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津・湊・泊

津
つ

，湊
みなと

，泊
とまり

はそれぞれ現在の「港」を意味し，川岸

や海岸に位置する。場所により特定の名称が用いられ

る。湊は「水門」を意味し，深い入り江や河川を利用し

た河港に用いられることが多い。これに対し，津は一般

的な港に用いられ，泊も同様である。ただし，現在に残

る地名では，泊は北海道，青森，沖縄と佐渡を有する新

潟に多く残され，島嶼部との関わりが推測される。津・

湊・泊には，その港の利便性や後背地との関わりによっ

て，港町が成立する。

日本中世の代表的な港としては，鎌倉時代前期の貞応

2年（1223）に成立を仮託し，兵庫・土佐浦戸（高知市）・

薩摩坊
ぼう

津
のつ

の代表者がつくったとされる日本最古の船に関

する法規『廻船式目』に載せられる三津七湊がある。三

津は安濃津
あ の の つ

，博多津（福岡市），堺津（大阪府）であり，

七湊は越前三国湊（福井県坂井市）加賀本吉湊（石川県

白山市），能登輪島湊（石川県），越中岩瀬湊（富山市），

越後今町湊（新潟県上越市），出羽土崎湊（秋田市），津

軽十三湊
とさみなと

である。七湊は，京の日本海側の外港にあたる

小浜・敦賀から北の日本海航路の主要港を示しており，

これらの港が繁栄した時代などを考慮して『廻船式目』

の実際の成立は室町末から戦国時代にかけてと考えられ

ている。なお三津については，堺に代えて坊津をあげる

ものもある。

港町の構造

港には，渡船，荷の上げ下ろしや保管業務のための業

者である問
とい

・問
とい

丸
まる

が発生した。また商品流通の発展によ

り，モノや人が集まり，輸送業者の馬借（⇨馬借・車借），

卸売業者，小売業者などが集まり，港町を形づくって行

く。一方で，整備を行うため関が設けられ，通行税や入

港税が徴収された。その利権を求めて荘園と同様に支配

権が発生することになり，兵庫津
ひょうごのつ

における東大寺，興福

寺・春日社のような領主を生んだ。伊勢桑名が「十楽の

津」として知られるように，武家権力を排除したいわゆ

る自治都市もみられ，港町は城下町とは異なり，経済的

に誕生した都市であったといえよう。しかし，荘園制の

衰退による寺社権力の衰えもあり，武家権力も港の特権

に着目し，港町に拠点をおく領主も現れる。

港町研究の進展

中世の非農業民に着目し，中世都市を論じた網野善彦

は，海上や河川交通が交通体系の基本であった明治以前

は，現代では孤立していると考えられている島嶼部にあ

る津，泊こそが交通の要衝として非常に繁栄した都市お

よび都市的な場であったとし，港町が日本中世における

代表的な都市の一つであると位置づけた。またその点

が，都市の大部分が城下町となる近世都市とは異なる中

世都市の特性である。

そして港町が都市として注目されることになった契機

の一つに，1961 年に始まった草戸千軒町遺跡（広島県

福山市）（⇨草戸）の発掘がある。13 世紀後半から 16

世紀初頭にかけての集落跡そして数々の遺物は，当時の

集積地としての港町の力強さを示し，畿内以外でも中世

都市が幅広く存在していたことを知らしめた。また，も

う一つの注目の契機となったのは『兵庫北関入船納帳』

の発見である。従来知られていた文安 2 年（1445）正月

2 月分に加え，3 月以降のものが林屋辰三郎によって発

見され，通行税の収納帳簿ほぼ 1 年分がそろい，1,900

隻を超える船が東大寺領兵庫北関（神戸市）に入船した

ことが明らかになった。これにより瀬戸内海の港町の規

模や産物が明らかになり，港町への関心が一層進んだと

いえよう。その後，金沢文庫文書に残される，武蔵品川

に関わる「湊船帳」の研究などを通じて港町の研究が全

国的に広がったといえる。

京周辺の問丸の確認される港津一覧

●：史料上も問（丸）と確認できるもの，□：問（丸）とは

出てこないが存在が確実なもの
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坊 津

薩摩国河辺郡（現：鹿児島県南さつま市）の地名。東

シナ海に面する港。6 世紀創建と伝えられる龍巌寺（後

の一乗院）がその名の由来という。唐の僧鑑真が奈良時

代に上陸した場所がこの北部と考えられ，遣唐使の寄港

地と伝えられる。地名そのものは鎌倉時代からみえ，北

