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序 

 

 昭和 57 年より町内各所で行なわれてきました土地改良総合整備事業が、 

 

この度西番場地区において実施されることになりました。  

  

これに先立ち、埋蔵文化財の確認調査を行ないましたところ、中世集落  

 

遺跡が存在していることが明らかになりました。  

  

古来より東山道や中山道といった主要幹線道路上に位置していた番場は、 

 

人や物が行き交う交通の要所として栄えたところでした。今回の調査で発  

 

見されました、数多くの輸入青白磁、常滑焼、信楽焼など、全国各地から  

 

持ち運ばれてきた陶磁器の存在からも、そのことが伺い知れます。  

  

今回の発掘調査成果をまとめた本書が、番場の歴史を再認識し、明日の  

 

米原町を創造していく一助になれば幸いです。  

  

文末になりましたが、この調査に御協力いただきました地元関係者、関  

 

係諸機関の方々に対しまして、厚くお礼申し上げます。  

  

平成５年３月  

 

米原町教育委員会  

教育長 杉村 馨  



例  言 

 

１．本書は滋賀県坂田郡米原町大字番場字小島に所在する殿屋敷遺跡について、平成３年度

に実施した発掘調査の報告書である。 

２．殿屋敷遺跡は従来、「堀氏館跡」として周知されていた遺跡であるが、館主が堀氏とは断

定できないこと、また館跡以外に集落跡として遺跡の範囲が広がる点などから、遺跡名を

地籍図の字により、「殿屋敷遺跡」と変更した。 

３．本調査は、団体営土地改良総合整備事業に伴うもので、米原町教育委員会が主体となっ

て調査を実施した。 

４．本調査の発掘調査に関しては、平成３年11月６日より平成４年２月19日まで実施し、

遺物整理及び報告書作成に関しては、平成４年９月１日より平成５年３月20日まで行った。 

５．調査の体制は下記のとおりである。 

 調査主体 米原町教育委員会       教 育 長 杉村  馨 

 調査事務局         社会教育課 課  長 相宗 又兵衛 

         課長補佐 本田 正春 

 調査担当者          主任技師 中井  均 

            技  師 土井 一行 

調査補助員 井川祥子、土井光一郎、三宅直樹、矢部智子（以上 花園大学学生） 

調査作業員 川井喜久子、筧 す満、西川志登、山口文子、戸田千代子、金子キワエ 

鍔田絹枝 

６．出土遺物の写真撮影は寿福 滋氏の手を煩わした。 

７．本書の執筆、編集は主に土井一行が行ったが、一部の原稿については、高橋 学君（花

園大学学生）の助力を賜った。第Ⅵ章付論については太田浩司氏（市立長浜城歴史博物館

学芸員）に玉稿を賜った。 

８．出土遺物および調査に関する記録類は、米原町教育委員会で保管している。 

９．本書をまとめるにあたって、下記の方々から指導、助言を得た。記して厚く感謝の意を

表する次第である（敬称略）。伊野 近富、橘田 正徳、木戸 雅寿、清水 尚、鈴木 重

治、橋本 久和、村井 毅史  
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第Ⅰ章 位置と歴史的環境 

 

 殿屋敷遺跡の所在する滋賀県坂田郡米原町番場は、東山道（近世の中山道）が通り、鎌倉

時代以降は宿の機能を果たしていた交通の要所である。慶長年間（1596～1615）に米原湊が

開かれ、米原から中山道に通じる道路が開通した際に、交通の便を考え、宿場は当初の場所

（現在の西番場）から少し北東（現在の東番場）へ移動している。当宿は近世中山道六十九

宿の一つで、江戸日本橋から数えて 62番目にあたり、61番目の醒井宿（米原町）から一里、

次宿鳥居本（彦根市）へ一里一町の距離に位置している。 

 当地は中世箕浦庄に属しており、番場の地名が文献史上に登場するのも、やはり中世段階

からである。文献の方では、『実暁記』の中に鎌倉と京都の間に設けられた六十三宿の一つで

あるという記述がある。また『吾妻鏡』の中の寛元４年（1246）７月25日条には、帰洛途中

の源頼経が「馬場」で一泊したことが記されている。文献以外では、現在の近江八幡市に所

在する覚永寺所蔵旧正福寺梵鐘に、弘安４年（1281）８月17日という日付と「箕浦御庄馬場

宿」の鐘銘が記されている。一方番場所在の蓮華寺の梵鐘にも、弘安７年10月17日の日付

と同様の鐘銘が見てとれる。 

 前述の蓮華寺は、元弘３年（1333）５月足利尊氏に攻められて京を追われた六波羅探題北

条仲時一行が、京極道誉の軍勢に退路を断たれて自害した場所として大変よく知られている。

この争いの時、導誉の軍勢は「東山道第一ノ難所、番場ノ宿ノ東ナル」峰に陣を布いたと『太

平記』巻九「越後守仲時巳下自害事」に記されているが、布陣した位置については不明であ

る。 

 番場の東南部に位置する鎌刃城を築いたのは、箕浦庄地頭土肥氏と伝えられている。この

土肥氏が居を構えていた館跡と考えられる場所が、今回の発掘調査地点より南方へ 120m程離

れた所に所在している。鎌刃城からも直線距離にして１km程のところである。残存する小字

や地割りから類推するならば、一辺 30～35m四方の方形居館になる可能性が高い。明治六年

の地籍図から、館は南北辺及び東辺は土塁もしくは堀で、西辺は菜種川を利用して周辺より

区画していたことが読み取れる。 

 調査地周辺には多くの遺跡が所在している、何れも発掘調査が実施されておらず、詳細に
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ついては不明である。従ってここでは以前に行なわれた遺跡分布調査・測量調査や文献等に

よって得られた所見を記すにとどめておきたい。 

 番場において現在確認されている遺跡のうち最も古くさかのぼるものとしては、縄文時代

の集落跡と考えられる番場遺跡があげられる。過去に石棒や石斧が採集されている。今回の

調査地でも石鏃が２点発見された。その内１点は制作途上のものであることから、縄文時代

においては番場遺跡と一連の場所であった可能性が高い。 

 弥生・古墳時代の遺跡が番場では未発見である。これは三方を山に囲まれた狭隘な谷地形

で可耕地が極めて少なかったため、当時の生産基盤であった水稲耕作が、定着しなかったか

らであろう。 

 白鳳時代の遺跡としては不動谷瓦窯跡があげられる。番場集落西側の山陵を越えた所に所

在していたが、残念ながら昭和 49年に関西電力湖東変電所の道路工事中に偶然発見された際

に消滅してしまった。出土した瓦の大半は平瓦で、１点だけ軒平瓦が確認されている。この

軒平瓦の文様構成は他に類例が確認されていないため、今のところ供給先は不明である。前

述した蓮華寺（現浄土宗）が聖徳太子創建の伝承をもつことから、同寺との関わりも考えら

れる。 

 奈良時代以降のものとしては蓮華寺遺跡、今福寺遺跡、本授寺遺跡等の中世寺院跡や、先

に述べた鎌刃城跡や殿屋敷城跡等の中世城郭遺跡があげられる。 

 最後に番場及びその周辺地における所領関係の変遷を記しておきたい。 

 律令制の崩壊と同時に荘園の開発が進み、番場周辺には箕浦庄が成立する。鎌倉時代初期

には後鳥羽院御影堂領となり、本家は八條女院から後宇多院に伝領されている。領家は山門

西塔の金剛院領で、その地頭は番場に拠を構える土肥氏となる。延徳２年（1490）に鎌倉時

代中期以降勢力をつけてきた京極政経に押領されるまでは、土肥氏が実質的支配者であった

ようである。これ以後は京極氏家臣今井氏の支配となるが、天文年間（1532～55）頃になる

と、同じ京極氏家臣浅井氏が台頭して今井氏を抑えるようになる。天正元年（1573）織田信

長によって浅井氏が滅んだ後は、配下の羽柴秀吉が地元の土豪である堀氏らを掌握して統治

した。秀吉が政権を取ったあとは、石田三成・長束正家らの所領となっている。近世以降は

江戸時代を通じて井伊家の領有地であった。 
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第Ⅱ章 調査に至る経過 

 

 平成２年に西番場区より、農業近代化の一環としてほ場整備を実施したいという要望があ

がった。町はこれを受けて、国の事業として採択されるよう県に申請した。その結果、事業

認可が下りて平成３年度着工が決定した。この事業設計の際に担当部局より、今回のほ場整

備事業対象地域内における埋蔵文化財の有無についての問い合わせがあった。米原町教育委

員会で照合した結果、周知の遺跡として「堀氏館跡」が存在しており、遺跡が地下に残存し

ている可能性が極めて高く、ほ場整備に際して遺跡が破壊される恐れがあると判断した。そ

のため工事を行なう場合には事前に発掘調査が必要であると回答を示した。改めて、地権者・

土地改良課・町教育委員会の三者間で協議した結果、計画変更は無理であると判断され、や

むを得ず切土部分について、発掘調査を実施することになった。 

 

第Ⅲ章 調査の方法 

 

 今回の発掘調査はほ場整備対象地域内で切土工法によって工事を行なう田畑や幹線排水路

等、切り下げによって出来高が現在の田畑面より低くなる場所について実施することにした。

なお、盛土工法による施工部分と農業用道路については直接遺構を破壊する恐れがないため、

調査対象区域から除外した。また農産物の作付け中の部分については、それぞれ地権者の方々

のご厚意により少し早めに収穫していただいたが、どうしても無理な場合は調査対象区域か

ら外すことにした。 

 調査は最初に、調査対象区域内の遺構の有無を確認するため、試掘トレンチを計10ヶ所設
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定した。それぞれのトレンチにおいて土層柱状図の作成及び写真撮影を行った。その結果、

今回本調査の対象となった１トレンチより北側の試掘トレンチでは、遺構・遺物共に確認さ

れなかった。また１トレンチは順次拡張しながら調査を進めたため、最終的には約 1,400㎡

の調査面積となった。本書ではそれぞれの拡張部分を１－Ⅰ～Ⅳトレンチに区分することで

示した。 

 調査は重機を使用して表土を除去した後、人力により遺構検出及び遺構掘削を行なった。

調査の進行に伴い、当初検出した遺構面は整地土の上面に当り、下層にもう一層別の遺構面

が存在する可能性が高まった。時間的制約もあったため、この整地土の除去には再び重機を

使用した。調査中は状況に応じて実測図作成と写真撮影を随時行なった。 

 基本的に実測作業等は調査担当者及び調査補助員で行なったが、一部石組井戸については

測量業者に委託した。 

 発掘調査後は速やかに埋め戻しを行ない、全日程を終了した。 

  



- 5 - 

 

第Ⅳ章 調査結果 

 

第１節 層序と遺構 

 

