第 112 回歴博フォーラム

中世益田の世界
日

時：

2019 年 11 月 2 日（土）10：00 ～ 16：30

会

場：

島根県芸術文化センター「グラントワ」小ホール

主

催：

国立歴史民俗博物館

共

催：

益田市・益田市教育委員会・石西の文化を学ぶれんげ草の会

後

援：

島根県・島根県教育委員会

プログラム
10:00

開会の挨拶
久留島

10:10

Ⅰ

共催者挨拶
山本

浩章（益田市長）

溝口

武男（石西の文化を学ぶれんげ草の会・世話人代表）

益田を訪れたモノと人

10:20

講演１「陶磁器からみた中世益田」
村木

10:50
11:20

昼休み
講演４「高津川・益田川河口域の中世」
田中

13:30
14:00

睦彦（国立歴史民俗博物館研究部民俗研究系・准教授）

講演６「中世俣賀の山林資源と領主たち」
渡邊

14:30

大喜（国立歴史民俗博物館研究部歴史研究系・准教授）

講演 5「港としての角井と飯田」
松田

浩貴（神奈川県立歴史博物館・学芸員）

休憩

長野荘領主の群像

14:45

講演７「材木の生産・流通と領主」
西田

15:15

友広（東京大学史料編纂所・准教授）

講演８「石見国長野荘をめぐる諸領主の動向」
中司

Ⅳ

和憲（国立歴史民俗博物館研究部・准教授）

高津川下流域の生業と流通

13:00

Ⅲ

康之（県立広島大学人間文化学部・教授）

講演３「益田と対馬をつなぐ海上交通路」
荒木

11:50

二郎（国立歴史民俗博物館研究部考古研究系・准教授）

講演２「河口の港が果たした役割―日本海と瀬戸内海―」
鈴木

Ⅱ

浩（国立歴史民俗博物館長）

健一（益田市歴史文化研究センター・主任）

パネルディスカッション

15:45

パネルディスカッション

16:20

閉会の挨拶
田中

大喜（国立歴史民俗博物館研究部歴史研究系・准教授）

第 112 回歴博フォーラム

「中世益田の世界」
開催にあたって
田中

大喜（国立歴史民俗博物館）

この歴博フォーラム「中世益田の世界」は、2016 ～ 2018 年度にかけて実施された国立歴史民俗博
物館の共同研究「中世日本の地域社会における武家領主支配の研究」の成果公表の一つとして開催す
るものです。この共同研究では、世襲制の職業戦士である中世の武士が地域社会においていかにして
領主となりえたのかを明らかにすることを目的に掲げましたが、具体的なフィールドとして、豊富な
資料に恵まれる中世の高津川・益田川下流域を取り上げました。
中世の高津川・益田川下流域には、長野荘と益田荘という２つの荘園が存在し、益田氏・乙吉氏・
内田氏・俣賀氏・高津氏などの多様な武士が領主として割拠していました。共同研究では、中世～近
代にかけての文献史料や絵図のほか、出土遺物やフィールドワーク・聞き取りによって得られた情報
の分析を通じて、これらの武士たちの本拠地や高津川・益田川下流域社会の様相を追究し、上記の目
的にアプローチしました。その結果、さまざまな成果を挙げることができましたが、なかでもこれま
で研究が遅れていた中世の高津川下流域（長野荘域）の様相の解明を進めることができたことは、共
同研究の最も大きな成果と考えています。そのため、本日は「中世益田の世界」というタイトルを掲
げていますが、内容は高津川下流域の様相を中心とした構成になっています。
これまで中世益田の研究は、国内でも屈指の点数を誇る益田家文書を主な対象として進められてき
たため、益田氏とその本領の益田荘域（益田川下流域）に限定されてきた嫌いがあります。しかし、
「中
世益田の世界」は、決して益田氏と益田荘だけではありません。本日の報告にありますように、中世
において高津川と益田川は最下流域で合流しており、そこに築かれた港湾は長野荘と益田荘の共同港
湾の様相を呈していたことからも、長野荘（高津川下流域）とそこに割拠した武士＝領主たちも「中
世益田の世界」の重要な構成要素だったことがご理解いただけるでしょう。本日は、長野荘の様相に
ついて報告いたしますので、もう一つの「中世益田の世界」をお楽しみいただければ幸いです。
共同研究の期間中、長野荘・益田荘の故地である益田市にお住まいの市民の皆様には、現地調査に
多大なご支援・ご協力を賜りました。そのお陰を蒙り、本日のフォーラムを開催することができました。
この場を借りて、厚く御礼申し上げます。
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報告者の紹介
むら き

村木

じ ろう

二郎

国立歴史民俗博物館研究部考古研究系・准教授
・「中世の技術と職人に関する総合的研究」『国立歴史民俗博物館研究報告』第 210 集 ( 国立歴史民
俗博物館／ 2018 年 )
・『中世のモノづくり』（朝倉書店／ 2019 年）
すず き

鈴木

やすゆき

康之

県立広島大学人間文化学部・教授
・『中世集落における消費活動の研究』( 真陽社／ 2006 年 )
・『中世瀬戸内の港町・草戸千軒町遺跡』( 新泉社／ 2007 年 )
・「中世の木材加工における技術革新」『中世のモノづくり』村木二郎編 ( 朝倉書店／ 2019 年 )
あら き

荒木

かずのり

和憲

国立歴史民俗博物館研究部・准教授
・『中世対馬宗氏領国と朝鮮』( 山川出版社／ 2007 年 )
・『対馬宗氏の中世史』( 吉川弘文館／ 2017 年 )
・「中世前期の対馬と貿易陶磁」『貿易陶磁研究』37( 日本貿易陶磁研究会／ 2017 年 )
た なか

田中

ひろ き

大喜

国立歴史民俗博物館研究部歴史研究系・准教授
・『中世武士団構造の研究』( 校倉書房／ 2011 年 )
・『新田一族の中世 「武家の棟梁」への道』( 吉川弘文館／ 2015 年 )
・「中世在地領主による『平和』の創成・維持と地域社会」『人民の歴史学』217 号 ( 東京歴史科学
研究会／ 2018 年 )
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まつ だ

松田

むつひこ

睦彦

国立歴史民俗博物館研究部民俗研究系・准教授
・『人の移動の民俗学－タビ ( 旅 ) から見る生業と故郷』( 慶友社／ 2010 年 )
・『柳田國男と考古学－なぜ柳田は考古資料を収集したのか』共編著 ( 新泉社／ 2016 年 )
・「現役石材採掘職人が見た大阪城石垣石切丁場跡－民俗学的手法による近世の花崗岩採掘技術復
元への接近」『国立歴史民俗博物館研究報告』第 210 集 ( 国立歴史民俗博物館／ 2018 年 )
わたなべ

渡邊

ひろ き

浩貴

神奈川県立歴史博物館・学芸員
・「崖線の在地領主」『国立歴史民俗博物館研究報告』209 集 ( 国立歴史民俗博物館／ 2018 年 )
・『鎌倉ゆかりの芸能と儀礼』( 共編：神奈川県立歴史博物館／ 2018 年 )
・「石見国長野荘俣賀氏の本拠景観と生業・紛争」『国立歴史民俗博物館研究報告』第 212 集 ( 国立
歴史民俗博物館／ 2018 年 )
にし た

西田

ともひろ

友広

東京大学史料編纂所・准教授
・『鎌倉幕府の検断と国制』( 吉川弘文館／ 2011 年 )
・『悪党召し捕りの中世』( 吉川弘文館／ 2017 年 )
・「中世前期の石見国と益田氏」『島根県古代文化センター研究論集第 18 集：石見の中世領主の盛
衰と東アジア海域世界』( 島根県教育委員会／ 2018 年 )
なかつか

中司

けんいち

健一

益田市歴史文化研究センター・主任
・「石見地域の日本海交流・交易」『歴博』202 号 ( 国立歴史民俗博物館／ 2017 年 )
・「中世後期石見国人の動向と室町幕府・大名」『島根県古代文化センター研究論集第 18 集：石見
の中世領主の盛衰と東アジア海域世界』( 島根県教育委員会／ 2018 年 )
・
「国人衆からみた大内氏」
『大内氏の世界をさぐる』大内氏歴史文化研究会編 ( 勉誠出版／ 2019 年 )
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講演１

陶磁器からみた中世益田
村木

二郎（国立歴史民俗博物館）

はじめに
益田市横田町に所在する豊田神社の奥の院とされてる石塔寺権現社から、中国産陶製経筒が見つかっ
ている。そのうち 1 点は当初より経筒として製作された専用経筒である。北部九州の経塚から見つか
ることが多く、国際貿易港・博多を通じて中国から輸入された。
経塚とは、極楽往生を願い、法華経を書写して埋納した宗教遺跡で、中世初頭に日本国内各地につ
くられた。とくに北部九州では全国的にも早い 11 世紀末～ 12 世紀前半に流行し、陶製専用経筒は
1110 ～ 20 年代、1140 ～ 50 年代の 2 時期に集中的に見られる。
石塔寺権現社出土の陶製専用経筒は、1110 ～ 20 年代に埋納されたタイプである。全国的に見ても
かなり早い段階に、益田の地に極楽往生を願って経塚がつくられたのである。経塚は、宗教者を介し
て地域の有力者が中心となって造営することが多い。石塔寺権現社出土経筒は、中世初頭にこの地域
を束ねる有力者が存在したことを窺わせるのである。
1.

高津川流域の中世遺跡
石塔寺権現社は、中世には長野荘の領域に含まれる。長野荘を流れる高津川流域では、中世の集落

遺跡が発掘調査されており、そこからは中国産白磁・青磁を含む中世の遺物が多く発見されている。
ここでは年代を絞りやすい中国産白磁・青磁を取り上げて遺跡の消長を探ってみたい（なお、本稿で
は陶磁器に基づく年代を次のⅠ～Ⅵ期で表す。Ⅰ期：11 世紀後半～ 12 世紀中頃、Ⅱ期：12 世紀後半
～ 13 世紀前半、Ⅲ期：13 世紀後半～ 14 世紀前半、Ⅳ期：14 世紀後半～ 15 世紀中頃、Ⅴ期：15 世紀
後半～ 16 世紀前半、Ⅵ期：16 世紀中頃～末期）。
最も規模の大きな調査がおこなわれているのが中小路遺跡である。年代のわかる中世の中国産陶磁
器は 173 点出土しており、Ⅰ期 55 点、Ⅱ期 61 点、Ⅲ期 42 点、Ⅳ期 9 点、Ⅴ期 4 点、Ⅵ期 2 点である。
すなわち、平安時代末期から鎌倉時代には一定量の出土があるが、南北朝期以降は急激に遺物が減り
集落も衰退したと考えられる。
そもそも中小路遺跡が最も栄えていたのは、奈良時代後期から平安時代前期にかけてである。大型
の掘立柱建物が複数確認でき、倉庫と考えられる総柱建物も見つかっている。また一般の集落では出
土しない緑釉陶器や硯の破片も見られることから、古代官衙関連施設があったと考えられる。中世の
陶磁器の中にも、白磁四耳壺や合子、青磁花瓶といった日常生活では使わない特殊な器種が含まれて
いることも注目される。中小路遺跡は古代以来この辺り一帯の中心地であり、その系譜で中世前期も
重要な集落であった。それが南北朝期に大きな転換点があり、衰退したのであろう。
高津川流域で一定量の中国産陶磁器が見つかっている羽場遺跡や丸山遺跡でも、中世後期になると
遺物が急減しており、同様の傾向が読み取れる。
2.

