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１．はじめに

　遺跡は市内にたくさんありますが、今回展示している元富士大宮司館跡の発
掘調査の結果、貴重なものが多く発掘されました。
　富士宮市には、富士山本宮浅間大社があります。この神社が歴史的な景観を
形作り、人々の支えとなってきたことは誰もが認めることでしょう。
　その駿河一宮、富士浅間神社の神官であり武人でもあった富士大宮司の館の
跡が発掘されましたことは、歴史の証人にでも出会ったようであります。また、
大きな堀跡がまぼろしの大宮城のものであろうことに改めて感動すら覚えるも
のでした。
　富士宮市教育委員会では、平成 11 年度に『元富士大宮司館跡』、平成 25 年
度に『元富士大宮司館跡Ⅱ』の２冊の報告書を刊行しています。　今回は『戦
国時代の富士宮』展として、発掘調査の成果を皆様に広く知っていただくため
に、貴重な遺物を出品しています。

２．発掘調査のあらまし

　発掘調査が行われた市立大宮小学校内や旧市庁舎跡地周辺は、かつてより「城
山」とよばれ、大宮城や浅間神社の大宮司（一番上の位の神官）であった富士
氏の居館ではないかと予想されていました。
　その場所にまず、昭和 59 年に大宮小学校体育館建設が計画されて、その５
月より７月まで 500㎡が発掘されました。その結果、大宮小学校の校庭の下
には割石で組まれた水路が縦横に走り、その中には掘立柱（地面に穴を掘って
柱を建てる建物）だけでなく、礎石を持った建物までたっていたことが分かり
ました。
　また、周囲は土塁に囲まれていた跡もあり、たくさんの中国からの舶載（輸
入）陶磁片の出土から、ここが芙蓉館以前の富士大宮司の居館跡であろうと考
えられました。
　さらに、平成 9 年５月より 11 月までと、平成 10 年６月より 10 月にかけ
て旧市庁舎跡地の 3,000㎡が調査され、そこには富士大宮司館跡をとりまいて
いた幅５ｍ、深さ２ｍほどの堀や、館の最後の時期に武田氏によって作り変え
られた幅 10 ｍ、深さ３ｍ以上の大きな堀が築かれていました。
　これで、大宮城や富士大宮司のすべてが明らかになったわけではありません
が、その調査の成果から、この富士宮の地に中世城館が築かれて「神田の市」



にもかかわりを持っていたことは確かで、地域史にもっとも身近な調査であっ
たといえるかもしれません。

３．復元・大宮城（１）

　これまでの調査によって、富士山本宮浅間大社の東、現在の大宮小学校の地

下から、かつてこの地を支配した、富士氏の「居館」が発見されました。居館

とは領主などの住まいとしての役目と、今の市役所の役目を受け持っていた場

所のことです。これまで私たちが発掘したのは居館の南側部分で、井戸、排水

溝をはじめとして建物跡などの生活に係る施設と、それらを守るため、敵の侵

入を防ぐための堀や土塁が周囲に築かれ、方形にめぐっているのが確認されま

した。

　これら人の手が土地に刻んだ証拠を「遺構」といいますが、ここで確認され

た遺構は４つの特徴的な時期に分けられ、その変遷から時代による変化が読み

取ることができました。敵に対する防御施設である堀のない時代から大規模な

堀が備えられる時代まで、約 450 年間、具体的な時代は平安時代の終わりごろ

から戦国時代まで、富士氏はこの居館を中心に、大宮町周辺を支配していまし

た。

　富士大宮司館は、はじめから敵を強く意識して造られたわけではないようで

す。富士大宮司館が造られた当初の、平安時代の終わりごろから鎌倉時代の始

めのころ（12 世紀前半～ 13 世紀）には、堀や土塁は築かれていません。これ

がその後、戦国時代の終わりにさしかかる頃（16 世紀中ごろ）には、大規模

な改築工事が行われ、堀の幅も広く、深く、より防御性を高めています。これは、

富士氏が武田氏に降伏した時代に当たり、緊張の高まる当時の情勢を色濃く映

しているといえるでしょう。これが、「大宮城」として機能していた時代です。「大

宮城」という呼び名によって、堅固にそびえたつ石垣や天守閣といった、大規

模な「城」を思い浮かべるかもしれませんが、大宮小学校の地下から発見され

たのはそれらが多く造られる前の時代にあたり、それに比べ小規模なものでし

た。

　このように、発掘調査結果から、私たちは、浅間大社を祭る立場にあった富

士氏が、激しい時代の流れに対応してきた、その姿を垣間見ることができます。
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連郭式の平城形式
　城の中の１区画、方形の区画を郭（曲輪）といいます。大宮城は郭が３
つつながった連郭式で、比較的平坦な土地に築かれている平城形式になり
ます（山地形を利用した城は山城といいます）。
　富士氏の「居館」であった時代から「大宮城」であった時代を通して、
堀は水を引き入れない空堀でした。



