
Ｆ：《 第５回研究会 万之瀬川下流域研究会の結果報告 》  

＜文責・基幹研究事務局菱沼一憲＞ 
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（ご紹介） 
 本研究会では、8 月２日（水）・３日（木）・４日（金）の日程で、鹿児島県南さつま市万之瀬川
下流域・坊津の見学会、及び同地域に関する研究会を行いました。報告会・見学会の概要は次の通

りです。 
 
２日（水曜） 
１４時 ：鹿児島空港集合 
１６時～：鹿児島県立埋蔵文化財センター 

       中村和美氏他より持躰松遺跡の最新の発掘報告・遺物見学会 
       上野原縄文の森展示館見学 
３日（木曜） 
 ９時～ ：万之瀬川下流域遺跡に関する研究報告会（於 歴史交流館金峰） 

司会 高橋一樹（歴博）  問題提起井原今朝男（歴博） 
報告者 柳原敏昭氏（東北大学） 栗林文夫氏（黎明館） 宮下貴浩氏（歴史交流館金峰） 

１５時～：万之瀬川下流域遺跡見学会（15:00～18:30） 
観音寺跡・日枝神社・持躰松遺跡・芝原遺跡・渡畑遺跡 

４日（金曜） 
 ９時～ ：旧加世田市内（万之瀬川旧河道・河口、唐人原等）見学会 
１１時～：森脇広氏（鹿児島大学）より万之瀬川下流域の地質地形に関する説明 

 
このうち、３日の研究報告会での（１）井原今朝男の問題提起、（２）柳原敏昭報告、（３）栗林文

夫報告、（４）宮下貴浩報告の概要報告と（５）全体討論をご報告いたします。見学会写真の写真も

合わせてご覧下さい。 
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   （１）「生業･権力と知の体系に関する歴史的研究」      
Bブランチ「中・近世における生業と技術・呪術信仰」 
南薩摩地方フィールド調査研究への問題提起 

                            井原今朝男 
１、 はじめに 
＜ 旧来の日本史学研究の方法 ＞ 

（１） 古代中世への移行期を荘園制的土地所有の成立、中世から近世社会を前期封建制から後期

封建制への展開期として分析する方法 
（２） 東国・九州をはじめ辺境地帯を含む列島内部での開発領主による作田･名田開発と経営に

よる領主制の発展過程として分析する方法 
    ８０～９０年代、網野史学・稲作単一農業論批判 
（３） 非農業民や畑作・漁労・狩猟を含む多様な生業社会から、水田を賦課基準にした農業社会

への転換 
（４） 神人・供御人・非人・女性などの聖性の喪失と差別化＝１３～１４世紀に民族的転換期 
   

＜ 共同研究の視点 ＞ 
（１） 日本列島の海岸線や河川・デルタ・盆地の歴史景観は、中世と近世社会の間に劇的変化が

あり、砂丘帯・中小河川の無河口・内陸低湿地の発達・河川河口部での潟湖の発達、低湿

地・葦原・湖沼・山野河海の広範な存在 
（２） 沖積平野部は、潟湖・湖沼・低湿地帯であり、内陸河川交通網の発達、湊・津・渡・橋場

などの港町の形成、御厨・牧・院・問などとして社会編成 
歴史景観の変化にともなう多様な生業の展開―生業の変化により社会編成原理・地域利

害・技術体系の変化 
（３） 水田耕地としての土地所有史観として歴史を分析するだけではなく、人と人との関係、共

同体的ネットワーク、貸借・贈与・互酬・扶養・貧富・喜捨などから歴史を多面的に分析 
地域の技術体系の変化にともなう呪術・信仰など宗教秩序や社会意識・地域意識の変化 

 
２、南薩摩地方と日本中世史研究の成果と問題点 
 井ケ田良治「南九州における南北朝内乱の性格」（『日本史研究』１７ １９５２） 
 水上一久「南北朝内乱に関する歴史的考察」（『金沢大学法文学部論集哲学史学編』３ １９５５） 
 石母田正「内乱期における薩摩地方の情勢について」『古代末期政治史序説』１９５6（著作集第

７巻） 
・「文治年中之比豊後冠者謀反」「元暦年中之比武士乱逆」（建久８図田帳）、「薩摩国住人阿多四郎宣

澄･･･平家謀反之時張本其一也」（建久３旧記）「薩州住人忠景、謀反を企て一国惣領之時」（建保

５旧記）＝応保２年台明寺住僧解 
① 大隅国住人税所篤定が忠景の「武威」をもって「半郡を分領」＝忠景の「一国惣領」は

篤定のような在地領主の支持にあった。 
② 篤定は台明寺の寺田を「新開加作」と称して府判を獲得＝私領主としての利害をつらぬ
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こうとしたもの。 
③ この乱の対象は国衙と荘園領主の支配であった。＝私領主は在庁、本名主、下司、本地

頭など所職兼帯で、国衙の収奪から逃れるため、国衙領―寄郡―本荘への運動をすすめ

る一方、私領主同士の土地押領の繰り返し 
④ 牛屎院司元光と名主国吉との「田畠相論」は、元光の「郡内の田畠山野併しながら知行

すべき」郡領全体に対する土地領有権と、国吉の「名田」所有者としての側面との対立。

その後、国吉は「光武五十町 名主」に成長した（領主的名主層）。「国衙在庁官人等と

相語らい或は島津荘官等と相語らい作田毛稲を刈り取った」 
     「名主層の成立と発展の基礎は、名田の土地所有にあって」「郡司の領有権と対立しそれ

を解体させる必然性をもっている。」（著作集第７巻 ２４６頁） 
 
 永原慶二「在家の進化について」『日本封建制成立過程の研究』（岩波書店 １９６１） 
 井原今朝男「鎮西島津荘支配と惣地頭の役割」（『歴史学研究』４４９ １９７７） 

① 惟宗忠久が幕府と荘園領主の双方から惣地頭・荘目代・荘留守に任命され、在庁・荘官

層と結んだ新興名主層の武力闘争を検断権や軍役徴収権や軍事力で鎮圧した。 
② 名主層の台頭によって解体される必然性があったとされた郡司・弁済使や新興領主的名

主層の一部は、太宰府との結合関係や幕府による忠久・天野遠景を介した安堵によって

在地の特権的身分として安定化させ、荘園制的収取体制を再編成させた。 
３、近年の新研究の動向 
  発掘調査の進展 
    金峰町埋蔵文化財発掘調査報告書１０『持躰松遺跡第１次調査』（１９９８） 
    宮下貴浩「鹿児島県持躰松遺跡と出土陶磁」（『貿易陶磁研究』１８ １９９８） 
 
