入により都市への供給を

前提として大量の鰹節生産が行われるようになれば産業であろう。 
林業についても木曽などから技術が流入説したという伝承が残されている。ことに安芸

郡など土佐の東海岸沿いに木材を供出する庄園が列立しているのは、より畿内に近いとい

う地理性の故であろう。庄園制を通じて、他の先進地から生産技術・輸送システム・労働

力編成システム(身分制)などが地域に導入され、林業という産業が成立する。やがて中央の
庄園制的支配から離脱して地域で独自に林業を運営するようになってゆく。 



 

しかし産業が成立しても前近代では生業の多様性は失われない。それは基幹産業も未確

立な状態にあり、その労働力・家計を維持するべき生業がなければ成り立たなかったから

であろう。 
 
（問題提起） 
都－鄙・産業－生業は、人・技術・文化・政治と多様なルートで結びつき相互に関わり

合いながら存在していた。そうした交流の結節点が、湊・津・泊であり、土佐の場合は浦

戸・大湊が古来よりその機能を担ってきた。こうした想定にあたり、 
＊土佐地域社会の形成状況とその範囲、そこでの浦戸・大湊の結節点としての機能 
＊南海道の南端という土佐の地域性と、その最大の規定要因となる土佐湾・紀伊水道の海上

交通利用の実態・時代的変遷 
という問題が浮かび上がるものと考える。 
（参考文献） 
市村高男「中世日本の港町」『港町のトポグラフィ』青木書店、2006年 
秋澤繁「大忍庄」『講座日本荘園史１０四国・九州地方の荘園』吉川弘文館、2005年 
市村高男『新版 高知県の歴史』山川出版社、2001年 
上杉和彦「中世土佐地域史論の諸前提」『十世紀研究会編中世成立期の政治文化』東京堂出版、1999年 
広谷喜十郎「土佐の漁業と紀州漁民」『海と列島文化８伊勢と熊野の海』小学館、1992 年 
福家清司「阿波国富田荘の成立と変遷」『史窓（徳島地方史研究会）』21、1990年 
下村效「泉州堺と土佐」『高知県の研究２古代中世篇』清文堂、1982年 
 
 
注１ 
「中源左衛門尉田地譲状」安芸文書 156 
土州於大里庄東河清遠名之内、はつきの代六百文、同中屋居内六百文、合壱貫弐百文、清

遠え、永代をかきりゆつりあとう所実也、（中略）永代状如件、 
  宝徳弐年四月廿九日  渡辺中源左右衛門尉（花押） 
鍋女所へ 
 
注２ 
興福寺別会所下文「阿波国庄園文書」鎌倉遺文 3994 
（端裏書）「阿波国富田下文案」 
興福寺別会所下 春日御社領阿波国富田庄并津田島神人百姓等所 
 可早任先度下知旨停止泰兼法師使者濫妨為雑掌末吉沙汰令運上御供所造営材木并用途等

事 
右、去正月之比、泰兼法師御供所造営材木并用途等、於淀津奪取畢、自由狼藉可被処重科



 

之由、令言上子細於殿下政所之処、於泰兼法師者、已以大明神御敵人也、罪科不軽之由、

被仰出畢、雖然御参宮之後、云寺家御辞退、云当時寺家御初任、連々忩々之間、沙汰自然

遅々、爰泰兼法師乗勝、引率数多人数、乱入庄家、致種々濫妨、令追却雑掌代等云々、事

若実者、所行之至、甚以奇怪也、凡当庄者、一向寺社進退也、然者若有愁訴者、可令訴申

寺社、将又可令言上殿下政所之処、不達上聞、違背寺社令掠申、訴訟於関東之条、非啻奉

軽神威、已招違勅之責者歟、梟悪之企取喩無物、設若随掠申、可及御沙汰者、何令言上事

由於殿下政所御、并可被尋仰子細於寺社歟、而糺明子細、可令注進給之由、以被仰出六波

羅之状、無左右庄家押妨之条、豈沙汰法哉、兼澄後相語守護代等事、未曾有奏事不実也、

泰兼与守護所親昵之因縁尤深云々、設雖有可語子細、豈可然哉、何況寺社下知之上、相語

守護等之条、為何哉、是偏泰兼法師無道之余、為令掠申訴訟、所行心奸計歟、所詮、自今

以後者、於号泰兼法師使者之輩者、悉可令搦進、兼若有同心寄宿之類者、速追却庄内、可

令没収所領也者、早任先度下知之旨、為雑掌末吉之沙汰、無懈怠可令備進御供所材木并作

事用途等之状、依衆徒御僉議、重所仰如件、 
  寛喜二年六月十三日 
別会所五師大法師（花押） 
 
承久三年三月日大江泰兼愁状「大東家旧蔵文書」鎌倉遺文 2937 
（前欠）（上略） 
一、去年富田庄御年貢上分米等押取、国衙使令京進之間事 
右、彼船着付富田庄之内津間、得便宜末社別当安養房其船立榊、催具神人等令点定之

処、国衙使数十人出来、不憚神威、抜棄彼榊付国津之間、且被催一寺我執、且為増大

明神威光、興福寺々領谷川庄漕付被彼船畢、和泉国・阿波国関東武士雖充満、道理顕

然上、成恐神慮、敢無其妨事、遠近見知無其隠者歟、件船谷川御庄内雖有数日、依無

御沙汰、去年十二月晦之比、阿波目代使者出来、令漕返云々、此条以富田庄神人等申

状、粗注進如件、 
以前条々大略如此、且当社領建立之間事、当神主（大中臣）時定朝臣有御尋無其隠歟、

凡者所進社家下文之状、明白次第也、望請恩裁、庄内神人百姓等令安堵、傍御年貢上分

米可令勤仕之由、以衆徒御下知、賜別会所御下文并正直御使一両人者、弥蒙寺社冥助、

専仰仏法威力、泰兼誠惶誠恐以解、 
   承久三年三月日  富田庄領主前薩摩守大江朝臣（花押）

 



 

 



 

（２）土佐国香美郡物部村南池・仙頭の地名と生業 
楠瀬慶太（Ⅰ）（九州大学比較社会文化学府修士課程） 
服部英雄（Ⅰ補足・Ⅱ）（九州大学大学院） 

（文責 中島丈晴） 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【Ⅰ 香美郡物部村南池の調査】 
はじめに 

大忍荘は槇山川を下りていってカガミチョウ、ハタケヤマなどを通り、岸本という漁

港まで広がる荘園である。その領有権は、①大忍郷が荘園化、②鎌倉期は当初には得宗

領、後期には極楽寺領、③南北朝初期は熊野新宮の造営料所、④室町期は細川管領家領、

という変遷をたどっている。 
こうした諸権力による領有の理由として、②は当該地の湊や山の権益に北条氏が目を

つけたのではないか、また極楽寺は造営のための材木供給地として注目したのではない

かと考えられる。また③は、当該地に熊野社関係が非常に多く（五社王子・若一王子な

ど）、それとの関連で熊野社領であったのではないかといわれているが、明確な根拠はな

い。 
これまでの研究史で当該地域が注目される理由として、戦国期に長宗我部氏が土佐平

定の基盤として槇山近辺に勢力を伸張させ、生産基盤としていた点があげられる。 
調査地域 

・調査地域は加美郡物部村南池（中世の山田郷、『長宗我部地検帳』には「物部庄」） 
・調査者は服部英雄、楠瀬慶太 
・聞き取り対象者は当該地域の古老（女性２名〈大正 11年生、大正 5年生〉） 
当該地域の古老は上の 2名しかいないため、早急な聞き取り調査が必要であると判断
し、今回、聞き取り調査を行った。結果を以下に記す。 
 
