新田八幡宮の阿多郡支配に関する一考察
著者
雑誌名
巻
ページ
別言語のタイトル
URL

日隈 正守
鹿児島大学教育学部研究紀要. 人文・社会科学編
52
27‑40
A thought about Ata provincial rule through
Nitta Hachiman shrine
http://hdl.handle.net/10232/15362

27

新田八幡宮の阿多郡支配に関する一考察
日

限

正

(2000年10月13日

守
受理)

A thought about Ata pmvincial mle through Nitta Hachimm shhne

HINOKUMA Masamoh

はじめに
新田八幡宮は宇佐弥勒寺の末社であり1),薩摩国衝と深い関係を有し,国衛の庇護をえて台頭し
た神社である(2)｡新田八幡宮及び神宮寺五大院(3)の所領は,いずれも宇佐弥勒寺領であり(4),新田

八幡宮の神官が支配していた(5)｡故に新田八幡宮領と五大院領とは,荘園としては一体のものであ
る(6)｡

新田八幡宮領や五大院領は,膝下の

高城郡やその周囲の郡･院･郷に分布
している(7)｡薩摩国内の郡･院･郷図
を,図1として示す｡

しかし高城郡から遠く離れた阿多郡
にも,新田八幡宮領が4町,五大陸領
j醤㍗‑I
l

が44町8段存在している(8)｡何故阿多

I

I
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に,新田八幡宮･五大院領が存在し
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1‑‑

一･伊鯖i朗脚

るのであろうか｡特に五大院領は,

ヽ

全体の約半分が阿多郡内に存在してい
る｡新田八幡宮･五大陸が阿多郡内に

所領を有した理由と,阿多郡内におけ

辺

る所領の支配形態を本稿で解明する｡

/.,ノー､

/ら,頴蠍辛ノ I
I ､.舵満都 ヽ

五味克夫｢薩摩国連久園田帳雑 考＼
一団数の計算と万得名及び｢本

｣職について‑

(『日本歴史｣ 137号,昭和34年)の薩摩国都･院･

郷図を基に作成｡
( )内の数字は,新田八幡宮･五大陸領の間数
(建久園田帳記載)単位は町
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‑.鎌倉中期における新田八幡宮の阿多郡支配

阿多郡内に存在する所領に対する新田八幡宮の支配形態を,寛元3年(1245)から宝治元年
(1247)にかけて起きた阿多郡北方地頭鮫島豪商(行願) (9)の新田八幡管領押領事件を素材として
考察したい｡この事件は,従来事件の経過(10)や地頭の阿多郡支配の実態分析の面(ll)から研究され

ているが,新田八幡宮の阿多郡支配に関しては検討の余地があると考えられる｡本章では,まず鮫
島家高の新田八幡宮領押領事件の経緯を分析し,次に鎌倉中期における新田八幡宮の阿多郡内所領
の支配形態を解明したい｡

(i)阿多郡北方地頭厳島家高(行願)の新田八幡宮領押領事件

阿多郡内部には,新田八幡宮･五大院領の全体の3分の1近くが存在した｡阿多郡地頭には,治
承･寿永の内乱後の建久3年(1192)鮫島宗家が任命された｡建保6年(1218)宗家は阿多郡を2

分し,北方を嫡子家高,南方を宗寮に譲与した(12)｡阿多郡北方地頭職を継承した鮫島豪商が,貸

元3年から宝治元年にかけて新田八幡宮･五大院領を押領する事になる｡
鮫島家高の新田八幡宮押領に関する史料として,宝治元年10月25日付関東下知状案がある(13)｡

同下知状案を中心に分析し,事件の経緯を明らかにしていく｡
阿多郡北方地頭鮫島豪商の新田八幡宮領押領は,貸元3年新田八幡宮の社家政所敷地や社領の菌
から白雪･桑･藍を押取る事から開始されたと考えられる(14)｡ (白)芋は布の原料であり(15),桑は

蚕の飼料であり,年貢として糸が賦課されていた(16)｡藍は染料であり,自学･桑･藍は神官･神

大の衣服の原料であろうと推定される｡阿多郡北方地頭鮫島豪商も新田八幡宮の社務を司る執印惟
宗友戌も両方とも御家人であるので(17),新田八幡宮側は鎌倉幕府に訴えた｡新田八幡宮側の訴訟
に対して鮫島家高は,社家政所は新たに設けられたもので,存在の根拠が無いと陳述した(18)｡

新田八幡宮の社家政所敷地や宵闇からの年貢押領に関する紛争が昂じた結果であると考えられる
が,寛元3年12月28日鮫農家高は,子息三郎家用･阿多郡司代吉行･四郎丸を派遺し,社家政所を