条得宗家被官がこの地の代官であった。室町期に入ると

島津氏の支配下で日明貿易や琉球渡海の基地として発展

し，東南アジアからの南蛮船も入港し，九州では博多と

並ぶ港となった。近世に入ると寛永年間（1624〜1644）

の鎖国令により衰えたが，一方で薩摩藩の密貿易の基地

となり，享保年中（1716〜1736）の一斉取り締まりによ

り漁港となった。

十三湊

青森県五所川原市に中世にあった港，またその町。現

在の地名は十三
じゅうさん

。岩木川河口の十三
じゅうさん

湖
こ

と下流の前潟の

間の砂洲に発達した。北海道と結ぶ本州側北端の港とし

て，中世の日本海側を代表する七湊にもあげられる。地

名が確認できるのは，14 世紀に下るが，1991〜1993 年

に行われた国立歴史民俗博物館による学術調査を契機に

12 世紀後半から 15 世紀半ばまでの港町であることが判

明した。鎌倉期から支配した安藤氏は永享 4 年（1432）

に戦いに敗れ北海道へ落ちており，このことが，前潟の

土砂の沈殿とともに影響したと考えられる。江戸時代は

西廻り航路の上方廻米が鰺ヶ沢からとなったため，鰺ヶ

沢への中継港となった。

安濃津

伊勢国安濃郡（現：津市）の安濃川・岩田川河口付近

にあった港，またその町。11 世紀にはすでに確認され

るが，江戸時代に入ると「津」と呼ばれるようになり安

濃津の用例は減る。中世の三津の一つ。鎌倉から室町時

代にかけて安濃津御厨がみえることから伊勢神宮へ魚貝

を納めていたことが確認される。室町期から永禄 11 年

（1568）の織田信長の侵攻までは国人領主長野氏が影響

を及ぼしており，警固関が設けられていた。大永 2 年

（1522），荒野となっていることを連歌師宗長が記してい

ることなどから明応 7年（1498）の地震によって壊滅し，

江戸期の中心となる岩田川北岸へ町が移ったとされてい

るが，実態は明らかではない。

兵庫津

摂津国菟原郡
うばらぐん

（現：神戸市兵庫区）の港，またその町。

奈良時代に行基が築いたとされ，平安末に平清盛が日宋

貿易の拠点として整備をした大輪田泊に起源をもつ。12

世紀初めから兵庫荘があったことから平安末頃より兵庫

津，兵庫嶋と呼ばれるようになった。建久 7 年（1196）

重源が東大寺大勧進として港整備のための徴税を認めら

れ，その後延慶元年（1308），東大寺が徴税権を得る。

『兵庫北関入船納帳』は文安 2 年（1445）のこの徴税台

帳の一つと考えられる。日明貿易の拠点としても栄えた

が，応仁の乱で戦火に巻き込まれ，遣明船の拠点が堺に

移ったことにより衰えた。17 世紀後半になると，西廻

り航路の発達により繁栄を取り戻し，幕末の神戸港開港

へと受け継がれる。

小 浜

若狭国遠敷郡（現：福井県小浜市）の地名。古代の国

府が近隣にあり，京都の日本海側の外港として敦賀とと

もに栄えたと伝えられるが，地名そのものの初見は鎌倉

末期の乾元 2 年（1303）であり，今
いま

富
とみ

名
みょう

の港としてこ

の頃から発展したと考えられる。南北朝期には，港での

関税徴収や問丸が確認され，室町期には，博多から津軽

までの日本海交易だけでなく，東南アジアからの南蛮船

も寄港する。16 世紀に入ると領主の武田氏が在住する

ようになり，背後の後瀬山城が整備され城下町としての

様相をみせ始め，江戸初期まで木下氏，組屋氏などが初

期豪商として活躍した。また江戸期には酒井氏 12 万石

の城下町として栄えた。

問・問丸

主として中世に，重要な港などに存在した荘園年貢や

商品の運送，保管，中継，売買に従事した業者。初見は平

安末期で，京周辺の港あるいは渡河点であった山城国桂，

淀，木津に確認される。荘園からの年貢運送に関わる史

料に多く見られ，「問職」とも記されることから荘園の職

の一つとして業務を行っており，運送の長い区間を担う

ものと港での荷縦程度を行うものがいたと考えられる。

鎌倉末頃からは年貢運送だけではなく，その販売や関銭

の代理徴収，商品の運送・中継などを行う。また流通の

発展につれて，特定物資の卸売りを主たる業務とし，戦

国大名と結びつくものもあった。独占的になったものは

座とともに楽市楽座令で禁止され衰えたが，卸売など特

定の業務のみに特化し問屋として成長するものもあった。
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津
つ