一、物部村南池部落の生業の変化 

①南池部落には、戦時中は 13 軒の家があったが、戦後徐々に少なくなってゆき、現在
は 2軒のみである。 



 

②米は自家で食べる分だけ作り、たまに南国市の人に売ったりすることもした。 
③現金収入源としては、三椏、炭、牛の生産・飼育である。 
 ・三椏は、 

1）大字山崎在住のヤマサキさんが紙漉きの仕事をしており、三椏の加工をしてい
た。また三椏は焼畑をして作り、同じく焼畑で蕎麦、稗、粟なども作っていた。 

2）三椏の売買は、剥いだのちのそのままの黒い皮の状態では 2000 円だが、水で
さらして白い状態となったものは 6000円になるので、水でさらして売っていた。 

 ・牛は、 
  1）子牛が物部村に入ったところの大字・大栃の市場で売買されていた。 

2）大栃でのセリは 1ヶ月に 1回のペースで行われていた。 
3）子供を産むため雌牛のほうが高く売れた。 
4）物部から河北、山田あたりにかけて、「ばくろう」が牛の品評をしながら売り歩
いていた。 

④現在は田をつぶして植林しており田畠がほとんどない。植林は部落から移住する人が

してしまう。植林すると、影ができその下にある田圃は作付できない状態になってし

まう。そのためどこも植林してしまった結果、田畠がほとんどない状態となった。ま

た、焼畑をしていた場所も、柚子のほうがお金になるとの理由から、もっぱら柚子が

作られるようになった。その結果、物部村は柚子生産量が全国一となっている。 
 
二、南池部落の地名聞き取り調査 

当該地域が景観復元研究にとって重要なのは、天正期の『長宗我部地検帳』が残存し

ており、当時の土地利用の形態が分かり、地名と文献とを突き合わせて検討することが

できるからである。例えば、「南池」（526頁）はほとんど山畠であり、天正期には山畠
に課税されていた地域であったこと、天正期の地名が現存していること（「カチヤフチ」

と「カジヤ淵」など）などが分かる。 
次に、『角川地名辞典 高知県』（史料①）・『長宗我部地検帳』・（史料②）『韮生槇山

境目御尋ニ付御請状』（史料③）の南池部落相当部分と聞きとり調査結果との比較検討

を行った。 
 
【史料①】（『角川地名大辞典 高知県』所収小字一覧「物部市南池」項） 
磯端 城ノ北 カケフロチ 大ウネ カラ谷 シヲリ 榎サコ トヤノウ子 水ノ元 

麦荒 立石 土井ノ南 ノソウ 蕨ノ内 土居 山口 中ノ谷 笠石 市宇野 タツ

原 カジヤ淵 奥タヅ原 井込 イラザコ 火打 ホントメ 池ナル ナガヤレ 
 
【史料②】（『長宗我部地検帳 香美郡上』高地県立図書館、1962年） 
塩売（シヲリ） 井ソハナ 大ワタ 井モ穴 平瀬道 土ゐ 入道 ススノ瀬 カチヤ

フチ 一宇 
 
【史料③】（『韮生槇山境目御尋ニ付御請状』米家泰作『中・近世山村の景観と構造』校

倉書房、2002年所収） 



 

池ノエミ かなわ木 
 
このうち、傍線を引いた地名が、今回の聞き取り調査でも確認しえた地名である。 
聞き取り調査で確認した「シヲリダニ」は、【史料②】を見ると、「同し道ノ下南池堺

ハ塩売神ニ松桧限」（『長宗我部地検長』526頁上段）とあるのに一致し、「塩売神」の存
在が確認できる。この地域には塩に関する伝承がかなりある。「シヲリダニ」についての

塩伝承を聞くことはできなかったが、やはり当時塩は貴重なもので、塩売りが村の生活

に関与していたことを物語るものといえよう。 
なお、【史料③】のうち「池ノエミ」については地元民も知らない地名であった。 
ほかに、調査で聞き取った地名として、以下のものがあげられる（地名の聞き取りは、

「ヒノハラ」の小松氏と、「カジヤレ」のオカモト氏からのものである）。 
 
【谷の名前】 
ユ（イ）ミギ谷 イゴミ（井込）谷 中ノ谷 土居谷 シオリ（塩売）谷 
 
【田の名前】 
カジヤレ（荒） ミズヤレ（荒） 麦ヤレ（荒） ニイダ（新田） オオダ（大田） ヒ

ノハラ カキノサコ オ（大）ウネ ノソウ 
 
これらのうち二重傍線の地名は、【史料①～③】でも紹介されておらず、今回あらたに

聞き取った地名である。ただし、これらの詳しい分布については、今後の課題である。 
そのほかに聞き取った地名として以下のものがある。 
・「池ノナロ（池ナル）」 
ここは茅葺用に刈る茅の共有地であり、13人の共有名義になっている。窪地になって
おり、むかしここには池があったらしい。聞き取りをしたコマツ氏は現在 91 歳だが、
かつて 5歳位の時に池を見たことがあるとのことであった。一方、オカモト氏はすでに
水はなかったと話していた。 
・カナワギ（ミ） 
山の名前である。すでに米家氏が紹介している。 
・カンジヤ（カジヤ） 
淵の名前である。ここで泳いだという話を聞き取れた。 
・大西橋 
むかしはあったが、現存していない。 
 
三、聞き取り地名場所の現状 

次に、実際の現地踏査の結果について当該地の写真を参照しながら説明したい（写真

はすべて筆者撮影）。 
・図 1「イゴミ（井込）谷」 
そばの岩にお札が立てかけられていた。 

・図 2須賀神社 



 

南池部落の村社であり、ここで祭りが行われている。 
・図 3「中ノ谷」 
現在工事中であり、谷自体が破壊されている状態にある。 

・図 4「土居谷」 
工事の結果、谷が壊されている。なお、「土居谷」を少し下りたところに「温泉前」と

いうバス停があるが、古老からの聞き取りによると、かつてここで岩の間から温泉が湧

出していたということであった。しかし、ここも工事の結果すでになくなったのであろ

う。バス亭はその名残と考えられる。 
・図 5「イゴミ谷」の大岩 
戦時中には米の供出を避けるために、米を大岩の下に隠していたという話をうかがえ

た。それが恐らくここの大岩のことだと思われる。 
・図 6「南池橋の袂」 
南橋は「カンジヤ淵」のすぐ上にあるが、橋の袂には大般若経が立てかけられている。 

 
むすびに‐今後の調査課題‐ 
・土佐山田町は地誌調査の過程で地名の聞き取り調査がなされたのに対して、香北町や

物部村は広域的な地名調査はほとんど行われていない。 
・河北町・物部村ともに過疎化・高齢化が急速に進んでいる状態にあることから、早急

な聞き取り調査が望まれる。聞き取りが有用なことは、今回の調査でこれまで文献資

料で知られていなかった地名を採取できたことに明らかである。 
・今後の調査は、大忍荘域にこだわらず、山の村から平野の村へと景観の変わる物部川

流域（香美市域－旧物部村・香北町・土佐山田町－）について、地名の聞き取り調査

を中心に、農業地理学的調査・民俗調査・考古遺物の分布調査・戦争体験記憶の聞き

取り調査などを併行しつつ行いたい。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

調査地域図（秋沢繁「土佐の山村‐大忍庄槙山を中心として‐」『中世の風景を読む６ 内海を躍動 

する海の民』新人物往来社、１９９５年を改変
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【Ⅱ 南池・仙頭の調査‐米家泰作論文の検討を通して‐】 
 