焼く目的で,社家政所の傍の在家に放火させた｡風向きの関係で社家政所は焼けずに残った｡その
後家高は被官達に命令し社家政所を焼失させた｡社家政所は,新田八幡宮の阿多郡内における新田

八幡宮･五大院領支配の拠点であり,豪商は社家政所を消滅させる事により,阿多郡内の新田八幡
宮･五大院領を徹底的に押領する事を意図していたと考えられる｡新田八幡宮側の訴えに対して家
高は,社家政所を焼払った事は事実無根であり,社家政所は元々存在していない事,社家政所の存
在を示す安貞2年(1228)付執印下知状の内容は｢新儀｣である事を陳述した(19)｡

翌貸元4年鮫島豪商は,阿多郡北方内の新田八幡宮･五大院領において検注を行った｡従来新田
八幡宮･五大院領では新田八幡宮側が検注を行い,神事役に必要な用途を年貢として収納してきた｡
しかし鮫患家高は,年貢押領を企て勝手に検注を行い所当を収納した｡この結果新田八幡宮側は,
従来120余石収取していた年貢が50余石しか徴税できなかったために,本所年貢が確保できず匝例
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の神事も退転した｡新田八幡宮側の訴えに対して家高は,新田八幡宮･五大院領は毎年新田八幡宮
側が検温･徴税しているが,兎角口実を設け家高に年貢を納めないので,必要な年貢量を確保する
ために阿多郡司代吉行に新田八幡宮･五大院領の検注を行なわせ年貢を収納し横取に下行した事,
船賃の高下により納める年貢米の量に増減がある事を陳述した(20)｡

鮫患家高が阿多郡北方内に存在する新田八幡宮･五大院領の年貢を押領した事に対して,新田八
幡宮側は阿多郡北方地頭の支配は,新田八幡宮･五大院領には及ばない事を,康和立券紛失状･治
承4年(1180)平宣澄結解状･建久8年(1197)薩摩国図田帳･年々蚊帳目録を根拠として主張し,

家高の行為を訴えた｡家高は,新田八幡宮･五大院領を押領したのではなく,地頭給田3町3段を
設定した事(21),西迎を地頭代官として置いている事,康和立券紛失状･建久図田帳は昔の事であ

るから知らないが,治承4年平宣澄結締状では薩摩国の慣例として,日代の支配が及ぶ所を公領,

日代の支配が及ばない所を不輸領と称し,不輸領に対しても郡司平宣澄(地頭鮫島氏に先行する領
主)の支配権が及んでいると陳述した(22)｡家高の陳述に対して新田八幡宮側は,西迎が家高の代

官である事は虚言であり,西迎が公田を請作した時に,豪商が西迎を召使った事は社家に代々下さ

れた国符により明らかである事を主張した｡新田八幡宮側の主張に対して家高は;西過が家高代官
である事の真偽や地頭給田の有無については,薩隆国衝に尋ねるように陳述した(23)｡この件と密

接に関係していると考えられるのは,鮫島豪商が訴訟した,西迎の収穫した稲を新田八幡宮側が運
取った事である｡この件は,西迎が阿多郡北方の郡領田を請作した時に.所当来進分50余石を明示
するために家高が,点札を西週の稲に立てていたところ,新田八幡宮の村人藤平太や定健が運去った

ので家高が訴えた｡家高の訴訟に対して新田八幡宮側は,西迎の子田所二郎青息が新田八幡宮領を
耕作し稲が実ったので,所当を弁えるために宮蘭を苅置いた物を運取った事,未進分が有れば責取
られるべき事を陳述した(24)｡

鮫患家高が阿多郡北方内の新田八幡宮･五大院領を押領した事により,貸元4年8月新田八幡宮
側は｢律古之霊物｣であり｢(八幡)大菩薩之御妹｣である神王面をつけた福万法師･宗清･友

安･末光等の神人達を,豪商に押領された阿多郡内の不輪の所領に派遣した｡豪商は,阿多郡司太
郎景吉･越後房･二郎大夫以下多くの人々を派遣し,福万法師の頭を杖で打破り,宗清の中指を折
り,友安･末光を縄で縛り,神人達がつけていた神主面を1つは奮取り百姓下平太の許に置き, 2

つは打破った｡豪商のこの行為について新田八幡宮側は,承久頃大隅正八幡宮領帖佐郷において御

家人良西が大隅正八幡宮の(神)王面を奪取った結果,幕府において裁許された上に朝廷において
審議され,王面を蛮取る罪は重刑に当ると議奏された前例を示して,豪商を重罪に処すように訴え
た(25)｡新田八幡宮側の訴えに対して家高は,福万法師の頭を杖で打破り,宗清の中指を折ったり,