，湊
みなと

，泊
とまり

はそれぞれ現在の「港」を意味し，川岸

や海岸に位置する。場所により特定の名称が用いられ

る。湊は「水門」を意味し，深い入り江や河川を利用し

た河港に用いられることが多い。これに対し，津は一般

的な港に用いられ，泊も同様である。ただし，現在に残

る地名では，泊は北海道，青森，沖縄と佐渡を有する新

潟に多く残され，島嶼部との関わりが推測される。津・

湊・泊には，その港の利便性や後背地との関わりによっ

て，港町が成立する。

日本中世の代表的な港としては，鎌倉時代前期の貞応

2年（1223）に成立を仮託し，兵庫・土佐浦戸（高知市）・

薩摩坊
ぼう

津
のつ

の代表者がつくったとされる日本最古の船に関

する法規『廻船式目』に載せられる三津七湊がある。三

津は安濃津
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，博多津（福岡市），堺津（大阪府）であり，

七湊は越前三国湊（福井県坂井市）加賀本吉湊（石川県

白山市），能登輪島湊（石川県），越中岩瀬湊（富山市），

越後今町湊（新潟県上越市），出羽土崎湊（秋田市），津

軽十三湊
とさみなと

である。七湊は，京の日本海側の外港にあたる

小浜・敦賀から北の日本海航路の主要港を示しており，

これらの港が繁栄した時代などを考慮して『廻船式目』

の実際の成立は室町末から戦国時代にかけてと考えられ

ている。なお三津については，堺に代えて坊津をあげる

ものもある。

港町の構造

港には，渡船，荷の上げ下ろしや保管業務のための業

者である問
とい

・問
とい

丸
まる

が発生した。また商品流通の発展によ

り，モノや人が集まり，輸送業者の馬借（⇨馬借・車借），

卸売業者，小売業者などが集まり，港町を形づくって行

く。一方で，整備を行うため関が設けられ，通行税や入

港税が徴収された。その利権を求めて荘園と同様に支配

権が発生することになり，兵庫津
ひょうごのつ

における東大寺，興福

寺・春日社のような領主を生んだ。伊勢桑名が「十楽の

津」として知られるように，武家権力を排除したいわゆ

る自治都市もみられ，港町は城下町とは異なり，経済的

に誕生した都市であったといえよう。しかし，荘園制の

衰退による寺社権力の衰えもあり，武家権力も港の特権

に着目し，港町に拠点をおく領主も現れる。

港町研究の進展

中世の非農業民に着目し，中世都市を論じた網野善彦

は，海上や河川交通が交通体系の基本であった明治以前

は，現代では孤立していると考えられている島嶼部にあ

る津，泊こそが交通の要衝として非常に繁栄した都市お

よび都市的な場であったとし，港町が日本中世における

代表的な都市の一つであると位置づけた。またその点

が，都市の大部分が城下町となる近世都市とは異なる中

世都市の特性である。

そして港町が都市として注目されることになった契機

の一つに，1961 年に始まった草戸千軒町遺跡（広島県

福山市）（⇨草戸）の発掘がある。13 世紀後半から 16

世紀初頭にかけての集落跡そして数々の遺物は，当時の

集積地としての港町の力強さを示し，畿内以外でも中世

都市が幅広く存在していたことを知らしめた。また，も

う一つの注目の契機となったのは『兵庫北関入船納帳』

の発見である。従来知られていた文安 2 年（1445）正月

2 月分に加え，3 月以降のものが林屋辰三郎によって発

見され，通行税の収納帳簿ほぼ 1 年分がそろい，1,900

隻を超える船が東大寺領兵庫北関（神戸市）に入船した

ことが明らかになった。これにより瀬戸内海の港町の規

模や産物が明らかになり，港町への関心が一層進んだと