４．復元・大宮城（２）

　大規模な堀が作られた時代、つまり富士氏の居館が武田氏によって作り変え

られ、「大宮城」としてあった時代にあたる、建築部材などの木製品が出土し

ています。この中には直接大宮城の構造を想定できるものがあり、戦乱の世の

中における当時の緊迫した社会状況を物語っています。

　今回展示してある大きなガラスケース内の建築部材は、土塁の上、堀に接す

る側に設置された塀材になります。屋根つきの簡単な塀です。設置するのに手

間がかからず、防御に適した形です。

　戦乱の世の中では、戦いに勝つために城の構え等をはじめとして、その状況

下で最善の策がとられていたのでしょうから、この大宮城の構えから考えると、

当時は戦いが始まる危険性を常に感じつつ、停戦状態の合間にこの防御の塀を

作り上げた、そんな状況が想定できます。

　また、これらの建築部材には黒く焼け焦げた跡が大部分にみられます。1582

（天正 10）年、大宮城の西にある浅間大社は武田氏敗退を機に焼き払われたと

いう記録が残っていますが、大宮城も火を受けたのでしょうか、これらの建築

部材の焼け焦げは、落城の事実を物語っています。これは武田氏によって作り

変えられた後 10 年もたたないうちの出来事でした。その消失の後、大宮城は

再建されませんでした。

　大宮城の時代を中心にして、かつてこの地では戦いが繰り広げられ、多くの

人の血が流されたのかもしれません。大宮城消失の約 20 年後 1603（慶長８）

年に徳川家康により江戸幕府が開かれ、戦国時代も終焉を迎えます。

５．発見された品々

かわらけ

　「かわらけ」とは、素焼きの皿形土器のことをいいます。「かわらけ」自体は、

古墳時代以来の土器全般を指す言葉ですが、鎌倉時代になるとその使い方や作

り方が大きく変わることから、それ以前の土器と区別するために、この名前を

一般的には使用しています。

　元富士大宮司館跡からは、大量の「かわらけ」が発見されています。その数

は３万点以上に上り、いろいろな形のものが確認されています。お椀のように

少し深いもの（A類）、そこを丸くする皿型のもの（B類）、コースターのよう

な円盤型のもの（C類）などがあります。これらはすべてロクロと呼ばれる回
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転を利用して土器を作る道具を使って作られています。