 調査地の基本層序は最上層が耕土で、次に明黄色粘質土層（床土）、暗青灰色粘質土層と続

く。本調査を実施した１トレンチではその下に遺物を含む整地土が存在する。その上面に第

２次遺構面が形成され、この整地土を除去すると第1次遺構面が現れる。 

 遺構の遺存状況はそれほど良くなく、特に水田耕作の影響を直接受けていたと思われる上

層の第２次遺構面ではそれが顕著である。遺構検出の時点で既に、柱穴の底の根固めの石が

顔を覗かせているものもあった。一方下層遺構の方は柱痕の残る柱穴もみられ比較的遺存状

況が良好であった。 

 検出された遺構としては、井戸・土壙・溝・柱穴・地鎮遺構等があげられる。井戸は石組

のもの一基を除いて他は全て素掘りであった。ただし出土した木製品の中には井戸枠の部材

と考えられるものも存在しており、いくつかの井戸については、木組の井戸であった可能性

もある。土壙には廃棄土壙に該当するものがなく、機能を終えた井戸がこの役割を果たして

いたようである。溝状遺構の中には屋敷地内を区画していたと思われるものも存在する。い

くつかの柱穴は掘立柱建物としてまとまりを持つようであるが、柱間などはあまり均一では

ない。次にトレンチごとの状況を示しておく。 

 １－Ⅰトレンチを設定した場所は１－Ⅱトレンチより１m ほど低い所に位置しており、土

層の堆積状況から旧菜種川の氾濫原と考えられる。１－Ⅱトレンチは遺構・遺物共に豊富で

あり、屋敷地の中核となる場所であろう。１－Ⅲ・Ⅳトレンチでは遺構が希薄になるため、

それぞれ屋敷地の北端・東端付近に該当すると思われる。 

 以下、各々の遺構について概説しておく。 
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井戸 

 SE－１（第９図・図版５） 

 平面プランは円形というよりは、三角形に丸みをもたせたような形に近い。径は 2.0m～

2.3m 程である。深さは最深部で 1.0mを測る。内部には一段の段差を有する。調査時におい

て、井戸枠などの構造物が検出されなかったため、ここでは一応素掘り井戸と考えておきた

い。 

 出土遺物には瀬戸・美濃系陶器、瓦質火鉢、常滑産の甕、土師器皿などがあった。 

 

 SE－２（第10図・図版２） 

 平面プランは円形を呈する石組井戸である。掘り方の直径は 1.5mを測る。石組はおおよそ

11 段積まれているが、個々の石材は大きさに均一性を欠く。深さは最深部で 2.1m を測る。

石組井戸の内径は下へ行く程狭くなっている。これは石材の落石による井戸の崩壊を防ぐた

めの工夫であろう。井戸枠などの木製構造物は認められなかった。 

 出土遺物には土師器皿、須恵器杯身、青磁碗、瀬戸・美濃系陶器の花瓶、東海産のこね鉢、

砥石などがあった。 

 

 SE－３ 

 径1.2～1.3mの楕円形の平面プランを呈する。深さは 95cmを測る。検出時には井戸枠など

の下部構造は確認されなかったが、出土遺物の中に井戸枠の部材の一部と考えられる木製品

が含まれている事から、木組井戸の可能性も有り得る。 

 出土遺物には土師器皿、土師質堝、青磁模倣の蓋、青磁小皿、砥石、曲物底などがあった。 

 

 SE－４ 

 径1.3mの円形プランを呈する素掘り井戸である。最深部まで約２mを測る。 

 周辺には遺構らしきものが見当たらないため、本来の屋敷地中枢部からは離れた所に位置

していると思われる。また出土遺物もごくわずかで、土師器皿が数点と土師質堝もしくは羽

釜と瓦質羽釜が１点づつ、漆器椀と箱物の部材が１点づつ出土している。 

  



- 7 - 

 

SE－５（第11図） 

 径1.3～1.5mの楕円形プランを有する。この井戸は自然に埋まったものではなく、何らか

の理由によって意識的に埋められた感が強い。埋土最上層は周辺の地山の土と全く同じであ

ったため、当初は遺構の存在さえわからなかった。 

 SE－５を切る形で SD－８が構築されており、切り合い関係からは SD－８の方が新しいと思

われる。しかし、SE－５出土遺物の中に時期の下る遺物が何点か含まれており、SE－５を埋

める作業とSD－８を開削する作業が同時期に行われた可能性が高い。 

出土遺物には土師器皿、瀬戸・美濃系陶器のおろし皿、陶器碗、東海産こね鉢、青磁碗、

曲物底などがあった。 

 

 SE－６（図版９） 

 1.2×1.4mの長方形プランを意識して掘られた井戸のようである。深さは、最深部で 85cm

を測る。 

 この井戸からは大量の土器と木製品が検出された。土器の大半は土師器皿で占められてい

た。土師器皿以外では灰釉系陶器の小型坏が１点と青磁碗が２点出土している。また木製品

の方は、曲げ物、箸、折敷、箱物の部材など、多様なものが出土した。これらの遺物は検出

状況から見て、一括資料として評価できるものである。 

 遺構検出時においては、その平面プランから土壙墓の可能性も考えたが、遺物に完形品が

ほとんど含まれない点と底からの湧水が激しい点から井戸と判断した。 

 

 SE－７ 

 平面プランは長方楕円形とでもいうべき形態を呈す。長軸 1.2m、短軸 75cm を測る。深さ

は1.2mである。 

 遺物は少なく、土師器皿と瀬戸・美濃系陶器碗、鉄製品として鎌が１点出土している。 

 SE－７に近接して SD－４が存在しているが、SE－７を挟んで反対側には溝状の遺構が全く

存在しないことと、両者が切り合っていないことから両者は同時期に機能していたと考えた

い。 

 



- 8 - 

 

 SE－８ 

 平面プランは1.2m四方で、コーナーの一ヶ所が肩崩れをおこしているため、やや歪な形態

となっている。最深部までは 1.2mを測る。 

 出土遺物は滑石製の温石以外は信楽焼や常滑焼の中世陶器ばかりである。しかも、図化し

た１点を除いて口縁部の残っているものは全く無く、残りは全て壺、甕の胴部片であった。

また接合できたものはなく、同一個体は存在しない。 

 出土遺物は全て同時廃棄されたと考えられるため、口縁部が皆無というのは極めて特殊な

現象と言えるのではなかろうか。 

 

 SE－９（第12図・図版10） 

 平面プランは直径 1.9m、短径 1.3m の楕円形を呈している。深さは１m 程である。土層は

SE－１を除く他の井戸同様、同一埋土による単純一層であった。また他の井戸では調査時に

おいて激しい湧水が認められたのに対し、この井戸では湧水はほとんどなかった。井戸底中

央部には、井戸を埋める際の祭祀に使用した竹筒が立てられた状態で遺存していた。この事

から、井戸の水が涸れてしまった時期と井戸を埋めた時期とは同一時期であることがわかる。 

 出土遺物には土師器皿や灰釉陶器碗、灰釉陶器蓋、曲物底、箸、木製物差し、用途不明金

属製品等があった。 

 

土壙 

 SK－１ 

 径１mの円形プランを呈し、深さは５cm程の非常に浅い土壙である。一部を SD－８によっ

て切られている。遺物は皆無のため、時期決定及び性格付けは困難である。 

 

 SK－２（図版10） 

 径65cmの小型の土壙である。深さは30cmを測る。出土遺物には信楽焼の壷か甕の底部１

点と胴部片２点がある。土壙内中央部に、底部より離れた状態で、自然石が一つ検出された。

検出状況からみて、流れこんできた状態ではなく、人為的に配置された感が強い。単なる廃

棄土壙と片付けるには疑問が残る。 
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 SK－３（第13図） 

 平面プランは変形五角形状の形態を呈している。深さは 80cmを測る。そこから若干の湧水

が認められたが、井戸としては規模が小さく、一応土壙としてとらえておきたい。ただし出

土遺物も少量で細片ばかりのため、SK－２同様単なる廃棄土壙ではないと考えられる。 

 

 SK－４（第14図） 

 平面プランは径1.1mの隅丸方形に近い楕円形を呈している。深さは最深部で67cmを測る。

土壙の底に付いた状態で、20cm大の石が2個検出された。SK－３と同様湧水が認められるも

のの、井戸とするには規模が小さい。 

 出土遺物には土師器皿の他に灰釉碗や内外面黒色処理の土師器片があった。いずれも細片

かつ少量であるため、遺構の性格について言及する程の積極的材料には成り得ない。 

 

 SK－５ 

 60cm×1.5m のやや歪な長方形プランを呈している。深さは非常に浅く５cm 程度である。

内部に小ピットを持つが、これは恐らくこの土壙より先行するものと思われる。 

 出土遺物には土師器皿の他に土師質堝の口縁部が１点見受けられる。 

 

 今回の調査で検出された遺構で土壙として捉えたものの中には、大量の遺物を含んだ物が

存在していなかった。これは井戸跡（特にSE－６）の状況と全く反対である。 

 こうしたことから当時の廃棄物処理の一端を、機能が停止した井戸が担っていたと推察で

きる。 

 

 溝 

 SD－１～３・５・６・11～17 

 これらの溝は何れも幅 20～30cm程で深さも 5～10cmと浅く、埋土も若干他の遺構と違って

いる。遺物も微量である。何れの溝も中途で切れており、通水、排水等の機能は果たさない

と考えられる。 

 このような状況から、これらの溝は遺構廃絶後に耕地化されていった段階の耕地痕の名残
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りであると位置付けておきたい。耕土中に近世遺物を多く含む事から、その時期の所産であ

ると考えられる。 

 

 SD－４ 

 幅 60～70cm、深さ 10cmを測る素掘りの溝である。SE－７のところでも述べたが、この溝

はSE－７に関する廃棄機能としての一面を持ち合せていると考えたい。削平を受けているた

め完存していないが、もともとは菜種川まで続いていたと思われる。 

 

 SD－７ 

 幅60cm、長さ８mを測る溝である。近接する SB－３とは主軸方向がくい違っていることか

ら、直接的な関係は認められないようである。 

 しかしながら溝幅もしっかりとしているため、単なる耕作痕とは考えられない。 

 

 SD－８（図版11） 

 およそ24mの長さを有し、中間地点で L字状に折れ曲がる。全体に溝の肩部のラインが歪

である。溝内部には多くの小ピットが見られるが、これらのピットは SD－８よりも先行する

ものである。また、L字状に北西に折れ曲がった所から溝が２本に分流し、さらにSD－10と

も有機的に結合している。分流した２本の溝に挟まれている島状の部分は、溝の外側のレベ

ルよりやや低くなっている。調査当初は道路上の遺構と考えたが、調査の進行に伴い、溝の

屈曲点よりも北東部分には島状高まりが見られないことから溝と判断した。この溝の性格と

しては、通排水機能を合わせ持つ屋敷地内を区画する溝であった可能性が高い。 

 出土遺物には土師器皿、常滑焼や信楽焼の壷、甕、輸入青磁の椀、皿などが見られる。 

 

 SD－９ 

 他の溝状遺構がある程度中山道の方向に規制を受けているのに比べて、この溝だけが南北

方向を意識して掘削されている。遺構の切り合い関係からも、この溝の方が先行する。ただ

し出土遺物の年代観からは、それ程大きな開きはないようである。 
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 SD－10 

 溝というにはあまりにも短く非常に浅いもので、溝状土壙とでも呼ぶべきものかもしれな

い。出土遺物もないことから単なる地形のたわみとも考えられる。 

 

 SD－18 

 幅１m 前後の溝で、１－Ⅱトレンチと１－Ⅲトレンチの境界付近に位置している。１－Ⅱ

トレンチが後世に大きく掘削を受けているため、溝の遺存状況はあまりよくない。本来は１

－Ⅲトレンチの遺構面と同等のレベルだったはずである。したがってその状況から復元して

考えてみると、深さが１m を越えるかなりしっかりとした溝であったと思われる。あるいは

屋敷地の内と外を区画するための溝であった可能性が高い。 

 