 
一、南池の地名調査 

［ 南池ノ江見とかなわ木 ］ 
延慶 2 年（1309）3 月 20 日「土佐国大忍庄槙ノ山与山田韮生山堺方至之事」（＊米家
論文 78頁）の「岡内／宗恒名内 南池ノ江見 小堺在り」の「南池ノ江見」、慶長 10年
（1606）推定「韮山槙山境目御尋ニ付御請状」（米家論文 94 頁）記載の「一、岡内・根
木屋・韮生南池三方之堺ニハ、池ノエミかなわ木限也、彼かなわ木と申し、壱本の木ニ

三方へ枝有、壱ツ枝ハ槙山岡内分へ付、又壱ツの枝ハ根木屋分へ付、壱ツ枝ハ韮生南池

へ付、さてかなわ木と申伝候也、」の「かなわ木」の聞き取り確認を行った。 
結果、「かなわ木」の地名は知っているが、その場所についてはうまく説明できないと

いうことであった。 
［ 山モチタキについて ］ 
文保 2年（1318）3月 10日某氏下知状（米家論文 81頁）には、「北限、上ハ山モチタ
キノ下ノヘミヲサカヒ、ニラウ庄のサカヒ」とあり、「上」と書いてあるので書き出し

の「山モチタキノ下ノヘミ」が一番高いところにあると考えるが、米家氏はずっと奥に

入りこんで南池の谷の中にある滝から始まることを意味すると解釈している。しかしそ

うすると、「上」と表現するか疑問である。『日本国語大辞典』には、高知県では崖のこ

とを「タキ」と表現するとあるが、聞き取りでは崖と滝のどちらを意味するかは明確に

確認できなかった。 
［ 仙頭について ］ 
仙頭についての史料は、応永 23年（1416）1月 11日「土佐国大忍庄専当時末名山地

等地堺事」（米家論文 85-86 頁）がある。この史料には現在の小字と一致する地名が多
く記載されている。例えば、「北限シヤウシ屋敷」には現在も「シヤウシ屋敷」という

字名が現存する。なお中世での呼称であることから、「シヤウシ」とは大忍荘の荘司を

意味するのではないかと推測される。 
 また、史料の後ろから 3行目には「石内ニアマカ石屋敷一所」と書かれている。米家
氏はここを仙頭の飛び地とされているが、現地を踏査すると槇山川をはさみ両方ともに

仙頭地区で、吊橋によって結ばれており、「石内アマカ石」は「ヒノジ」という中の地

区名であった。米家氏が飛び地と解釈した当所が仙頭のなかでいかなる意味を持つ場所

なのかは今後の検討課題である。 
［ 土佐国大忍庄槙ノ山与山田韮生山堺方至之事の四至表記  ］ 
「土佐国大忍庄槙ノ山与山田韮生山堺方至之事」（前掲）は、槙之山と韮生との山境に

ついての史料であるので、ここに書かれている様々な地名はその堺目を示しているのだ

ろう。とくに最初の「谷相」「長谷川」「大栃」を詳しく書いているのは、ここの境界が



 

問題となっていたからだろう。そのあとの「根木屋」から「別符」は簡単に書いている

ので、ここは論所となっていなかったのだろうと思われる。 
 
二、村における生業の疲弊 

かつては材木が一本 6-7万円で売れていたが、現在は 2千円程度まで値が落ちている。
昔は川流しを業者が請け負っていた。村の人は筏に乗り、下流の終点での材木の売り買

いの相場で、現金収入が多いときもあった。当時は、自分の家は田圃で生活し、加えて

材木や商品作物としての三椏、牛の売買、農繁期における平野への牛の貸し出し、炭な

どによって現金収入を得ることができ、豊かな村であった。しかし、現在はそうした仕

事が減った結果、村が疲弊し、若者たちはみな高知市へ出て行き年寄りばかりの現状に

なり、昭和 30年代にくらべて 3割程度に戸数が減っている。 
＊米家泰作「中世山村と山地空間‐土佐国大忍荘槙山における名の領域と空間認識‐」

（『中近世山村の景観と構造』校倉書房、2002年） 
 
【質疑討論】 
[ 材木運搬と権力 ] 
会場から、大忍荘で切り出した材木はどのように集荷され目的地まで運ばれていたの

かという質問が提起された。 
報告者からは、『蒙子襲来絵詞』には大きい船の後ろに「はしけ」がつなげられている

事例があり、従って、船につないで引っ張っていったのではないかと考えられる。また

運ばれた木材としては建築材や燃料木などが主なものとして考えられるのではないかと

の回答があった。 
それと関連して、切り出した材木はどこで換金されていたのかとの質問があった。 
報告者からは、土佐国の国衙が近くにあり、そこは都市的な場なので、そこで換金さ

れたのではないかとの回答があった。 
その後、材木が目的地へいかにして運搬されたかについて議論がなされ、室町期の南

禅寺・本願寺などの事例から、木材切出し地から運搬する史料の存在や、そのさいの材

木引き人夫の調達が困難であったとの事例が紹介され、材木をめぐる寺院権力の財力や

動員力の問題が提起された。 
[ 物部川河口の生業と権力 ] 
報告に対し、物部川河口まで筏流しで材木が運搬されると、用水路や橋場や市場への

被害が生じると想定され、生業と川流しとの矛盾点を把握し解決しなければならなかっ

たはずである。そのように考えると、時期に応じ、また権力のあり方によって河口の権

利を握っていたのは誰なのかとの問題が生じる、との問題が提起された。 
それに関連して、大忍荘域には物部川河口部ではなく岸本の香宗川が相当しており、

この岸本には那珂氏という領主がいたので、那珂氏が河川流通権を握っていたとすると、



 

材木は物部川河口ではなく岸本の川、つまりはその上流域から流されたと考えられるの

ではないか。つまり材木供給地は物部川なのか香宗川なのか、荘域と流域のズレの問題

があると提起された。 
[ 大忍荘における貯木地と自然条件 ] 
最近における大忍荘の材木の種類は何かとの質問があり、報告者は、最近はトガ、モ

ミであり、そのあと営林署の方針でスギ、ヒノキになったと回答した。またそれに関わ

って、中流域における貯木場の存在について、山田の談義所でよいのかどうか質問が出

された。 
報告者は、中世では明確ではないが、近代では談義所から馬車によって運搬されると

回答した。 
また会場からは、材といっても、柱やクレなどその大きさによって貯木や運搬方法、

杣人か木挽きかが異なるであろうこと、くわえて、大忍荘における塩の道に注目すると

物部川が大栃付近で不自然な流れ方をしていることにも注意すべきとの提言があった。 
最後に、明日の現地調査にむけて、浦戸湾周辺についての地形的特徴や地名などの説

明がなされ研究会は終了した。 



 