益田川流域の中世遺跡
益田川流域の東仙道地域でも、中世遺跡が発掘調査されている。酒屋原遺跡は、益田川に大きく張

り出した段丘上という好立地で、奈良時代からこの地域一帯の中心地であったと考えられる。建物遺
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構は見つかっていないが、古代の須恵器が多数出土し、複数の硯も含まれる。中世の中国産陶磁器も、
176 点のうち大半の 114 点がⅠ期のもので、中世後半は乏しい。近接する下都茂原遺跡では、古代の
緑釉陶器が 20 数点出土していることから、この辺りに古代官衙関連施設があり、中世前期まで継続し
た集落遺跡と考えられる。
大年ノ元遺跡は、14 ～ 15 世紀頃に銅を精錬したと考えられる工房跡の見つかった、やや様相を異に
する遺跡である。都茂銅山から街道へ出てくる重要な地点に位置しており、この銅山に関連するので
あろう。中国産陶磁器もⅣ・Ⅴ期のものが多く、銅精錬工房が操業していた時期に栄えていたことが
わかる。下都茂原遺跡でⅣ期の資料が一時的に増えるのも、銅山との関係があるのかもしれない。
しかし、銅山の特殊事情を除けば、中世後期の遺物量はおおむね低調で、古代以来の集落遺跡が中
世前期をもって廃絶していく様子は高津川流域と同様である。
3.

益田本郷の中世遺跡
益田氏の活動が本格化する中世後期の中心的な遺跡は、益田本郷に所在する居館・三宅御土居跡と、

城郭・七尾城跡である。三宅御土居跡については、益田氏が入ってくる前からこの地域の中心だった
ようで、中世前期の方が陶磁器の点数は多い。益田氏が活躍を始めるⅣ期にはむしろ一度衰退するよ
うにも見える。その後、Ⅴ期になって両遺跡からの出土量は増加し、益田氏の拠点としての姿がはっ
きりとする。
おわりに
益田川河口域には、沖手遺跡、中須西原遺跡、中須東原遺跡という港遺跡が見つかっており、中国
産を中心とした大量の海外産陶磁器が出土している。多少の増減はあるもののこれらの港湾は中世を
通じて機能しており、後背地である高津川・益田川流域の内陸部の中世遺跡へは、常にそれらの物資
がもたらされる条件は整っていた。
にも関わらず、内陸部の遺跡では出土遺物の増減は著しい。一部の遺跡を除くと、古代以来の集落
遺跡が中世前期をもって衰退する傾向にある。そして、中世後期は益田本郷に集約されていく。しか
しそれも必ずしもスムーズには移行しておらず、Ⅳ期は益田本郷でも遺物量は少なく、不安定な状況
であった。
古代以来の在地勢力が中世前期には依然として有力であった。南北朝期の混乱の中でそれらが淘汰
され、次第に力をつけていった益田氏が戦国時代に益田本郷に拠点を置き地域を掌握した。というス
トーリーが、陶磁器調査から見える中世益田の世界と言えよう。
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【図 1】 関連遺跡
【表 1】 高津川流域の遺跡出土陶磁器
Ⅰ期
Ⅱ期
Ⅲ期
Ⅳ期
Ⅴ期
Ⅵ期
計

11 後半～ 12 中頃
12 後半～ 13 前半
13 後半～ 14 前半
14 後半～ 15 中頃
15 後半～ 16 前半
16 中頃～ 16 末期

河成
2
7
0
0
0
0
9

羽場
19
13
1
1
0
2
36

中小路
55
61
42
9
4
2
173
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大畑
1
2
3
2
0
0
8

家下
1
1
2
2
5
1
12

丸山
14
33
6
0
0
0
53

屋加田
3
2
1
0
0
0
6

【表２】 益田川流域の遺跡出土陶磁器
Ⅰ期
Ⅱ期
Ⅲ期
Ⅳ期

Ⅴ期

Ⅵ期
計

11 後半～ 12 中頃
12 後半～ 13 前半
13 後半～ 14 前半
14 後半～ 15 中頃

大年ノ元 下都茂原

15 後半～ 16 前半

14
16
16
46

15
30
8
23

0
127

0
76

35

16 中頃～ 16 末期

酒屋原

龍光

唐干田

大石前

6

0

0

1

114
38
10
8

0

0
176

1
0
0
1

1
0
4
1

0
2

1
1
1
7

0
6

0
11

【表 3】 益田本郷・港の遺跡出土陶磁器（沖手遺跡のデータは暫定）
Ⅰ期
Ⅱ期
Ⅲ期
Ⅳ期
Ⅴ期
Ⅵ期
計

11 後半～ 12 中頃
12 後半～ 13 前半
13 後半～ 14 前半
14 後半～ 15 中頃
15 後半～ 16 前半
16 中頃～ 16 末期

三宅土居 七尾城跡
188
331
166
89
179
28
981

0
0
4
27
126
84
241

沖手

中須西原 中須東原

Ⅳ期
IV
期

Ⅴ期
V期

929
879
150
211
156
52
2377

34
100
89
736
493
86
1538

89
533
520
587
1133
706
3568

計

1052
1512
759
1534
1782
844
7483

1200
1200
1000
1000

800
600
600

400
200
0

Ⅰ期
I期
沖手
沖手

Ⅱ期
II 期
中須西原
中須西原

Ⅲ期
III
期
中須東原
中須東原

三宅御土居
三宅御土居

【図 2】 益田本郷・港の遺跡出土陶磁器グラフ
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Ⅵ期
VI
期
七尾城跡
七尾城跡

講演２

河口の港が果たした役割―日本海と瀬戸内海―
鈴木

康之（県立広島大学）

はじめに
益田市域を流れる益田川・高津川の河口域に所在する沖手遺跡、中須西原・東原遺跡、中世今市遺
跡という中世港湾遺跡群が、日本列島をめぐる水運や、水運を介した人々の交流を考えるうえできわ
めて重要な遺跡であることは、これまでにも多くの研究者によって論じられているところである。と
くに、一定の地域内で時期的に重なりのある複数の遺跡が発掘調査されている点、港湾への何らかの
関与が想定できる領主の拠点である三宅御土居跡、七尾城跡という遺跡が存在する点などは、日本中
世における港湾をめぐる研究に多大な手がかりを提供することが期待できる。
ここでは、益田市域の港湾遺跡群を相対化する一つの材料として、瀬戸内海に流れ込む芦田川の河
口域で発掘調査が行われた草戸千軒町遺跡（広島県福山市）の研究成果の一部を紹介し、河口域の港
湾群が地域社会に果たした役割を描き出すなかから、益田市域における港湾遺跡群研究の課題につい
て考えてみたい。

【図１】 草戸千軒町遺跡の位置
（国土地理院 20 万分の 1 地勢図「岡山及丸亀」）を使用
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１．草戸千軒町遺跡と芦田川河口域の港湾
草戸千軒町遺跡は、鎌倉時代に「草津（くさいづ）」と呼ばれる港湾集落として成立したと考えられる。
芦田川河口域には、この他にも「津之郷」
「吉津」
「奈良津」
「深津」など、
「津」の付く地名がいくつか残っ
ている。瀬戸内海に注ぎ込む河口域が、内陸部の河川・陸上交通を瀬戸内海の水運へと結びつける拠
点として利用されていたことを示すものと考えられる。
たとえば、「深津」には「深津市」という市場が存在し、奈良時代から少なくとも鎌倉時代末にかけ
て地域経済拠点の役割を果たしていたことが、『日本霊異記』や「反故裏経紙背文書」（厳島神社蔵）
などの記載から確認できる。
草戸千軒町遺跡の発掘調査成果からも、鎌倉時代後期から室町時代にかけての「草津」が、芦田川
中流域から下流域にかけての地域における商業・金融業・手工業の拠点として機能したことが解明さ
れている。この「草津」は、皇室領荘園・長和荘の一角に成立した港湾集落で、鎌倉時代には長和荘
地頭で備後守護でもあった長井氏の経営拠点であり、のちの室町時代後期には、備後守護・山名氏の
被官として活動した備後渡辺氏の拠点であったと考えられる。
さらに、福山市胎蔵寺の本尊である釈迦如来坐像の胎内から近年発見された資料からは、「草津」の
芦田川を挟んだ対岸に石清水八幡宮領・椙原保が存在し、備後南部で活躍した椙原氏という武士の拠
点であったことも明らかになっている。現在も残る「吉津」という地名は、この椙原保に付随する港
湾であった可能性が考えられる。

【図２】 福山湾岸に残る津の付く地名
（大日本帝国陸軍測量部 1898 年測量 5 万分の 1 地形図「福山」「井原」を利用）
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このように、芦田川河口域に複数の港湾が存在したことが明らかになっているが、これら複数の港
湾は中世をつうじて一様に存続したのではなく、自然環境や社会的状勢などに左右され、それぞれの
存続基盤は不安定なものであったと考えられる。反面、盛衰のある複数の港湾が相互に補完すること
によって、水陸交通の結節点という河口域地帯の機能が果たされたという見方もできるだろう。
２．基幹港湾との結びつき
河口域の港湾は、河川をとおして後背地と密接に結びつくことができたが、河川から排出される土
砂により大型船の接岸は困難であったにちがいない。河口域の港湾のこうした欠点は、近隣の基幹港
湾と結びつくことによって解消されていた。芦田川河口域の場合は、南方約 15km ほどに存在する「鞆」
がその役割を担っていた。
瀬戸内海のほぼ中央に位置する鞆は、潮待ちの港として古代から瀬戸内海の基幹航路の重要港であ
り続けたが、沼隈半島の先端部に位置するため備後内陸部の後背地との結びつきには限界があった。
そこで、芦田川河口域の港湾が、鞆と内陸部を結ぶ中継地として利用されていたのである。
いくつかの文字資料には、鞆と内陸部を結ぶ通過点として「草津」が利用されていたことが示され
ているほか、前述の胎蔵寺釈迦如来坐像の胎内施入品からも、鞆に関係する複数の人物がこの仏像に
結縁していたことが知られ、芦田川河口域と鞆との関係の深さをうかがうことができる。
おわりに
草戸千軒町遺跡をめぐる調査・研究から明らかになったことは、次のような点である。
（1）河口域には多くの港湾が立地していたが、それぞれの港湾は一様に存続しえたのではなく、自然
環境や社会的状勢などにより不安定な要素が大きかった。
（2）複数の港湾は相互に競合あるいは補完しながら、河口域全体が地域経済拠点としての機能を果た
していた。
（3）河口域の港湾は、地域に密着した存在であったが、それだけで広範な流通網を形成することはで
きず、近隣の基幹港湾と結びつくことによってそれが可能になっていた。
以上の諸点を益田地域の遺跡群と比較しながら考えてみると、今後の研究の課題が見えてくるよう
に思う。まず、益田川・高津川河口域の複数の港湾遺跡は、それぞれの成立から終焉にいたる過程が
いまだ十分明らかにされていない。港湾や集落を構成する諸施設の年代を確定することによって港湾
集落の変遷過程を明らかにすることが、それぞれの港湾が地域社会や権力とどのように結びついてい
たのかを描き出すためには不可欠である。また多くの指摘があるように、河口域に立地する港湾に大
型船が接岸するのは困難であった。益田市域の港湾が日本海沿岸の物流ネットワークにどのように関
与していたかを示すためには、たとえば須佐や浜田といった近隣の港湾とどのような関係を結んでい
たのかを解明する必要がある。
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時期区分
前Ⅰ期