 掘立柱建物 

 SB－１（図版６） 

 下層遺構が廃絶した後に整地作業を施し、その上に構築された掘立柱建物である。 

 後世の耕地化に伴う削平が著しく、柱穴の残りはあまりよくない。何らかの建物が建つこ

とはまちがいないが、正確な間数は明確にし得ない。ここでは４間×６間の面積を占める一

棟分の建物としておく。 

 

 SB－２（図版11） 

 SB－１よりも確実に先行する建物である。４間×３間（推定）の規模からして、大勢の人

間が常住していたとは考えにくい。柱間も不揃いで精密さに欠ける。 

 

 SB－３（図版11） 

 ２間×３間の建物と思われる。SB－１・SB－２とは建物主軸を異にする。SD－８によって

切られている事から、少なくとも 14世紀代を下る事はない。今回の報告で想定した掘立柱建

物は全部で３棟分である。何れの建物も柱間距離にばらつきが見られ、精密さに欠ける面が

ある。またSB－２と SB－３が同時併存していたとは考えにくいため、必然的に３期に区分で

きよう。全体の遺構を含めた詳細な時期区分については、第Ⅴ章で述べたい。 
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 地鎮遺構 

 P－55（図版６） 

 径15cmの小土壙である。内部に完形品１点を含む11点の土師器皿が入っていた。後から

流れ込んだものではなく意図的に埋められた様相を呈している。建物の柱穴にしては規模が

小さ過ぎると思われる。恐らく整地の際、あるいは建物構築の際に行われた地鎮を示すもの

ではないだろうか。 

 

第２節 出土遺物 

 

 表土中出土遺物（第 15図） 

 １～４は輸入青磁である。１・２は胎土も悪く磁器としては粗製品である。器形は梅瓶の

ような形になると思われる。時期は 14世紀代であろう。３・４は碗の口縁であろう。５～７

は輸入白磁である。５は口縁が輪花状になる碗であろう。６は口剥げの口縁を有する碗であ

る。７は口径９cm程の小皿である。内面見込み部分と口縁の立ち上がり部分との境に一条の

浅い沈線が廻る。８は素焼きの小形土錘である。９～13は土師器皿である。13は京都系土師

器で、俗にコースター型と呼ばれているものである。14は張り付け高台のほとんど退化した

山茶碗系の陶器で、仏具として使用されるような小型の壷の底部と思われる。15は須恵器の

蓋である。恐らく平安時代のものであろう。16は山茶碗系陶器の口縁部である。17は東海産

のこね鉢であろう。18は底部に糸切り痕を残す山茶碗系の皿である。19は常滑焼の甕である。

口縁の形態から 14 世紀時代のものと考えられる。20～22 は瀬戸・美濃系陶器の壷と思われ

る。20・21は褐釉が施されている。22は肩部に３条の沈線を施す四耳壷の一部であろう。23

～25は信楽焼の壷か甕の底部である。 

 

 表土直下の整地土出土遺物（第 16図） 

 26は輸入白磁の壷の口縁と思われる。27～29は輸入青磁碗で、外面に鎬蓮弁を配している。

30 は東海産のこね鉢である。31～35は土師器皿である。31は口縁部がきつく外反する小皿

である。32は口縁端部をとがりぎみに仕上げている。33・34はやや厚手のつくりである。35

は口縁部が外反せず、ほぼ直線的な立ち上がりを見せる。32・35は乳白色の色調を呈してい
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る。その他は明黄茶色である。36は信楽焼の甕である。37は産地不明のこね鉢で、形態的に

は備前の模倣と思われる。36・37共に14世紀末～15世紀初頭の所産であろう。 

 

 SE－１出土遺物（第 17図） 

 38は常滑焼の甕で 14世紀前半のものと思われる。39は土師器皿で口縁部外面に１条の強

いナデを施す。40は瀬戸・美濃系の坏である。底部外面に糸切り痕をのこす。口縁部には褐

釉がかかっている。41は外面にスタンプ文を有する瓦質の火鉢であろう。14世紀末～15世

紀初頭のものと思われる。 

 

 SE－２出土遺物（第 18・19図） 

 42は土師器皿で色調は淡灰褐色を呈する。おおよそ 15世紀代のものであろう。43は須恵

器の杯身である。平安時代のものであろう。44は常滑焼の小壷と思われる。外面に暗黄緑色

の自然釉が見られる。45は東海産のこね鉢である。内面はよく使用されている。46・47は瀬

戸・美濃系陶器の花瓶である。胴部を欠失しているものの同一個体の可能性がある。底部に

は明瞭な糸切り痕が残る。48は青磁碗である。内面見込み部分に草花文を施す。高台は断面

方形で直立するタイプである。時期は 13世紀後半であろう。49・50は砥石である。 

 

 SE－３出土遺物（第 20～22図） 

 51は青磁の小皿と思われる。内面に模様があるが内容は不明である。52は青磁の蓋である。

外面に鎬蓮弁を配している。胎土はあまり精良でなく焼成も不良である。おおよそ 13世紀代

のものであろう。53は土師質の塙か羽釜の一部と考えられる。胎土は砂粒を多く含む。色調

は明桃白色である。54は土師器皿である。焼成不良の為か一部暗紫灰色の色調を呈す。全体

的にあまり外反せず、端部は軽くつまみ上げている。時期は 14世紀代のものと考えられる。

55は曲物の底部と思われる。非常に摩耗しており遺存状況は良くない。56は砥石である。刃

物傷のようなものが何本か認められる。 

 

 SE－４出土遺物（第 23・24図） 

 57・58は土師器皿の口縁部である。59は土師質羽釜の口縁部と思われる。全体像が不明な
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ため、時期は不明である。60 は断面四角形の鍔を持つ瓦質羽釜である。時期は 13世紀後半

と考えられる。また図示し得なかったが、瓦器小皿の破片が出土している。61は何らかの部

材の一部と考えられる。あるいは井戸枠の一部だった可能性もある。 

 

 SE－５出土遺物（第 25・26図） 

 62～68は土師器皿である。口縁部のつくり方には何タイプか見られる。直線的に立ち上が

るもの、緩やかに外反するもの、きつく外反して明瞭な変化点を持つもの、さらにそれぞれ

において口縁端部を丸く収めるものと上方へつまみ上げるものが見られる。69・70は外面に

鎬蓮弁有する青磁碗である。71は断面三角形の高台を有する東海産のこね鉢である。72は瀬

戸・美濃系陶器の花瓶の肩部ではなかろうか。73も同じく瀬戸・美濃系陶器のおろし皿であ

る。薄手で小振りなつくりである。74は産地不明の陶器である。唐津系陶器に類似するもの

の、当遺構の年代が遺構の切り合い関係等から考えても 14世紀より下る事は考えられないた

め、その可能性は低いと言えよう。75・76は曲物の底部であろう。側面に目釘等の痕跡は見

出せなかった。 

 

 SE－６出土遺物（第 27～30図） 

 77～82までは口径が復元できなかった土師器の皿である。77は体部が内湾する。色調は乳

白色である。78・79・82は口縁部がナデにより外反する。色調は灰白色である。80は底部か

らゆるやかに立ち上がる。81は平坦な底部から立ち上がり、ナデにより強く外反する。 

 83～91までは土師器の小皿である。平均法量は口径が 8.5cm前後、器高が1.5cm程度であ

る。色調は灰白色を呈するものが多く見られる。小皿の器形としては、やや丸みを帯びた底

部から体部が内湾して立ち上がるものが基本的である。83は底部と体部の差が明瞭で、口縁

部はナデによって外反する。色調は淡赤褐色を呈している。84は器壁が比較的厚手で、色調

は黒灰色である。85は口縁部が外反する。88は底部に指頭圧痕が残っている。口縁部は外反

する。 

 92～112までは土師器の大皿である。平均法量は口径 11～13.0cm前後、器高は2.0cm程度

である。色調は灰白色が多いが、一部に黒灰色を呈するものがある。大皿の器形としては A、

B、Cと大きく３つに分けることが可能である。さらにこれら３タイプについて口縁端部の形
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状からつまむものを１として、つままないものを２という細分が可能である。 

 

 Aは底部から口縁部にかけて、直線的に立ち上がるタイプである。 

 A１（96・106・111） 

 A２（92・93・98） 

 Bは底部から口縁部にかけて、内湾して立ち上がるタイプである。 

 B１なし 

 B２（101・105） 

 Cは底部から口縁部にかけて、外反して立ち上がるタイプである。 

 C１（94・95・97・100・102～104・107～110・112） 

 C２なし 

 

 92は黒灰色の色調を呈する。104は胎土は密で白色であるが、表面の色調は黒灰色である。

これは焼成時において、何らかの理由で炭素が吸着したものと思われる。また内面に口縁部

外面のナデと、対応している２条の線刻がみられる。110 は 104 と同様に色調は黒灰色であ

る。底部内面をフラットにすることを強く意識して成形している。111 は焼成が良好で、色

調は赤褐色である。器壁は薄く、口縁部は二段ナデである。113 は灰釉系茶碗の片口小型坏

である。底部は糸切りの後に、ヘラで形を整えている。114 は青磁碗である。内面見込み部

には草花を描いている。器壁の厚い底部に断面四角形の高台が付く。色調は淡青白色を呈す

る。115は青磁碗である。内面見込み部には草花を描いている。外面は蓮華文の文様を描く。

色調は淡緑白色を呈する。 

 116 は砥石と考えられる。片面だけ使用されており、刃物傷と思われるものが数ヶ所見受

けられる。117～121は木製箱の部材ではないかと考えられる。122は小型の曲物底である。

柄杓の底部であろうか。123は径5mm程の小穴を有する木製品であるが、用途は不明である。

124 は折敷の一種と思われる。片面に無数の刃物傷が認められることから、まな板として再

利用されている可能性が高い。125～132は削り箸である。両端部を欠失したものが大半であ

るが、長さはおおよそ 21cm程度であったと考えられる。本遺構出土遺物の年代は土師器の特

徴などから14世紀代と推定できる。 
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 SE－７出土遺物（第 30～33図） 

 133 は瀬戸・美濃系陶器の碗である。内面見込み部分に３条の沈線を廻らす。底部外面は

高台を張り付けて成形が終った後に、ヘラ状工具１本１本不整形な刻み目が施されている。

134・135は井戸枠の部材と思われる。136は鉄鎌である。木製の柄部分は腐蝕のため依存し

ないが、つなぎ止めるための金属製のリングが差し込まれた状態のままで出土した。非常に

よく使用されていたのか刃部のあちこちが欠けている。 

 

 SE－８出土遺物（第 34～36図） 

 137は東海産のこね鉢である。138・139 は常滑焼の壷か甕の底部であろう。140 は断面楕

円形で長さ10cm足らずの木製品である。周囲に細い沈線を 10本廻らせている。用途は不明

である。141は滑石製の温石である。5.5cm四方のほぼ正方形を呈しており、一辺の中央付近

に径７mm程の小穴を穿っている。この製品は石鍋の再利用品である。 

 