（３）守護代所田村城館を中心とする香長平野の様相  

吉成承三（高知県埋蔵文化財センター） 
（文責 菱沼一憲） 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

＜田村城跡範囲想定復元図＞ 

一、中世城跡と物部川旧河道 

 飛行場のある付近が南国市田村で、そこで発掘された田村城跡が守護細川氏の代官の居

館と考えられている。高知県教育委員会の昭和５７年調査（高知空港拡張工事一次調査）

では、田村城発掘図の Loc.43より城館の外郭を形成する外堀南西部が発掘されており、同
図黒塗り部分の現存の土塁に連続する。Loc.43 で検出された外堀から大永年間（1521～
1527年）の大般若経御札が出土している。この堀は出土遺物からみて１５世紀後半から１



 

６世紀前半にかけた時期には廃絶されており、短期間の使用であったらしい。平成 11年度
に行われた二次調査では、Loc.43 部分の土塁の断ち割り調査を行い、土塁基底部で中世の
建物の柱跡と考えられるピット・溝を確認している。また土塁の上層部は、二次的に動か

されて整地されており、近世期の細勝寺移転時以降に造成されたと想定される。ただしこ

れまでの発掘調査は南西部の部分的のみであり、全体が同様に考えられるのかどうかは不

明である。 
Loc.43の東側、Loc.42にあたる弓場・二本松地区部分の北側「ホリツメ」から内堀が検

出されており、その北側の「城」部分が田村城の中心郭にあたると考えられる。この Loc.42
からは、土坑より 15世紀代と考えられる京都系土師器（手づくね皿）が大量に一括廃棄さ
れた状況で出土している。田村遺跡で大量に出土した京都系の土師器皿は、物部川周辺の

遺跡から出土する傾向があり、かつ仁淀川以西の遺跡からは 15世紀代の京都系土師器皿は
ほとんど出土していない。仁淀川中流域、平安末期の土佐国の有力者である蓮池氏が拠っ

た蓮池より少し上流にあたる土佐市日高村の小村神社（土佐国二の宮）参道東側の遺跡か

ら京都系土師器皿が比較的まとまって出土した程度である。田村遺跡で出土した土師器皿

は１５世紀代で、細川氏の勢力範囲、ことにその代官館より大量に出土していることから

して、細川氏の勢力が及んだ遺跡のメルクマールとなる遺物といえよう。 
Loc.42 の「二本松」の北側で内堀跡が確認されており、その東側には南北に土塁が現存
している。田村城の中心郭は字「城」部分と想定されるので、この「城」の南面にあたる

堀跡は内堀にあたり、また発掘された内堀東端部から南北に現存する土塁の東側に沿って

狭い地割が延びており、これが内堀南面から連続し東面を構成する堀跡に推定できる。南

北に延びる「城」東面の土塁の北端に城八幡神が祀られており、ここを北東の角とし点線

で示したように北面・西面を成す区画内が田村城の中心郭と考えられる。 
平成１６～１８年度に南国市教育委員会により、田村城館の中心郭を囲む内堀の確認調

査が行われ、西側の内堀のラインが確認されている。内堀北西部では 16世紀代に埋められ
た廃棄土坑が発見され、李朝青磁・青花など貿易陶磁器も大量に出土した。「城」の西側に

は、スクリーントーンで示したように南北・東西に３本の現存する狭地割があり、北側の

試掘調査では、それに直交する内郭西側区画の点線ラインの延長上で南北に延びる堀を検

出している。その北側に土塁らしき遺構も残っているが未調査であり、発掘された堀との

関係は明らかではない。また中心郭の東側は、字市場・久保田・東門を含む黒実線で囲ん

だ範囲が城郭として機能していた空間と考えられ、外郭の範囲は東西約３５０ｍ、南北約

２５０ｍが推定される。 
市場の東側のスクリーントーンで示した場所が旧河道で、航空写真や地図でも周辺の旧

河道が判読でき、さらに発掘による断面調査によっても旧流路を確認している。この旧河

道は南下して前浜の浜堤部分にあたる下島まで続いており、おそらく中世段階ではその付

近が河口であったと想定される。 
この旧河道に面した西側部分では、田村城跡の他に２箇所の中世城跡の存在を確認して



 

いる。一つは下流部にあたる現在の高知空港を挟んだ南側に位置する千屋城跡で、もう一

つは上流部の岩村土居跡である。 
千屋城跡は千屋氏の居館とされており、細川頼益以降の頃から編成された在地の国人で

ある。１辺 50ｍを測る方形の堀で囲まれた居館であり、中心郭と考えられる部分の北側に
「三ノ塀」、南側に「的場」地名がみられ、周りにも付属施設があったものと考えられる。

昭和 58 年に発掘調査が行われ。平成３年に空港緩衝緑地事業で城館東側を調査しており、
15世紀代～16世紀前半の溝、土坑が検出されている。 
もう一つは、上流部の「福船」にある岩村土居跡であり、平成７～１０年にかけて南国

市教育委員会によって内堀・外堀と土塁の調査が行われている。北側の土塁に一部開口部

があり、また堀も一部土橋状に掘り残して入り口を設ける構造になっている。東側の堀の

断面に注目すると、当初は V 字形の薬研掘であったものを後に箱掘りに改修していること
がわかる。薬研掘の底面にあたる V 字形の突端部分からは南北朝期段階の遺物が発掘され
ている。箱掘へ改修された層からは 15 世紀代の遺物が出土しており 15 世紀後半段階での
改修と考えられる。城郭プラン(縄張り)を比較すると、田村城跡のように諸郭が詰城と考え
られる中心郭を取り囲む土居（輪郭式）ではなく、岩村土居跡は一方向に郭が付属するタ

イプ（梯郭式）であり、香宗土居城跡も類似の様式である。この梯郭式が古いタイプ（南

北朝か）であり。輪郭式に変遷していくものと考えられる。岩村土居跡の調査では、箱掘

に改修された堀の東側で旧物部川の自然流路にあたる緩やかな落ち込みラインを確認して

おり、土居跡の東側は旧物部川に接していた事が明らかとなった。 
これら香長平野内の大規模な三つの中世城郭跡、すなわち田村・千屋・岩村城跡は、い

ずれも旧物部川河道に沿った西側に位置しているという共通性が指摘できる。 
 

二、物部川河口ラグーンと中世浦戸湾の広がり 

香美市土佐山田の市街地から南西方面に向けて長岡台地があり、その東側が物部川の扇

状地になる。この扇状地は空港を突っ切る旧河道を境にして東側を古期扇状地、西側を新

期扇状地と区別している。現在、物部川は野中兼山の改修により今の流路に固定されてい

るが、航空写真、微地形図をみていくと、香長平野東北奥にあたる山田堰付近を基点とし

て現河道より北西側に長岡台地に沿って複数条の旧河道ラインが検出できる。 
古くは長岡台地のすぐ東側を物部川が流れていた時期もあり、それが高知市介良の方へ

流れていたと想定される。また南国市小籠付近が長岡台地の西南端にあたるが、その西側

は海抜０～１．５メートル程の落ち込んだ地形になっており、この付近まで浦戸湾が入り

込んでいたと思われ、こうした状況から介良の北、小籠の西にあたる大津付近が、浦戸湾

と香長平野との接点となっていたのではないかと考えられる。 
また前述のように中世段階の物部川は、高知空港を突っ切る岩村土居・田村城・千屋城

の東側に面した流路と考えられ、その河口は大湊に比推される。この河口付近、高知空港

西側の里改田周辺に物部川河口のラグーン域が形成されていたと考えられ、蚊居田土居城



 