友安･末光等を縄で縛った事実は無く,阿多郡司最古･越後房･二郎大夫以下の人々を派遣したの

は先年薩摩国分寺袖人達に対して行なった事で今回の事ではない｡景吉･越後房･二郎大夫は出頭
する事を申しているので仰せに従い召進ずと陳述している｡また神王面とは何かは知らないし,初
主面が八幡大菩薩の御体である事は何処に所見があるのか,袖王面を破損したり奪取ったりしては
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いないし,下平太の許に置いた事も自分(家高)は知らない,神人達が兎角何かと口実を設け,鼓

を打ち声を合わせて郡内に響かせるので手足を置く所もなく,或いは神王面を打落したかもしれな
いと陳述した(26)｡

阿多郡北方における新田八幡宮と鮫烏家高との所務相論に関する幕府における審理の際,執印惟
宗友戌の弟師久(27)は,鮫島家高に対して,還俗の身であるので侍所に来るべきではないと発言し

た｡新田八幡宮側と対立していた鮫島家高は,師久の発言を悪口であるとして幕府に訴えた｡家高
の訴訟に対して師久は,家高は師久の祖父康友は島津忠久の小舎大童であると発言した事を糾明す
べきで,家高が還俗した事は家高の甥二郎左衛門尉も述べているので発言したと陳述している(28)｡

鮫島豪商の新田八幡宮神大に対する濫妨･狼籍,特に新田八幡宮の神主面破損事件は,幕府の相
論裁決に重大な影響を及ぼした｡幕肺が崇敬する八幡宮の神威に対する挑戦であり,幕席の家高に
対する判決も厳しい内容になった｡社家政所敷地及び宵闇の支配権については,新田八幡宮側が社
家政所敷地や宮蘭を支配している事は明らかなので,家高の罪は逃れ難いと判断をした(29'｡社家

政所を焼払った事については,家高は社家政所を焼払った事実を否定しているが,家高の他の行状
が無道であるので,社家政所に放火した事も事実であると判断をしている(30'｡年貢の事に関して

は,以前は新田八幡宮側が検注を行い収納していたのに,去年(貸元4年)初めて家高が検注を行
い収納し,新田八幡宮‑納める年貢の量を減失させた事実を家高は認めている｡従って家高の罪科
は逃れ難いと判断している(31)｡鮫島豪商が不輪の宮領を押領した事については,新田八幡宮側が
提出した康和(1099‑1104)立券紛失状･治承4年(1180)平宣澄結解状･建久8,年(1197)薩摩

国園田帳･年々取帳目録によれば 新田八幡宮の不輪の宮領は新田八幡宮の支配下にあり,地頭の
支配は及んでいない事が判明する｡家高側が提出した御下文以下の文書によれば,地頭は新田八幡
宮の不輸領を領有していない事が明らかである｡正当な権利無くして豪商が勝手に新田八幡宮の不
輸領を押領した事は,無道の罪科を逃れ難いと幕府は判断している(32'｡鮫島豪商が訴訟した‑,新

田八幡宮側が西迎の稲を運取った事については,家高が所帯(阿多郡北方地頭職)を改易された上
は,裁決するに及ばないと判断している(33)｡鮫患家高が新田八幡宮の神人達に濫妨･狼籍を働い

た事に関しては,神大に対する暴行事実の否定と暴行した人々の召喚を家高は主張するが,暴行を
受けた神人達を調べると実際庇があり,家高は神大暴行の罪科を逃れ難いと判断している(34)｡家

高の神王面破損･奪取事件については, 2神王面を破損したという新田八幡宮側の訴は,問注奉行
人三善(太田)康連等が調査した結果,訴の通りであった｡ 1神主面を奪い百姓下平太の許に置い

た事を新田八幡宮側が訴えた事に対し,その事実を知らないという家高の陳述は偽と考えられる｡
家高は,不輪の宮領を押領し勝手に検注を行い新田八幡宮の年貢を減失させた事を考慮すると,神
主面に対する狼籍否定の陳述は信用するに値せず,罪科は逃れ難いと判断している̀35)｡鮫島家高
と惟宗師久との悪口事件に関する幕府の裁定は,相論全体の中で悪口事件は枝葉の問題であるので
裁決する必要はないという事であった(36)｡

相論全体に対する幕府の裁決は,鮫島家高の神王面奪取･破損や新田八幡宮神大に対する濫妨･
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狼籍の罪科は逃れ難く,家高の阿多郡北方地頭職を改易し,神王面･神人達に濫妨･狼籍した鮫島
豪商の技官達は京都に召上げ 断罪に処すように関東申次西園寺実氏に申入れる事を六波羅探題に
命じている(37)｡