暦年代

事項

9 世紀末～ 10 世紀

官衙に関係する施設として比較的短期間利用される。

Ⅰ期前半

13 世紀中頃

長和荘地頭・長井氏の拠点として集落が建設される。

Ⅰ期後半

13 世紀後半

Ⅱ期前半

14 世紀初頭

Ⅱ期後半

14 世紀前半

居住域が順次拡大し経済拠点としての機能を高めるが、鎌倉
時代末に大部分の施設が廃絶し、その後 14 世紀後半には停滞
期を迎える。
長和荘の領家・安居院悲田院の代官として派遣され、のちに

Ⅲ期
Ⅳ期前半
Ⅳ期後半
Ⅴ期

15 世紀前半
15 世紀後半
15 世紀末～
16 世紀初頭
16 世紀以降

備後守護・山名氏の被官となる渡辺氏によって集落が再開発
される。
渡辺氏の経済拠点として発展するが、応仁の乱で一部の施設
が廃絶する。
渡辺氏によって方形館が建設されるが、近隣領主間の領地紛
争が調定されるなかで渡辺氏は拠点を移し、集落は終焉を迎
える。
福山城下町の建設により、芦田川の遊水地や耕作地などとし
て利用される。

【表１】 草戸千軒町遺跡における集落の変遷過程
［主要参考文献］
井上寬司「中世都市石見益田の成立」『日本海交易と都市』（山川出版社／ 2016 年）
木原光「石見国益田の中世港湾遺跡群―最近発見の中須西原・東原遺跡を含めた中世湊の変遷―」『日本考古学』第 32 号
（日本考古学協会／ 2011 年）
白井比佐雄「福山市・胎蔵寺木造釈迦如来坐像胎内施入品の施入状況について」『広島県文化財ニュース』第 193 号
（広島県文化財協会／ 2007 年）
白井比佐雄「中世鞆にかかわる新発見の屋地売券について―福山市・胎蔵寺木造釈迦如来坐像胎内施入品紹介の一環と
して―」『広島市文化財ニュース』第 203 号（広島県文化財協会／ 2010 年）
鈴木康之「草戸千軒をめぐる流通と交流」『中世瀬戸内の流通と交流』（塙書房／ 2005 年）
鈴木康之「通過点としての『草戸千軒』―広島県草戸千軒町遺跡―」『中世の宿と町』（高志書院／ 2007 年）
鈴木康之『中世瀬戸内の港町・草戸千軒町遺跡』（新泉社／ 2007 年）
長澤和幸「中須東原遺跡と港湾遺跡群」『日本海交易と都市』（山川出版社／ 2016 年）
中司健一「文献からみた中世石見の湊と流通」『日本海貿易と都市』（山川出版社／ 2016 年）
長谷川博史「十六世紀における西日本海域の構造転換」『日本海域歴史大系』第三巻
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中世篇（清文堂／ 2005 年）

講演３

益田と対馬をつなぐ海上交通路
荒木

和憲（国立歴史民俗博物館）

１．『海東諸国紀』の虚像
益田市内の中世遺跡である中須東原・西原遺跡（船着場遺構）からは朝鮮陶磁が大量に出土している。
中世の益田と朝鮮をむすぶ物流が存在したわけだが、それを支える海上交通路はどのようなものだっ
たのだろうか。まずは中世日本と朝鮮との貿易から話を説き起こしてみよう。
15 ～ 16 世紀は朝鮮半島との貿易がきわめて活発になった時代である。それは人が双方向的に動くも
のではなく、日本人が朝鮮に渡航して物資を輸出し、その対価として支払われた物資（綿布など）を
輸入して帰るというものだった。ただし、朝鮮は一般の商人たちを無制限に受け入れたわけではなく、
し そう にん

西日本各地に割拠する領主（地域権力）が派遣した外交使節（使送人）というかたちで受け入れるこ
とがほとんどだった。
こうした形式をとったため、貿易が活発になればなるほど、朝鮮を訪れる外交使節が増加し、朝鮮
政府は貿易対価の準備だけでなく、彼らの応接費用の負担にも頭を悩ませた。そこで、領主たちのラ
ンク付けを行い、その高下に応じて貿易規模や使節応接の差別化を図ることにした。そうした対日外
かいとうしょこく き

交のマニュアルとして 1471 年に成立したのが『海東諸国紀』（以下『海東』）という書物である。著者
シンスクチュ

じょしん

の申叔舟は、外交官として対馬を訪れた経験をもち、北方地域の女真族の征討を行うなど、南北の外交・
りょう ぎ せい

防衛を熟知した人物で、『海東』の編纂当時は領議政（首相）の要職にあった。
『海東』は日本の中世社会に関する重要史料なのだが、虚実ないまぜの情報を含むという危うさもあ
る。『海東』の「日本国紀」は、京都（室町幕府）と西日本各地の守護・国人や有力商人などの名前、
および彼らが朝鮮に通交（遣使）した実績などを列記する。 「山陰道八州」の通交者をみていくと、
たいざ

丹波州は該当者なし、丹後州は「田伊佐津」
（＝間人、京都府京丹後市）の平家国、但馬州は「津山関」
つ

い やま

（＝津居山、兵庫県豊岡市）の佐々木国吉、因幡州は該当者なし、出雲州は「美保関」（境港市）の藤
えん や

原盛政と松田公順、
「留関」（＝宇龍、出雲市）の藤原義忠、伯耆州は縁野義保（縁野＝塩冶、出雲市）、
石見州は「江津」（江津市）の平吉久、「桜井津」（同市桜江町船津）の土屋賢宗、「益田」の藤原久直、
および周布和兼（浜田市周布町）・三住正教（同市三隅町）、隠岐州は源秀吉である。石見 5 名、出雲 3
名、丹後・但馬・伯耆・隠岐は各 1 名であり、石見の領主たちが突出して朝鮮との貿易を行っていた
かのようにみえる。
ところが、彼らはいずれも実在の人物ではなく、対馬宗氏が貿易の権益を拡大するためにでっち上
げた架空の人物なのだった。当時、朝鮮は財政支出を縮減するため、日本側の領主たちの毎年の通交
さい けん せん

回数を制限していた。その取り決めにもとづき派遣された船を「歳 遣 船 」といい、対馬守護（島主）
そうさだくに

の宗貞国の歳遣船は 50 船だった。他の領主たちの多くは 1 ～ 2 船程度であるから、圧倒的に優遇され
ち ぎょう

てはいたのだが、歳遣船の権益を家臣に知行として分配していた貞国にとっては、とうてい満足でき
る数ではなかった。そのため、貞国は架空人物の名義を使うことで歳遣船を増加させ、自分の権力の
維持・拡大を図ったのである。たとえば、
「石見州益田守藤原朝臣久直」なる人物は実在しない。益田
を支配し、藤原を本姓とする領主、すなわち益田氏をモデルにした架空人物なのである（益田氏の通
いみな

字は「兼」なので、「久直」という諱は創作である）。
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２．「南路」と「北路」
『海東』の記述を根拠として、日本海沿岸の領主たちが朝鮮に遣使して貿易を行っていたとみること
はできないのだが、裏を返せば、対馬の宗氏にとって、日本海沿岸の領主たちの存在、とりわけ石見・
出雲の領主たちの存在が強く意識されていたことになる。言い換えれば、そうした領主たちが支配す
る港湾―石見の益田・三隅・周布・江津、出雲の宇龍・美保関―が西日本海水運の要衝だったわけで
ある。
そこで、対馬がどのように西日本海水運と接続するのかを考えてみよう。よく知られている史料と
かきくだし

しお づ

る とのものすけ

しては、文明 6 年（1474）8 月 9 日宗貞国書下写（宗家判物写「峯郡」）がある。これは塩津留主殿助
ろく ち

に対し、「陸地・石見・若狭・高麗への大小船の公事」などを免除したものである。「陸地」（六地）は
くう じ

九州北部・中部の 6 ヵ国を指す言葉で、「公事」は宗氏による課税である。塩津留主殿助は朝鮮―対馬
―九州―石見―若狭間を往来する廻船を経営していたのである。彼は 2 年前に壱岐から対馬へ亡命し
てきた人物であるから、対馬を拠点として従来どおりの廻船を経営していたことになる。つまり、対馬・
かいせん

壱岐の廻船にとって、石見・若狭が西日本海水運における重要地域と認識されていたのである。
キムジャジョン

文明 8 年（1476）、朝鮮使節として対馬を訪れた金自貞は、壱岐の三郎太郎（「三甫郎太郎」）と会い、
日本の「兵乱」の状況と、通信使の船を京都方面まで派遣することができるか否かを尋ねた。これに
対して三郎太郎は、「『南路』は兵乱のため無秩序な状態です。必ず海賊に襲撃されるでしょう。もし
壱岐から『北海』を経由して行けば、風任せで 8 日もすれば若狭に到達できるでしょう。（中略）博多
と壱岐の商人は、みなこの『路』を経由して往来しています」と答えている（『成宗実録』7 年 7 月丁
卯条、原漢文）
。つまり、北部九州の沿岸伝いのルートが「南路」であり、玄界灘の沖合を横断して日
本海側に抜けるルートが「北海」を経由する「路」というのである。

キムフン

もう 1 例は文明 11 年（1479）のものである。通信使の一員として対馬を訪れた金訢が宗貞国と会見
し、京都までの移動について協力を求めたところ、貞国は難色を示しつつ、「対馬から本国（本州）に
向かうには『両路』があります。『北路』の場合は、海を越えて 10 日余りで石見州に直接停泊します。『南
路』の場合は、壱岐・博多の『二海』を渡り、さらに沿海を 30 日余り進めば石見州に到達します。今
回の通信使を対馬側が護送するとすれば、北を経由して往来するのが速いです。南を経由すれば必ず
数ヵ月かかります。対馬は貧しく旅費の負担が難しいですし、海賊がたくさんいますから、そもそも
京都には到達できないでしょう」と答えている（『顔楽堂集』巻 4「遺行」、原漢文）。ここでは「北路」
を進めば、対馬から石見まで 10 日余りで到達できるものとされている。
このように、対馬・壱岐から玄界灘沖合（「北海」）を横断して日本海側へと接続する「北路」が存
在したことが、文献史料によって確かめられるのである。
３．『海東諸国紀』付録地図にみる「北路」
『海東諸国紀』には本文編に加え、付録として「日本本国之図」
（本州地図）、
「日本国西海道九州之図」
（九
州地図）などの地図が収録されている。これらの地図は 1450 年代に博多商人の道安が朝鮮にもたらし
た地図がベースとなっている。海域には白線で航路を示していて、博多などの港湾都市や沖合の島々
をむすぶ複数の航路がどのように接続していたのかがわかる。
これらの地図に「北路」はどのように示されているのだろうか。まず、「九州之図」をみると、博多
あいのしま

お ろのしま

お

き

を起点として、「藍島」（＝相島、福岡市）の西方沖、「於路島」（＝小呂島、福岡市）の東方沖、「小崎
お しま

おき

しま

於島」
（＝沖ノ島、宗像市）の北方沖を通過する航路を示し、
「指出雲州」
（出雲州へ向かう）と注記する。
これはまさしく「北路」の玄界灘側を示すものである。
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一方、
「本国之図」は、
「長門州」の北方沖から「丹後州」にいたる東西航路を示す。その西端に「指
筑前州博多」とあり、
「九州之図」の「指出雲州」と接続することがわかる。つまり、
「本国之図」は「北
ひんじん