 SE－９出土遺物（第 37～40図） 

 142・143は土師器皿である。142は明灰黄白色の色調であり、一見すると瓦質土器に似る。

焼成不良によるものだろう。この手の土師器は微量ではあるが他の遺構においても散見でき、

144・145は灰釉陶器碗の口縁部である。口縁部の形状から 144 の方が古くなると思われる。

145は釉を付け掛けしているが、144は内面だけハケ塗りである。時期は 144を10世紀前半、

145を10世紀後半としておく。146は丸ぶち状の口縁形態を示す典型的な東海産のこね鉢で

ある。147 は須恵器の蓋と思われる。破片であるため全体像は定かではないが、外面に草花

文のような印刻を施していたと考えられ、前述した灰釉同様 10世紀代のものではなかろうか。

148は径30cm程度の曲物底である。側面に目釘痕は認められなかった。断面図からも明らか

だが、側面は直には立ち上がらず台形状を呈する事から、この曲物底は嵌め込み式であった

ことが推測される。149 は木製の物差である。１寸・５分・１分ごとにそれぞれ大・中・小

目盛を刻んでいる。全長は 21.7cmでちょうど 7寸分の長さである。大・中・小それぞれの目

盛幅はそれほど均等ではなく、ややばらつきがある。150 は用途不明の金属製品であるが、

形状から推測するならば襖の引手金具のようなものと考えられる。 
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 土壙出土遺物（第 41図） 

 151～157はSK－４出土である。151は内面黒色処理を施した黒色土器 B類であるが、外面

のカーボンは二時焼成を受けた影響で消えてしまっている。152～154・156・157は土師器皿

である。おおよそ13世紀末～14世紀初頭にかけてのものと思われる。155は灰釉陶器碗の底

部で、形状からして黒笹 90号窯式併行期の所産であろう。151の黒色土器もこれと同時期と

考えておく。158は SK－5出土の土師質鍋である。14世紀前半のものと考えられる。159～164

はSK－３出土である。全て土師器皿である。160は京都系土師器でコースター系と呼ばれて

いるものに相当する。13世紀末～14世紀初頭のものと考えられる。165はSK－２出土の信楽

焼の甕の底部である。胴部がかなりひらきながら立ち上がることから、大型の甕になるもの

と考えられる。 

 

柱穴出土遺物（第 42図） 

 166～171までは土師器皿である。いずれも細片であるが、器高が１～1.2cmと浅く形態も

似かよっている事から同時期のものと思われる。172 は高台の付く土師器坏になると考えら

れる。土師器で高台の付く坏・碗・皿類は全出土遺物の中でこれ１点だけという特異な土器

である。正確な時期決定は困難であるが、おおよそ平安時代の範疇に収まると思われる。173

は須恵質のこね鉢である。口縁端部上面を強く窪ませて端部外面を外方向へ強く引っ張り出

している。174は外面に鎬蓮弁を有する青磁碗である。釉調は淡黄緑色である。175～179は

土師器皿である。口縁部の形態は様々で内湾ぎみに立ち上がるタイプ（177）、直線的に立ち

上がるタイプ（178）、外面に強くナデを施し外反するタイプ（179）などに分けられる。181

は瀬戸・美濃系の天目茶碗である。182・183は焼成の甘い壷の口縁と底部である。同一個体

と考えられる。形態的には信楽焼を模倣しているが、細部にわたって観察すると、焼成も含

めて信楽焼とするには疑問が残る。あるいは地元で製作された可能性もある。 

 

 P－55出土遺物（第 43図） 

 柱穴出土の一括資料である。図示し得たのは６点で完形品１点（187）を含む。他の破片も

含めて全て土師器皿である。形態的に多様なプロポーションが存在する。口縁部の立ち上が

りが内湾ぎみで端部をとがりぎみに仕上げたもの（184）、外面に強いナデを有して口縁部を
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外反させるもの（185）、器高１cm 程の浅い器高のもの（186・187）、口縁が直に近い立ち上

がりを示すもの（188）、外面に強いナデを有し口縁端部をつまみ上げているもの（189）など

様々である。なお、（188）の底部には「×」のヘラ記号があり、窯印あるいは祭祀的な意味

が考えられる。 

 

 溝出土遺物（第 44図） 

 190～205は土師器皿である。大皿はあまり見られず小皿が主体である。遺構ごとに若干の

時期差があると思われるが、おおよそ14世紀代の範疇に収まると考えられる。 

 206は外面に鎬蓮弁を有する青磁碗の口縁部である。207は常滑焼の甕の口縁部である。口

縁が下方に垂下していない事から、やや古手の様相を呈している。208は信楽焼の甕である。

色調は淡赤紫色で胎土は粗い。209 は瀬戸・美濃系陶器の瓶子の肩部に相当する。断面三角

形状の鋭利な沈線を施した後に円形の浮文を張り付けている。210 は青磁の皿である。胎土

は非常に精良で焼成も堅緻である。産地は中国の福建省地方と考えられる。211 は瀬戸・美

濃系陶器の皿である。口縁部には淡黄緑色の釉がかりが認められる。底部外面に糸切り痕を

残す。胎土は明灰白色を呈する。212は青磁の皿である。暗黄緑色の釉調で、釉厚が 1～1.5mm

とかなり厚目である。胎土は密であるが焼成にムラが見られる。また底部外面にバリが付着

している。これは焼成時に焼台と製品が癒着してしまったものを無理矢理剥そうとした結果

であろう。 

 

 遺構面直上出土遺物（第45・46図） 

 213 は瀬戸・美濃系陶器の大平鉢になると思われる。内面に菊花文のスタンプ文を施す。

この遺物の所属時期は 14世紀末～15世紀初頭の整地土層最上面で出土していることから、

整地土層の形成時期とそれ程かけ離れないと考えられる。 

 214 は小形の石鏃である。石鏃基部にえぐりを有し、その左右を突出させている。一方の

突出部は欠失している。215 は打製石鏃の未製品である。石材はチャートと思われる。２辺

の刃部の内一方は刃部が形成されていない。214・215ともに中世段階に混入したものと思わ

れる。近隣に立地している縄文時代の遺跡と考えられる番場遺跡の範囲が今回の調査地まで

広がる可能性もある。 
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第Ⅴ章 まとめ 

 

 今回の発掘調査は米原町内では初の中世遺跡の調査であったことから、今まで文献史料で

しか知り得なかった米原町の中世史に、数多くの情報を提供してくれた。 

 ここではその成果と今後の課題を示しておくことにする。 

 調査地周辺は中世段階に東山道（近世の中山道）の番場宿として機能していた場所であり、

現在の西番場集落の原形が形成されたのも恐らくこの時期であろう。 

 現状でも旧東山道に沿った街村形態を残しているが、調査地は街道に面しておらず少し奥

まった場所にあたる事から、当初は日常的な生活遺構の発見は余り期待されなかった。しか

し調査の進展に伴って豊富な出土遺物と、建物跡や井戸跡等の生活痕跡を検出するに至った。 

 この事から中世番場集落が東山道に沿った単なる線的な街村集落ではなく、面的に横への

拡がりも併せ持っていたことが明らかとなった。 

 検出された遺構群は遺構の切り合い関係や上層と下層の遺構面の違いによってⅢ時期に区

分される。第Ⅰ期は 13世紀末～14世紀末初頭にかけてで、第Ⅱ期は 14世紀代、第Ⅲ期は 14

世紀末～15世紀初頭の年代観がそれぞれ与えられる。 

 以下、それぞれ時期別に主の遺構名を記しておく。 

 

 ・Ⅰ期    SB－３・SE－４・SE－５・P－55 

 ・Ⅱ期    SB－２・SE－６・SD－８ 

 ・Ⅲ期    SB－１・SE－１・SE－７・SD－４ 

 

 以上が調査地における大まかな遺構の変遷であるが、中には遺物も極少量で時期決定が困

難であったものを含んでいる為、多少時期の前後するものがあるかもしれない事を付け加え

ておく。但し大半の遺構は 13 世紀末～15 世紀初頭という大きな時期幅の中から逸脱するも

のではない。 
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次に今回の調査で得られた知見について、遺構の面から述べておきたい。 

 

〔井戸〕 

 それ程広大な調査面積ではなかったにもかかわらず、井戸跡が９基も確認されたことは特

徴の一つであろう。但し全ての井戸が同時に機能していたわけではなく、当初使用されてい

た１～２基の井戸が井戸涸れを起した為、別の井戸を掘るという作業が連綿と繰り返された

結果であると考えたい。それは今回検出した井戸が一部を除き、自然に埋没したものではな

く短期間に人為的に埋められた状況であったことからも推測される。 

 それを示す良好な例として SE－９がある。ここでは井戸を埋める際に行われたと思われる

井戸鎮めの祭祀に使用された竹筒が見つかっている。 

 井戸の廃絶理由の一つとして地下水脈の変動による湧水の枯渇現象が考えられるわけであ

るが、SE－９が正にその状況を示していた。他の井戸では調査途中豊富な湧水に悩まされた

が、SE－９ではそれが完全に停止していた。 

 また井戸を埋める際に使用不能な日常雑器が投棄されており、機能を停止した井戸は廃棄

土壙としての役割を担っていたようである。 

 

〔土壙〕 

 発掘調査で検出される土坑には様々な種類のものが存在するわけであるが、その用途や機

能に触れる事には慎重を期さねばならないであろう。 

 今回の調査で土壙として認定した遺構についても、その意義付けが困難なものを含んでい

る。 

 例えばSK－３・SK－４などは、出土遺物の量と土壙の規模とがかけ離れており、廃棄土坑

とするには無理があるし、井戸とするには規模が小さすぎるといった不安定な要素を含んで

いる。 

 今後の検討課題の一つとしておきたい。 
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〔溝〕 

 当地で検出された溝状遺構には次の４種類のものが見られる。 

  

Ⅰ類――通水・排水機能を有していたと思われるもの。（例：SD－４・SD－９） 

 Ⅱ類――何らかの施設あるいは空間を区画する為のもの。（例：SD－７・SD－18） 

 Ⅲ類――ⅠとⅡの機能を併せ持っていたと思われるもの。（例：SD－８） 

 Ⅳ類――遺構存続時あるいは廃絶後の耕作痕が溝状に残存したもの。（例：SD－１～３・10～15） 

  

これらの中でも特に目を引くのがⅢ類の SD－８の存在である。 

 建物を囲む溝の一部とするには「L」字内部に同時併存する建物遺構が見られないことから

可能性は薄い。またⅠ類の機能を持たせるのであれば、菜種川に向けて最短距離の溝を掘れ

ばそれで事足りるはずである。しかもこの溝は無作為に掘られたものではなく、旧東山道や

建物跡の主軸方位を意識している。 

 これらの諸条件を考慮すれば、SD－８が屋敷地内の空間を区画する為に掘られた溝である

ことは間違いないと思われる。 

 

〔掘立柱建物〕 

 想定される掘立柱建物は上層遺構で１棟、下層遺構で２棟の計３棟である。 

 建物の規模はそれ程大きくはなく、屋敷地内の主要家屋とは考えにくい。各々の建物の正

確な規模については、柱列の並びに精緻さを欠く点と耕地化あるいは整地に伴う削平を受け

ている点から、不明瞭と言わざるを得ない。また建物方位については、やはり旧東山道の方

位に規制されているようである。 

 次に出土遺物から見た殿屋敷遺跡の特徴について述べておく。 

 今回の調査で得られた出土遺物の所属時期は縄文時代～江戸時代までと幅広い。中でも所

謂中世段階の遺物が大半を占めている。中世以外の遺物は遺構に直接伴ったものがほとんど

無く、極少量である為、ここでは中世遺物に限定して扱うことにする。 

 遺物の内訳としては土師器、瓦質土器、国産陶器、輸入陶磁器、木製品、石製品、金属製

品が見られる。 
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 まず土器・陶磁器類についてであるが、これらの製品はその使用目的によって以下のよう

に使い分けがなされているようである。 

 