新田八幡宮の事実上の本家である石清水八幡宮(38)の検校棟清は,神主両事件について朝廷に奏
上し,外語の記録している先例を詳しく調べて再び奏上するように命じられている(39)｡この後建
長元年(1249)に,棟清は大事大弐平惟忠に神王面の修復と清駿を申入れている(40)｡

寛元3年から宝治元年にかけて起きた阿多郡北方地頭鮫島豪商の新田八幡宮領押領事件は,豪商
の新田八幡雷神王面･神大に対する濫妨･狼諸行為により,鮫島豪商の地頭職改易と濫妨･狼籍行
為をした豪商技官達の処罰という結果で終わったのである｡

(2)鎌倉中期における新田八幡宮の阿多郡支配

寛元3年から宝治元年にかけて起きた阿多郡北方地頭鮫島家高と新田八幡宮との間に起きた所務
相論の経過を前節で考察した｡本筋では,相論の経過から窺える新田八幡宮の阿多郡内宮領の支配
形態について検討していく｡

前述のように阿多郡内には,新田八幡宮領が4町,新田八幡宮の神宮寺五大院領が44町8段存在
していた｡新田八幡宮は全体で60町の宮領を所有し,五大院は91町1段の寺領を領有している(41)｡

阿多郡内には,新田八幡宮･五大院領が48町8段存在している｡新田八幡宮･五大院領は全体で
151町1段であるので,全体の約3分の1が阿多郡内に分布している事になる｡阿多郡北方地頭鮫

島家高との間で相論が起きている事から判断すると,新田八幡宮･五大院領は阿多郡北方に存在し
ていたと考えられる｡

新田八幡宮が阿多郡内部の新田八幡宮･五大院領を支配する拠点は,鮫島家高が焼払った社家政
所であると考えられる｡新田八幡宮･五大院領を押領する目的で,豪商は社家政所に攻撃を加えた
ものであろう｡社家政所敷地や宮蘭の収穫物を鮫島豪商が押領した際,訴人は座主観宗であり,秦
商が社家政所を焼払った時の訴人は極大宮司末網であった｡相論の際の訴人は,論人から権益を侵

害された人物であると考えられる｡故に社僧の中で確執印に次ぐ地位を占める座主や上級神官の一
人である棒大宮司(42)は,社家政所と関係がある人物と考えられる｡社家政所は,座主･棒大宮司

等新田八幡宮の神宮･社僧等が阿多郡支配の拠点としていたものであろう｡
宮領においては,徴税のために耕地を把握する検注を行なう権限,検注結果に基づいた年貢の収
納は, ｢社家之進止｣と記載されているように新田八幡宮が支配権を有していた｡収取した年貢は,
本所(石清水八幡宮)年貢や恒例神事役等に宛てられていだ(43)｡年貢の収納高が120余石であるの

で,阿多郡内の新田八幡宮領4町だけでなく,五大院領の年貢も含まれていると考えられる｡故に
阿多郡の場合,新田八幡宮の社家政所の支配が新田八幡宮領だけでなく,五大院領にも及んでいる

と考えられる｡阿多郡内の宮領･寺領に対する鮫島豪商の押領行為を訴えたのは,御前検校生西で
ある｡御前検校は,大隅正八幡宮にも置かれ,執印･権執印に次ぐ職で,宮領を管理･支配する田
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所検校を代官としていた(44)｡御前検校生西も,阿多郡内の宮領･寺領に対する検注･年貢収納に

深く関与していたと考えられる｡新田八幡宮が阿多郡内の宮領･寺領の検注や年貢収納の拠点とし
ていたのは,前述の社家政所であると考えられる｡

阿多郡内の新田八幡宮･五大院領は不輸領であり,国衝や郡司･地頭に対しては税を免除されて
いる一円領湛園である(45)｡薩摩国衝は阿多郡を保持し,郡内に島津雅が全く存在しない(46)｡薩摩

国衛が掌握し続けた阿多郡内に,新田八幡宮･五大院の一円領荘園が存在する事は注目される｡

阿多郡内の新田八幡宮･五大院領の収取が滞る時は,新田八幡宮より神大や定健が派遣されてい
る｡例えば西迎の子田所二郎青息が収穫した稲を運取るために,神大藤平太や走使が派遣されてい
る｡この走使は,阿多足便であると考えられる(47)｡阿多郡北方地頭鮫患家高が管領･寺領の押領をは
かっだ際は,神大福万法師･宗清･友安･末光等を派遭しているし,その際に｢往古之霊物｣であ
り｢(八幡)大菩薩之御鉢｣である神主面を神人達はつけている(48)｡袖人達が神王面をつけて年貢