ひ じゅう

路」の日本海側を示しているのである。その航路をたどると、長門の「賓任浦」（肥中、山口県豊浦市）、
石見の「長浜浦」（浜田市）、出雲の「大河」（出雲市の神戸川）、伯耆の「湖」（倉吉市の東郷池）、丹
後の「大河」（兵庫県豊岡市の丸山川）と東部の港湾（京都府宮津市付近）を寄港地として記す。丹後
の終着港のすぐ東側には若狭の「小浜浦」
（福井県小浜市）も記す。あくまで航路のモデルを示したも
のであって、これらに代表される港湾を経由しながら航海したというのが実態だろう。
４．「北路」の海洋環境と肥中関
「北路」の日本海側は沿岸伝いに航海すればよいが、玄界灘側は沖合の大海原を横断しなければなら
ない。中世の荷船（貨物船）の航海は、島影を目視して自船の位置を確かめながら進むのが基本であ
る。悪天候や夜間の航海は極力避け、早朝に出港して、夕刻には次の港湾へ入港するという細切れの
航海が行われていた（『仙巣稿』）。そうした安全性を確保しながらゆっくり進む航海とは異なり、
「北路」
の航海は数日間にわたって昼夜となく行われたことになる。
先述のように、壱岐の三郎太郎は若狭まで 8 日、対馬の宗貞国は石見まで 10 日余りかかると述べて
いる。貞国は通信使に対する妨害工作として、日数を水増しして航海の危険性を強調した可能性があ
るので、実際に廻船を経営している三郎太郎の話のほうが現実に近いのかもしれない。ともあれ、数
日間にわたる航海には危険がともなう。貞国と会見した通信使の金訢は、「北路は険しく、昔から通じ
ていない。我が国の使節（通信使）は、すべて南路を経由して京都に到達してきた。対馬の者は偽りを言っ
ているのだ。だから貞国を詰問したのだ」と記録している（『顔楽堂集』）。交渉の場での駆け引きであ
ることを差し引いても、やはり「北路」は平時にはあまり利用されない航路だったのではないか。しかも、
「北路」に関する文献史料が集中するのは 1470 年代である。この時期には京都で応仁・文明の乱が繰
り広げられ、その北部九州版である少弐氏・宗氏と大内氏との抗争も続いていた。とりわけ、大内方
に転じた波多氏が文明 4 年（1472）に壱岐を征圧したことが、対馬船の「南路」利用を妨げる重大な
要因だったと考えられるのである。

ひ じゅうのせき

おおうち し

ぶ ぎょう

さて、「北路」の要衝である長門肥中関への寄航に関して、文安 5 年（1448）9 月 28 日大内氏奉行

にん れんしょ ほうしょ

人連署奉書（「平山家文書」）が注目される。形式上の宛先は「長州肥中関奉行所」であるが、実際に
は対馬の平山氏が受給したものである。その内容は「対馬船事、上下向着関之時、有限帆別御公事者
ほ べつくう じ

可勤之、其外船中不可有点検候也」（対馬船が「上下」に向い、肥中関に入るときは、帆別公事を納め
なければならない。それ以外に船内の点検を行ってはならない）というものである。肥中関が対馬船
の往来する要衝であることがわかるが、とくに注目したいのは、関奉行所に対して船内の「点検」（立
たんすう

入検査）を禁止し、帆の反数という外見上の特徴（みなし積載量）にもとづく課税のみを指示したこ
とである。1440 年代に大内氏と少弐氏・宗氏は北部九州で抗争を繰り広げたが、前年の文安 4 年に大
内氏が勝利して事態は沈静化していた。これをうけての緩和措置であるとすれば、戦時には肥中関奉
行所が対馬船に対する立入検査を実施し、貨物を差し押さえていた可能性がある。
「北路」を往来する対馬船にとって、肥中関はきわめて重要な位置にある。対馬暖流は対馬の南方沖
で東水道と西水道に分かれる。このうち東水道は複雑な流路を形成するのだが、沖ノ島の南方沖を通
過し、長門の西海岸にぶつかってから北上し、日本海の沖合へと流れる流路がある。この流路を利用
すると、途中に小呂島（標高 109 ｍ）・沖ノ島（243 ｍ）・大島（214 ｍ）や長門側の高い山々（標高
600m 程度）を視認しながら航海することができる。対馬船の場合、このルートで航海して肥中関に入
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港しさえすれば、あとは日本海岸のすぐ沖合を航海すればよい。対馬東部から肥中関までの直線距離
を 140km、対馬暖流の速度を 1 ノット（時速 1.8km）と仮定して単純計算すると、船体を海流に委ね
るだけでも、約 77 時間＝ 3 昼夜で到達できることになる。もちろん順風を得て帆走すれば、所要時間
はもっと短縮される。南路より危険であるとはいえ、ある程度の安全性を担保できただろう。
しかし、
『海東』の地図に示される北路は、沖ノ島の北方沖を通過している。たしかに東水道には、
沖ノ島の北方沖から長門の北方沖、さらに出雲の北方沖へとむかう流路が存在する。このルートを利
用する場合、長門の高い山々がみえてくるまでは、沖ノ島を一時的に視認できるだけであり、航海の
危険性が高まる。
このように、「北路」といっても、沖ノ島の北方沖を利用するルートと南方沖を利用するルートが存
在したと考えられるのである。沖ノ島南方沖ルートはそれほど危険ではなく、対馬船は長門肥中関を
最初の寄港地として石見方面へと進み、さらに丹後・若狭方面をめざしたのだろう。しかし、宗氏が
大内氏と対立した状況下では、大内氏の領国である長門の港湾を迂回するため、沖ノ島北方沖ルート
を利用し、石見以東の港湾を最初の寄港地とする危険性の高い航路を選択せざるを得なかったのだろ
う。
益田は石見の西部に位置する海上交通の要衝である。対馬の東海岸からの直線距離は約 220km であ
るから、海流のみの利用で 5 昼夜かかる計算となる。風向き・潮流・視界などの変化によっては、10
昼夜程度を要してしまうこともありえたのではないだろうか。
だいぶん遠回りの論証をしてきたが、益田市の中須東原・西原遺跡から出土する朝鮮陶磁は、「北路」
（平時の沖ノ島南方沖ルートと非常時の沖ノ島北方沖ルート）を利用して来航した対馬船（廻船）に積
載された貨物の一部だったと考えておきたい。
［主要参考文献］
荒木和憲『対馬宗氏の中世史』（吉川弘文館／ 2017 年）
井上寛司「中世山陰における水運と都市の発達」（有光友学編『戦国期権力と地域社会』吉川弘文館／ 1986 年）
長節子『中世日朝関係と対馬』（吉川弘文館／ 1987 年）
長節子「朝鮮前期朝日関係の虚像と実像」（『年報朝鮮学』8 ／ 2002 年）
佐伯弘次「大内氏の筑前国支配」（『九州中世史研究』1 ／ 1978 年）
佐伯弘次ほか「『海東諸国紀』日本人通交者の個別的検討」（『東アジアと日本』3 ／ 2006 年）
関周一『中世日朝海域史の研究』（吉川弘文館／ 2002 年）
長谷川博史『中世水運と松江』（松江市教育委員会／ 2013 年）
広瀬直毅・尹宗煥・宮本真由美「東シナ海〜日本海の海流と航海環境」『特別研究事業第１回国際検討会「古代東アジア
の航海と宗像・沖ノ島」報告書』（「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群保存活用協議会／ 2019 年）
益田市教育委員会『中須東原遺跡』（埋蔵文化財発掘調査報告書／ 2013 年）
米谷均「朝鮮通信使による対馬紀行文集」（早稲田大学水稲文化研究所編『海のクロスロード対馬』雄山閣／ 2006 年）
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講演 4

高津川・益田川河口域の中世
田中

大喜（国立歴史民俗博物館）

１．益田港湾圏の様相
１）高津川・益田川河口域の３つの湊
○３つの湊の発見
＊益田川下流域の港湾遺跡の発見［長澤 16・村上 16・佐伯 18］
①沖手遺跡（1996 年・久城町）＝「沖手湊」
→・高津川の支流（前川）と益田川の合流地点に所在…「益田本郷津」【史料１】か
・11 世紀後半～ 17 世紀前半までの遺物が出土（島根県総数：約 25,678 点）…貿易陶磁に関して
は 11 世紀後半～ 12 世紀半ばのものが全体の約半分を占める［歴博］
→ 11 世紀後半にいち早く成立するも、13 世紀半ばには衰退を始める
②中須東原・西原遺跡（2005 年・中須町）＝「中須湊」…「益田本郷津」か
→・沖手遺跡の対岸、高津川の支流（新川）と益田川の合流地点に所在
・11 世紀後半～ 17 世紀前半までの遺物が出土（総数：東原 55,459 点・西原 52,958 点）…貿易
陶磁に関しては、12 世紀後半のものから増加し、14 世紀後半以降のものが全体の約 76％（東
原約 68％・西原約 85％）を占める［歴博］
・15 世紀に築かれた材木の荷揚作業面と推測される大規模な礫敷き遺構［大庭 18］と鍛冶遺構が
出土
→ 12 世紀半ば頃に成立し、沖手湊にあった物資の集散機能を吸収して発展する
【史料１】「益田金吾家文書」法橋範政書状案

( 道 智 ）

長盛申石見国益田本郷津料・浮口事、狛僧正御房去比御入滅候之間、件御領彼御分候、仍于今進之候了、
急有御尋可被申左右候、恐々謹言、
（ 異 筆 )（ 1 2 6 9 ）

「文永六年」
四月十二日

法橋範政

＊文献史料における高津川下流域港湾の発見【史料２】［田中ほか 18］
→長野荘高津郷に「津湊」＝「高津湊」が存在…海港（湊）＝外部への結節点と川港（津）＝内陸
部への結節点に港湾機能を分有する（場所は未詳）
→ 13 世紀前半には存在していたことから、中須湊と同時期に成立し、これと併存しながら機能した
と見られる
【史料２】「益田實氏所蔵文書」北条重時書状
石見国長野庄内高津郷務間事、就去年七月十一日御下知状、相尋地頭兵衛尉盛宗候之処、陳状〈副代々
御下知状案〉如此候、子細見状候歟、而雑掌以去年御下知状、一向彼郷津湊等不相交地頭之由訴申之、
何様可候乎、以此旨可有御披露候、恐惶謹言、
（ １ ２ ４ ０ ）