・持躰松遺跡１１世紀後半から１４世紀初頭 
   宋船が万之瀬川河口の湊に接岸して直接交易、国内産陶磁器・中世須恵器の集荷地 
   中世文書の唐房・唐人原の現地比定＝宋商の居留地､阿多氏居館（小園遺跡）、鮫島氏の貝殻

崎城、二階堂氏の牟礼ケ城、別府氏の別府城 
・坊津一乗院跡-発掘調査で１６世紀の遺物、分布調査で１３世紀から１６世紀の陶磁器 
 柳原敏昭「西の境界領域と万之瀬川」『境界の日本史』（山川出版社 １９９７） 
「中世前期南九州の港と宋人居留地に関する一試論」（『日本史研究』４４８、１９９９） 
（１） 阿多忠景の経済的背景は、江平望・野口実らによる交易活動基盤説、宣澄は薩摩守平忠

度の目代で海外貿易の掌握を行っていた可能性、薩摩平氏内部の闘争も交易をめぐる利

権争い 
（２） 鮫島宗家が地頭になった時期､郡司・郡司代は宣澄・忠吉の子孫の可能性、観音寺に牟

田上浦壱曲荒地を寄進、金峰山と関係の深い観音寺が航海守護信仰、二階堂行久は鎌倉

永福寺修理のため阿多北方が宛てられ､その後御所用途一五〇貫が毎年課せられ、関東

御領化した。渡唐船の管理を二階堂が万之瀬川寄港地で行った可能性、得宗被官千竈氏

の河辺郡司・地頭代職の掌握と十二嶋奄美諸島の支配、 
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（３） 坊津は室町期硫黄の積み替え地として発展したが､中世前期の遡ることができる史料は

ない。坊津も万之瀬河も鎌倉後期以降は北条氏所領として交通流通の拠点、西大寺流律

宗、唐人町が中世前期に形成され、鎌倉後期以降に消滅し、戦国末から近世初頭に再度

復活した可能性が高い。 
大庭康明「集散地遺跡としての博多」（『日本史研究』４４８、１９９９） 
（１） 持躰松遺跡の遺物の総量が６１３点、貿易陶磁器が３８５点とあまりに少ない｡在地土

器・国産陶器２２８点などから、この地点に継続した生活が営まれたとは言いがたい。 
（２） 交易船の来航に合わせて臨時的に使用された場とみるのが妥当であろう。 
（３） 島津家文書の「為宰府背先例、今年始以押取唐船着岸物事、解状遣之、早停止新儀如元

可付荘家也」は荘園内密貿易の裏付けとされるが、［寄船］を口実とした交易が常態で

あったと考えるべきであろう。 
井原今朝男「宋銭輸入の歴史的意義」（池享編『銭貨』青木書店２００１） 
（１） 院領肥前国神崎荘や近衛家領鎮西島津荘での日宋貿易（島津家文書）も、院宣や幕府に

よって公認された体制であり、それらは荘園制的公貿易と整理すべきであろう。権門の

荘園制的公貿易と太宰府の貿易管理権が併存する体制が１２世紀前半には生まれてい

た。 
（２） 荘園制的公貿易での貿易決済は東寺百合文書にみえる「鎮西直法」によって行われ、そ

れが唐物の地域別沽価法の存在であり、１２世紀には阿蘇家文書にみえる荘園制的決算

システムに連動して金･米・絹の決済通貨によった。 
 清水亮「初期鎌倉幕府の九州支配における没官領地頭の意義」（『ヒストリア』１７５、２００１）

同「鎌倉前・中期の惣地頭・小地頭間相論と西国御家人制」（鎌倉遺文研究会編『鎌倉期社会と史料

論』東京堂出版） 
（１） 惣地頭と小地頭との争論激化の中で延応元年（１２３８）４・１４に御成敗式目３８条

が制定され、別納御下文が名主に発給された場合以外には、惣地頭の沙汰に従うべきこ

とが命じられた。 
（２） この３８条制定以後は惣地頭と小地頭間争論では、小地頭への圧迫が強められた。その

中で、幕府は、地頭補任地内にいる国御家人らに対しても守護によって御家人役を賦課

させる追加法を制定して掌握しようとした。ここには国御家人の保護要求があった。 
近年の御家人役賦課論の流れの中に惣地頭と小地頭関係を位置づけようとする研究の登場 
郡司と本名主との関係との連続性や差異性をどうとらえるのか。 
 
４、現代における論点 
 （１）阿多郡をはじめとする南九州の歴史景観を地形・地質・発掘調査などの成果からどのよう

に復元するか 
  ・吹上浜の形成をどのようにみるのか、河川の河口形成と砂丘の後背湿地の形成はないのか。 
  ・持躰松遺跡のような地形景観は、吹上浜の他の中小河川の河口付近でも想定できるのかー市

来湊、帆湊､入来名湊（柳原説）の歴史景観復元 
  ・これまでのように開発領主による「作田」「新開」の水田開発を主体にした領主制の進展と稲
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作による耕地景観の発展という方法論でいいのか。 
    保延４年阿多郡司忠景による「観音寺四方四至内、相伝私領当郡内牟田上浦曲荒地」の「山

野荒地」を観音寺に施入した歴史的意義をどう評価するか。それを谷戸田の開発予定地とい

う理解でよいのか。石母田説では、阿多郡司はこうした開発による土地所有ではなく、領有

権の掌握にむかったと評価していることとの矛盾点をどう展開するか。 
    拙論「災害と開発の税制史」（『国立歴史民俗博物館研究報告』１１８ ２００４）は、「中

世の荒野は、戸田がいうような「完全な未開地」でもなく、黒田がいう「荒廃して野に帰し

た場」でもなく、むしろ旧来の本主権を消滅させ、あらたな開発によってあたらしい本主権

をつくるための政治的な地目であったといわなければならない」（３５５頁）＝保延４年の段

階では開発予定地ではなく「山野荒地」そのもので旧来の本名主らがもっていた本主権を消

滅させるための政治的地目であり、郡司による領有権を示すものとみるべきではないか。「山

野荒地」＝部分的耕地を含んだ水辺景観のデルタ湿地帯そのものであったのではないか。 
  ・低湿地の河川交通の主体として、江平望・野口実・柳原敏昭らによる交易活動基盤説を重視