を催促する事は,徴税の際に宗教的権威を用いる遣方である｡新田八幡宮が神主面をつけた神人達
を派遣した事例は,新田八幡宮の所領の中では阿多郡の場合だけである｡

以上本章では,第‑節で,地頭鮫島豪商の阿多郡北方の中に存在する新田八幡宮･五大院領に対
する年貢の押領行為に起因する,鮫島家高と新田八幡宮との所務相論の経過について考察した｡そ

の結果柏論の過程を復元するとともに,神王面破損･奪取と神人達に対する濫妨･狼薄行為により,
相論の中で豪商は急速に不利な立場に追い込まれ,阿多郡北方地頭職を改易された事を確認した｡
第二節では,相論を通じて窺い知れる新田八幡宮の阿多郡北方内の新田八幡宮･五大院領支配形

態を明らかにした｡阿多郡北方においては,新田八幡宮が新田八幡宮･五大院領の何れに対しても
支配権(検注･年貢収納)を有し,社家政所を支配拠点としていた｡阿多郡北方における新田八幡
宮･五大院領は,新田八幡宮の一円領荘園であり,薩摩国衝や郡司･地頭の支配は及ばなかった｡
阿多郡内の宮領･寺領に対する新田八幡宮の徴税行為は厳しく,収取する年貢が滞る場合は,八幡
大菩薩の化身と考えられている神王面を神人達に被らせ催促させた｡新田八幡宮が宗教的権威を活

用して徴税行為を行なったのは,新田八幡宮･五大院領が分布している郡･院･別府の中では阿多
郡だけであった｡

二.阿多郡北方地頭鮫島家高の新田八幡宮領押領事件の歴史的背景
本章では,阿多郡北方地頭鮫患家高が,阿多郡北方内の新田八幡宮･五大院領を押領した事件の
歴史的背景について考察したい｡まず第‑節で,新田八幡宮側にとり阿多郡北方内部に所有してい
る所領(一円領荘園)が有する意義に関して考察し,次に第二節で当該期阿多郡の持つ歴史的意義
について検討する｡
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(1)阿多郡の新田八幡宮に対して占める位置

本節では,阿多郡北方内部に存在する新田八幡百･五大院領が,新田八幡宮に対してどのような
位置を占めていたかを考察する｡まず当該期における新田八幡宮･五大院の一円領荘園(49)の分布
を薩摩国建久図田帳(50)により作成して図2として示す｡

図2

新田八幡宮･五大院一円預託園の分布図
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新田八幡宮･五大院は,高城郡にある｡故に新田八幡宮･五大院領は,膝下である高城郡に多く
存在している｡また高城郡の東側に隣接し,高城郡から分出したと考えられている東郷別府(51)や
高城郡の南側に隣接している薩摩郡,薩摩郡から分出したと考えられている富里郷(52),薩摩郡の

東隣である入来院等,新田八幡宮･五大院の一円領は,新田八幡宮や五大院のある高城郡近辺の
郡･院･郷･別府に分布している｡

しかし新田八幡宮･五大院領は,高城郡から遠く離れた阿多郡や河辺郡にも存在している｡阿多
郡には新田八幡宮領･五大院領何れも存在し,その宮領･寺領合わせた面積は,新田八幡宮･五大
院領全体の約3分の1に該当する｡阿多郡内の新田八幡宮･五大院領は,新田八幡宮にとり,重要
な宮領･寺領であったと考えられる｡新田八幡宮･五大院が所在地から遠く離れた阿多郡に全体の
約3分の1に当る一円領荘園を所有している事には注目せざるをえない｡阿多郡の南隣である河辺
郡にも,新田八幡宮の一円領荘園が存在している｡河辺郡内の新田八幡宮領は,大事府領であり,

大事府の直轄支配下にあった(53)｡大事府領を領有している事により,新田八幡宮は府社となるの
である(54)｡阿多郡･河辺郡のように高城郡から遠く離れた地域に,新田八幡宮･五大院領が分布

する理由を検討する必要があると考えられる｡
新田八幡宮･五大院の一円領荘園は,一部の例外を除けば下司僧経宗･下司僧安慶により支配さ
れている｡下司僧経宗は新田八幡宮政所職,下司僧安慶は五大院政所職であると考えられる(55)｡

宮領･寺領の殆どは新田八幡宮･五大院政所の支配下にあり,最終的には新田八幡宮の支配下に
あった｡入来院内の新田八幡管領15町は,薩摩国衛の在庁宮人である大蔵種明が(56)言可辺郡内の
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新田八幡宮領10町は,薩南平氏一族である平道鯛が支配している(57)｡新田八幡宮の一円領を大蔵