 ・碗（椀）――輸入青磁・漆器・木地椀（推定） 

 ・皿―――――輸入白磁・瀬戸・美濃系陶器・土師器 

 ・壷―――――常滑産陶器・信楽産陶器・瀬戸・美濃系陶器 

 ・甕―――――常滑産陶器・信楽産陶器 

 ・鉢―――――山茶碗系陶器・信楽産陶器 

 ・鍋―――――土師器 

 ・羽釜――――瓦質土器 

 

 このような土器組成は 13～14 世紀段階の湖北地方に普遍的に見られる。
（ 1 ）

傾向としては東

海系の製品が一定量を占めている。しかしながら、輸入青磁の占める割合が一般集落のそれ

に比較すると大きいようである。
（ 2 ）

 

 これは村落の立地条件によるものが大きく作用している為であろう。当時、東西交通にお

けるメインルートの一つであった東山道に隣接して村落を形成していた番場の場合、宿とし

ての機能も併せ持っていた為、人・物・情報が行き交う流通の拠点であったはずである。し

たがって幹線路の通過しない他の村落に比較して、舶来品を含めた外来製品が手に入りやす

い状況にあったと言えよう。 

 このような集落は一般農村集落に比べると、極めて町的あるいは都市的な性格を帯びてい

るように思われる。
（ 3 ）

 

 出土した土器・陶磁器類の中で最も大きな割合を占めているのは土師器皿である。
（ 4 ）

井戸跡

出土資料の中に良好な一括遺物に恵まれたものが存在する。特に SE－６の出土資料は量的に

も群を抜いている。
（ 5 ）

 

 そこで簡単ではあるが形態分類を試みたところ大きく３タイプに分けられることが判明し

た。同時期のものでありながらも形態的に色々なバリエーションが存在していることが明ら

かとなったのは一つの成果であろう。 

 土器類以外の遺物の中にも当地の占地者段層を推測させるものがある。SE－９から出土し
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た木製物差がそれである。 

 全国的にも物差の出土例は極めて稀で、特に時代を中世に限ると類例に乏しい。
（ 6 ）

 

 このような状況下で色々と述べる事に抵抗を感じるが、あえて類推を試みたい。 

 この物差の目盛は７寸分刻まれているが、一寸ごとの実際の長さがそれぞれまちまちであ

る。この事からこの物差が製作されて時点では、律令期に確立していた度量衡制度は既に強

制力を失っていたことが伺い知れる。 

 一方、このような物差を日常的に保持し使用していた人間は一部の階層に限られていたは

ずである。特に小規模農民層とは直接に結び付かないと思われる。領主権力層あるいはその

支配下に置かれた手工業生産者層との関わりの中で捉えられるのではないだろうか。遺構と

遺物について若干の私見を述べてきたが、最後に殿屋敷遺跡の性格について触れておくこと

にする。調査で得られた資料からは施設の性格を断定するまでには至らなかった。そこで考

えられる可能性を指摘することでまとめにかえたい。 

  

一、調査地南方に存在する土肥氏館跡（推定地）の直接的関連施設。 

 一、土肥氏関係の家臣団クラスの屋敷地。 

 一、領主権力の直接支配を受ける職人階層の屋敷地。 

 一、主体的農業経営を担う有力農民の屋敷地。 

 一、番場宿における宿場施設の一部。 

 一、中世寺院の一部。
（ 7 ）

 

 

 以上、中世番場における殿屋敷遺跡の評価を行なってきたわけであるが、調査成果を本書

にどれ程反映できたかを考えると反省しきりである。まだまだやり残された課題が山積して

いると感じている。例えば遺物の統計的な資料操作や他の遺跡のデータとのクロスチェック、

湖北地方一帯における中世土器の編年作業、地籍図の検討等々である。
（ 8 ）

 

 整理期間の都合上出来なかったこれらの作業を通じて、今一度殿屋敷遺跡について再考す

る機会を持ちたいと考えている。 
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註 

（１）13～14世紀に限って言えば、湖北地方では、近江（特に湖東・湖南）で普遍的に見ら

れる瓦器・瓦質土器は基本的に入ってこないようである。その北限は犬上郡内を流れる

犬上川と考えられる。 

   逆に湖北地方において瓦器・瓦質土器が出土する遺跡について考える場合、その特異

性に注意を払わねばならないであろう。 

（２）近隣で殿屋敷遺跡と同時期の遺構や遺物が確認された例としては、坂田郡近江町所在

の寺倉遺跡があげられる。この遺跡は（伝）朝妻街道に面した一般集落である。殿屋敷

遺跡に比べるとやはり輸入陶磁器類の占める割合は少ないようである。殿屋敷遺跡は、

湖北地方の中では現在のところ、１～２番目に輸入陶磁器類の出土量が多い遺跡である

と、清水尚氏（安土城考古博物館学芸員）より御教示を賜った。 

（３）近年、市場や宿場を都市あるいは都市的な場として評価しようとする動きがさかんで

ある。その際の具体的な指標として網野善彦氏などは、交通・交易上の拠点に立地して

いること、住人が交易に従う商人や職人等であること、可耕地が少なく、農業依存度が

低いこと、神社や寺をはじめとする多くの宗教施設が集まっていることなどをあげてい

る。 

（４）土師器皿の年代観については、伊野近富「かわらけ考」『（財）京都府埋蔵文化財調査

研究センター五周年論年論集』1987 と横田洋三「土師器皿の分類と編年観」『平安京左

京四条十三町』平安京跡研究調査報告第 11輯 古代学協会 1984 年を参考にした。ま

た伊野氏には直接遺物を観察していただき多大なる御教示を得た。 

（５）SE－６出土遺物の分析は高橋学君（花園大学二回生）によるものである。本稿を成す

るにあたって彼からは出土遺物全般について多くの御意見をいただいた。 

（６）古代の物差については『木器集成図録』の中に集成されている。 

   県内の出土例としては『矢倉口遺跡発掘調査報告書―国道１号線京滋バイパス関連遺

跡発掘調査報告書第３冊－』の中に一例報告されている。時期は９世紀中葉前後から９

世紀末前後までのものと考えられている。 

（７）出土している建物の中に、青磁の梅瓶や瀬戸美濃系陶器の花瓶など含んでいることか 

ら、一堂寺院の様な宗教的施設の可能性も捨てきれない。 
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（８）明治６年作成の番場村地籍図に記載されている“字殿屋敷”をはじめとして“字醒ヶ

原”“西湖谷”等が、昭和 34 年作成の字界図では全く違う場所に比定されている。（第

47・48図を参照） 

   明治６年に作成された番場村地籍図は他にも何種類か存在しているが、その何れのも

のとも合致しない。これはやはり昭和 34年作成時に、字名及び字界の位置が誤って記載

されたことに起因していると見るべきであろう。 

   この事からもわかる通り、新しい地籍図であるというだけで無批判にそれを繁用する

ことには、大きな危険性を孕んでいると言える。 
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第２図　調査トレンチ配置図　
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第３図　１トレンチ－Ⅰ～Ⅲ上層遺構平面図　



第４図　１トレンチ－Ⅰ～Ⅲ下層遺構平面図



　第７図　１－Ⅱトレンチ南北土層断面図（部分図）（S=1/50）

　第５図　１－Ⅲトレンチ南北土層断面図（S=1/50）

　第６図　１－Ⅲトレンチ東西土層断面図（S=1/50）
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第８図　１－Ⅳトレンチ遺構平面図　
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第10図　SE－２遺構平面・断面図　

第９図　SE－１遺構平面・断面図　
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第12図　SE－９遺構平面・断面図　

第11図　SE－５遺構平面・断面図　
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第14図　SK－４遺構平面・断面図　

第13図　SK－３遺構平面・断面図　
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第15図　表土中出土遺物　
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第17図　SE－１出土遺物　

第16図　表土直下の整地土出土遺物　
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第19図　SE－２出土遺物（２）　

第18図　SE－２出土遺物（１）　
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第22図　SE－３出土遺物（３）　

第21図　SE－３出土遺物（２）　

第20図　SE－３出土遺物（１）　
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第24図　SE－４出土遺物（２）　

第23図　SE－４出土遺物（１）　

- 43 -



第26図　SE－５出土遺物（２）　

第25図　SE－５出土遺物（１）　
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第27図　SE－６出土遺物（１）　
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第28図　SE－６出土遺物（２）　
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第29図　SE－６出土遺物（３）
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第30図　SE－６出土遺物（４）　
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第32図　SE－７出土遺物（２）　

第31図　SE－７出土遺物（１）　
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第37図　SE－９出土遺物（１）　

第36図　SE－８出土遺物（３）　

第35図　SE－８出土遺物（２）　

第34図　SE－８出土遺物（１）　

第33図　SE－７出土遺物（３）　
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第38図　SE－９出土遺物（２）　

- 51 -



第39図　SE－９出土遺物（３）　

第40図　SE－９出土遺物（４）　

第41図　土壙出土遺物

SK－２:165
SK－３:159～164
SK－４:151～157
SK－５:158　
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第43図　P－55出土遺物
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第42図　柱穴出土遺物



第45図　遺構面直上出土遺物（１）
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第44図　溝出土遺物
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第46図　遺構面直上出土遺物（２）　

214　
215　
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第48図　調査地周辺字界図（昭和34年作成）
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付論 

中世箕浦庄の在地領主と交通 

太 田 浩 司 

 

１ はじめに―箕浦庄の庄域と伝領 

 近江国坂田郡の南西部に存在した箕浦庄は、中世に番場を本拠とする土肥氏や、現在の近

江町大字箕浦を本拠とする今井氏に代表される、多くの国人・土豪が割拠した。特に、戦国

期については、比較的にこの地域の史料が多いため、先学の論稿も見られ、
（ 1 ）

また私も『嶋記

録』や今井氏について触れた論稿を発表したことがある。
（ 2 ）

 

 本稿はこの度、発掘調査された殿屋敷遺跡が、箕浦庄の地頭・土肥氏関係の遺構であると

考えられるため、中世の同庄における領主について、特にその在地支配のあり方に焦点をす

え考えてみた。その際、箕浦庄内を古代の東山道、中世の東海道、さらには近世の中仙道が

通過していたことを念頭におき、庄内の交通路の変遷と領主の盛衰が、いかなる関係にある

かについて、考察の重点をおいた。 

 さて、箕浦庄の庄域であるが、中世の資料でこれを明確に示すものは残念ながら存在しな

い。江戸時代の地誌である『近江輿地志略』によれば、次の諸村が箕浦庄に所属していたと

いう。
（ 3 ）

 

 

 番場・久礼・門根・樽水・西坂・蓮華寺（以上、南箕浦村→息郷村） 

 樋口・牛打・枝折・醒井・上丹生・下丹生（以上、醒井村） 

 寺倉・能登瀬・多和田・日光寺・新庄・箕浦・岩脇・西円寺（以上、息長村） 

 武奈・妙幸（以上、鳥居本村） 

 米原（以上、入江村） 

 飯（以上、法性寺村） 

 

 カッコ内は、明治 22年（1889）施行の町村制にもとづく所属村名を記したが、息郷村・醒

井村・入江村が現在の米原町、息長村と法性寺村が近江町、それに鳥居本村が彦根市の一部
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となっている。この庄域記載がどの程度正確かは、現在確かめる術をもたないが、息郷村・