する視点でいいのか。－旧工藤敬一説による「流通の領主制論」の再評価 
  ・交易の内実をどのように評価するのか。 
 
  ・薩摩国図田帳（鎌９２３）での「高城郡二百五十五丁」のうちにある「温田浦十八町」、「薩

摩郡三百五十一町三段内」の「都浦十町 万得」、「莫禰院四十町」のうちの「土師浦五町 名

主小太夫兼保」、文治 3･10･25 伴三子田地譲状（旧記）に「父故大目伴信明朝臣先祖相伝之
所領」としてみえる「薩摩若松名内拾参町 但加羽嶋浦定」などがいずれも郡･院･名が公田

と浦の二元的構成をもっている。二階堂文書の保延４年阿多郡司平忠景施入状案でも「相伝

私領」の「山野荒地」は「当郡内牟田上浦曲荒地」と呼ばれている。ここでも「牟田上浦の

曲の荒地」とすれば、浦の地名が存在したといえる。その点も検討する必要がある。 
   － 山本隆志「在地社会における荘園公領制の形成―若狭遠敷郡の浦と荘園公領」（『荘園制

の展開と地域社会』刀水書房１９９４）との共通点と差違点の再検討 
  「浦」というものの存在実態や性格を厳密に検討する必要があるのではないか。 
  ・河口からの河川交通を湾内の唐船航路としえるものとして設定可能なのか。河口背後の潟湖

やデルタ地帯など「山野荒地」「浦」における生業活動をどのように評価するのか。 
 
 （２）万之瀬川河口一帯を、唐船寄港地として評価しうるのか。唐船の臨時的緊急避難的寄船地

として評価すべきなのか。 
  ・唐船寄港地における出土量の評価をめぐる論点 
  ・国内産陶磁器の出土をどのように評価するのかー近衛家領楠葉牧の楠葉型瓦器の出土例が国

衙や交通の要衝に限定される（橋本久和『中世土器建久序説』真陽社 １９９２）。 
  ・貿易陶磁器と国内産陶磁器の混在＝貿易品の二次的流通システムに依拠した交通体系として

万之瀬川河口や市場を評価するか。―博多の滑石制石鍋、常滑、東播磨系、畿内系瓦器の出

土 
  ・万之瀬川流域の市場を、太宰府・荘園領主のための買争うための市場とみるか、在地領主層
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のための交換市場とみるか、神人・供御人的商人のための市場とみるか、伴野市庭の農村商

人による商人宿的市場とみるか、時衆・禅僧と港町の関係遺跡とみるか、その論議のための

素材をなににもとめるか。 
 （３）万之瀬川流域の権力による地域編成・社会編成をどのように評価するか。 
  ・阿多郡の郡衙的機能の場をどこに設定しうるのか。地形景観との関係をどうみるか。 
   阿多郡司からの府領としての貢納物輸送として大宰府への交易を重視するのか。 
   １０から１１世紀の郡司機能を「解体」とみるのか、再編とみるのか。 

・加世田別府と太宰府領阿多郡という地域編成の違いをいつ、どの勢力による地域編成と評価

するか。 
    阿多北方の観音寺周辺の「山野荒地」を阿多郡司忠景がもっており、それを二階堂文書と

して相伝されたことからすれば、郡衙は山間地よりの可能性？ 
・阿多郡久吉 145町４段の本名主在庁種明と阿多久吉 210町４段の地頭鮫島四郎の旧久吉名３
５５町をどこに比定しえるのか。建久８年加世田別府の下司塩田太郎光澄（社領２５町）、地

頭島津忠久（公領７５町）、名主肥前国住人石居入道（山田村２０町）、郷司弥平五信忠（千

与富４０町）、地頭鮫島四郎（村原１５町）をそれぞれどこに比定しえるのか。加世田別府に

も複数の惣地頭層と小地頭層の所領が集中していた可能性が高い。 
・益山荘２５町は下司塩田太郎光澄であり、加世田市益山に小字当房園があるという（柳原説）。

本名主層の複数の存在を想定する必要あり。 
・鮫島氏による建保６年南方（阿多郷）・北方分割（高橋郷・田布施郷）は、建久 8 年図田帳
の地頭鮫島の公領１９５町４段・高橋５０町・加世田別府内村原１５町・阿多久吉 210町４
段とどのような関連をもっていたのか、低湿地の耕地化・水田化とは関係するのか。 

  ・「郡域に島津荘を全く含まない薩摩国唯一の所領」（柳原説）という特異性をどう評価するか。 
  ・阿多北方地頭職が鎌倉永福寺修理料として関東御領化（柳原説）、河辺郡が得宗領化して被官

千竈氏、加世田別府の北条氏所領化（石井進説）し、鎌倉後期には関東御領として得宗家の

支配になったことと貿易拠点説は対応しえるのか。 
   
 （４）万之瀬川流域の生業の変化に対応して、開発技術・呪術・信仰などの地域における宗教秩

序はどのように変化したのか。 
  ・保延４年の観音寺の「山野荒地」から暦応 3･8･29「御敵等打出観音寺、刈取作毛之刻」（旧

記）の変化をどのような内実・実態にみるか。 
  ・広義の坊津は坊・泊・秋目・久志４港の総称で、前者２つを河辺郡、後者２つを加世田別府

に属したとする（柳原説）―中世史料での坊津は加世田地域を含む広域地域概念なのか。 
  ・鎌倉後期に熊野信仰・西大寺流律宗・時衆などの流入が想定されている（柳原説）。 
  ・海外からの様々な人びとの居住による多様な信仰・宗教秩序の地域実態とはどのようなもの

か。 
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（２）中世万之瀬川下流域の景観と生業  
                                柳原敏昭（東北大学） 