　このロクロで作られた「かわらけ」は、そのほとんどが地元で生産されたも

ので、地域色に富んだ個性的な形をしています。

　このかわらけに対してロクロを使わないもの（D類）も数点ですが、発見さ

れています。これらは、粘土紐を手で巻き上げて作られるもので、一様に白っ

ぽい色をして薄く焼きしまっているという特徴を見ることができます。

　このロクロを使用しない「かわらけ」は、ロクロ使用の「ロクロかわらけ」

に対して「手づくねかわらけ」と呼ばれており、その制作技法は京都で作られ

た「かわらけ」の技術を真似ているものです。

　当時、朝廷を中心とした公家社会を築いていた京都において、その公家たち

に売られていた「かわらけ」に憧れて、この作り方をまねて作られた「かわら

け」が全国各地で見つかっています。

２つの「かわらけ」

　元富士大宮司館跡で発見されている「かわらけ」は、大きく「ロクロかわらけ」

と粘土紐を巻き上げて作る「手づくねかわらけ」との２つの「かわらけ」に分

けることができます。

　「かわらけ」を何に使ったかは、まだよくわかっていません。その中で、神

社などで行われる神事の際に使われたり、領主の間で行われていた公式的な宴

会（饗宴）の時だけに使用されたものであり、その時だけのための専用の器で

あるとともに使い捨ての器であるとする説があります。そして、そのような「か

わらけ」を使う饗宴は、本来、京都の公家（貴族）の間で行われていたものだっ

たのが、鎌倉時代から地方の武家の間にも広く流行したものと考えられていま

す。この元富士大宮司館跡からもそれぞれの行事が終わった後に捨てられたと

みられる大量の「かわらけ」が発掘調査した A区で一か所から固まって発見さ

れています。

　その「かわらけ」の中に京都との関係を指摘できる「手づくねかわらけ」が

見られることは、その背景に、直接、京都の公家（貴族）が行っていた宴会行

事を取り入れた当時の人々の京都に対するあこがれを想像することができるも

のです。京都との文化的なつながりを大事にしていた大宮司家の意向もよくわ

かります。

　この「手づくねかわらけ」が持つ意味を平安時代以来の伝統的な土器に持た
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せたのが「ロクロかわらけ」であり、地元で生産されていました。その出土数