の試掘調査でも地表下 1～1.5mで湧水が認められる低湿地である。 
中世以前における香長平野と浦戸湾のつながりや、河口ラグーンの形成などこの地域の

地形状況は、物部川の流路に強く規制されており、それが近世での流路の固定化によって

人間の制御力が強く作用するようになった。近世における物部川流路の固定化は、人間と

自然環境との関係の大きな画期といえる。 
 
三、物部川河口ラグーンを囲む遺跡群 

物部川河口ラグーンを囲む地域は、高知県内でも遺跡の多い地域で、長岡台地を中心に

して平野部にかけて遺跡が分布している。 
田村遺跡は中世守護代所遺跡のみならず、弥生時代の大集落としても知られており、物

部川の新規扇状地にあたる。田村遺跡では４２０棟ほどの弥生時代の住居が検出されてお

り、それを概観すれば、弥生時代の前期の初期～中葉段階に田村城遺跡の西側周辺に遺構

が多く展開し、前期の終わり中期の初めには北側に展開し、中期の中葉以降に中心部分に

展開するといった状況になる。 
ただし田村遺跡は連続しているわけではなく、弥生時代の最盛期は後期中葉までで、後

期後半からは忽然と遺跡が少なくなる。代わって後期後半から古墳時代にかけては、北の

長岡台地上に多く遺跡が分布する傾向がみられる。さらに古墳時代の６世紀後半から７世

紀に近い段階になると、さらに北部の香美市土佐山田町や南国市北部域に古墳群が形成さ

れるようになる。 
田村遺跡群の西端から約 500ｍ西に建設されている広域農道が、旧香美郡と長岡郡の郡境
ライン線にあたり、このラインに沿って香長条里が碁盤の目状に展開する。一町四方の

区画は一辺 109ｍ前後で、方形地割りの南北基準線は真北より約１２°東へ振れている。
田村遺跡では８ｃ後半～９ｃ前半掘立柱建物・溝などが検出されており、それら建物群の

構成は一町四方の方形区画の中に収まり、かつ一町四方の間隔をおいて地割りと同じ方位

で遺構が展開する。田村城館の西側からはコの字型の遺跡群、同じく南側「寺の前」から

は倉庫群をもつ建物群が発掘されている。田村遺跡は物部川自然堤防上の遺跡にあたるが、

その他、ラグーンと海の境界をなす浜堤と、その後背湿地ラグーン地形付近からも遺跡が

見つかっている。前浜の浜堤は旧河口部から浜改田へ延びている。この浜改田の浜堤部か

らからは弥生時代中期の壷が出土しており、この浜堤は弥生時代からすでに発達していた

ことがわかる。浜堤の北側背後の内陸部にあたる里改田付近までは内海が広がり、おそら

くは古代建物跡が発掘されている里改田遺跡付近まで潟湖が展開していたと想定される。 
この里改田から北へ真っ直ぐに後免町・土佐国分寺方面へ通じる道沿いに西野々遺跡が

あり、ここでは古代の南北に続く道遺構が発掘されている。この古代道は国府・国分寺地

域と潟湖とを直線的にむすぶ場所に位置しており、香長平野の南北の基軸をなす道と考え

られる。また物部川左岸の下ノ坪遺跡は野市台地を南北に貫通する県道に沿った部分にあ

たる遺跡で、ここからは古代の道が発掘されており、香長平野を横断する古代道も想定で



 

きる。これらの古代道が縦軸・横軸をなすとすれば、ラグーンの外縁をめぐるように配置

されていることになる。 



 

（４）浦戸湾とその沿岸の世界―国府・一宮・守護所・港湾  

市村高男（高知大学） 
（文責 菱沼一憲） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

一、地域の時空を読む  
高知はなぜ土佐の中心になったのか、土佐の中心として高知に様々な機能・要素が集約

されていく必然性を、土佐の地域構造と中心地の変遷という二つの視点からで明らかにし

てみたい。 
 
二、土佐中五郡の中心、幡多郡・安芸郡は別の世界  
＊中五郡―高岡郡・吾川郡・土佐郡・長岡郡・香美郡 
「長宗我部掟書」は、土佐中五郡と幡多郡・安芸郡とを別の世界として取り扱っており、

中世段階からこうした地域性の違いが存在したことが確認できる。近世では山内氏が安芸

郡を中五郡に一体化する政策を行ったため、幡多郡と土佐六郡という二つの世界に分かれ

るようになり、この二つの世界の並存状況が現在にまで引き継がれている。 
土佐の地理条件を概観すると、中五郡に属する高岡郡須崎から香美郡赤岡周辺にかけて

の海岸部に平野が広がり、その中心にあたる土佐郡から香美郡にかけての部分を香長平野

と呼んでいる。この平野は土佐国では最大の広さを持っており、国衙・国分寺など政治・

文化の機能は、地形条件からこの香長平野に設けざるを得ないのが実態であった。 
＊古代・中世の土佐の中心地―浦戸湾東岸の世界 
行政機構の変遷については、古代の国府が長岡郡南部、国分寺もそのすぐ南に所在して

おり、この辺りが古代の中心部になる。国府地域より７～８キロほど東南に田村遺跡が所

在している。同遺跡は中世守護(代)所として注目されているが、実は複合遺跡であり、弥生
時代の大規模集落が存在する弥生時代の中心地でもあった。つまり弥生時代から律令時代



 