＜概要報告 菱沼一憲＞ 
 
はじめに―万之瀬川下流地域概観― 
 
 万之瀬川下流地域について概観したのち、研究会の趣旨を踏まえて、潟湖の有無を中心とした景

観と生業の問題について報告する。 
 
１．原始～古代 
吹上砂丘の一角にある高橋貝塚（弥生遺跡）では、南西諸島産の貝の半加工品が大量に出土して

いる。この完成品を使用したのは北九州の人々である。また旧金峰町域において南九州では希少な

北九州式の甕棺墓、支石墓が出土しており、弥生時代（前・中期）に南西諸島－万之瀬川下流地域

－北部九州というルートが存在していたことが確認できる。このルートにおける交通手段は舟であ

ろう。 
「阿多隼人」といった反律令国家的勢力も確認できるように、本来、阿多は薩摩国が成立する以

前の薩摩国に相当する範囲の広域地名であった。このことから阿多郡＝万之瀬川下流域地域が南九

州の自生勢力の中心地であったと考えられる。律令国家は北側から進入して、薩摩国阿多北部の高

城郡に国府を設ける。 
 
２．中世前期 
１２世紀以降、大宰府を経由して薩摩平氏一族が薩摩国一帯に勢力をのばしてくる。そのような

なか１２世紀後半に阿多忠景が一国棟梁化する。しかし中央政府から追討を受けて鬼界島へ逃亡す

る。その遺領を継いだのが、忠景の女婿の阿多宣澄であり、彼は「平家謀叛の時、張本其の一なり」

と称されることから、平氏政権と密着していたことがうかがわれる。このため鎌倉幕府成立後には

所領を没官される。 
 平安から鎌倉時代への社会変動の結果を集約しているのが、建久８年に作成された薩摩国図田帳

である。ここで郡・院・郷と同列・同レベルの別名（別府）が存在するのが、国府所在地の高城郡

の東郷別府、阿多郡の加世田別府のみであり、阿多郡が国府所在地と共通する性格をもつ特別な地

域であったことをうかがわせる。平家没官領も高城郡・阿多郡に集中している。また同国一宮であ

り国衙との関係も深い新田八幡宮・同別当寺の所領が両郡に多く分布するといった点も指摘できる。

さらに、阿多郡は大宰府領であって、ほぼ全体で島津荘が成立した薩摩国中、唯一同荘を含まない

領域であった。こうした点から、阿多郡は国衙・大宰府と密接に関係した特別な地域であり、かつ

国衙所在地と並ぶ薩摩国におけるもう一つの中心という性格付けができる。 
鎌倉幕府の地頭として阿多宣澄跡に入部したのが鮫島氏で、分割相続により阿多郡は北方・南方

に分けられ、北方地頭は乱妨により罷免され二階堂氏が補任される。加世田別府には弘安年間以降

に北条氏が進出する。 
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３．中世後期 
建武 4年 7月の高橋松原合戦は薩摩国における南北朝内乱の開始を告げる大規模な衝突であった。

万之瀬川下流地域の拠点性のあらわれといえよう。１５世紀に入ると鮫島・二階堂氏は、次第に島

津氏から圧迫を受け、応永年間で領主としての独自性を失い島津勢力に組み込まれる。戦国時代阿

多地域を支配した島津氏庶流相州家島津氏が、やがて南九州の統一を果たし近世島津氏となる。こ

れも万之瀬川下流地域のポテンシャルの高さを示すものである。 
 
４．さまざまな論点 
 近年、短期間のうちに万之瀬川下流地域に関する相当量の論考が発表されている。その中で、お

りおよそ次のような論点が提起されている。 
① 中世日本国家の西の境界領域の問題 
② 対外貿易の問題 
③ 南西諸島との関わり 
④ 中世日本国家内の交通・流通の問題 

 
Ⅱ  中世の景観について  －特に潟湖の問題を中心に―  
１．市村高男説 
 １１世紀後半～１５世紀、旧金峰町地域の低地部分には潟湖（ラグーン）が存在していたと想定

する。その状況証拠として次の諸点をあげている。 
① 水田の標高が２～５ｍ 
② 縄文～近世の遺跡が未確認 
③ 水田面を臨む台地縁辺に貝塚や海・川に関する地名が広く分布 
④ 古代～中世に高橋に貿易船が入港し、塩屋堀付近に繋留されたという伝承が存在 
⑤ 塩屋堀・竹原・京田が近世に「浦・浜」として扱われた 

 
２．観音寺―高橋を結ぶ二つの道 
阿多北方地頭と南方地頭の境相論に関する貞永元年１１月２８日「関東下知状案」には、観音寺

大門から高橋薬師堂を経て海岸に至る南路・北路と称する二本の道が見える。 
勝訴した鮫島家高の主張によれば、南路は「河流に傍う往古の路たり」とある。現況と照合する

に、この「河」は浦之名川（境川）に比定でき、これに沿った自然堤防上に道があって、それが南

北阿多郡の境をなしていたものと想定される。一方、北路は寛喜３年（１２３１）に新設された道

と読める。この南北両路は、市村氏が近世以前の潟湖地帯と想定された場所を東西に突っ切るよう

に設けられており、この道の存在を前提とした場合、ここが潟湖であったとは考えがたい。 
 また北路が造成された際には「万本率都婆」が立てられたとあるように、低湿地を横断する本格

的な道が造られており、鮫島氏の低湿地開発との関係が指摘できる。鮫島氏の居城＝貝殻崎城は低

地に臨む台地の突端にあり、鮫島氏の意識が低湿地に向けられていたことがうかがえる。 
 建武５年９月２日「二階堂行存（行雄）譲状」などでは、「薩摩国阿多郡北方高橋郷内路より南水

田拾八町六段」「同高橋郷路より北分事」というように路を基準に土地表記がなされている例が見ら
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れる。ここから東西にはしる路が地域の軸線となっていたことがわかる。 
  
３．万之瀬川の流路変更以前の景観 
「加世田・田布施境直川麁絵図」（1837年作成。島津文書）は万之瀬川の流路変更（1801年）か

ら３０年余り後の旧河口部と新河道を描いたものである。『加世田再撰張』（1843年）付図よりも若
干古く、しかも別の角度から描いた絵図として貴重である。同麁絵図によれば、旧河道にはまだか

なりの水が流れ込んでいることがわかる。またその河口部はかなり広い水域を形成しており、ラグ

ーン的地形としてはむしろこちらを想定すべきであろう。この場所には明時代、中国でも認識され

ていた小松原がある。またその近隣には唐坊があり、港湾機能を果たしていたと考えられる。 
 
４．『平家物語』「薩摩潟」 
 『平家物語』には「薩摩潟」という名称がみえる。薩摩にある潟湖ということになり、潟に湊が

できることが多いから、薩摩国の代表的港湾であったであろう万之瀬川河口の名称にふさわしい。

しかし、『平家物語』の用例からすると、海域全体の名称に用いられているので、ラグーンを指して

いるとは言いがたい。 
なお中世以前の段階では、万之瀬川河口の湊の名称が明記される史料はない。ただし橋本雄氏「永

正度の遣明船と大友氏」（『中世日本の国際関係』吉川弘文館、2005年）では、『日本一鑑』所収『桴
海図経』巻二・三に「片浦＜押大刺＞」とある記述につき、この「押大刺」はアタラ＝阿多浦であ