醒井村・息長村３ヶ村の区域については、ほかの庄園と重なる可能性も少なく、
（ 4 ）

箕浦庄であ

ったことはまず間違いない。 

 特に興味深いのは、息郷村が明治 22年４月から23年４月まで、南箕浦村と称していたこ

とである。これは、中世箕浦庄の一部であったことが、この当時まで伝承で生きており、村

名として命名されたものであろう。さらに、現在近江八幡市赤尾町にある覚永寺の弘安４年

（1281）の梵鐘は、本来番場正福寺の鐘であったことがわかっているが、その銘には「近江

国坂田南郡箕浦御庄馬場正福寺鐘也」と記されている。
（ 5 ）

ここで確認しておきたいのは、土肥

氏の本拠とした番場は、中世箕浦庄に所属したことである。箕浦というと、現在大字箕浦が
（ 6 ）

あ

る旧息長村付近を想定することが多いが、この大字名は中世後期の箕浦庄の中心・八日市場

が所在したことから命名されたものであり、本来の「箕浦」は庄園名で、広域な範囲を指す

地名であったことを忘れてはならない。なお、八日市場については後述する。 

 ここで箕浦庄の伝領について、略述しておこう。
（ 7 ）

従来の研究によれば、本庄は皇室領と妙

法院門跡領が確認できる。前者については、すでに『明月記』の建保元年（1213）12月６日

の条により、後鳥羽上皇が預所職の任免を行っていたことがわかり、さらに嘉元４年（1306）

の昭慶門院領目録案（竹内文平氏旧蔵文書）によれば、当庄に「後鳥羽院御影堂領」の注記

がある。一方、妙法院門跡領としては『民経記』の寛喜３年（1231）９月の条で、妙法院門

跡綾小路宮尊性が当庄の伊勢奉幣駅家免除を申請し、その許可を得ている。この他にも、二

者の所領であった徴証は散見する。 

 『改訂近江国坂田郡志』では、箕浦庄に青蓮院門跡領が存在することを指摘し、それと後

鳥羽院御影堂領の関係について、「後鳥羽院御影堂領と山門領と在りしが、前者は北部即ち今

日の息長村方面、後者は南部即ち息郷村方面に在りしには非ざりしや」としている。
（ 8 ）

しかし、

後鳥羽院御影堂領と山門の両門跡領の関係は、本家・領家の重層関係とみなした方がよいで

あろう。一方、『摂津勝尾寺文書』には、暦仁元年（1238）を初見として、「延命院領箕浦山

方庄」が確認できることが指摘されているが、『井戸村文書』の応永８年（1401）11月10日

付尼女畠地売券で
（ 9 ）

の四至表示の後に「公方 山方」とあるのは、山方庄分の年貢上納地を指

すのではなかろうか。この売券の売地は、後述する箕浦庄のひとつの中心・八日市場である

が、ほかの八日市場の売券にこの記載がないことからして、箕浦山方庄は地域的なまとまり
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を示すものではなく、箕浦庄内に散在していたと考えるべきであろう。 

 

（注） 

（1）小和田哲男『近江浅井氏』（新人物往来社 1973 年）。なお本庄内に居住した井戸村氏

については、太閤検地との関係で豊富な研究史をもつ。それらについても、とりあえず

は前掲著書を参照。 

（2）拙稿「江北における土豪「一揆結合」の展開―『嶋記録』所収文書の史料批判をめぐっ

て―」（『市立長浜城歴史博物館年報』１ 1987年）。なお、土肥氏については、「近江の

土肥氏について」（『息長里郷土資料館研究紀要』１ 1989年）という小稿を記したこと

がある。 

（3）村名の漢字は、原本通りには表記せず、通常使われているものに改めた。 

（4）逆に、旧法性寺村の飯村については、朝妻庄域である可能性が高く、『近江輿地志略』

の記載は全面的には信用できない。 

（5）『改訂近江国坂田郡志』5 

（6）以下、現在の近江町大字箕浦をさす場合は、「大字箕浦」と表記する。 

（7）以下、伝領関係については、日本歴史地名体系 25『滋賀の地名』（平凡社 1991年）に

負うところが大きい。 

（8）『改訂近江国坂田郡志』２ 

（9）『井戸村文書』は、『改訂近江国坂田郡志』７に翻刻がある。 
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２ 庄内の交通 

 箕浦庄内の交通を考える際、もっとも重要な道は東山道である。この古代に整備された官

道は、中世に至っても都と東国を結ぶ道として使われた。綿密な現地調査に基づき東山道の

復元を行なった黒坂周平氏は、江戸時代の中仙道と東山道の関係について次の様に述べてい

る。
（ 1 ）

 

 江戸時代の近江国中仙道は北は彦根市から南は草津市まで、途中進行方向の角度変更や曲

折は数ヵ所あるが、全体的に直接的進行形態をもって終始している。これはおそらく、古代

からあった東山道をほぼ重複して利用したところから現れたもので、近江国の東山道の最も

特徴的なところといえる。 

 江戸期の中仙道は、上野・信濃・美濃においては、推定東山道筋と重なるところもあるが、

いずれも一部だけである。とくに信濃などはほとんど別の道筋を通っている。「近江東山道」

の場合、この二道が全体的にほぼ同一経路をとっていると推定される点に他国と異なる特色

がある。これがいわば「近江東山道」の基本的性格であろう。 

 さらに、彦根市から先の箕浦庄域についても、米原に出て天野川を遡るルートの可能性を

指摘しつつも、摺針峠から番場・醒ヶ井に抜ける中仙道に沿う形で、東山道が存在したと結

論している。つまり、箕浦庄はその立庄以前から、すでに庄内を東山道が通り重要な地点で

あったわけである。 

 さらに、中世においても当庄が、美濃・尾張から東国に向かう東海道の重要なポイントに

あったことは、表１を見れば一目瞭然である。
（ 2 ）

この表は、中世の日記や紀行文の中から、畿

内と美濃・東国への往復において、箕浦庄内を通った形跡のある記事を拾い上げたものであ

る。通過地点は、箕浦庄内およびそれに最も近い地点を上げ、前後の地名から箕浦庄内を通

過したと推定される場合も含めている。この表で、通過地点を検討すると、時代により次の

ような特徴があることに気がつく。 

 ①鎌倉時代前期以前 「箕浦」を通過地点としている。 

 ②鎌倉時代後期以後 摺針峠・番場を通過地点としている。 

 ③戦国時代     航路と朝妻湊が多く使用されている。 

 この内、③の朝妻湊は箕浦庄の西方の湖岸にあった良港である。この時代、大津・坂本付

近から船に乗り、朝妻に着岸、以後は陸路を大字箕浦・新庄・能登瀬を経て、樋口で中世東 



- 62 - 

 

 



- 63 - 

 

 

 

 

 



- 64 - 

 

海道と合流するルートが盛んに使われていた。この箕浦庄北部を横断する陸路は、後に朝妻

街道と呼ばれる。②は、古代の東山道や近世の中山道と同じ道が、中世においても東海道と

して、にぎわっていたことを示す。②から③への変化は、史料残存の偶然性もあるだろうが、

やはり湖上交通の発展により、航路が積極的に利用されるようになったことを示している。 

 この点、『新修 大津市史』は、「坂本や大津からの舟運も、初めは志那浜や矢橋・山田と

いった対岸地への渡船的性格が強かったのに対して、のち（室町中期以降――太田註）には

北の、島・朝妻といった遠方への沿岸航路が飛躍的に発展していったことも見逃してはなる

まい」と述べている。
（ 3 ）

また、『改訂近江国坂田郡志』も、朝妻湊と坂本の交通がより頻繁にな

るのは、応仁・文明の頃としている。
（ 4 ）

それ以前も、朝妻湊は古代の史料にも登場し、多くの

和歌に詠み込まれており、港として成立していたことは間違いないが、この時期に交通量が

より増大したであろうことを、表１の状況は示している。
（ 5 ）

 

 では、①の「箕浦」は、どのように解釈したらよいであろうか。先学の研究では、これも

現在の近江町大字箕浦と断定してきた。
（ 6 ）

しかし、『吾妻鏡』の記事をみると、いずれも野路・

小脇・鏡など湖南の宿と、醒ヶ井・柏原・垂井など美濃方面へぬける宿との間で、箕浦を通

過している。この経路の往反については、古代東山道―つまり番場を通過するのが一番近道

であり、何故遠回りになる大字箕浦をわざわざ通過するのか疑問がもたれる。結論から言え

ば、この①の「箕浦」とは、現在の番場のことを指すと考えられる。それは、中世前期にお

いて、この番場が箕浦庄の中心であったからである。 

 では、現在の近江町大字箕浦は中世どのように呼ばれていたか。大字箕浦の地は戦国時代、

湖北の戦国大名浅井氏やこの地の有力領主今井氏に従った、井戸村氏が本拠をおいた場所で

ある。井戸村氏は、約 60点にのぼる中世文書＝『井戸村文書』を残しており、中世後期の当

地域の状況を知り得る格好の史料となっている。同文書の売券中、表２の通り７通に「八日

市場」なる地名が登場する。この「八日市場」については、小和田哲男氏により次の指摘が

ある。
（ 7 ）

 

箕浦庄の八日市場とはどこにあったのであろうか。今日、大字名にしても小字名にして

も八日市場という地名はない。しかし、（１）現在、近江町箕浦に東西約 20メートル、南

北約15メートルの広場があり、（２）その広場は私有地ではなく、昔から箕浦の共有地で、

（３）広場を古くは市場とも称していたことがあった事実を聞き取り調査によって 
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確認し得た。広場は三叉路になっており地理的にも箕浦の中心で、そこの小字名を立町と

いっているのも、そこが多少なりとも町的な集落のあったことを予想させる。 

 

 この広場は、三叉路の南東にあり、現在駐車場に利用されている。片隅には、最近たてら

れた「箕浦市場跡」の石柱も見える。小和田氏は、八日市場の範囲について厳密には述べて

いないが、この広場のみに限定して考えるべきではないだろう。表２の売券の土地所在地や

その四至をみても、地名のばらつきがうかがえ、とうてい 20×15 メートルの広場内ではお

さまらない。現在の大字箕浦全体を、八日市場と称していたと考えるのが最も妥当であろう。 

 大字箕浦の永福寺に残る応永 33年（1426）12月８日の恵福寺屋敷建立証文によると、
（ 8 ）

「箕

浦庄之内之市場西浦」に同寺を建立するので、末代退転なきよう「市場西屋敷ノ法浄」が申

し送っている。「市場西浦」・「市場西屋敷」が「八日市場の西方」の意に解せるとしたら、や

はり現在の大字箕浦全体を八日市場と言っていた証となる。この恵福寺の後身に当る永福寺

は、大字箕浦のまさしく西方にあるからである。 

 このように八日市場は、中世の応永年間頃から発達した市場で、新しい箕浦庄の中心にな

った所と考えられる。これは、先に説いたように湖上交通による朝妻湊の繁栄を背景とする

もので、さらに北国街道との分岐点でもあったことも、人と物を集中させることになった。

朝妻方面からの道は、大字箕浦の南から集落に入り、三叉路で右におれ東海道（近世の中山

道）に向かった。この三叉路を直進すれば、顔戸・加田・宮川・国友をぬけ、近世の北国脇

往還の伊部宿へ出ることになる。戦国期には、この道は浅井氏の小谷城の城下町伊部・郡上

に到達する道でもあった。 

 現在の大字箕浦を「箕浦」と称するようになるのは、おそらく戦国期の末、織豊期からで

あろう。大字箕浦が、史料上はっきり「箕浦」と現れるのは、天正 19年（1591）に石田三成

へ預けられた秀吉の蔵入地目録に、「長岡内箕浦村」とみえてからである。したがって、何回

も繰り返すが、表２の①に相当する「箕浦」は、現在の大字箕浦をさすものではない。道順

からいっても、それは現在の番場であり、この時代にはおそらく八日市場は、町場として成

長を遂げていなかった。 

 ここで、もう一度整理し直せば、中世を通して箕浦庄の中心は、前期の番場から後期の八

日市場――大字箕浦に移った。番場の繁栄を担って、そこに在地領主制を展開したのが土肥
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氏であり、八日市場の繁栄を担って、領主として自立したのが今井氏である。そして前者は、