にかけて、若干北側に中心地が移動して、国衙や国分寺が設置されたことになる。 
鎌倉時代の中心地は定かではないが、国衙跡から中世の遺物・遺構が出土しており、そ

の様子からみて、前代以来、国衙周辺が土佐の中心地として機能していた様子がうかがえ

る。鎌倉時代の守護は、三浦義村―泰村と三浦氏が世襲し掛かるが、宝治合戦で三浦氏が

没落すると、直ちに北条氏がこれに取って代わり、鎌倉幕府滅亡まで掌握し続ける。三浦・

北条氏らの守護所も国衙周辺であった可能性が極めて高い。 
室町時代では、最初、守護所が香長平野の中を移動していた形跡があり、定着した様子

は見られないが、やがて１４世紀後半からしだいに田村遺跡に定着していったことが分か

っている。 
このように見ると、古代・中世の政治の中心である国府と守護所は、同じ空間に重なっ

ていないようでもあるが、土佐国全体を視野に入れて考えるなら、浦戸湾の東岸部から物

部川西岸部の香長平野の中心から、ほとんどはずれることなく、ほぼ一貫してその内部に

設置され続けていたことが明らかとなろう。 
国衙に関わる施設でいえば、土佐一宮である土佐神社も、古代から浦戸湾の北東に置か

れて一度も動いた様子はなない。また、紀貫之が帰京の際に船出した大津は国衙の外港で

あり、大津郷（高知市大津）内に比定され、船入川左岸の字船戸がその遺称地とされてい

るが、この「船戸」は国衙の船戸職に因む地名であると想定される。浦戸湾の北側には葛

島・比島など島地名が多く分布し、干拓により陸地化した際に島の名が地名として残った

もので、具体的な広がりは不明瞭ながら、かつては現在の高知市街地の東側付近まで海が

入り込んでいた様子がうかがえる。『長宗我部地検帳』によれば、比島付近には塩田が存在

しており、その奥の大津辺りはすでに陸地化していた可能性が高いが、比島など市街地の

東側は、戦国段階に至ってようやく塩田として拓かれていった様子が分かる。 
紀貫之は大津から浦戸湾を通り、外海に出て大湊に入る。大湊の比定地については諸説

があるが、現在、有力となっているのは前浜説である。前浜は土佐湾に面して東西に延び

る砂堆の北側にあたる。『長宗我部地検帳』は前浜のところに、いくつかの町名を記載して

おり、ここに町場が形成されていたことがわかる。この前浜と密接に関係するのが物部川

であり、現在の流路は前浜の遥か東であるが、中世段階では現在より西寄りを流れ、田村

遺跡のすぐ東に接するように流れていた。そして河口の北側はラグーンとなっており、前

浜はその南岸に面して位置していたのである。 
貫之は外海から物部川河口を通って大湊に入ったようであるが、池澤俊幸氏(当時、高知

県埋蔵文化財センター)が発掘した物部川西岸の下ノ坪遺跡（南国市物部）では、国衙へ通
じるとみられる直線道路遺構が検出されており、国衙から陸路で大湊へ至るルートも存在

したと可能性が高いと考えて良かろう。 
大湊は古代で廃絶したと考えられていたため、小島道裕氏・千田嘉博氏が田村遺跡の居

館とその周辺の景観復元を試みたときには、大湊の存在はまったく配慮されていなかった。

田村遺跡の南側に市場地名があるとはいえ、遺跡の範囲内には未だに明確な町場の遺構は



 

確認されていない。しかし、遺跡の南側に隣接してラグーンが広がり、その一角に町場が

存在していた能性が高いとすれば、守護(代)所に集住する家臣たちの需要は前浜の湊町で満
たされていた可能性が高い。大湊の後身である前浜と田村遺跡とは、一体的に機能してい

たと考えるべきであろう。そのように見るならば、土佐守護(代)所はすでに１４世紀後半か
ら都市として成立していたことになる。田村遺跡の遺物も、その頃から見られ始める。 
＊古代・中世の土佐の中心地―浦戸湾最奥部と西岸、仁淀川西岸 
高知中心部の広がりが国府・田村遺跡周辺で終るかといえばそうではない。浦戸湾西岸

の吾川郡、現在の春野町・高知市地域で、室町期に一番大きな力を持っていたのが足利一

族の吉良氏であり、細川氏とともに土佐へ下向し、一時は守護代も勤め、芳原城（春野町）

を本拠に浦戸城もおさえていた。戦国期には長岡郡本山郷（本山町）を本拠とする本山氏

が南下して朝倉城（高知市朝倉）に入り、さらに吉良氏を滅ぼして浦戸湾の西岸部をおさ

えるようになるが、少なくとも戦国中期までは、吉良氏が芳原城・浦戸城をおさえて、浦

戸湾西岸地域を広く支配し、浦戸湾東岸をおさえる守護代細川氏と連係することによって、

浦戸湾とその周辺地域を全面的に掌握し、守護支配を実現する体制がつくられていた。 
 
三、中心地域の連結  
＊浦戸湾から浦ノ内・多ノ郷へ 
 さらに視点を仁淀川流域までひろげて考えてみると、同川の河口部にもラグーンがあっ

たことが明らかにされている。現在発掘中の上ノ村遺跡は、河口から少し遡った所にある

港湾遺跡であり、原始・古代から十五世紀まで断続的に存在し、取り分け平安期から室町

期に掛けて港湾集落として発展していたようすが明らかにされつつある。この遺跡からさ

らに５キロほど仁淀川を遡ったところに、長宗我部時代に形成された高岡町があり、それ

に近隣する蓮池は、源頼朝の弟希義が挙兵したとき、その敵方として登場する蓮池権守の

本拠地とされるところであった。蓮池氏は土佐国衙の事実上のトップであり、その居館が

あったとされる蓮池城の近くからは、上ノ村遺跡と時期的に重なる上質の遺物が多数出土

しており、港湾遺跡の上ノ村遺跡と蓮池氏の居館とが、機能的に一体のものとして存在し

た様子も明らかにされつつある。 
 上ノ村遺跡が終焉を迎える１５世紀の後半段階から、仁淀川河口の南西に位置する井ノ

尻が史料に登場する。そして、かつて蓮池氏の拠った蓮池には、細川氏の重臣である大平

氏が入り、一時は守護代になるなど土佐支配の中核を担っていた。京都から前関白一条教

房が土佐へ下向するとき、教房は大平氏の支配する大船に乗り、甲浦を経て井ノ尻に寄港

しているが、これは井ノ尻が、大平氏の本拠蓮池の外港として機能していたことによるも

のであった。井ノ尻から浦ノ内湾に入って西に航海すると鳴無(おとなし)神社に至る。同社
は土佐一宮の土佐神社と一体的な関係持つ神社であり、近世まで、土佐神社の大祭に際し

て、神輿が鳴無神社まで水上渡御していたという。浦ノ内湾入り口の井ノ尻から湾奥の鳴

無神社周辺まで海上ルートが古くから存在していたことは間違いない。教房が大平氏の船



 

で井ノ尻に着岸したのは、この海上ルートを採用するためであったと考えられる。 
浦ノ内湾の一番奥で上陸し、陸路を辿ると賀茂社領津野新荘の多ノ郷に到達する。かつ

てはここがこの荘園の中心であったようで、郷の中心には賀茂神社(須崎市多ノ郷)が存在し、
その境内には高さが６～７メートルに及ぶ鎌倉期の石造十三重塔が現存する。高知県を代

表するこの石造物の存在は、多ノ郷の重要性を暗示するものであり、おそらくここが賀茂

神人の活動拠点となっていたものと考えられる。また、浦ノ内湾西奥の弁財天の北を通る

陸路は、浦ノ内湾から賀茂神社へ通じる最短の陸路であり、その途中からは中世の埋納銭

も出土している。井ノ尻から多ノ郷へ通じる水路・陸路の組み合わせの重要性が窺える。 
以上のように、土佐の中心である国衙の外港大津から津野新荘の中心地の近くまで、内