延応二年四月廿六日
進上

相模守重時（裏花押）

斎藤兵衛入道殿
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○３つの湊を存続させた後背地
＊港湾の存続には、これに接続する消費地の存在が不可欠［市村 96］
→沖手湊・中須湊・高津湊の場合、高津川・益田川流域に分布する地域・町場が該当
→湊に運ばれた物資・人が高津川・益田川を介して内陸部の地域・町場へ送り込まれ、同時に内陸
部で生産された物資・人が湊に集まる
２）益田港湾圏の形成
○高津川・益田川河口域の湊の成立
＊湊の成立契機
① 11 世紀後半の高津川・益田川流域の中世的所領の形成（開発）に対応する、共同の流通センター
＝開発に必要な物資・人の集散地の設定［井上 16］
→益田荘領家方には、津刀祢名＝国衙の下で港湾の管理をした津刀祢へ与えられた土地が存在（「益
田家文書」益田本郷田数注文）…国衙による整備・管理［西田 18］
②宋への輸出物資＝都茂鉱山産出の銅と高津川流域の材木の獲得を試みる宋海商の来航［村上 16］
→日宋貿易は、博多綱首（博多に居住した中国人の貿易船船主）が江南から博多に唐物をもたらし、
有力寺社のもとに組織された日本の交易集団がそれを国内各地に輸送・販売する分業形態で行わ
れた［林 98・榎本 01］…益田へ来航したのは日本の交易集団
→特に高津川流域の材木は、中世を通じた益田の重要な地域資源＝流通商品［中司 16・西田 18］…
中須湊の礫敷き遺構が材木の荷揚げ作業面ならば、15 世紀以降、材木の生産・流通はいっそう盛
んになったと見られる
＊多くの人が集まる湊には宗教勢力も参入する
→河口域には五福寺（安福寺・妙福寺・福王寺・蔵福寺・専福寺）が存在したという
○「港湾圏」という視角
＊大治４年（1129）の長野荘の立荘・久安年間（1145 ～ 50）頃の益田荘の立荘［西田 18］により、
高津湊は長野荘、沖手湊・中須湊は益田荘の年貢積み出し港として機能
→・湊に居住した海上輸送業者（梶取）は、特定の荘園領主に従属して年貢輸送のみに従事する存
在ではなく、他者の物資輸送や遠隔地間の交易にも従事［藤本 04］
・中須湊では、高津川流域（長野荘）の材木の製材が行われていたと見られる…鍛冶遺構は、製
材道具（大鋸・木挽き鋸・玄能等）の製作・メンテナンスに関連［大庭 18］
→３つの湊は決して長野荘・益田荘専属の湊になったわけではない
＊３つの湊はそれぞれに、船の停泊・船員の宿泊・物資の集散など、高津川・益田川河口域の港湾機
能を担い、かつ有機的に結びついて一つの「港湾圏」（益田港湾圏）を形成していたのではないか…
cf. 港町複合体としての中世博多湾［伊藤 18］
→高津川・益田川流域および西日本海水運の一大拠点…具体的様相の解明が今後の課題
２．益田港湾圏の覇権抗争
１）益田港湾圏に関わる諸勢力
○益田本郷津（沖手湊・中須湊）に関わる諸勢力
＊益田荘の荘園領主（領家）である園城寺円満院【史料１】［西田 18］
→「益田本郷津」から「津料」
（湊の利用料）と「浮口」
（河川を通行する物資＝材木に課せられる税）
を徴収する権利を持つ
-17-

＊益田荘益田本郷の地頭である益田氏…鎌倉期の益田本郷地頭職は、兼高―兼季―兼時―兼長―女子（千
手）―兼弘―兼世［久留島 19］
→そのほか、沖手湊・中須湊に近接する乙吉郷の地頭で、益田氏と婚姻・養子関係を結んでいた乙吉氏［久
留島 19］も、何らかの権益を持っていた可能性がある
○高津湊に関わる諸勢力
＊長野荘の荘園領主（領家）である卜部氏［西田 18］と地頭の盛宗【史料２】
→高津湊の管理をめぐる相論を起こす…津湊料・浮口などの権益をめぐる争いか
＊地頭の盛宗は、
「年来領家之僕従」として高津郷下司職に補任された藤原重保（藤大夫）の孫と見られる［久
留島 19］
→もともと「領家之僕従」（荘園領主の侍）であり、かつ祖父重保は五位の位階を持ち、父能盛は「左近
将監」、盛宗は「兵衛尉」という武官職を持つことから、盛宗の出自は京近国を基盤とする軍事貴族（京
武者）と考えられる
→子は長盛（法名道忍）…高津道性・長幸との「道」
・
「長」の字の共通性から、長盛の子孫が高津氏になっ
たと推測される
→高津氏の居館は、高津二丁目（地方地区）の字古土井周辺に比定できる…津・町場・陸上交通路を押
さえる立地
２）覇権抗争の結末と意義
◯高津氏台頭の背景
＊沖手湊・中須湊・高津湊は有機的に結びつき、益田港湾圏を形成していた
→益田港湾圏は、上記の諸勢力の共同港湾となり、彼らの共生＝競合関係が展開する場になったと見ら
れる…鎌倉期にイニシアティブを握ったのは誰か
＊鎌倉後期の益田氏は内外にさまざまな紛争を抱え、勢力を弱体化させていた可能性が高い［西田 18］…
同時期の乙吉氏も益田氏との相論を抱えていた
→荘園領主が港湾圏を押さえたという徴証は得られない…高津氏が港湾圏に強い影響力を行使し、イニ
シアティブを握ったのではないか
→後醍醐勢力の討幕の動きに呼応して、高津道性が西石見の武士を率いて、長門の武士とともに長門探
題を攻撃【史料３】…高津氏の「大将」としての活動は、高津川・益田川流域および西日本海水運の
一大拠点を掌握した政治的・経済的実力を背景としたもの
→高津氏は建武政権下で石見国守護代に抜擢された（「安富家文書」丸毛兼幸軍忠状）
【史料３－１】
「正慶乱離志」正慶２年（1333）４月１日条
同日、自門司関、三川殿ニ告申云、長門国厚東・由利〈大峯地頭〉
・伊佐人々与力高津道性、去一日辰時、
（北条時直）

押寄長門殿御館畢、
【史料３―２】「俣賀家文書」高津道性軍忠実検状

（ 北 条 時 直 ）

石見国俣賀村地頭内田又三郎致義、於長門国々苻上野前司城四月二日合戦、（中略）若党孫六打死、中間
藤三郎打死、令実検畢、
（ 1 3 3 3 ）

元弘三年四月十三日

沙弥道性（花押）
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○高津氏から益田氏へ
＊建武３年（1336）～延文６年（1361）にかけて、高津氏は南朝方・足利直冬方として、降参を繰り返し
ながら北朝方（足利尊氏・義詮方）と争う
→建武政権＝南朝から石見国守護代に任じられ、益田港湾圏の権益（イニシアティブ）を承認され
たがゆえ、終始南朝方に付いたのだろう
→イニシアティブを奪取したい勢力は北朝方へ…その一人が益田氏（兼見）
→益田地域の南北朝内乱は、益田港湾圏のイニシアティブの争奪戦として展開した
＊高津氏は最終的に北朝方に降る…反対に台頭してきたのが益田氏
→益田港湾圏をめぐる抗争に勝利し、ここを押さえた益田氏は、その後、益田川流域（益田荘）だ
けでなく高津川流域（長野荘）にも影響力を強め、支配領域に収める
→益田氏にとって益田港湾圏の掌握は、西石見を代表する領主（領域権力）への飛躍の礎となった
［主要参考文献］
市村高男「中世後期の津・湊と地域社会」（中世都市研究会編『津・泊・宿』山川出版社／ 1996 年）
伊藤幸司「港町複合体としての中世博多湾と箱崎」（『九州史学』180 号／ 2018 年）
井上寛司「中世都市石見益田の成立」（中世都市研究会編『日本海交易と都市』山川出版社／ 2016 年）
榎本渉「宋代の『日本商人』の再検討」（『史学雑誌』110―２号／ 2001 年）
大庭康時「中世遺跡出土の港湾関連遺構と石見の港湾」（島根県古代文化センター編『石見の中世領主の盛衰と東アジア
海域世界』島根県教育委員会／ 2018 年）
久留島典子「益田氏系図再考」（『東京大学史料編纂所研究紀要』29 号／ 2019 年）
佐伯昌俊「高津川・益田川河口部の港湾遺跡の様相」（『石見の中世領主の盛衰と東アジア海域世界』）
田中大喜・中島圭一・中司健一・西田友広・渡邊浩貴「益田實氏所蔵新出中世文書の紹介」（『国立歴史民俗博物館研究報告』
212 集／ 2018 年）
長澤和幸「中須東原遺跡と港湾遺跡群」（『日本海交易と都市』）
中司健一「文献からみた中世石見の湊と流通」（同上書）
西田友広「中世前期の石見国と益田氏」（『石見の中世領主の盛衰と東アジア海域世界』）
林文理「博多綱首の歴史的位置」（大阪大学文学部日本史研究室編『古代中世の社会と国家』清文堂出版／ 1998 年）
藤本頼人「中世前期の梶取と地域間の交流」（同『中世の河海と地域社会』高志書院／ 2011 年、初出 2004 年）
村上勇「高津川・益田川河口部港湾遺跡の交易ネットワーク」（『日本海交易と都市』）

-19-

講演５

港としての角井と飯田
松田

睦彦（国立歴史民俗博物館）

高津川をはさんで向かい合う角井と飯田では、かつてはここに港があったという伝承が聞かれる。
港についての確固とした証拠は残されていないが、もし仮に、この伝承が本当であれば、現在とは異
なる角井や飯田の姿があらわれることになる。本発表では、角井・飯田の伝承、高津川の流路の変遷、
角井川・本俣賀川流域の生業と生産物の移出経路等を総合的に検証することで、角井と飯田が港であっ
たことの可能性について考え、さらに、中世との接続をはかりたい。
１．角井と飯田の伝承
昔、角井と飯田の一帯は入り江になっていて、
そこは港だった、という伝承が残っている。昭
和 13 年に刊行された『高津町誌』にも同様の
記述がみられる。『高津町誌』では「伝説」と
して扱われる港の伝承だが、地元のみなさんの
伝える内容はなかなか具体的である。飯田の側
の町屋にも角井にも「アテノキ」と呼ばれる大
木があって、それを目安にして船が港をめざし
た、昭和のはじめにおこなわれた高津川の改修

【図１】角井橋より高津川と町屋をながめる

工事の際に、町屋の周囲の土地が砂利で固めら

れていた、栗の木で固められた土場が出てきた、
「ニクリリョウ」と書かれた板が出土した。記録には残っ
ていないが、このあたりが入り江で、その一番奥に港があったという説は一考に値するだろう。
２．高津川の流路と入り江
現在の高津川の本流は、角井と飯田の間を貫いている。
しかし、広島大学図書館所蔵の『明治 22 年地籍図』をみ
ると、現在の本流にあたる流れは細く描かれており、途
中、断絶しているようにもみえる。一方で、現在の白上
川をとおる流れは太く描かれており、こちらが本流と考
える方が自然である。『高津町誌』の「高津川改修計画図」
をみても、河川改修によって、現在の位置に本流を導こ
うとする意図が読み取れる。地元のみなさんも、昔はもっ
と流れが細かったと話している。したがって、少なくと
も明治、大正期には、現在の本流の流量はずっと少なかっ
たと考えられる。一方、聞き取りによると、現在、海水
は飯田吊橋のあたりまで遡ってきているという。角井と
飯田のあたりまで入り江が形成されていた可能性は十分
にある。

【図２】「高津川改修計画図」（『高津町誌』）より
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３．角井川・本俣賀川流域の生業と生産物の移出経路
では、なぜ角井と飯田の間の入り江が港となった
のであろうか。その役割のひとつに、角井川・本俣
賀川流域の生産物の積み出しをあげたい。近現代に
おいて、小俣賀・本俣賀・梅月・左ヶ山といった地
域では米・雑穀・蔬菜・製紙原料・材木・炭・繭な
どが生産されてきた。これらの生産物は、自家消費
分以外は地域外に移出されて商品となるが、問題は、
それらがどのようなルートで運ばれたかである。現
代には、山越えをして益田や旧益田をめざすルート
が主流となっているが、益田と高津が分かれていた
時代、あるいは、益田市が津和野藩領と益田藩領に
分かれていた時代には、角井川・本俣賀川流域のさ
まざまな生産物は角井をめざしたと考えるのが自然
であろう。地形的にもそれが必然である。こうした
事情を考慮すると、角井と飯田の間は入り江で、そ
こに港があったとする伝承も、一層の真実味を帯びてくる。