後者の台頭を横目でみながら、その勢力を失っていく。次に、その土居氏の動向を追ってみ

よう。 

 

（註） 

（1）黒坂周平『東山道の実証的研究』（吉川弘文館 1992年） 

（2）児玉幸多編『日本交通史』（吉川弘文館 1992 年）でも、新城常三氏の研究をうけて、

この番場経由の道（美濃路）が鈴鹿越（伊勢路）と共に、中世の東海道であることを指

摘している。 

（3）『新修 大津市史』２ 

（4）『改訂近江国坂田郡志』３上「琵琶湖志」 

（5）古代において朝妻湊が物質の輸送に使われていたことは、天暦４年（950）の東大寺封

戸庄園并寺用帳（東南院文書）に、美濃国の封戸からの調絹米等の「朝妻定」の船賃が

記されているなどによってわかっている（前掲『滋賀県の地名』参照）。また、朝妻を詠

み込んだ歌については、『改訂近江国坂田郡志』３下の「詞藻志」参照。 

（6）『改訂近江国坂田郡志』・『近江町史』など。さらに児玉幸多編『日本交通史』でも、「近

江の箕浦宿は建久元年の源頼朝鎌倉下向の際宿泊したところであるが、これは古代の東

海道の路線に当たり、後には摺鉢峠から番場宿を経由する方が本道となった。」と述べ、

箕浦宿＝大字箕浦の考え方を踏襲している。 

（7）小和田前掲書 

（8）『改訂近江国坂田郡志』６ 
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３ 箕浦庄地頭土肥氏 

 箕浦庄に住したと考えられる領主としては、治承の内乱で兵を挙げた近江源氏・山本義経

の子蓑浦冠者義明がいる。
（ 1 ）

しかし、庄内のどこに本拠をおいたかなど、具体的な在地との関

係はほとんどわかっていない。この義明の流れをくむという箕浦氏は、南北朝時代に佐々木

道誉の命により柏原に移ったといわれるが、当庄との関係はそれ以上わからない。
（ 2 ）

 

 一方、八坂神社文書の寛喜３年（1231）８月21日の鎌倉将軍家安堵下文案によれば、丹治

信員に対して武蔵国賀美郡安保郷内別所村・播磨国須富庄と共に、近江国箕浦庄内村壱所地

頭職が安堵されている。これは、「亡父実員の例に任せて」とあるから、父からの相伝所領で

あった。しかし、丹治氏は武蔵国の安保郷を本貫とする武士であり、
（ 3 ）

この補任によって箕浦

庄に移住し、在地での支配を行ったとは、とうてい考えられない。 

 箕浦荘における、在地領主制の本格的展開は、関東からの土肥氏の入部を待たなくてはな

らない。実のところ、近江番場の土肥については、系図すら伝わっていない。だから、源頼

朝の側近で、相模国足柄郡土肥郷を本拠とする土肥実平の子孫であるとは推定できても、そ

れを証明するものは、姓のほか何もない。さらに、いつ、どの段階で土肥の嫡流から別れ、

近江に土着したのかもわからない。 

 近江土肥氏が初めて史料上に登場するのは、表３にみるように番場蓮華寺に残る弘安７年

（1284）の銅鐘銘である。「奉鋳江州馬場宿蓮華寺突鐘事」で始まるこの銘文の最後に、「大

檀那沙弥道日」とある。
（ 4 ）

この道日こそ、箕浦庄に地頭として入部した土肥元頼の法号といわ

れる。これが正しいことは、『吉田本追加』に次のような記事があることで確かめられる。
（ 5 ）

 

 

－近江国箕浦庄加納、本庄東方と堺の事 

土肥六郎入道行蓮、舎兄三郎入道々日と、六波羅に於いて御沙汰を経られ、御注進以後八

ヶ年を経る、永仁六年七月十六日重ねて御注進の他、肝心の証文を求め出し、御引付に於

いて子細を申すに依り、奉行人弾定忠に付けられ畢、依って御沙汰之在り、 

 

 ここでは、箕浦庄の加納分を押える土肥六郎行蓮と、本庄（東方）を押える土肥三郎道日

の間で堺相論が起こり、すでに８年が経過していること。永仁６年（1298）に至って重訴が 
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行われていること。土肥三郎元頼＝道日が箕浦庄本庄の少なくとも東方のみは領し、さらに

この当時は、紛争があったものの、その一族へ付近の所領を配分して領主制を展開していた

こと、などを読み取ることができる。 

 一方、番場蓮華寺の寺伝によれば、その前身・法隆寺が健治２年（1276）雷火で消失した

後、弘安７年に北陸遊行中の一向俊聖と力を合わせて蓮華寺を創建したのは、箕浦庄地頭土

肥元頼であったという。
（ 6 ）

現在も、本堂脇には、彼の墓と言われる宝篋印塔が建っている。こ

のように、元頼が近江土肥氏の初代であるかは不明であるが、彼の活躍した鎌倉時代後期に

は、土肥氏は確実に番場に本拠をおき蓮華寺を氏寺とし、領主として在地支配を行っていた

ことが明確になるのである。 

 表３でもわかるように、土肥氏の史料は非常に断片的であり、在地支配の具体相などはま

ったくわからない。しかし、その史料中で最も注目すべきは、長浜八幡宮で行われた永享７

年（1435）の勧進猿楽の記録に、「土肥殿」の観覧が確認できることである。ここでは、「小

足殿」など領主として、それぞれの在地で一定の力をもつ人々と席を同じくしており、土肥

氏もこの時期湖北において同様な地位を保っていたことがわかる。『蔭涼軒日録』の文明 17

年（1485）12月12日・13日の記事によれば、建仁寺禅居庵領である「江州箕浦庄内馬場西

方」を土肥兵部少輔が押領していることが問題となっている。これも、裏返して考えれば、

土肥氏の勢力がまだ箕浦庄やその中心の番場に及んでいたことを示していよう。 

 さて、この土肥氏を語る上で見逃せないのは、同氏が室町幕府の奉公衆であったことであ

る。奉公衆とは、室町将軍の親衛軍である。その体制は、第６代将軍義教の初期に整えられ、

守護大名の庶子や、足利一門・被官、有力国人によって構成されていた。彼らは、各地にあ

って将軍の直臣として、その国の守護大名を牽制する役目を帯び、また将軍直轄領の代官を

命ぜられたりした。室町将軍家の軍事、政治、経済各面における基盤となる人々である。そ

の活躍の場所はもちろん京都であり、将軍外出の際は彼らがつき従い、その護衛にあたって

いる。そして、番といわれる五つの組を作り、集団で行動していた。
（ 7 ）

 

 この奉公衆をはじめ、幕府役人のリストである『文安年中御番帳』・『永享以来御番帳』・『東

山殿時代大名外様附』に
（ 8 ）

よると、奉公衆の二番所属として土肥氏の名がみえている。最初の

『文安年中御番帳』に「土肥三郎右衛門尉」とあり、後者二本には「土肥三郎」とある。土

肥元頼の通称が「三郎」であるから、近江番場の土肥氏を指していることはまず間違いない。
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また、長享元年（1487）、将軍義尚が近江六角高頼を追討に出陣した際、つき従った人々を記

入した『常徳院殿様江州御動座当時在陣衆着到』
（9）

によれば、やはり奉公衆の二番に「江州 土

肥民部少輔」の名が見えている。 

 この奉公衆の組織は、細川政元による明応２年（1493）の将軍義材の追い落し＝明応の政

変以後、急速に崩れ去っていった。と同時に、土肥氏の場合、在地での勢力も失っていくの

である。表３のように、16 世紀に入ると、ほとんどその徴証をつかむことができなくなる。

永正７年（1510）に土肥美濃入道が、将軍より岡山城の攻撃命令を受けたのが事実上の最後

である。天文８年（1539）の『披露事記録』の記事は、延徳２年（1490）の京極氏による押

領問題の再燃であるが、すでに「江州北郡箕浦庄内土肥庶子分跡」と跡職が問題となってい

る点、そこを幕府奉行人松田晴秀が知行地と主張している点からして、当時まで土肥氏が箕

浦庄に影響力をもっていたとは考え難い。こうした在地での傾向は、他の湖北の奉公衆でも

みられることである。
（ 1 0）

 

 ここで、土肥氏の居館跡について考えてみよう。本報告書でも詳細に触れられていると思

うが、今回発掘された殿屋敷遺跡の南西約 200メートルの一区画が、土肥氏の居館推定値で

ある。明治６年（1873）の地籍図によれば山を背にして前三方を細長い地割が廻っており、

おそらくこれが土塁の跡であろう。堀でもある川を隔てて、すぐ前は中山道が通る。この道

は、古代東山道の時代から中世の東海道に至るまで、東国への街道として頻繁に使われたこ

とは前章で述べた。さらに、居館跡の裏手、比高約 70メートルの山頂に、土肥氏の詰の城と

目される殿屋敷城があった。
（ 1 1）

 

 中世の番場宿は、「元番場」と呼ばれる上番場（現在の西番場）に存在したと考えられるが、
（ 1 2）

この土肥氏の居館と城は、この街道と番場宿の入口を扼する位置にあったことになる。これ

については、軍事的な意味もさることながら、経済的意味を考えなくてはならない。もとよ

り、土肥氏とこれまで述べてきた街道・宿駅との経済的関係を示す史料は何もない。それで

も一般的には、宿駅の市場の管理や関所の設置による収入を、領主経営の一部に組み入れて

いたであろうことは容易に想像できる。 

 この街道と番場宿が、戦国時代に入る頃から、八日市場（大字箕浦）を通る朝妻街道の発

展により、相対的に利用度が減ったと推定されることは前章で触れた。その時期が、奇しく

も土肥氏の衰退期と一致するのは、単なる偶然であろうか。土肥氏の在地での勢力喪失の理
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由は、所属する奉公衆の解体もその要因だが、
（ 1 3）

本貫地・番場の箕浦庄内での交通的地位低下

による、領主としての経済基盤の破綻も、ひとつの要因とみなすことができるのではないか。

その対極として、八日市場の繁栄があり、そこを本拠とする今井氏の勢力伸張を見るのであ

る。さらに付言すれば、土肥氏関連施設とみなされる殿屋敷遺跡の遺構・遺物が戦国期に及

ばないことも、土肥氏の衰退と街道の地位低下を裏打ちしている。 

 なお、『嶋記録』に次のような記載がある。
（ 1 4）

 

 

嶋若狭守いまた四郎左衛門尉なりし時、今井左衛門尉秀俊京極殿御不審かうふり、江北に

て浅井備前守亮政ために生害せられけれハ、秀俊妻女ハ番場土肥か息女なりしか、秀俊か

息八歳尺夜叉をかかへ土井もろ共に、牢籠せしかハ・・・ 

 

 これは、天文２年（1533）、浅井亮政がその家臣今井秀俊を神照寺において殺害した事件を

記した部分である。注目すべきは、今井秀俊の妻は土肥氏の娘であったことである。箕浦庄

内で新旧交代した領主が、姻戚関係で結ばれていた事実は極めて興味深い。
（ 1 5）

 

 