海を媒介として海上の道が繋がっていたのであり、この広域的な繋がりが、蓮池・仁淀川

河口周辺、浦ノ内・多ノ郷など土佐中央部西側の要地の中心機能をも、国衙近傍や浦戸湾

岸周辺に収斂させていたのであった。 
＊海路のバイパスとしての山越えの道 
土佐は海に面しているため、海上交通が重視されることが多いが、外海である土佐湾あ

れて波が高く、海運上必ずしも条件の良いところではなく、安全性を考慮するなら、浦ノ

内湾の内陸水路と陸路の組み合わせが選択される必然性は十分にあったといえる。確かに

紀貫之は室戸岬を迂回して海路、帰京しているが、安房南部から土佐東部にかけての海域

は、波が荒いのはもちろん、川の急流を彷彿とされる強い潮流が見られるところであり、

想像以上に困難を伴うところであった。そのために山越えの道が早くから建設されていた。

現在の土讃線ルートとほぼ重なるように古代の官道があり、そのルートに沿って長徳寺（本

山町）、豊楽寺（大豊町）という 11 世紀建立とされる太寺があった。そのうち豊楽寺に安
置される平安期の仏像の胎内銘には、在庁官人らの名前が見えており、これらの寺院が土

佐国衙や在庁官人と関係しながら建立されたことを示している。近世の土佐藩主山内氏も、

参勤交代で四国山地を縦断する北山越えを使用していた。北山越えは土佐から讃岐へ人や

モノが移動する重要な陸路であり、讃岐へ抜けたあと、仁尾の湊から瀬戸内海海運に乗っ

て畿内方面に通じていた。香川県善通寺市で出土した古代瓦と同氾の瓦が、土佐国衙に近

い土佐山田でも出土しており、古代から山越えルートが日常的に使用されていた様子がう

かがえる。 
同様に室戸岬を迂回せずに野根山越えの陸路も早くから存在した。これは安芸郡奈半利

から野根・甲浦を結ぶ山越えの街道(野根山街道)で、室戸岬沖の難所を迂回する海上ルート
に代わる陸のバイパスとして機能していた。会場の道と山越え道とを合わせて検討が求め

られる。 
 
四、土佐中央部が持つ歴史的重要性とその意味  
＊土佐中央部争奪戦と浦戸湾の役割の重要性 

 土佐の中心部分は四国山地に隔離された狭い平野と台地からなる空間であった。その狭



 

い領域の中に、浦戸湾周辺を中心として幾つかの拠点がつくられ、それらが分散的に存在

しつつ、国衙や守護(代)所と一体的に機能する構造になっていた。狭い平野と台地の組み合
わせであったが故に、そのような分節的構造が生み出されたということもできる。 
 平安期に成立した初期荘園は、久満荘（高知市）・潮江荘（同前）・田村荘（南国市）と、

いずれも浦戸湾沿岸部やその近辺に集中し、最初に畿内政権が注目したところがどこであ

ったかを暗示する。鎌倉期の得宗権力は、土佐の森林資源に着目して下中津山の地頭職を

獲得していた事実のみならず、山の荘園に注目していた形跡が随所に認められる。また、

近年発掘された高知市神田の神田ムク入道遺跡は、鎌倉後半期という特定の時期にのみ稼

働した遺跡であり、ここからは良質な貿易陶磁が多数出土し、得宗やその関係者との繋が

りが指摘されている。当然のことながらも、得宗権力が浦戸湾周辺部にも入部していた様

子が明らかになってきた。 
鎌倉期の土佐守護は、三浦氏のあとはほぼ北条氏が独占し、13 世紀の後期になると、得
宗がこれを掌握し、得宗被官安東・大須賀氏らの得宗被官が守護代として登場する。南北

両朝の動乱にしては、大高坂郷(現在の高知市街地周辺)の大高坂氏が南朝方の中心となり、
細川氏ら足利方と浦戸湾岸地域の争奪戦を展開する。それは、土佐の南北朝の動乱が、こ

の地域で集中的に展開されていることからも容易に察することができよう。浦戸湾岸地域

は、足利方と南朝方の双方から争奪の対象となるところであった。 
このように、古代以来、浦戸湾周辺が土佐の中心でありつづけた。それは土佐中心部の

平野・台地を流れる国分川・鏡川・久万川といった河川や水路がすべて浦戸湾に流れ込ん

でおり、浦戸湾をおさえることで内水面交通をすべて掌握できたらであった。外洋とのつ

ながりについてみれば、浦戸湾の入り口まで大船が入り、浅い湾内に対応するために乗り

換えた小船で、そのまま河川に入れることによって、内陸部と連結はかなり自由に行えた。 
この内陸と外洋の結節海域として機能したのが浦戸湾であった。浦戸湾を囲むように権力

が拠点を築いた背景には、このような地理的・歴史的条件があったのである。 
長宗我部氏は、岡豊から大高坂に本拠を移したあと、一時的に浦戸へ再移転する。これ

は、大高坂に大船が着岸できないため、朝鮮侵略に際しての基地として不適切なため、豊

臣秀吉の指示によって決行された処置であった。しかし、山と海に囲まれた狭い浦戸は、

城下町建設に適合しないばかりか、支配拠点としても相応しいところではあり得なかった。

実際、浦戸南浦一帯や種崎などに多くの水手が集められたものの、長宗我部氏の浦戸在津

の指令が出ても、家臣団の浦戸移転は容易に進まなかった。浦戸は海運の拠点としては重

要であっても、支配や生活の拠点にはなり得ないところであり、実際、浦戸城の発掘でも

出土遺物は大半が瓦であり、生活に使用された雑器類の出土はかなり少なかった。長宗我

部氏も、浦戸は朝鮮侵略に際しての拠点であり、ここに本格的な城下町を建設しようとは

考えておらず、仮移転の後も、大高坂城を維持していた形跡がある。 
それは浦戸が城下町建設に適さない環境であったからであるが、それ以上に長宗我部氏

の本拠地選びを規定していたのは、大高坂が浦戸湾岸諸地域の河川を集約する内水面交通



 

の要衝であったことであろう。大高坂郷は、鎌倉御家人の末裔である大高坂氏が、鎌倉以

来一貫して支配し戦国期にいたるが、大高坂氏は南北朝の動乱でも滅亡せず、戦国期にな

って、長宗我部氏に服属し、替地を与えられて大高坂城を明け渡す。長宗が部氏はこれを

接収し、本拠として城下町の再開発を推進し、天正 15～16年頃には後の高知城下町の基礎
を築き上げていた。近世土佐藩主山内氏は、初め暫定的に浦戸に入るが、大高坂城を本拠