り、片浦（旧万之瀬川河口から南西へ約８ｋｍに所在）と場所が近く発音も似ていたので、『日本一

鑑』を著した鄭舜功が両者を混同してしまったのではないかとする。これに従えば、万之瀬川河口

の湊の名前は「阿多浦」ということになろう。 
 
Ⅲ  生業について  
 宝治元年１０月２５日「関東下知状」（新田神社文書）に梶取がみえ、阿多郷内に梶取がいたこと

がわかる。考古学的所見として注目すべきは畿内産の瓦器の出土であり、商人・宗教者など畿内と

の人の交流を示唆する。また持躰松遺跡では鍛冶・製鉄遺跡が確認されており、手工業の存在が想

定される。 
 
Ⅳ  今後の課題  
 万之瀬川下流域における発掘調査が鹿児島県埋蔵文化財センターを中心に進められており、その

成果を踏まえてどのようなことがいえるのか考えてゆきたい。また現在発掘調査が行われている奄

美諸島喜界島で城久（グスク）遺跡では、１１世紀前後の大宰府的な遺物がでており、大宰府の出

先機関の可能性が考えられている。従来、喜界島は、日本国の外と認識されていたが、城久遺跡の

発掘成果如何によっては、南西諸島－南九州地域－中世国家という相互の関係も見直される可能性

がある。そうした場合には万之瀬川下流地域の評価も変わってくるであろう。また、中世後期には

坊津が貿易の中心地として台頭してくるが、その要因が潟湖・河川交通から湾・外海交通へといっ

た日本全体の交通体系の時代的変遷にあるのか、また政治的な問題であるかについても考えてゆき

たい。 
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＜ 質 疑 討 論 ＞  
井原今朝男より、小松原には寄木八幡宮という神社があるとのことだが、民俗調査などによれば

「寄木」地名地には海流・風向きの影響で寄船が多いらしいので、湊としての機能を考える上で重

要な要素であろうとの指摘があり、また海外貿易の中心地である博多との関係、例えば大陸間交易

の中継地であるとか、帰荷貿易地であるといった理解は可能かとの質問があった。これに対して報

告者は、当地が大宰府領であることからすれば、当然、そうした要素は存在したであろうこと、薩

摩平氏が肥前系で、加世田別府の名主に肥前国住人がみえるなど、万之瀬川下流地域と肥前との人

的関係が深いことを指摘した。また『平家物語』では、鬼界島に流された平成経に対する衣食を積

んだ舟が肥前の鹿瀬荘から出発しているというように、早い段階から海上交通の存在が確認できる

という説明を行った。 
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（３）万之瀬川下流域遺跡群について  
                    栗林文夫（鹿児島県歴史資料センター黎明館）  

＜概要報告 菱沼一憲＞ 
はじめに  
 持躰松・芝原・渡畑遺跡の発掘調査担当者という立場上、あまり結論めいたことに言及してこな

かったが、これまで個々に報告してきた内容を総括し、結論を導き出す前提としてとりまとめてみ

たい。 
 
１  万之瀬川下流域遺跡群についての発言  
（１）「中国大陸との交易―９７年度持躰松遺跡の調査から―」（「歴史のふるさと県民セミナー鹿児

島考古巡回展講演会レジュメ」於金峰町文化センター、1998年 10月 31日） 
同遺跡の遺物、遺構の概要を報告したもの。大量の青磁・白磁が出土しており、日宋貿易の拠点

的遺跡かと考えられているが、港湾・貿易拠点であったことを積極的に示す遺構はない。遺構は、

遺跡の東側、現在の水田部に拡大する可能性があり、当時の発掘状況が遺跡の全体像を示すもので

はないことを指摘した。また白糸原遺跡・小中原遺跡・小薗遺跡等周辺遺跡との関係から持躰松遺

跡を評価する必要がある。 
持躰松遺跡・小薗遺跡・出水貝塚からは、徳之島産カムィヤキが出土しており、南西諸島方面と

の貿易の存在を明示する材料である。この他、さまざまな国外・国内地域の流通品が発掘されてお

り、日本列島を取り巻く広大な商品流通網のなかに持躰松遺跡を置いて考えてみることが重要であ

る。 
 
（２）「持躰松遺跡」（『海洋国家・薩摩―薩摩に鎖国はなかった―』鹿児島県歴史資料センター黎明

館、1999年） 
中世前期の遺物の出土状況を整理した。中世後期の畠跡（15～16世紀）よりも上位の地層から出

土した遺物の評価には充分な検討が必要である。持躰松遺跡は川を遡ってきた船が積荷を降ろす場

所で、阿多郡側における内陸部との流通の結節点という理解、あるいは在地領主（阿多氏・鮫島氏）

と万之瀬川下流域との関わりを、発掘成果をもとに解明しなければならない。持躰松遺跡の調査は

全体の約一割が終了しただけであり、全貌は不明で、全容が解明されるまでには今後数年を要する。

持躰松遺跡周辺の同時期の遺跡、白糸原遺跡・小薗遺跡等との関係を総合的に検討する必要がある。

倉木崎海底遺跡との関係も中国陶磁器の移入経路を明らかにする上で重要な視点である。といった

諸点を指摘した。 
 
（３）「中世南九州の熊野信仰について」（『鹿児島史学』45号、2000年） 
旧金峰町宮崎字持躰松にあった上宮熊野権現社は、上宮寺の境内に所在し、現在は和多利神社と

称される。『三国名勝図会』などによると、百済国の日羅が推古天皇の２年（594）に来朝し、この
地に至り修禅した。空から水晶珠が飛来して、この山に留まり瑞光を発したという伝承があり、水

晶珠を熊野権現社の神体として安置する。この水晶珠は紀州熊野権現社から飛来したものという。 
 史料的には那智大社米良文書 天授６年（1380）２月 1日「上宮別当性慶引薩摩国加世田別符檀
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那願文」を初見とする。この後、永享１１年（1439）9月吉日、大願主七郎介藤原（阿多）経久銘
の鏡。文安元年（1444）１１月、大檀那大守藤原朝臣（島津）忠国・助成施主四箇所地頭藤原（島
津）友久・忠時銘の棟札。永正１５年（1518）５月２１日、願主島津忠幸（運久）銘の鏡などが関
係史料として確認される。 
現在の上宮熊野権現社の所在地は持躰松遺跡の北隣であり、この位置関係からすると同遺跡が熊