種明･平道綱が支配しているのは,入来院･河辺郡内における新田八幡宮一円領の形成過程と深い
関係があると思われる｡注目されるのは,高城郡から遠く離れた阿多郡内の新田八幡宮･五大陸一

円領が,何れも新田八幡宮･五大院の政所職である経宗･安慶により支配されている事である｡ま

た阿多郡内に広く分布する五大院一円領を支配するために,新田八幡宮に阿多院田庄司という役職
が設定されている(58)｡阿多郡は新田八幡宮からは遠隔地であり,五大院一円領が多く存在する事

から,阿多院田庄司は置かれたと考えられる｡新田八幡宮の場合,定使は重要な管領･寺領毎に置
かれている｡即ち高城郡定使･五大定便･大中島定位･阿多足使･市比野定健である(59)｡しかし

庄司は,阿多院田庄司のみである｡定使,庄司共に置かれている事から考えて,新田八幡宮にとっ

て,阿多郡内の新田八幡宮･五大院一円領は,新田八幡宮･五大院一円領全体の中でも重要な宮
領･寺領であると考えられる｡

(2)阿多郡の歴史的位置

本筋では,当該期における阿多郡の占める歴史的位置について考察していく｡
前述の薩摩国建久図田帳によると,阿多郡内には,新田八幡宮･五大院領の他に薩摩国分寺領が
存在している｡薩摩国分寺は,太宰府天満宮安楽寺領である｡阿多郡北方地頭鮫島豪商は,薩睦国
分寺領に対しても後述のように濫妨･独語行為を起こしている｡この事から薩摩国分寺領も,阿多
郡北方に存在していた事が窺える｡
阿多郡北方地頭鮫島家高は,延応年間(1239‑1240)頃から薩摩国分寺領に対する濫妨行為を開

始した｡建久図田帳によれば

阿多郡内に薩摩国分寺領が5町存在している｡鮫島家高が新たに課

役を割当てたのは池部(過)村であった(60)｡阿多郡内に存在する薩摩国分寺領5町は,池部村に

該当すると考えられる｡鮫島家高は,池部村に前例の無い課役を賦課し,課役を納めない場合は強

制的に所有物を押取ったので,領主である惟宗友成(後に新田八幡宮執印となる)は地頭鮫島豪商
の行為は不法であると訴えた｡幕府における審理の結果,鮫農家高に対して押収物を返却する事を
命じた裁決が延応2年(1240) 7月に出された｡しかし鮫島豪商が幕府の裁決に従わないので,仁

治2年(1241) 9月薩摩国分寺領に対する濫坊の停止と押収物の返却,異儀がある場合の上洛を地
頭鮫患家高に命じた六波羅御教書を出した(61)｡

その後地頭鮫島家高は,幕府の裁決に従わないだけではなく,池部村の下地を押領した｡惟宗友
戌は,鮫島豪商の行為を幕府に訴訟した｡幕府は仁清3年池部村に対する新儀の押妨行為の禁止と
異儀有る場合の翌年2月の上洛を地頭鮫島豪商に命じる六波羅御教書を出した(62)｡

しかし池部材の支配をめぐる薩摩国分寺側と地頭鮫患家高との相論は,この後も継続した｡地頭
鮫島家高に対して,貸元2年(1244) 12月池部村に対する濫妨の停止を命じた幕府の裁決が下った｡

これに対して地頭鮫患家高は,押書を捧げて大事肺に訴訟した結果,幕府で覆間が行われる事に
なった｡しかし覆間をふまえた裁決が出る以前に,地頭鮫島豪商は池部村に対して,勧農を妨げ
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様々な非法行為を行なった｡鮫島家高の行為を惟宗友戌が幕府に訴えた結果,新たな裁決が出るま
では貸元2年12月の幕府の裁決に従い,池部材に対する濫妨行為を停止するように命じた六波羅御
教書が貸元4年9月に出された(63)｡

地頭鮫農家高の薩摩国分寺領阿多郡北方池部材押領事件は,廷応年間から貸元4年まで継続して
いる｡前述の宝治元年10月25日付関東下知状案に,国分寺の下知の件に関しては,非法であるので

訴訟した(64)とか,先年薩摩国分寺の神大を縄で縛った処,小門から逃れて訴訟したので御教書を
給った(65)と地頭鮫島家高が陳述している事から判断すると,阿多郡北方地頭鮫患家高と薩摩国分

寺の池部材をめぐる相論は,家高が阿多郡北方内の新田八幡百･五大院領を押領している間も継続
していた可能性がある｡家高が薩摩国分寺領池部材を押領し始めた時期は,家高が新田八幡宮･五