とするべく改修を進め、城下町の増設も推進し、浦戸城から大高坂城への移転を実現する。

のち大高坂は高知と改称される。山内氏も土佐藩の中心地として大高坂以外に見出すこと

はなかった。 
従来、長宗我部氏は一旦高知に入るが、洪水にたたられ、すぐに浦戸に移ったと説明さ

れていたが、その結果、大高坂こと高知のもつ重要性がほとんど評価されてこなかった。

大阪府の河内など「河内」という地名は各地に見られ、川や海に囲まれた物資・人・富が

集まる場所であったことが指摘されているが、土佐の高知も、これと同じであった。大高

坂郷という行政地名とは別に、すでに「こうち」という地域呼称が古くから存在していた

可能性が高い。このように高知を再評価してみると、浦戸湾の東岸・西岸をおさえたもの

が土佐を制していたことが明らかになり、そして浦戸湾内の中核にはつねに大高坂こと高

知が位置していたのであった。 
ただし、浦戸湾・高知をおさえて土佐中五郡を支配することができても、幡多郡までは

カバーできなかった。中世に摂関家が幡多をおさえており、守護細川氏もそこまで進出す

ることはできなかった。こうした体制に変化が生まれるのが応仁・文明の乱ころからで、

一条家の幡多郡支配が動揺してきたため、細川氏と一条氏の連係によって、一条教房の幡

多下向が実現し、細川氏の幡多支配の再建が図られるが、細川氏は幡多の飛び領の割譲を

売れたのみで、土佐と幡多の死は幾分は維持されていた。 
 
＜質疑応答＞ 
物部川上流域からの材木の搬出・貯木地について質問があった。これにつき前浜には文

禄末から豊臣期にかけて材木奉行が置かれており、同地が物部川上流域の材木の集積地と

して機能していた可能性は指摘できる。ただし、それが川流しによって搬出されたかどう

かは別の問題であるとの回答があった。さらに、中世段階における前浜への材木の搬出に

ついて、どの程度まで想定が可能なのか質問がなされた。物部川を利用して材木を搬出し

たことを明らかにした記録はない。兵庫北関入船納帳に出てくる土佐の湊は安芸郡に限定

されており、そのうち最も同関への入関回数の多いのは甲浦(東洋町)である。魚瀬(馬路村)
地域は、大忍庄の槙山側と一体として考えられるが、この魚瀬の場合、近世では安田川と

奈半利川を流すが、中世には川流しではなく陸路山筋を阿波側、ことに海部へ下ろしたと

考えている。こうした事例からすれば、陸路が使われたのではないかと考えている。中世

と近世では山の境界・海の境界が異なり、それによって物流も違っているので、近世での

材木流通のかたちを中世に転用すると大きな誤りを犯すことにつながる、といった回答が



 

なされた。 
 また律令期においても高知が地理的に重要な場所であったとすれば、国府が高知に置か

れなかったのはなぜか、という質問につき、次のように解答がなされた。国衙在庁官人で

あろう大中臣は土佐山田の山田氏の祖先にあたり、その本拠地は楠目(香南市)であり、また
『土佐日記』にみえる八木氏の本拠は本山町である。つまりこれら在庁官人の本拠地がい

ずれも国府の東北にあたっており、そうした有力者の意志が働いた結果、現在の国分の位

置に定められたのではないかと考えている。

 



 

（５）現地調査研究会レポート 

中島 丈晴（歴博機関研究員） 
 
本基幹研究では、さる７月２８日から３０日にかけて土佐国物部村・浦戸湾・大湊地域

調査を実施し、１日目に物部村見学会・研究会、２日目に大忍荘域の踏査・研究会・守護

代所田村遺跡・大湊跡見学会、３日目に浦戸湾周辺・吸江寺・五台山竹林寺見学会を行っ

た。 
１日目は、高知空港に集合ののち、貸し切りバスにて物部村に移動した。物部村周辺は

木材切り出し地として中世以来諸権力によって領有されてきたところで、車窓からも切り

出された木材など当時を彷彿とさせる光景が見られた。物部村では、まず農林漁業体験実

習館（歴史民俗資料館）にて当該地域の歴史や民俗など生業環境について見学し、調査に

先立つ共通理解を得ることにつとめた。実習館では、香美市教育委員会のご高配により、

近世の収集台帳である「文政八年中谷川村領知検地野取帳」を熟覧調査させていただき、

中世末から近世にかけて土地単位が連続していることを確認した。中世末期における土地

収取台帳『長宗我部地検帳』との比較検討が望まれる貴重な史料である。次いで、べふ峡

温泉に移動し、会議室において研究会が開催された。事務局の菱沼一憲による問題提起の

のち、服部英雄・楠瀬慶太両氏から当該地域の地名や生業についての現状報告があり、活

発な議論が展開された。また高知県教育委員会の池澤俊幸氏にご同席いただき、浦戸湾や

物部川河口部の周辺地名や地形的特徴などについてのご教示を受け、２日目以降の調査に

むけての予備知識を共有することができた。 
２日目は、べふ峡温泉から高知市内に向けて進むなかで、旧大忍荘域の各所を踏査した。

まず、字岡ノ内の宗石権守墓地に向かった。当地には現在も子孫である宗石氏が住んでお

り、以前の聞き取りによると周囲には宗石姓が多いという。宗石権守は、文保２年（１３

１８）３月１０日某下知状（米家泰作『中近世山村の景観と構造』校倉書房、２００２年、

８１頁）に「大忍荘槇山岡内二名并河口一宇」の重代相伝者と見え、岡内の領主であった

ことがわかる。現在の宗石氏宅の後背には小高い丘があり、その中腹に数基の墓標が立っ

ている。これは近年の造立になるものだが、周囲には五輪塔残欠も残っていた。注目すべ

きは、丘を踏査すると「犬走」や「石垣」らしき遺構を確認できたことである。さらに、

宗石氏墓がある丘の向かいには同じく小高い丘があり、そこには寺院が所在するという。

こうしてみると、ここはかつて宗石氏の本拠となった山城遺構なのではないだろうか。今

後の本格的調査が望まれるところである。次いで、丘の裏側におりて周辺部落に聞き取り

調査を行ない、現在の小学校あたりがかつては池であったとの伝承を聞いた。次いで、物

部川の河川物資流通を考えるうえで重要と思われる、物部川・上韮生川合流地点の大栃や、

山田堰跡などを見学した。次いで市内の高知県埋蔵文化財センターに移動して、展示見学

ののち研究会を開催し、代表者・井原今朝男の趣旨説明ののち、ゲストスピーカーの市村



 

高男・吉成承三両氏から、材木積出地や集積地の問題・物部川河口部や浦戸湾をめぐる諸

権力の動向、守護代居館跡の田村遺跡についてのご報告をいただき、活発な議論が展開さ

れた。報告ののち、市村・吉成氏報告で得た知見をも 
とに田村遺跡、大湊泊跡を実地踏査し、堀跡や土塁跡、微高地など周辺環境についても確

認しえたことは意義深かった。 
３日目は、市村高男氏ご案内のもと、まず土佐国一宮・土佐神社を見学したのち吸江寺

に向かった。しかし、わずかに残る石塔以外、当時の面影がまったくない現状であり残念

であった。次いで五台山竹林寺に向かった。竹林寺では、吉成氏、池澤氏に再びご参加い

ただき、現在試掘中の参道跡についての説明を受けた。ここは現在牧野植物園内にあるが、

中世遺構が出土するなどかつての遍路みちと推定されるところである。江戸末期の境内図

と遺構との比較検討のなかで、試掘場所はかつての「中ノ坊」跡ではないかとの考えが提

起されるなどあらたな問題提起がなされ、予想外の収穫であった。次いで浦土城跡に移動

し石垣跡や眼下に広がる町屋跡と推定される地点を見学し、調査の全日程が終了した。 
 なお、今回の現地調査にあたり、市村高男先生、吉成承三先生にはご報告や現地案内な

どで多くのご教示・ご高配をたまわった。記して深謝申し上げる次第である。 
  
 



 

 農業漁業体験実習館の様子 

宗石権守の墓標 

宗石権守墓地のある丘 

田村遺跡、虎口の趣を残す 田村遺跡、土塁跡 

寺院跡の遠景 

石垣跡か 犬走跡か 



 

 竹林寺参道跡試掘場所 

浦戸城跡 五台山竹林寺 

山田堰跡 