野信仰と密接に関連した施設であった可能性が指摘できる。 
 

（４）「万之瀬川下流域をめぐる最近の研究状況―考古学を中心として―」（『大河』７号、2000年） 
調査担当者の一人として調査報告書が出来る前の 1995年 3月～2000年 3月までの間で、遺跡の

性格をめぐって誰がどのようなことをいっているのか、新聞等をふくめて現在までの研究でどのよ

うな成果があがったのか問題点等を整理した。 
持躰松遺跡に関する新聞記事を抽出してみると、調査途中の段階で早々に持躰松遺跡は日中貿易

の拠点といった遺跡の性格付けを行っていることが多々みられた。マスコミはこうした過度の速報

主義を抑え、正確な報道に徹する配慮の必要性を提起した。 
また同遺跡の発掘担当者であった宮下氏の考古学の成果につき検討した。遺物の出土層位の問題

として、万之瀬川の洪水により畠の畝間の砂層に堆積した遺物と、中世前期の畠跡からの遺物とを

同一視してはならないという点を指摘した。また同氏は、持躰松遺跡が交易拠点であることを証明

する遺構として、1997年度に検出された方形竪穴遺構をあげている。しかし官衙等の公的施設であ
るような遺跡自体の特殊性や、集落的様相が見あたらない。さらに土師器の出土量が少ないのは消

費遺跡ではない根拠の一つであり、消費地としての性格は薄いと判断される。 
 貿易拠点説に疑問をなげかれられた大庭氏は、同遺跡は「遺構密度は低く、貧弱の感は否めない」

とし、博多が主、持躰松遺跡は従で、同遺跡は九州の沿岸で、一時的に小規模な交易が行われた遺

跡の中のあくまでその一つと評価する。 
ついで、文献史学の立場から持躰松遺跡をとりあげている柳原敏昭氏の説を検討した。同氏によ

る遺跡評価には微妙な揺れ動きがみられるが、それは調査が充分になされていない段階で過大な評

価を受け入れたからであろう。 
他の学問分野の資料を使用する場合、その学問や資料の性格を充分検討しておかなければならな

い。調査途中の段階で結論を一つに絞る必要はなく、色々な可能性を視野に入れて結論を探すのが

適当である。また周辺遺跡を含めて、一帯を総合的に検討していく必要があり、ことに持躰松遺跡

は 2，000㎡で成り立っている遺跡ではない点に留意すべきであろう。 
 
（５）中村和美＋栗林「持躰松遺跡（２次調査以降）・芝原遺跡・渡畑遺跡について」（『古代文化』

５５巻２号、2003年） 
（６）「芝原遺跡」（『先史・古代の鹿児島 資料編』鹿児島県教育委員会、2005年） 
（７）「渡畑遺跡」（同上） 
＜芝原遺跡の発掘調査成果の概要＞ 
掘立柱建物跡が多く出土し、ことに万之瀬橋付近に集中しており、これが万之瀬橋付近の場の特

殊性といえる。また同じ場所で 3回の建て直しがなされている中世後期の掘立柱建物跡もある。 
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焼失した方形竪穴建物から、炭化した木材、藁材、拳大の礫を数個が検出され、その下からは４

個の柱穴が見つかった。 
 また古代の多口瓶や、丸鞆型の石帯などの特殊な遺物が出土しており、この点からすれば、下級

の官人が当遺跡に関与し、それを発展の基礎としていた可能性が指摘できる。 
この他、多様な古銭（主に北宋の貨幣）が多数出土していること、竈跡が２０基と持躰松・渡畑

遺跡よりも多く検出されていること、黒・赤の墨書陶磁器が出土していることなどが特徴として指

摘できる。 
 
＜渡畑遺跡の発掘調査成果の概要＞ 
３間×３間の総柱の掘立柱で、柱穴に拳大の礫を詰め込んだ建物跡が発掘され、その周辺から中

世の布目瓦、緑釉陶器が出土しており、この建物が特別なものであったと考えられる。建物の南で

は、溝の中に伏せられた状態で、青磁６枚の集積遺構や湖州鏡（近世の溝状遺構から）が発見され

ている。 
近世になると芝原遺跡と渡畑遺跡は墓域化する、つまり中世から近世にかけて河川と河川敷に対

する人々の意識が変化していることの表れではないだろうか。 
 

２  見えてきたこと１（薩摩半島）～坊津一乗院の位置づけ  
 同院は平安中期の創建といわれるが、実は１４世紀なかば頃、南北朝期に島津氏久が海外との貿

易を志向し、坊津の貿易港としての重要性を考えて、その拠点となる宗教施設として創建したので

はないか（栗林「坊津一乗院の成立について」『黎明館調査研究報告』18、2005年）。 
 建徳元年の独鈷形日本図は、肥後国山鹿荘金剛乗寺で真言宗の僧侶である隆尊が書写し、一乗院

へ伝来したと考えられる。密教寺院間での「智」を共有しており、寺院間ネットワークの存在がう

かがえる。その一環に一乗院も含まれていたのだろう（栗林「南さつま市坊津歴史資料センター輝

津館所蔵の『日本図』について」『祈りのかたち―中世南九州の仏と神―』（黎明館、2006年）。 
 聖教の移動は僧侶の移動を意味する。例えば「坊津一乗院聖教類等」コ―240－19では、 
＊ 嘉元元年（1303）10月 17日：相模国大山寺常楽坊で書写、金剛資儀海 
＊ 永徳２年（1382）10月 15日：尾張国真福寺室生院で書写、広範 
＊ 応永６年（1399）７月 18日：薩摩国日置荘菩提寺惣持院で書写。範瑜 
という移動を経て薩摩国坊津一乗院まで到達するという真言宗寺院を経由した聖教の移動がみられ