から考えると、通常の神事や饗宴には一般的に「ロクロかわらけ」が使われて

いたようです。そして、元富士大宮司館跡では、この「ロクロかわらけ」の破

片数が 3万点以上に上るわけです。

　「かわらけ」は、陶磁器などに比べると粗雑なつくりの食器という印象を受

けますが、その用途は重要で、儀式的な場には素朴な土器が重要視されていま

した。そして、このような「かわらけ」の出土が目立つ遺跡は、当時の政治経

済の中心地に限られるわけです。

陶磁器

　中世の城館跡や遺跡からは青磁や白磁などの陶磁器が出土します。これらは

遠く中国南部の龍泉窯や景徳鎮窯などで生産された焼き物で、貿易によって海

を渡り当時の日本の都市へ広く流通した商品で、「舶載陶磁器（または輸入陶

磁器）」と呼ばれています。釉の発色などの見た目の美しさから鎌倉時代より

武士たちの間で好まれ、武家による新しい文化に受け入れられてきました。戦

国時代には古くて価値の高い舶載陶磁器を持つことが、その武士の家柄を由緒

あるものとするためのステータスシンボルでありました。

　また、中国産の舶載陶磁器が日本の中世社会に広く流通すると、国内でも舶

載陶磁器を手本としたコピー商品が作られるようになりました。瀬戸窯（愛知

県）で生産された「古瀬戸」と呼ばれる施釉陶器も舶載陶磁器をモデルにした

いろいろな形の「かわらけ」



焼き物で、輸入品よりも安く手に入りやすいことから、全国各地に流通し、瀬

戸は焼き物生産地として鎌倉時代以降に大きく発展しました。

　元富士大宮司館跡からも碗や皿の食器類のほかに茶器など多彩な舶載陶磁器

が数多く出土しています。これにより、この地にも鎌倉時代から室町時代にか

けて、盛んに舶載陶磁器が流通していたことが明らかになりました。特に鎌倉

時代後半にあたる時期に流通した龍泉窯系の青磁が多数出土しています。その

ことから当時この地域で権力をふるっていた富士氏が鎌倉時代の武家社会にお

いても社会的地位の高い人物であったことが想像されます。

　元富士大宮司館跡から出土した国産陶器は、室町時代の古瀬戸を中心に、鎌

倉時代から戦国時代までの年代ごとの遺物が数多くみられます。食器類のほか

に、この時代は、だんごなどの粉食の普及により擂鉢や捏鉢が目立って発見さ

れるほか、天目茶碗など茶道に通じた遺物も発見されています。その他の国産

陶器は常滑窯（愛知県）の壺や甕などのほかに、志都呂窯（静岡県）などの焼

き物が発見されています。

　このように富士氏は数多くの陶磁器を所有していたのですが、富士氏が武田

氏と戦いを繰り返す時期を境に、元富士大宮司館跡から出土する陶磁器の年代

は、わずかに江戸時代以降の近世のものが見られるだけになってしまいます。

漆器

　元富士大宮司館跡の調査では、堀の中から漆器が出土しています。漆器は、

木で作られた食器類がその代表ですが、調査では、そのお椀が６点発見されま

した。それらは、すべて高台と呼ばれる台を持つ椀のようです。その中で、黒

色のもの１点、赤色のものが１点認められ、残る４点は外面が黒色、内面が赤

色を示すもので、うち３点の外面には赤い漆による非常に洗練された文様が描

かれています。

　調査で出土している漆器は、中世の漆器の特徴をよく表しているものですが、

特に、赤色のものは、色彩の持つ宗教性も相まって大きなステータスシンボル

を持つものでした。

　この漆器の赤色が庶民のものとして使われるのは、「近世」という時代が始

まる 16 世紀も終わりごろを待たなければなりません。このころからようやく

「農耕儀礼」などのいろいろな儀式の際に使われるようになりました。

　調査で発見されている漆器は 16 世紀以前のものであり、まだ限られた一部



9

陶磁器出土土器・陶磁器

人形出土状況 雁股鏃出土状況

出土銭貨



の人だけが使える格式のある器であった頃のものといえます。

　富士宮においては、大半の遺跡が丘陵上に立地しているため、遺跡が地下水

などの水につかることはほとんどありません。しかし、今回の調査地点は沖積

地にあり、その中で館に伴う大規模な堀を深く掘削されていたことにより、常

時地下水につかる状況が生まれてきました。それが幸いして、木で作られた漆

器などの各種製品が空気に触れることなく腐らずに現在まで残る結果となりま

した。富士宮市内でこのような条件に恵まれた遺跡に出会うことは非常にまれ

なことです。このような条件の中で発見されたこれらの漆器類は、当市にとっ

て大変貴重なものであるといえます。

祭りの道具

　元富士大宮司館跡では、性格の違う２つの祭りや儀式に使われた道具が発見

されています。

　一つは堀から出土している「人形」と呼ばれる木の人形です。これは、長さ

93mm を測る棒状のもので、目、鼻、口が写実的に表現されています。

　人や馬を木・土・石で作ったものを「形代」といいます。その中で、人間を

模したものを人形と呼んでいます。この人形は、奈良時代から各地の宮殿跡や

官衙遺跡などの中心的な遺跡から出土する例が増えるもので、律令制のもと当

時の支配層が執り行ったお祭りに深くかかわっていたと思われる祭具（祭りの

道具）であると考えられています。

　その性格については、まじない的なもの、神様にお供えするためのもの、お

祓いのためのものなどいろいろな用途が考えられています。ここで発見された

人形からは、罪やケガレ・病気やけがなどの多くの苦しみを人形に負わせて川

などに流したお祭りの様子を思い描くことができるわけです。

　人形にもいろいろな形がありますが、多くは薄い板材に頭部、体部、足部を

表現しているものです。大宮司館跡で発見された立体的なものは数が少なく、

大変興味深い資料であるといえます。

　またもう一つの祭りの道具としては、同じ堀から出土している「雁股鏃」と

呼ばれる鉄製の「やじり」を挙げることができます。やじりは、弓矢の先につ

けて使われるもので、本来狩猟につかったり、戦闘に使ったりするものです。

しかし、出土した雁股鏃は、非常に大型品で実用には向かない特別な用途が考

えられます。
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　雁股鏃は、古墳時代の中期５世紀ごろから出現するもので、その形が雁と呼