【図３】生産物の流れ（想定）

４．中世の姿
それでは、中世はどうだったのか。高津川の流路は変遷が激しく、中世から角井と飯田の間に入り
江があり、港があったかは不明である。しかし、これまでの研究で飯田が長野荘支配の重要拠点であっ
たことが明らかになっており、その理由のひとつに、「二つの俣賀氏」の領地である角井川・本俣賀川
流域の流通拠点としての機能をあげられないだろうか。中世もやはり、高津川の本流は飯田の西側を
流れており、角井と飯田の往来は容易であった。そして、角井川やその谷筋を利用して生産物が搬出
され、外からは必要な物資が搬入されていた。その拠点が飯田だったとしたら、どうであろうか。
現在のところ、こうした考えは伝承を手がかりにした仮説でしかないが、今後、文献資料の精査や
発掘調査等をとおして、少しずつでも証明されることを期待したい。
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講演６

中世俣賀の山林資源と領主たち
渡邊

浩貴（神奈川県立歴史博物館）

はじめに
山陰地方に荘域を有する石見国長野荘（荘域の旧益田市の高津川下流域一帯）は、中山間部・平野部・
港湾部といった地形で構成され、鎌倉・南北朝期にかけて様々な武士勢力が拠点を築いてきた。彼ら
は山野河海それぞれでの地形環境に適応した生業を営み、領主支配を展開してきた。本報告では、当
該地域に西遷御家人として新たに地域へ入ってきた遠江国内田氏とその一族俣賀氏を取り上げ、フィー
ルドワークの成果とともに、彼らの本拠の景観や生業環境を示し、当地への拠点形成の歴史的展開過
程を述べていきたい。
※引用する『中世益田・益田氏関係史料集』（益田市・益田市教育委員会、2016 年）は『中世益田』と略記し、文書番号を付す。

１．西遷御家人内田氏一族と石見国長野荘

鎌倉期俣賀氏の系譜関係

１）遠江国内田氏の西遷と一族

姻戚関係

養子関係

島根県浜田市）の地頭職を獲得する【中世益田 4･5】
。これは
長野荘に在来していた国御家人の所領が幕府により没収され、
致親（致朝に改名、定願）

致直（生仏）

朝員

朝員（空昭）

女子

先所領での活動は確認できない。貞和五年（1349）の「内田致

蓮念

なるまで嫡流内田氏は主に本貫地での活動が顕著であり、西遷

春若丸（致義？）

は基本的に遠江国御家人として幕府より把握され、鎌倉末期に

致弘（熊若丸）

造営注文」では遠江国に「内田庄司跡」とあるように、内田氏

致義

成したわけではない。例えば建治元年（1275）の「六条八幡宮

河嶋清政

田氏は、承久勲功地を得てもすぐに西国所領へ西遷し本拠を形

致直

せ、簗の切壊しや山野の押領を行う【中世益田 24】。ただし内

上俣賀氏

致康

西遷先の豊田郷に隣接する吉賀郡野郷地頭代と堺相論を勃発さ

下俣賀氏

人として本拠を形成することとなる。所領獲得当初、内田氏は

円戒

尼光阿

内田氏はかかる国御家人の拠点に新たに入り、のちに西遷御家

内田氏

致員（西仏）

致重

致義

荘豊田郷（現島根県益田市）と同国那賀郡周布郷内貞松名（現

俣賀氏

る武士であり、承久の乱の勲功により鎌倉幕府から石見国長野

先妻

致茂

後家

内田氏は遠江国内田荘下郷（現静岡県菊川市）を本貫地とす

景譲状」
【中世益田 171】でも、遠江国内田荘下郷について「致景重代相伝かいほつの地」との認識が
示される。
鎌倉末期頃、内田氏一族内で本貫地と西国所領で活動を分担する様子が窺える。元徳二年（1330）、
石見国周布氏の相論に対して内田朝員が遵行使節を【中世益田 70･71】、また嘉暦二年（1327）・元徳
元年の遠江国山内氏の相論に対して子息内田致景が遵行使節を務めており【中世益田 67･69】、親子で
両地域を分掌していた様子が看取される。その後の南北朝内乱の初期段階において、致景は遠江国御
家人として東海方面で軍事活動を展開する。
２）庶流系俣賀氏の系譜と所領［渡邊 2018］
俣賀氏は内田氏の庶子家であり、嘉禎二年（1236）「内田致茂譲状」において内田弥益丸（致義）が
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豊田郷内俣賀と「中道」より下手の横田村の地頭職を相続することで誕生し、現地の俣賀の地名を名
字に冠した。以後、鎌倉期俣賀氏はさらに所領の分割が進展したようで、嘉暦二年（1327）「良祐・光
阿和与状」では、俣賀上村を拠点とする俣賀氏嫡流系の上俣賀氏と、俣賀下村を拠点とする庶流系の
下俣賀氏の二系統に分かれていた。両俣賀氏の所領は一部横田下村を持つものの、基本的に中山間部
の谷戸田に立脚したものであった。
２．内田氏・上下俣賀氏の本拠景観
１）内田氏の本拠景観［概報 vol.1］
内田氏の西遷先の所領は大きく豊田郷と周布郷貞松名の二つに分かれ、その所領の詳細について、
文永八年（1271）
「西仏〈内田致員〉譲状写」
【中世益田 26】によれば、
「石見国長野荘内豊田郷中豊田・
道辺・一原・下角・篠原・大岳并同国貞松名地頭職事〈但、堀内在家三宇一原上檀田畠者、譲与次男
八郎左衛門尉致親畢〉」が相伝されていた。このなかで「一原」「下角」「大岳」は現地比定が可能で、
「一原」は横田村の石塔寺権現社（豊田神社）が立地する微高地一帯の「市原」、「下角」は高津川より
匹見口にほど近い隅村付近の地名、「大岳」は虫追村と安冨村の高津川内の通称地名（
「オオダケブチ」
や鵜飼のフチ名称）として今も残る。内田氏は豊田郷内において庶子俣賀氏と分割した横田村に加え、
さらに高津川下流域に広く権益を有していたことが窺える。
さて、内田氏の本拠は横田村内に比定しうる。石塔寺権現社の社伝によると鎌倉期に内田致親が当
地に神宮寺を建立したと伝え、長寅寺はその創建を内田致忠（系譜関係未詳）と伝える。また同寺後
背山地には南北朝内乱期の暦応二年（1339）より内田氏が籠もった「豊田城」が史料上確認でき、横
田村も市原周辺が内田氏の領主拠点として最も適当であろう。また、市原膝下には中道と高津川が交
差した沖積低地には「横田市」があり、現在も上市・中市・下市の地名が残る。横田市は戦国期の益
田氏の検地目録に「横田市屋敷銭」とあるのが初見だが、立地環境に鑑みて、当該地に史料初見より
も遡って町場が形成されていたことは十分想定しうる。そもそも内田氏が立脚する豊田郷横田村は、
長野荘の構造において中核的な拠点であると考えられる。同荘唯一の式内社である石塔寺権現社から
は 12 世紀の陶製経筒が出土し、その直下を流れる横田町剣先から分水する「後川」（微地形を利用し
た安冨町まで至る長距離用水路、ただし市原とは別水系）は、安冨の古代官衙施設群の遺構とされる
中小路遺跡を養うように流れる。石塔寺権現社の遺物、中小路遺跡の官衙遺構、両者を接続する長距
離用水路と「横田市」の存在より、西遷御家人内田氏の拠点は、長野荘の中核の一つに食い込むよう
に拠点を形成したと考えられる。同地域での西遷御家人内田氏の卓越性を見出すことも可能であろう。
２）上下俣賀氏の本拠景観［概報 vol.1, 渡邊 2018, 中司 2019］
一方、庶子俣賀氏の本拠は中山間部の谷戸田を基本とし、①上俣賀氏の本拠は氏社本山八幡宮とそ
の向かい側の小字「ドイノウチ」付近の微高地に（旧梅月小学校跡地裏山の宝篋印塔）、②下俣賀氏の
本拠は現状は未詳だが、俣賀下村で宝篋印塔残欠や廃寺跡がある小字「的場」一帯に想定しているが、
比定は今後の検討課題である。下俣賀氏の拠点については、氏寺西禅寺（室町期に使僧で登場）やそ
の後背山地にあると思われる「石州高城」に戦国期下俣賀氏庶流の梅月氏が在番しており、中世後期
では西禅寺付近にも下俣賀氏の拠点が形成されていたと推察される。さて、俣賀氏は内田氏とは異な
り高津川などの河川交通とは密接ではない山間部に拠点を有し、鎌倉初期での分割相続で獲得した横
田下村での権益についての実態については不明である（後に内田氏が「中道」より下手にも長寅寺な
どの拠点を有しているため、権益の実質は内田氏にあったか）。ただし、河川交通へ関わろうとする指
向性は俣賀氏も持っており、とくに下俣賀氏は暦応三年（1340）に「須子村内田屋敷」を領有している。
-23-