る。 
 またコ―240－19では 
＊ 至徳４年（1387）交鐘・１８日：上野国八幡荘大聖寺遍照王院において書写。 
筆者□□□伊集院住人（梵字）広叡 

とあり、伊集院住人広叡が上野国大聖寺において書写した聖教が薩摩国一乗院へ伝来したことがわ

かる。坊津は外国貿易の拠点であり、坊津の一乗院は日本全国の真言宗寺院ネットワークの一端で

あるので、一乗院は対外交易と国内真言宗寺院のネットワークとの結節点に位置するといえる。 
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３  見えてきたこと２（大隈半島）～柏原別符の位置づけ  
 持躰松遺跡のような性格の遺跡は薩摩半島だけではなく、大隈半島にも存在するのではないかと

いう疑問を抱いた。 
建武 2年（1335）6月２１日後醍醐天皇綸旨（『南北朝遺文・九州編』268号）では島津荘日向方

柏原別府・新保地頭職が（北条）英時跡として二位法眼御房へ宛行われている。つまり、両所領は

鎮西探題・日向守護である赤橋英時の旧領であった。この柏原は東串良町に比定できるが、同地は

波見浦とともに港湾として栄えており、『三国名勝図会』にも「柏原浦」とある。また南北朝期以降、

海賊の活動が活発であったことから、志布志とともに回船が置かれていたと推測されている（『宮崎

県史通史編中世』97頁）。英時は新保と柏原別府等の湊を意識的に領有していたのであろう。 
 また志布志は湊として栄えており、同地の宝満寺は赤橋守時（英時の兄で最後の執権）の帰依を

受けている（吉井敏幸「種子島の寺院について＜後編＞」『元興寺文化財研究所』50、1994）。また、
代官として得宗被官安東蓮聖が支配していた。 
律宗寺院は瀬戸内海―豊後府中（金剛宝戒寺）―豊後佐伯（最勝寺）―日向志布志（宝満寺）―

大隈種子島（慈恩寺）と瀬戸内海から九州東岸をつなぐように点在しており、北条氏はこうした流

通ルートをおさえる形で所領を展開し海上交通の整備を行ったものと考えられる。 
中世前期、九州東側海上交通がダイナミックに展開していた可能性は高く、今後大隅半島の河川

流域での大規模発掘により、万之瀬川遺跡群のような遺跡が見つかるのではないか。 
 
《質疑討論》  
 質疑討論においては、山本隆志氏より、真言宗ネットワークとして提示された寺院のうち、上野

国八幡荘大聖寺などは様々な宗派の聖教類が蓄積されており、個別宗派に限定された活動と理解し

てよいかとの質問がなされた。これに対し報告者より、寺院は真言密教の教学に偏頗することなく

広範な教学書を収集する図書館的機能を備えており、その点に留意する必要はあると応答があった。 
 また柳原敏昭より、自身の持躰松遺跡の評価がゆれているという指摘について、それは旧河口の

唐坊の問題の重要性に気付いたからで、それにより該地域における持躰松遺跡の相対的な評価が変

化したという補足説明があった。 
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（４）万之瀬川下流域の中世陶磁器について～中世前期を中心として～ 
                     宮下貴浩（歴史交流館金峰） 
                             ＜概要報告 菱沼一憲＞ 
 
はじめに  
万之瀬川下流域は持躰松遺跡の発掘成果で明らかなように、中世前期には海外貿易・国内流通の

要衝であった。その背景として、本地域の歴史的景観のシンボルである金峰山と、その登拝口に立

地し大きな宗教勢力を有していたと考えられる中世山岳寺院観音寺の存在が重要と想定される。こ

の点、鋤柄俊夫氏（『考古学からみた中世村落研究の可能性』（『第９回東海考古学フォーラム尾張大

会資料集』所収、名古屋、2002 年））は、万之瀬川流域の中世前半期の村のかたちを復元するにあ
たって、最大のポイントは金峰山であり、同山と万之瀬川を軸とし、浜と市と館及び寺社が配置さ

れ、万之瀬川をあがったすぐの金峰町の段丘平坦面にあたる宮崎周辺には居館に付属した集落が立

ち並んでいたのではないかとされた。こうした提起からすると観音寺跡入り口近くで発掘された小

薗遺跡が当然、重視される。本報告では、小薗遺跡の発掘成果を中心に、それと持躰松遺跡・同周

辺遺跡との比較を行い、金峰山・観音寺を中核とした万之瀬川下流域の中世前期の様相を明らかに

してみたい。 
 
持躰松遺跡と小薗遺跡の遺物組成の共通性を考える 
 持躰松・小薗遺跡とでは、青磁・白磁・中国陶器といった輸入品、及び常滑・東海系の磁器・東

播磨系須恵器などの国内流通品、及び南方諸島からのカムィヤキといった遺物組成が近似している。

こうした傾向をより明確にするためには、他の万之瀬川下流域の遺跡の遺物組成を含めた比較検討

が必要となる。 
そこで持躰松遺跡周辺の遺跡・万之瀬川流域沿岸の遺跡・万之瀬川内陸部の遺跡に分類して検討

を加えた。例えば、持躰松遺跡周辺の遺跡である芝原ｂ遺跡（沖積平野）では、国産品が少ない。

万之瀬川流域沿岸の遺跡として白糸原遺跡（段丘上）では国内産の樺万丈窯・常滑東海系の陶磁は

でているが、中国陶器類が含まれていない。万之瀬川内陸部の遺跡である小中原遺跡（古代郡家比

定地）では中国陶器が少なく、同じく下堀遺跡（台地）では中世前期のものが少ないといったそれ

ぞれの特性が認識された。 
これら遺跡の発掘面積はまちまちであり、また報告書による検討にすぎないので、当然に漏れが

生じていると考えられる。そうした資料的限定を認識した上での想定ではあるが、包括的な見地か

らすれば、国産系の常滑・東海系の遺物、東播系須恵器などを含む遺跡は少なく、国外・国内陶磁

器を広範に含んだ持躰松・小薗遺跡の遺物組成の特殊性は明確であろう。 
 
持躰松・小薗遺跡の遺物組成の共通性から万之瀬川下流域の中世景観を考える 
 中世における当該地域の景観復元を考える場合、その中核には金峰山・観音寺が据えられる。金

峰山の登山口であり観音寺門前であるという小薗遺跡は、その所在の場からして金峰山・観音寺の

付属的、或は連係する施設であることは間違いない。そうした小薗遺跡と持躰松遺跡の遺物組成に

共通性が認められるということは、それが恒常的であるか、臨時的であるかの問題はあるにせよ、
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持躰松遺跡もまた地域の中核である金峰山・観音寺と何らかの関係にあったと考えてよいだろう。