（註） 

（1）『吾妻鏡』養和元年２月12日条など、『近江町史』参照。 

（2）『改訂近江国坂田郡志』２ 

（3）『近江町史』参照 

（4）『改訂近江国坂田郡志』５ 

（5）佐藤進一・池内義資編『中世法制史料集』１（岩波書店 1955 年）所収の原本を書下

して引用。 

（6）『改訂近江国坂田郡志』５ 

（7）奉公衆については、福田豊彦「室町幕府の後家人と御家人制」『御家人制の研究』（吉川

弘文館 1981年）に的確なまとめがある。 

（8）『文安年中御番帳』・『永享以来御番帳』は、『群書類従』雑部 所収。『東山殿時代大名

外様附』は、今谷明「『東山殿時代大名外様附』について」（『史林』63－６ 1980年 後

に同『室町幕府解体過程の研究』[岩波書店]所収）に全文紹介されている。 
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（9）『群書類従』雑部 所収 

（10）拙稿「湖北における奉公衆の動向―佐々木大原氏を中心として―」『駿台史学』83 1991

年）参照 

（11）『滋賀県中世城郭分布調査』６（滋賀県教育委員会 1989年） 

（12）『近江輿地志略』の「上番場」の項に「磨鍼巓より半里許にあり元番場といふ」とある。 

（13）前掲拙稿「湖北における奉公衆の動向―佐々木大原氏を中心として―」参照 

（14）『滋賀県中世城郭分布調査』７（滋賀県教育委員会 1990 年）なお、小和田前掲書に

も全文の釈文が載る。 

（15）『改訂近江国坂田郡志』２に、次の様にある。 

  土肥氏に支家三あり。番場・多和田・醒井の三所に分住するを以て、箕浦庄の三土肥

と称す。…猶、土肥の八軒衆とて八人の老臣ありたり。野瀬・能勢・堀・江竜・百々等

を姓とす。 

この内、醒井土肥氏が米原町の枝折城の城主だといわれている（『滋賀県中世城郭分布

調査』６）。 

  また、番場を本拠とする領主としては、堀氏の名が知られている。『江北記』（『群書類

従』合戦部 所収）に東条氏京極氏の家臣といわれるが、その動向は戦国期も元亀・天

正期にならないとはっきりせず、どの程度在地性をもっていたのか不明であるので、本

稿では考察の対象からはずした。 
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４ 今井氏の在地支配―まとめにかえて 

 今井氏は、藤原秀郷を出自とし、その７代後になる俊季の代から箕浦（この場合、大字箕

浦の意と考えられる）に住したといわれる。
（ 1 ）

これまでの論稿では、鎌倉時代から室町時代に

かけての今井氏の動向について触れる場合、『今井軍記』にのみによってきた。
（ 2 ）

逆に言えば、

この軍記以外には、同時期の今井氏について知り得るものは、存在しないわけである。『今井

軍記』は
（ 3 ）

、俊季から４代後の俊綱から、戦国時代に活躍した清遠まで、12代に及び戦功を略

述している。 

 しかし、『今井軍記』には疑問な点が多い。例えば、承久の乱の際、今井俊綱が上皇軍とし

て戦い、幕府軍の熊谷小次郎と瀬田橋上で組み合い、水中に転落ながらも、熊谷の首をとっ

た話などは、本軍記にしかみえず、他本で確認することができない。
（ 4 ）

さらに、南北朝期、今

井遠俊の八相山での戦功なども、同様のことが言えるのである。今井氏の由緒正しきことを

示すために書かれたこの本の性格上、今井氏の活躍が古く鎌倉時代にまで及び、いかに歴代

の戦功が多いかを強調するのは当然であり、内容については慎重な検討を要するであろう。

特に、今井氏が鎌倉時代より、大字箕浦の地に住し、各地で軍功を挙げていたとする点は、

それを裏付ける在地の史料がなく信用しがたいものである。 

 戦国期今井氏に従い、同じく箕浦を本拠とする土豪井戸村氏の相伝文書には、今井氏に関

する資料が含まれる。まず、応永８年（1401）の11月10日、尼女畠地売券の売却地「八日

市場出口下」にある畠地一段の四至は、南隣が「今井殿地」であり、北隣が「今井西殿地」

であった。さらに、応永 22年（1415）３月 28日の今井大南藤吉の田地売券、同年 11月 18

日の今井新某の田地売券が続く。以後、売券の四至などに今井氏の名が散見する（表２参照）。

このように、確かな史料によれば、今井氏は少なくとも応永年間には、大字箕浦＝八日市場

の領主として存在していた。『江北記』には、京極氏の被官としてその名が見えるが、以上か

ら今井氏は応永から文明の室町時代中期に発展を遂げた一族とみるのが最も妥当であろう。 

 浅井氏が台頭してからの今井氏については、『嶋記録』に詳しく、先学の記述も
（ 5 ）

あるのでこ

こでは省略する。それにしても、今井氏の戦歴については、比較的詳細にわかるのであるが、

在地支配の状況については、ほとんど史料が残っていない。『嶋記録』によれば、今井秀俊が

亮政によって殺害された天文２年（1533）以降その庇護にあった六角氏を離れ、再び浅井氏

に仕えるようになる天文 21年（1552）に、忍海庄本所職を本領安堵されたとしている。さ 
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らに、「多良跡」や「下坂公文」など数十ヶ所を、太尾城後略のあかつきに宛行うことが、浅

井久政から伝えられている。しかし、これら箕浦庄の外縁に点在する庄園所職を、今井氏が

確実に得ていた確証は他になく、これも慎重な検討が必要であろう。そもそも、今井氏は箕

浦庄について、いかなる所職を得ていたのか、はっきりしたことがわからない。
（ 6 ）

 

 その中で、大字箕浦の永福寺に残る今井権六定清書状は
（ 7 ）

貴重なものである。永福寺の前身・

恵福寺が、若宮（現在の箕浦八幡神社）の神領の内１段を買い上げたのに対し、今井定清が

天文15（1546）12月11日に安堵を加えたものである。一般的に、このような買地安堵を行

なえる者は、その地域の経済的・法的秩序を掌握していたと考えられ、今井氏の在地支配の

一端をのぞかせる。もうひとつ注目すべきは、日撫神社に残る永禄８年（1565）銘の懸仏で

ある。
（ 8 ）

径25.3センチで、仏像・天蓋・右宝瓶などを欠いているが、裏面木製円板に「奉納入

／日撫大明神本地薬師如来／永禄８年乙丑卯月吉日／今井中西家政敬白」と墨書がある。今

井家政は、天文２年の今井秀俊、永禄４年の今井定清と相次いで今井氏当主が不慮の死をと

げる中、動揺する家中をおさえて、今井同名中の中心となり、戦国期の同氏を支えた人物で

ある。日撫神社は、隣庄朝妻庄の惣社で、今井氏は当庄にも所職を得ていたとすれば、その

在地支配の上では、同社の祭祀権掌握は必要不可欠であったと考えられる。したがって、こ

の懸仏も間接的に今井氏の在地支配を伝える資料といえよう。なお同社には、永禄９年の年

号のみ入る懸仏が他に２面ある。 

 以上のように、今井氏が箕浦庄やその周辺において、いかなる所職を得ていたかは定かで

はないが、応永年間頃からの室町時代中期に発展し、戦国時代に至るまで八日市場に住し、

在地支配を行っていた領主であることは明らかである。
（ 9 ）

その発展の背景には、湖上航路・朝

妻湊・朝妻街道の隆盛、その上での八日市場の町場としての繁栄があるわけで、番場宿と土

肥氏の繁栄とオーバーラップする。もっとも、近世に至ると、米原湊の開港により、朝妻湊

の使命は終わり、八日市場の繁栄は、番場や米原それに長浜の箕浦町へと分散されていくの

である。
（ 1 0）

 

 

（註） 

（1）『改訂近江国坂田郡志』２ 

（2）『改訂近江国坂田郡志』２・『近江町史』など 
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（3）『改訂 史籍集覧』所収、なお、同本の奥書に、「右今井軍記八葉以新庄内匠所蔵本写之」

とある。新庄内匠とは、常陸麻生藩第２代藩主新庄直定の次男で旗本新庄家を起こした

直之の養子直政のことである（『寛政重修諸家譜』）。新庄氏は、大字箕浦の隣・新庄を本

拠とした土豪から、身を起こしている。 

（4）この熊谷云々の話は、『承久記』にみえる、上皇側の山里次郎の郎従が熊谷平左衛門の

首をとったという記事に、改編を加えて作られた可能性が高い。 

（5）小和田前掲書、『近江町史』など 

（6）『今井軍記』によれば、文明４年（1472）に今井秀遠の弟八郎五郎が、箕浦庄の地頭職

を得たというが、これを裏づける資料はない。また、今井氏は同庄の公文であったとも

いう（小和田前掲書）。 

（7）『改訂近江国坂田郡志』６ 

（8）『近江町史』参照 

（9）今井氏の居館といわれる近江町新庄の箕浦城跡も、平成元年度県営ほ場事業のため発掘

調査がなされている。その報告書（滋賀県教育委員会『箕浦城・浄蓮寺遺跡―ほ城整備

関係遺跡発掘調査報告書』 18－９）によれば、堀跡や建物跡が検出されており、現在

まわりより一段高くなっている約 20メートル四方の土壇を中心に、周囲 100メートルぐ

らいに堀がまわる館であった可能性があるが、その廃絶時期は 15世紀後半と結論されて

いる。しかし、文献上の今井氏の活動は、16 世紀後半に至るまでたどれ矛盾が生じる。

この点については、今後さらなる検討が必要であろう。 

（10）羽柴秀吉によって天正年間に造成された長浜町の一部・箕浦町は、大字箕浦の商人が

移住した所と伝える。 
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（１）１－Ⅰトレンチ完掘状況 

 

（２）１－Ⅲトレンチ遺構検出状況 
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（１）１－Ⅲトレンチ遺構完掘状況 

 

（２）ＳＥ－２完掘状況 
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（１）１－Ⅲトレンチ上層遺構検出状況 

 

（２）１－Ⅲトレンチ上層遺構検出状況 
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（１）１－Ⅲトレンチ上層遺構完掘状況 

 

（２）１－Ⅱトレンチ上層遺構完掘状況 
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（１）１－Ⅱトレンチ土層堆積状況 

 

（２）ＳＥ－１土層堆積状況 
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（１）ＳＢ－１完掘状況 

 

（２）Ｐ－55遺物出土状況 
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（１）１－Ⅱトレンチ下層遺構完掘状況 

 

（２）１－Ⅱトレンチ下層遺構完掘状況 
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（１）１－Ⅱトレンチ下層遺構完掘状況 

 

（２）１－Ⅱトレンチ下層遺構完掘状況 
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（１）ＳＥ－６遺物出土状況 

 

（２）ＳＥ－６完掘状況 
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（１）ＳＥ－９完掘状況 

 

（２）ＳＫ－２遺物出土状況 
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（１）ＳＢ－２完掘状況 

 

（２）ＳＤ－８・ＳＢ－３完掘状況 
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（１）柱痕遺存状況 

 

（２）柱痕遺存状況 
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（１）１－Ⅳトレンチ完掘状況 

 

（２）１－Ⅳトレンチ完掘状況 
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（１）２トレンチ土層堆積状況 

 

（２）４トレンチ土層堆積状況 
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（１）６トレンチ土層堆積状況 

 

（２）11トレンチ完掘状況 
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（１）実測作業風景 

 

（２）調査地より地頭山城を望む（右奥は伊吹山） 
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