ばれる鳥の足の股に似ていることからこの名が付けられたという説がありま

す。その形は時間がたつにつれて変わっていきますが、当初は実用的で武器と

して使用されていたようで、他の鉄鏃と同様の大きさで一定数が出土します。

しかし、ここにみられる戦国時代の雁股鏃は、長さ 229mm を測る大型品である

ことや鏃の身の部分に三角形の穴があけられていることなどから祭りの道具で

あると考えられます。この三角の穴は、弓矢を飛ばす際に音を鳴らすためのも

のです。その穴の形を変えることによって音もいろいろと変化するものですが、

これを「鏑矢」といいます。鏑矢は音をさせながら飛ばすことにより、一般に

開戦の合図や神事などの儀式に使われるものです。元富士大宮司館跡の場合は、

城館を建築する際の神事などに使われたものと想像されます。

銭貨

　元富士大宮司館の建物跡や堀からは、「宋通元宝」、「熈寧元宝」、「元豊通宝」、

「政和通宝」など 24 枚の北宋銭が発見されています。

　北宋銭というのは、中国の宋の時代（960 ～ 1279 年）に鋳造された銭貨で、

12 世紀の中ごろから日本に輸入され始め、商品の取引などをおこなう通貨と

しての役割をもつようになりました。

その他の生活具

　元富士大宮司館跡からは、このほかに石臼、石鉢、石鍋、硯石、温石、砥石、

刀子、火打金などの様々な生活具が出土しています。

　石臼はおもに小麦や米などを粉に挽くための道具で、穴が抜かれた方を上に

二つの石を溝の付いた面に重ねて、穴から穀物の粒などを入れて上の石を回転

させることによって粉にしました。また、石臼の中には茶を引くための茶臼も

発見されています。

　石鉢は、手を洗うためや口をすすぐための水をためておく石製の器です。手

水鉢とも呼ばれ、石製の手水鉢は神社仏閣に参拝する前に、手や口を洗い清め

るための器として用いられたり、庭の飾りにも使われたりしました。

　石鍋は、石製の鍋で料理の煮炊きや保温のために用いられてきました。出土

した石鍋には底の部分に脚がついています。

　硯石は、書写のための墨をする用具です。天然石の素材を生かした天然硯や



形を整えた長方硯が発見されています。

　温石は、カイロのようなもので、石を加熱して布に包んだものを懐に入れた

りして暖をとるために使用されました。

　砥石は、刀などの刃を研ぐための石です。出土した砥石はかなり使いこまれ

たのちに捨てられたものです。

　火打金は、ヒウチガマとも呼ばれる鉄製の発火具です。これを火打石に打ち

付けることによって火花を起こします。

　刀子は、小刀やナイフのように、工作などの加工具として用いられました。

青銅製や鉄製、石製のものがありますが、出土した刀子は鉄製のものです。こ

れらのごく日常的な用途に結びつく道具が出土していることから館での生活の

一コマがうかがい知れます。

６．大宮城と富士氏

　富士宮市教育委員会では、昭和 59 年より小学校体育館建設などに伴い、５

回にわたり元富士大宮司館跡に対して発掘調査を実施してきました。今回の展

示によって、富士宮市の市街地に広がる大宮小学校の場所にこのような「館」

がかつて建てられていたことを思い描くことができたでしょうか。

　大宮小学校付近には、居館と呼ばれる施設があったようです。発掘調査に

よって、その施設は、この地域の政治・経済あるいは文化の中心地であったこ

とが分かりました。そして、それは 12 世紀～ 16 世紀の 400 年余りの長きにわ

たるものであり、徳川家が江戸に幕府を開いていた 265 年間を大きくしのぐも

のであります。この地域を長い間治めることができたのは、居館の主が浅間神

社の大宮司としての特別な立場であったことは大きく作用していたことは間違

いのないようです。そして、そこから出土している舶載陶磁器などの遺物類が、

鎌倉や奥州平泉などの出土遺物と比べても何ら見劣りしないのは、この居館が

鎌倉～室町時代にかけていかに栄えていたかを雄弁に物語るものとなっていま

す。

　この地に各種の施設が作られるのが 12 世紀からですが、12 世紀といえば源

頼朝が御家人を動員して行った有名な「富士の巻狩り」が思い浮かびます。

　ところが、そのころの富士宮の様子はほとんど知られていないのが現状です。

富士大宮司館跡の発掘調査では鎌倉時代の様子が分かる建物群が確認され、「富

士の巻狩り」当時、大宮小学校あたりに有力な領主がいたことが分かりました。
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想像は膨らむばかりですが、その人が受け入れ側としてこの一大国家事業に関

わっていたといえるかもしれません。ただ、その人が「富士氏」という人物と

同一なのかどうかについては、まだわかっていません。もう少し文献を中心と

した研究が必要なようです。

　この富士氏を名乗る人物の登場が明らかになるのは、15 世紀に入ってから

のことです。このころは、戦国時代が始まろうとする非常に不安定な時代です。

そのために、政治的な基盤と社会的秩序の安定を図るため「富士氏」を明文化

する必要があったのでしょう。

　その富士氏が治めていたこの居館は、戦国時代の動乱の中で、「大宮城」の

名で呼ばれることを頻繁に見受けるようになります。しかし、それは長い富士

大宮司館の歴史の中でも最後のほんの 10 年ほどのことです。

　つまり、この遺跡については、「大宮城跡」の名で呼ぶよりも、当時の政治・

経済の中枢であった国人領主の居館としての「元富士大宮司館跡」の名を使う

方が適切であるといえるわけです。

発掘調査 現地説明会の様子



問合せ先
富士宮市教育委員会事務局　教育部　

文化課　埋蔵文化財センター
TEL：0544-65-5151

発掘調査風景