さらには、持躰松・小薗遺跡の遺物組成は、博多・大宰府の中世陶磁器の組成とも共通しており、

広域物流ルートを考える手がかりとなり得る。 
 
＜質疑討論＞  
井原今朝男より、中世の物流の場合は年貢物と商売物が混在している。当該地域への中国産・国

内陶磁器の流入については分析が進んでいるが、地元産の生産物・陶器類など、その帰り荷の内容

を明らかにする必要も感じられる。また万之瀬川は薩摩国でもっとも流路の長い河川であり、上流

部には多くの荘園等が所在しているので、同川河口部で確認される陶磁器の流通と、そうした上流

地域の荘園からの年貢等の運上とがいかに関係するかが問題であるとの指摘がなされた。 
この他、持躰松遺跡の対岸にあたる中小路遺跡の遺跡組成は、カムィヤキの出土がないことを除

いて持躰松遺跡と共通性が高く、また同遺跡はトレンチ調査のみなので、現況で比較するには問題

あるとの指摘がなされた。 
また小薗遺跡の発掘はほぼ終了したと考えてよいのか、また仏教系の遺物が出土しているとのこ

とだが、具体的に教えてほしいとの質問があり、報告者から、区画溝などが遺跡の未調査域へ延び

ていることは確かで、発掘調査が終了したとはいいきれないこと、また祭壇遺構、あるいは方形に

近い形で塚状に積み上げた石の遺構があり宗教的色彩が強いとの回答があった。 
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（５）《全体討論》＜概要報告 菱沼一憲＞ 
 
 はじめに司会高橋一樹より基幹研究のテーマに沿った問題点の整理があった。本研究会では中世

～近世にかけての潟湖について、その流通に果たす重要性と漁業など生産の場としての役割の時代

的変遷の問題、またそれを制御・支配し利用しようとする権力配置の問題をテーマとしてとりあげ

てきた。万之瀬川下流部でも、旧金峰町中心部に中世以前には潟湖が存在していたとの市村高男氏

の説明がある。その場合、生産・流通における潟湖の役割を明らかにする必要があり、またもとよ

りその実否の検討が重要となる。また持躰松遺跡からは国内外の流通品が多数出土しているが、な

ぜ万之瀬川河口を少し遡った場所に陸揚げに関わる遺跡が存在するのか、その場所の地理的な問題

を考えるべきである。例えば北陸でも幾つかそうした場所が指摘できるわけで、河口を遡った場所

に陸揚げ地を設けるということは、ある程度普遍的な事象と捉ええるであろう。そうした普遍性に

ついて検討する必要がある。また自然と人との関係をつきつめて考えてゆくにあたっては、自然景

観の変遷を的確に理解することが前提となる。当該地域の場合は、その軸となる万之瀬川の流路変

更という大きな変化が地域社会の画期をなしていると想定されるが、自然の作用、或は人工的作用

がいかに加えられて変化に至ったのか、その結果、地域の経済・生産体系にどのような変化が生じ

たのか、といった点が問題となる。また人と自然との係わり合いとして、浜に関する文献史料が少

ないことが気になる。昨年は新潟県の紫雲寺潟をフィールドとして研究会を設けたが、その際には

浜山・浜道といった場所が境界になり、浜田といった生産の場となるなど、地域の重要なアイテム

として機能していることを確認した。しかし当該フィールドでは、史料上にはそうした主要アイテ

ムとしての地名が出てこないが、逆に文献に出てこない意味に重要な論点が隠れているようにも思

われる。以上のような問題の整理と提起がなされた。 
質疑討論では青山宏夫氏より、『名勝史』（文政 7 年）によれば「筒鳴（どうめき）」という場所

が切れて、旧河道から新河道、つまり新川へと切り替わったとあるが、その「筒鳴」の現在地は確

認できるのか、またそれより下流の旧河道についての質問が出された。これにつき、会場から現在

でも小字「堂美木」、「堂御木」橋というように名称が残されており、新河道が発生した地点は特定

できること、また旧河道はここから南下して現在の天文潟砂丘・万世中学校にあたる場所を通って

いたと考えられるとの回答が寄せられた（8 月 4 日の現地調査では、旧加世田市教育委員会の方々
より現地にて「どうめき」の丘陵・堂御木橋・天文潟砂丘等のご説明をいただいた）。 
山本隆志氏より柳原報告のレジュメ史料①「阿多郡司平忠景解案」にみえる「牟田上浦」の比定

地につき質問があり、柳原氏は、同史料では「牟田上浦」は観音寺四方四至内とあるので観音寺の

周辺であり、あるいは現在高橋集落の東側が牟田でその上といった言い方もできると回答した。 
ひきつづき、北陸の平泉寺の例などからすれば、観音寺に属する神人・下級僧が流通に関与して

いることが想定し得るが、そのような痕跡はないのかという質問があり、次のような回答がなされ

た。江戸時代の後期の成立である『三国名勝図会』では観音寺は天台から真言へ変わったとされて

いる。また鎌倉～南北朝期にかけての観音寺の別当クラスで薩摩平氏の系図に名前が出てくる人物

には「山僧」と注されているので、天台系であろうと想定している。また南北朝期には悪僧的な観

音寺の僧侶がみえる。こうした点からすれば、平泉寺に類似する条件が備わっていたといえる。 
井原氏よりレジュメ史料①には観音寺は日羅上人の建立とあり、日羅は百済僧であるので当寺も
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古代以来の寺院と考えられるので、古代からの連続のなかで位置付ける必要があること、また栗林

氏から九州各地で日羅に関する伝承が存在することの指摘がなされた。 
 ついで春田直紀氏より前述の「牟田上浦」の解釈についての提起がなされた。すなわち、「牟田」

は強湿田の意味で、浦は必ずしも水辺に関わる名称ではなく、山と平地が入り組んだ場所を浦と呼

ぶ。したがって「牟田上浦」は、強湿田の山際に入り込んだ場所というように解釈してはどうかと

思う。また、市村氏は内陸部に万之瀬川に接続する潟湖が入り込んでいたという説明にあたって、

近世の高橋の百姓に浦浜役が賦課されていたという事例を引いている。しかし農村にもかかわらず

漁業を強制されたという伝承が地元の郷土史に載せられており、この点からすれば、高橋から砂丘

を越えると吹き上げ浜に出るので、吹き上げ浜、或はその地先の海岸の水利権が強制的に付与され

ていたと考えることも出来るのではないかと思われる。 
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