須子村は高津川河川交通とも密接な地域で、現地では「古土井」、屋加田遺跡等もあり、同氏の河川交通・
用益の拠点であったと考えられる。
３．山林資源をめぐる紛争と南北朝内乱
１）三つ巴の山野紛争［大山 1993･2012, 渡邊 2018］
鎌倉末期になると内田氏と上下俣賀氏の三者間で、山林資源をめぐる紛争が勃発する【中世益田
43･53･65】。その背景には、在地住人が山野に入って焼畑を行い、また新たな在家（さらに小俣賀など
の小村）が現れたことによる権益争いが勃発したことによる。もともと内田氏・上下俣賀氏の山林資
源の利用については、狩倉が設定され、分割相続の中で山野における領有権が分割されていったこと
が分かる。しかし、分割はあくまでも領有権だけであり、山野での用益権（利用権）については分割
されず共同知行・管理とされていた。これは鎌倉期の譲状奥書に記載される以下の文言「於狩者、無
我山人山可狩、河同事之旨」（相論ではこの奥書が「入筆」かどうか争われたが、真であると六波羅法
廷で判断された）からも明らかである。しかし、鎌倉末期の山野紛争の結果、狩倉は分割して利用さ
れることとなり山野における共同利用の原則が崩壊することとなる。
山野紛争を経て、次なる紛争は河川交通に関わる権益をめぐるものとなる。南北朝期には下俣賀氏
が「須子村内田屋敷」を獲得するなど河川交通への関与を高め、次第に高津川下流域では河川交通・
用益をめぐる、あるいはそれを背景とする紛争が勃発していく。
２）内乱期の本拠形成
南北朝内乱初期、嫡流の内田氏は致景が遠江国御家人として倒幕勢力に従軍し、その後も北朝方と
して活動する。しかしその間、西国所領の豊田郷ではある問題が発生してしまう。暦応二年（1339）
より南朝方として豊田工藤三郎（内田致員）が豊田城に籠もり、周辺領主の高津長幸も南朝として連
携し、国司日野邦光や新田義氏を地域に招き入れる受け皿となった。この内田致員は内田氏の一族で
あり、致景が遠江方面で転戦中に豊田郷の所領を押領し、南朝方として当知行を主張したと考えられる。
実際、豊田城陥落後、貞和元年（1345）に豊田郷内道野辺村・貞松名地頭職が内田致員跡でないこと
が北朝方守護上野頼兼に承認されている【中世益田 150】
（豊田城陥落後は北朝方が駐留し、内田致景
は当該地を喪失する恐れがあった）。流通の要衝である豊田郷横田村（豊田城が立地）では内田氏一族
内でも権益が重なりあう場所であり（実際、市原には内田致親も権益保有）、こうした流通・町場をめ
ぐる一族内の競合関係が南北朝内乱で表面化した現象といえる。
この紛争の結果、内田氏の所領経営にも影響が現れることとなり、内田致景－致世の段階から次第
に石見国豊田郷・同国貞松名へ拠点を移していき、観応の擾乱以降になると内田氏の所領として遠江
国内田荘下郷は確認できなくなる。一方、足利直冬が中国方面で勢力を伸ばす頃、内田致世も直冬方
として従い、「石見豊田城」での軍忠が褒賞されている【中世益田 233】（下俣賀氏は北朝方で対立）。
全国内乱の進展と現地での流通をめぐる対立関係が表面化した結果、内田氏は西国所領を本拠と設定
し、その確保のため拠点化を内乱期に進めていったのであろう。また内乱初期には同じ北朝方であっ
た内田氏・両俣賀氏であったが、上述のように各領主たちの本拠形成が進むに従い、現地の対立を再
生産することとなった。
おわりに
西遷御家人内田氏と庶子俣賀氏は河川交通や山林資源など様々な生業環境に立脚した領主支配を展
開していた。しかし拠点形成に伴う開発の進展は領主間の様々な紛争をもたらし、一族間の三つ巴の
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山野紛争や、その後の南北朝内乱期における河川交通・用益や町場をめぐり対立関係が表面化してくる。
そうしたなかで内田氏の本拠形成も進み、西遷が促されることとなったのであるが、一方で本拠形成
の進展はさらなる現地での対立関係を生み出し、内乱を再生産していったのである。
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［主要参考文献］
大山喬平「荘園制」（『岩波講座日本通史第７巻』岩波書店／ 1993 年）
大山喬平『日本中世のムラと神々』（岩波書店／ 2012 年）
中司健一「国人衆からみた大内氏」（伊藤幸司編『大内氏の世界をさぐる』勉誠出版／ 2019 年）
渡邊浩貴「石見国長野荘俣賀氏の本拠景観と生業・紛争」（『国立歴史民俗博物館研究報告』 212 集／ 2018 年）
渡邊浩貴「建武政権・南朝の武力編成と地域社会－武者所職員の事例から－」（悪党研究会編『南北朝「内乱」』
岩田書店／ 2018 年）
『中世益田現地調査成果概報 vol.1』（国立歴史民俗博物館／ 2017 年 )
『石見の中世領主の盛衰と東アジア海域世界』（『島根県古代文化センター研究論集』 第 18 集／ 2018 年）
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講演７

材木の生産・流通と領主
西田

友広（東京大学史料編纂所）

はじめに
2004（平成 16）年以降の、益田川・高津川河口部での中世の港の遺跡（沖手遺跡、中須東原・西原遺跡）
の発掘成果を受け、この港と日本海流通との関係が改めて研究され、そこでの交易品として材木が注
目されている。
この報告では、中世の材木の生産・流通のあり方と、そこへの領主の関わり方について考えてみたい。
１．中世前期の材木生産
１）前近代における材木生産の流れ
○『明治前日本林業技術発達史

新訂版』（日本学士院日本科学史刊行会編、1980 年）

立木調査→小屋掛け→山割り→山神祭→伐木→造材→集材→山落（桟手・修羅）→「小谷狩」（堰）
→「大川狩」（バラ流し・管流し）→筏運材→港へ
２）中世前期の材木生産
○（養和 2 年（1182）カ）4 月 12 日河内国目代勾当法師某書状（『平安遺文』8―4020）
「材木等、採り置かしめ給ふべく候」
「山より河に出だすの行程」「日別に二帰か、もしくは三帰か」
○東大寺造立供養記（『群書類従』24）
「杣中より大河に出だす、名を佐波川と曰ふ」
「木津より海に至るは七里〈三十六町を一里となす〉」 ※ 1 町は約 110 ｍ、7 里は約 28 ㎞弱
「水浅き故、柱流れ下らず、よって河を関きて水を湛ふるなり、七里の間、関水の所百十八処なり」
※約 2 町＝ 220 ｍに 1 カ所の関
「新たに河を掘り江海へ通はす」
「四月上旬より七月下旬に至るまで水を関くの間、手足爛壊し、身力悉く費やし尽くしおはんぬ」
○（貞応 3 年（1224））10 月 2 日行慈書状（『鎌倉遺文』5―3301）
杣夫・杣作夫、曳夫、綱折夫・筏師
「塔の材木は皆とりて、在田河のはたへ曳き出だして候、今明、筏下し沙汰し候なり」
○貞和 4 年（1348）4 月 22 日天満宮造営入雑用銭注文案 （『小浜市史』諸家文書編 3 秦文書 90）
百四文

なたの庄へ財〔材、以下同じ〕木あつらへに行時入、四月廿二日

五貫文

財木代ニやる、持使〈二郎三郎殿・源藤次大夫〉、四月廿五日

五十文

二人の使ニもたす

一貫五百文
百文

同財木代ニヤル、筏ノ出時、五月廿七日

財木下之時、酒直ニ入

杣採材・注文材としての材木、筏による搬出

-26-

○捃拾抄（円教寺所蔵、『播磨北部の生業と武士』所収）延文 5 年（1360）の記事
「延文五年〈庚／子〉（中略）当国引原
より之を下す、時に河の瀬を関き五町・
三丁下す間、数日を送る処に、河山に
至る時、夜、雨降り、おのずから一夜
に横浜の浦に至る、不思議の奇特なり
と云々、」
※関の間隔は 550 ～ 330 ｍ
○応永 5 年（1398）大山寺縁起絵巻
（史料編纂所台紙付き写真）
桟手による材木運搬
伐採→川出し→川流し、という流れ
桟手・修羅による運搬、関による川流し
２．益田川・高津川流域の材木生産
１）田率板
○承久 3 年（1221）月日卜部某下文（益田實家文書）
名主職の補任状か、長野荘に関する文書と考えられる
「有限御年貢已下色色所当公事并田率板・在家役・津河関等」
cf. 年貢としての材木
周防国石国荘
・嘉禎 3 年（1237）11 月日石国荘沙汰人等重申状（
『鎌倉遺文』7―5195）
「当御庄御年貢材木」「摩敷板四百八十枚」
近江国朽木荘
・正安元年（1299）11 月 8 日雑掌宥西和与状（
『鎌倉遺文』27―20288）
領家方年貢四二寸榑、毎年三万寸（五月中二万寸、十月以前一万寸）
２）石見榑
○文永 8 年（1271）2 月日高神社本殿造営記・文永 9 年 9 月 7 日高神社御輿造営記
（「高神社文書」『鎌倉遺文研究』9・田村憲美論文所収）
「石見榑〈七十寸／七百文〉」→ 1 寸＝ 10 文
「阿波檜榑〈七十三寸／三貫五百文〉」→ 1 寸≒ 48 文
「阿波檜榑〈廿四寸／一貫三百十三文〉」→ 1 寸≒ 55 文
盛本 2015 論文を踏まえると石見榑は小榑か
大榑

5 寸× 3 寸× 1 丈 2 尺

／

小榑

4 寸× 2 寸× 2 尺 2 寸 5 分

畿内における石見産材木の流通
購入材・商品材・規格材としての石見榑
３）須河での杣取と川流し
○肥前櫛田神社縁起

正和 3 年（1314）の記事（肥前櫛田神社文書）

「春、梶取宗定、石見国須河の奥山において杣取事終て」
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「同七月六日、彼の河上に取り入る」
「折節旱魃して山河に水すくなき間、四十余日
にて下さんずらん」
「大雨俄かにに此の河ばかりに降りて、同夜中
に一枝も残らずみなとへ押し流せり」
「須河の奥山」から「みなと」への材木の川下
し、渇水期には川下しに 40 日余りかかることも
「みなと」には「所の惣領」の支配下の「浦人」
「流れ材木」の「半分ハ得分」となる慣行の存在
杣採材・注文材としての石見産材木
４）澄河流域での材木生産
○享禄 3 年（1530）10 月 26 日

吉見氏老臣等

連署契約状（『益田家文書』712）
○享禄 3 年（1530）10 月 30 日

益田氏老臣等連署契約状案（『益田家文書』899）

洪水による流木・寄物・・・方地（ボウ示）により「上下共ニ」進退
○（天正 10 年（1582）カ）益田藤兼書状（「益田高友家文書」『益田関係史料集』791）
「澄川木引くばり」
○天正 11 年（1583）11 月 2 日おほけ名境定状写（「益田高友家文書」『益田関係史料集』815）
「材木取りの為と御越し」
５）益田での材木調達と益田藤兼による材木寄進
○天正 6 年（1578）6 月 1 日第一宮御宝殿御棟上之事置札（宗像大社所蔵、『益田関係史料集』773）
○天正 6 年（1578）6 月 1 日第一宮御造営御寄進引付置札（宗像大社所蔵、『益田関係史料集』774）
３．領主の関与
１）年貢・公事の徴収
田率板・津河関（長野荘）、津料・浮口（益田荘）、年貢としての材木・榑
２）労働力の手配
○（養和 2 年（1182）カ）4 月 12 日河内国目代勾当法師某書状（『平安遺文』8―4020）
「山出人夫」は「雇」
○（貞応 3 年（1224））10 月 2 日行慈書状（『鎌倉遺文』5―3301）
「人夫やとひ」「下人をやとひ」
○（天正 10 年（1582）カ）益田藤兼書状（「益田高友家文書」『益田関係史料集』791）
「澄川木引くばり」
○肥前櫛田神社縁起

正和 3 年（1314）の記事（肥前櫛田神社文書）

「みなと」の「浦人」への「所の惣領」の影響力
３）運搬ルートの整備・管理
○東大寺造立供養記（『群書類従』24）
「河を関きて水を湛ふるなり」 約 220 ｍごとに 118 カ所
「新たに河を掘り江海へ通はす」
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○延応 2 年（1240）4 月 26 日

北条重時書状（益田實氏所蔵文書）

郷務の一環としての「津湊」の管理（長野荘高津郷）
○享禄 3 年（1530）10 月 26 日

吉見氏老臣等連署契約状（『益田家文書』712）

○享禄 3 年（1530）10 月 30 日

益田氏老臣等連署契約状案（『益田家文書』899）

関の知行

川流しのための関？ある程度恒常的に設置・維持？

cf. 川下しにはかなりの数の関が必要（数百メートルに 1 カ所）
４）紛争の調停・予防
○肥前櫛田神社縁起

正和 3 年（1314）の記事（肥前櫛田神社文書）

「みなと」の「浦人」による「流れ材木」の差し押さえ
「一枝も残さず宗定に勘渡すべき」ことを命令
○享禄 3 年（1530）10 月 26 日

吉見氏老臣等連署契約状（『益田家文書』712）

○享禄 3 年（1530）10 月 30 日

益田氏老臣等連署契約状案（『益田家文書』899）

洪水による流木・寄物・・・方地（ボウ示）により「上下共ニ」進退
おわりに―領主の「力」―
夫役の賦課権
夫役の拒否・滞納に対する処罰権
より一般的な犯罪の処罰・取締権（検断権）
雇用のための財力
関などの施設の設置・維持管理能力とそれにともなう収益取得権
他の領主との交渉力
［主要参考文献］
高橋修「中世前期の地域社会における領主と住民」（『中世武士団と地域社会』清文堂／ 2000 年、初出 1991 年）
高橋一樹「中世権門寺社の材木調達にみる技術の社会的配置」（『国立歴史民俗博物館研究報告』157 集／ 2010 年）
高橋一樹「材木の調達・消費と武家権力」（小野正敏ほか編『木材の中世』高志書院／ 2015 年）
田村憲美「文永九年山城国高神社造営流記について」（『鎌倉遺文研究』9 ／ 2002 年）
中司健一「文献からみた中世石見の湊と流通」（中世都市研究会編『日本海交易と都市』山川出版社／ 2016 年）
兵庫県立歴史博物館企画展史料集 23『播磨北部の生業と武士』（2004 年）
盛本昌広「木の利用と流通」（『草と木が語る日本の中世』岩波書店／ 2012 年）
盛本昌広「榑・材木の規格と木の種類」（小野正敏ほか編『木材の中世』高志書院、2015 年）
西田友広「中世前期の石見国と益田氏」（島根県古代文化センター研究論集 18『石見の中世領主の盛衰と東アジア海域
世界』2018 年）
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講演８