大院領の押領を開始する時期よりも前である｡しかし家高の池部村に対する押領行為は,家高が阿
多郡北方地頭職を改易されるまで継続したと考えられる｡
阿多郡内に存在した一円領荘園である新田八幡宮･五大院領,薩摩国分寺領が何れも阿多郡北方
に存在し,阿多郡北方地頭鮫島豪商からほぼ同時期に押領行為を受けている事は,何か理由がある
と想定される｡以下この間題について,考察を加える｡

新田八幡宮は,史料的に長元2年(1029)以降存在が確認され,本来は八幡宮ではなかった
が, 11世紀中頃に八幡宮化した神社である｡新田宮･新田八幡宮と薩摩国衝との関係は, 11世紀前
期以降確認できる(66)｡また薩摩国分寺は,当該期の史料が存在しないので詳らかではない｡しか

し国分寺としての存在を考慮すると,国衝とは関係深い寺院であると考えられる｡新田八幡宮･五
大院,薩摩国分寺が,薩摩国衝の強い支配下にあった阿多郡に一円領荘園を有すにいたった経緯は,

これらの寺社と薩摩国衝との関係の深さによると考えられる｡また新田八幡宮･薩摩国分寺の荘園
領主である石清水八幡宮･太宰府天満宮安楽寺の意向もあったと考えられる｡
新田八幡宮･五大院,薩摩国分寺が阿多郡に一円領荘園を獲得した時期を次に考察する｡薩摩国
分寺の場合は,直接史料が残っていないので不詳である｡新田八幡宮の場合は,前述鮫島家高との

相論の際,神社側が提出した文書の一つである康和立券紛失状から推測できる｡康和というのは,
平安後期の元号(1099‑1104)である｡康和立券紛失状は,康和紛失状とも表現されている(67)｡

新田八幡宮が阿多郡内に荘園を立券する事を認められた文書が,何らかの理由で紛失したので,康
和年間に亡失した文書の代りとして紛失状が作成されたと考えられる(68)｡従って新田八幡宮が,

阿多郡内に荘園を設定した時期は,康和年間より幾らか以前の時期,恐らく11世紀後期であると考
えられる｡薩摩国分寺領の成立時期については詳らかではないが,後述のように当該期阿多郡の占
める歴史的位置を踏まえると,新田八幡宮とほぼ同時期であると考えてよいと思われる｡

新田八幡宮や薩摩国分寺が,阿多郡内に荘園を設定した理由は何であろうか｡この疑問及び薩摩
国衝が阿多郡を重視した理由を解明する鍵として,近年発掘･調査された万之瀬川河口遺跡の存在
がある｡万之瀬川の河口付近の特殊松付近から, 11世紀後期から15世紀前期に至る時期の中国産輸

入陶磁器や国内産陶器･須恵器等が多数出土した｡この結果万之瀬川流域は,対中国･対国内交易
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の南九州地域における拠点である事が明らかになった｡万之瀬川河口遺跡の有す意義は,考古学的
にも(69),文献史学の立場からも(70),解明されている｡

万之瀬川河口遺跡の出現により,阿多郡は南九州地域における対外･対国内交易拠点として,薩
摩国衝に取り重要な地域である事が分かった｡また国衝と関係を持つ寺社にとっても,阿多郡は交

易の利潤獲得のために重要な地域である事が窺える｡新田八幡宮が阿多郡に荘園を獲得したと考え
られる11世紀後期は,万之瀬川河口が対中国交易の南九州地域における拠点となり始めた時期であ
る｡新田八幡宮及び新田宮の事実上の本家である石清水八幡宮は(71),対中国交易の利潤獲得を意

図して,阿多郡内に荘園を獲得したと考えられる｡石清水八幡宮が中国との交易に関心を有してい
た事を示す事実として,万之瀬川流域に石清水八幡宮の支配下にある宇佐弥勒寺領荘園益山荘を立
券した事(72),竃門神官の神宮寺大山寺の支配権をめぐる延暦寺との相論(73)等からも窺える｡薩摩

国分寺の荘園領主である太宰府天満宮安楽寺も,交通上の要衝に荘園を設定し,交易の利潤に深い
関心を有していた(74)｡新田八幡宮や薩摩国分寺が,所在地から遠く離れた阿多郡に荘園を設定し
た理由は,対中国交易の利潤獲得を意図していたからであると考えられる｡
持碁松遺跡は,阿多郡南方に属する(75)｡しかし新田八幡宮や薩摩国分寺は,阿多郡北方に荘園
を設定している｡この事実は,どう考えるべきであろうか｡実は阿多郡北方には,持鉢松遺跡と同
等以上の交易拠点と考えられる高橋が存在する(76)｡高橋は,平安末期に薩摩国内で急速に台頭し
て一時は薩摩国を支配し,大隅国内迄支配を及ぼした平息寮の拠点であった(77)｡高橋では,縄