石見国長野荘をめぐる諸領主の動向
中司

健一（益田市歴史文化研究センター）

はじめに
・南北朝時代から戦国時代までの、石見国長野荘をめぐる諸領主の動向を検討する。
・史料は、南北朝時代までは、俣賀氏、内田氏、安富氏の関係文書が充実しており、室町・戦国時代は
益田氏関係文書が充実する。
・このため、南北朝時代については領主の割拠状況を、室町・戦国時代については益田氏が長野荘に支
配を展開していく様子を考察し、その画期を検討する。
・分析に際しては、長野荘の地域的特性を念頭に置き、中世におけるその性格をより明らかにしたい。
○長野荘の地理的特徴
・高津川下流域に展開した荘園。大動脈としての高津川を常に考慮する必要がある。
・荘内七郷と呼ばれる中心的な地域（吉田、高津、須子、角井、安富、横田、豊田）は、高津川沿いの
平野部に位置する。これらの地域は高い農業生産力を誇る一方、高津川の氾濫にしばしば悩まされ
たと推測される。
・また、俣賀、梅月、徳屋、市原、白上、黒谷、美濃地といった内陸部にも展開している。これらの地
域では山林資源が豊富であったと考えられる。
１．南北朝の内乱と長野荘
・南北朝内乱期は、益田荘域では、内陸部の仙道を本拠としていた益田氏が、南朝方勢力との戦いに勝
ち抜き、益田平野部に進出し、領家方との下地中分などを経て支配を確立する時期と位置づけられる。
・同時期の長野荘に割拠した諸領主について確認する。
○高津氏
・鎌倉幕府滅亡時には、鎌倉幕府の重要拠点長門探題を滅ぼす大将となる。また、建武政権において、
守護または守護代に任じられる。
・南北朝内乱時には、高津郷小山の城を落とされるが、黒谷や高津で南朝方として戦い続ける。美濃地
にも拠点を持つ。
○内田氏
・もとは遠江国内田荘を本拠とする御家人で、承久の乱後に石見国豊田郷を与えられる。
・「豊田郷惣領地頭」と称される。俣賀氏を分出する。
・康永２（1344）年頃から石見に活動の重点を置きはじめる。
○上俣賀氏・下俣賀氏
・もとは内田氏の庶流であったが、鎌倉期には独立した家として活動する。
・さらに俣賀氏は鎌倉期に「俣賀上村地頭」と称される家系と、「同（俣賀）下村地頭」と称される家
系に分かれ（上俣賀氏、下俣賀氏と仮称）、それぞれ独立した活動を行う。
○安富氏
・元弘３（1333）年、丸毛兼幸が安富郷と丸毛別符の領有を認められる。
・南北朝の内乱期は北朝方に属して、丸毛近辺などで戦う。
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小括

長野荘における南北朝内乱の歴史的意義

・内田惣領家が、本拠を遠江国内田荘から石見国豊田郷に移す画期となった。
・高津を中心に大きな勢力を誇った高津氏が衰退・没落した。
・その他の領主の勢力は温存され、割拠状態が継続することになった。
・一方で、長野荘の情勢には、周防・長門の大名大内氏や益田氏の動向が大きな影響を与えていた。
２．室町期における益田氏の長野荘進出
・室町期に益田氏が長野荘にどのように進出したかを分析する。
○益田兼見の所領譲渡
・永徳３（1383）年に兼見がその子らに譲渡した所領は、基本的に益田荘が中心で、長野荘域は飯田・
虫追に限られる。一方でそこには「河関」が置かれていた。
・飯田は、貞応２（1224）年に藤原兼季が地頭職を鎌倉幕府に認められている。
○黒谷・美濃地の獲得
・応永９（1402）年、室町幕府は益田兼顕が波多野源征から譲渡されたことを承認する。
・さらに応永 13（1405）年には美濃地の地頭職を益田永寿（兼顕二男ヵ）が波多野弘正から譲渡され、
応永 14 年に黒谷地頭職も安堵される。
・この益田永寿は、後に「波多野彦次郎氏秀」と称したと推測され、波多野氏を継承することで、益田
氏は所領を獲得したと推測される
・応永 18（1411）年、益田兼家は室町幕府から飯田と得屋を安堵される。この時点では、波多野氏秀（益
田永寿）が継承した黒谷・美濃地は別個で安堵されている
○所領争いの激化
・応永 32（1425）年、吉見頼弘は豊田堺・符・山道などに介入しないと誓う。
・益田氏と吉見氏の間で所領紛争が起き、豊田・伊甘・山道などがその舞台となった。このとき、一部
の益田氏庶子が吉見氏に呼応したため、兼理はこれを追放する。
・これ以降、長野荘は益田氏と吉見氏の対立の焦点となる。
・注目すべきは、この時点で、内田氏の領有する豊田を含めた形で、益田氏が長野荘を自らの勢力圏と
認識していること。
・益田氏にとって、長野荘は自らの勢力を伸張させる目標地域であると同時に、吉見氏に絶対に奪われ
てはならない地域としてその重要性を増したと思われる。
○益田氏の一族・家臣連署起請文
・永享３（1431）年、益田兼理は九州で戦死し、幼い後の兼堯が跡を継ぐ。益田氏の危機に際して、一
族や家臣らは、兼理が追放した庶子家を再度含める形で結束を深める。
・この史料で注目されるのが、連署者の中に、吉田、丸毛・安富、須子、横田の各氏が見えること。こ
の時点で、益田氏がこれらの領主（惣領家か庶子家かは不明）を被官化していたことがわかる。
○黒谷・美濃地をめぐる争い
・文安５（1448）年、益田兼堯は室町幕府に対し、吉見頼世の黒谷・美濃地への押妨を訴える。翌６年、
吉見頼世は益田兼堯に黒谷・美濃地を譲渡する。
・黒谷・美濃地は依然、波多野氏秀領であったが、益田兼堯はその惣領家として、波多野氏から取り上
げることも念頭に吉見氏と争っている。
・宝徳２（1450）年、益田兼堯は室町幕府から、飯田・得屋に加え、黒谷・美濃地の地頭職も安堵される。
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○下俣賀氏の被官化
・文安６（1449）年、益田兼堯は俣賀孫三郎に加冠し、堯致と名乗らせており、これ以前に下俣賀氏の
被官化に成功している
○応仁・文明の乱
・応仁・文明の乱に際して、石見西部では大内氏の西軍方：政弘と東軍方：道頓への分裂もあり、西軍
方、東軍方に分かれて激しく抗争する。
・東軍・道頓方には吉見氏、三隅氏、周布氏、小笠原氏など、石見西部のほとんどの有力領主が属した。
・これに対し、西軍・政弘方を支えたのが益田氏、特に益田貞兼で、姻戚関係にある大内氏の重臣陶弘
護と連携して、道頓方と戦い続ける。
・益田貞兼は大内政弘・陶弘護との連携に際して、繰り返し長野荘領有の保証を求める。
・文明６（1474）年、( 東 ) 室町幕府は、益田貞兼の長野荘領有を正式に認める。
・ここに、益田氏の名目上の長野荘進出がいったん完結する。ただし、以後も吉見氏との争奪が継続する。
小括

益田氏・吉見氏対立の要因

・吉見氏にとっては、海への進出が重要であったと思われる。また、内陸部の領主である吉見氏は、高
津川という大動脈を押さえる上で、河口域までの支配を志向したと考えられる。
・高津川下流には河関が置かれ、「浮口」などの通航料が徴収されていた可能性が高い。
・益田氏は、長野荘を勢力拡大先として、また吉見氏との対抗上から、その領有を重視する。
おわりに
・長野荘は、河川沿いに小さな平野部が散在しており、領主はそれらの平野部に割拠した。このため、
全域を領有するような大領主は成立しにくかった。
・高津川は流域の領主にとって非常に重要であり、その動向に大きな影響を与えた。
・早くに河口部の「河関」を押さえた益田氏が長野荘への影響力を増す一方、吉見氏はこれを排除し、
その権益を自らのものにしようとしたことで、両氏の対立が激化する。
［主要参考文献］
沖本常吉編『日原町史』上巻（日原町／ 1964 年）
沖本常吉編『津和野町史』第１巻（津和野町／ 1970 年）
久留島典子編『大規模武家文書群による中近世史料学の統合的研究―萩藩家老益田家文書を素材に―』
（2003 ～ 2007 年度科学研究費補助金（Ａ）研究成果報告書／ 2008 年）
島根県古代文化センター編『しまねの古代文化』23 号（島根県古代文化センター／ 2016 年）
島根県古代文化センター編『石見の中世領主の盛衰と東アジア海域世界』（島根県教育委員会／ 2018 年）
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ご案内
【展示のご案内】
○企画展示「ハワイ：日本人移民の 150 年と憧れの島のなりたち」
会

期：開催中～ 2019 年 12 月 26 日 ( 木 )

○第 3 展示室特集展示「描かれた寺社境内」
会

期：2019 年 12 月 24 日 ( 火 ) 〜 2020 年 2 月 2 日（日）

○第 4 展示室特集展示「石鹸・化粧品の近現代史」
会

期：2019 年 12 月 3 日 ( 火 ) 〜 2020 年 5 月 6 日（水）

○くらしの植物苑特別企画「伝統の古典菊」
会

期：開催中～ 2019 年 11 月 24 日 ( 日 )

○くらしの植物苑特別企画「冬の華・サザンカ」
会

期：2019 年 11 年 26 日（火）～ 2020 年１月 26 日 ( 日 )

【歴博講演会のご案内】
○第 420 回歴博講演会「ハワイから見直す近現代：移民・戦争・民主主義」
日

時：2019 年 11 月 9 日（土）13:00 ～ 15:00

○第 419 回歴博講演会「倭の登場」（第 1 展示室）
日

時：2019 年 11 月 16 日（土）13:00 ～ 15:00

○第 421 回歴博講演会「倭の前方後円墳と東アジア」（第 1 展示室）
日

時：2019 年 12 月 14 日（土）13:00 ～ 15:00

○第 422 回歴博講演会「古代国家と列島世界」（第 1 展示室）
日

時：2020 年 1 月 11 日（土）13:00 ～ 15:00

場

所：国立歴史民俗博物館講堂

申

込：不要、先着順

そ の 他 ：聴講無料、定員 260 名
【歴博の情報発信】
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