文･弥生時代においては,対南島交易が行われていて,有史以来の南九州地域における交易拠点で
あった(78)｡建久図田帳によれば

高橋の領有者は地頭鮫島民である｡阿多郡北方内における新田

八幡宮領(含五大院領)の位置は詳らかではない｡新田八幡宮領は｢郡々散在｣であると,園田帳

に記載されている｡横取を支配し,阿多郡の交易を掌握していたと考えられる阿多郡北方地頭鮫島
豪商が(79),執拗に押領を企てた事を踏まえると,散在している新田八幡宮領は,高橋の領域内,

或いは高橋に隣接した交易上の要衝に分布していた可能性もあると考えられる｡薩摩国分寺領の存
在する池部は,万之瀬川に注ぐ堀川流域であり,交通の要衝である(80)｡新田八幡宮及び薩摩国分

寺は,対外交易の利潤獲得を意図して,阿多郡北方に荘園を設定したと考えられる｡
阿多郡北方地頭鮫島家高が新田八幡宮の荘園を押領する事を意図し,当時としては忌まれた和人

に対する濫妨･狼籍,神王面の破損･奪取まで行なった理由は,高橋付近に存在していた新田八幡

宮の粧園を押領する事により,交易拠点である高橋と交通上の要衝を支配下に入れる事による交易
の利潤獲得を意図していたと考えられる｡鮫島家高が薩摩国分寺領池部の押領を意図した事も,交
通上の要衝池部を獲得する事が目的であったと考えられる｡
以上本章では,第一節で,新田八幡宮にとり,全宮領の中で阿多郡内の荘園が大きな位置を占め

ている事を明らかにし,第二節で阿多郡が対中国･対国内交易の南九州地域における拠点であり,
そのため薩摩国衝は阿多郡を保持し続けたし,薩摩国衛と関係の深い新田八幡宮や薩摩国分寺は,

国衝の承認の下で交易拠点である阿多郡に荘園を設定した事,阿多郡内部では高橋を含む阿多郡北
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方が交易拠点として中心であり,新田八幡宮や薩摩国分寺は阿多郡北方に荘園を設定し,特に新田

八幡宮は高橋付近に荘園を有していた可能性がある事,鎌倉中期に鮫島家高が新田八幡宮領を押領
したのは,交易拠点である高橋の支配強化及び高橋に連なる交通上の要衝の掌握を意図していたと

考えられる事,豪商の薩摩国分寺領池部の押領も交通上の要衝掌握を目的とした行為であると考え
られる事を明らかにした｡

おわijに

本稿では,新田八幡宮が所在地から遠く離れた阿多郡内に比較的多くの荘園を設定した理由を考
察した｡その結果近年の発掘･調査により,阿多郡が南九州地域の対中国･対国内交易の重要な拠

点と考えられている事と深い関係を有す事が解った｡しかし考古的発掘･調査もまだ途中の段階で
あるし,文献史学の側からの研究も現時点で大枠は定まったと考えられるが,細部は今後更に詰め
る部分もあると考えられる｡私も,今まで関係してきた新田八幡宮が対外交易と深く関係している

事を考えると,今後自分なりに,南九州地域と対中国･朝鮮,対国内交易の問題,大事府や鎌倉幕
府の阿多郡支配の問題等を検討していきたい｡本稿は,先学の撰尾に付して南薩地域の対外交易の

問題に言及したささやかな試論である｡文字通り御笑覧頂ければ幸いである｡なお本稿を作成する
際,鹿児島県日置郡金峰町教育委員会の宮下貴浩氏にいろいろと御教示を頂いた｡記して謝意を表
したい｡
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江平望｢古代末期の薩南平氏‑とくに平確守忠寮と阿多四郎宣澄について‑｣｡

㈲

宮下貴浩氏の御教示による｡江平望｢古代末期の薩南平氏‑とくに平確守忠寮と阿多四郎宣澄について‑｣｡

09 油平望｢古代末期の薩南平氏‑とくに平確守患寮と阿多四郎宣澄について‑｣｡
㈱ 平成12年8月23日宮下貫浩氏に,薩摩国分寺領が存在した金峰町池辺地区を御案内頂いた｡池辺地区を濾
れる堀川は,流量はそれほど多くはなかったが,小舟が航行するには支障ない状態であった｡堀川は,下流
で万之瀬川と合流している｡池辺地区は,堀川を使用すれば物資を万之瀬川に容易に輸送できる｡鎌倉期,

堀川の水量は現在よりも多かっだ事が推測され,池辺地区は交通上の要衝と考えてよさそうである｡当日御
案内下さり,様々な事を御教示下さった宮下貴浩氏の御好意に深く感謝申し上げる｡