いえよう。その後，金沢文庫文書に残される，武蔵品川

に関わる「湊船帳」の研究などを通じて港町の研究が全

国的に広がったといえる。

京周辺の問丸の確認される港津一覧

●：史料上も問（丸）と確認できるもの，□：問（丸）とは

出てこないが存在が確実なもの
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坊 津

薩摩国河辺郡（現：鹿児島県南さつま市）の地名。東

シナ海に面する港。6 世紀創建と伝えられる龍巌寺（後

の一乗院）がその名の由来という。唐の僧鑑真が奈良時

代に上陸した場所がこの北部と考えられ，遣唐使の寄港

地と伝えられる。地名そのものは鎌倉時代からみえ，北

条得宗家被官がこの地の代官であった。室町期に入ると

島津氏の支配下で日明貿易や琉球渡海の基地として発展

し，東南アジアからの南蛮船も入港し，九州では博多と

並ぶ港となった。近世に入ると寛永年間（1624〜1644）

の鎖国令により衰えたが，一方で薩摩藩の密貿易の基地

となり，享保年中（1716〜1736）の一斉取り締まりによ

り漁港となった。

十三湊

青森県五所川原市に中世にあった港，またその町。現

在の地名は十三
じゅうさん

。岩木川河口の十三
じゅうさん

湖
こ

と下流の前潟の

間の砂洲に発達した。北海道と結ぶ本州側北端の港とし

て，中世の日本海側を代表する七湊にもあげられる。地

名が確認できるのは，14 世紀に下るが，1991〜1993 年

に行われた国立歴史民俗博物館による学術調査を契機に

12 世紀後半から 15 世紀半ばまでの港町であることが判

明した。鎌倉期から支配した安藤氏は永享 4 年（1432）

に戦いに敗れ北海道へ落ちており，このことが，前潟の

土砂の沈殿とともに影響したと考えられる。江戸時代は

西廻り航路の上方廻米が鰺ヶ沢からとなったため，鰺ヶ

沢への中継港となった。

安濃津

伊勢国安濃郡（現：津市）の安濃川・岩田川河口付近

にあった港，またその町。11 世紀にはすでに確認され

るが，江戸時代に入ると「津」と呼ばれるようになり安

濃津の用例は減る。中世の三津の一つ。鎌倉から室町時

代にかけて安濃津御厨がみえることから伊勢神宮へ魚貝

を納めていたことが確認される。室町期から永禄 11 年

（1568）の織田信長の侵攻までは国人領主長野氏が影響

を及ぼしており，警固関が設けられていた。大永 2 年

（1522），荒野となっていることを連歌師宗長が記してい

ることなどから明応 7年（1498）の地震によって壊滅し，

江戸期の中心となる岩田川北岸へ町が移ったとされてい

るが，実態は明らかではない。

兵庫津

摂津国菟原郡
うばらぐん

（現：神戸市兵庫区）の港，またその町。

奈良時代に行基が築いたとされ，平安末に平清盛が日宋

貿易の拠点として整備をした大輪田泊に起源をもつ。12

世紀初めから兵庫荘があったことから平安末頃より兵庫

津，兵庫嶋と呼ばれるようになった。建久 7 年（1196）

重源が東大寺大勧進として港整備のための徴税を認めら

れ，その後延慶元年（1308），東大寺が徴税権を得る。

『兵庫北関入船納帳』は文安 2 年（1445）のこの徴税台

帳の一つと考えられる。日明貿易の拠点としても栄えた

が，応仁の乱で戦火に巻き込まれ，遣明船の拠点が堺に

移ったことにより衰えた。17 世紀後半になると，西廻

り航路の発達により繁栄を取り戻し，幕末の神戸港開港

へと受け継がれる。

小 浜

若狭国遠敷郡（現：福井県小浜市）の地名。古代の国

府が近隣にあり，京都の日本海側の外港として敦賀とと

もに栄えたと伝えられるが，地名そのものの初見は鎌倉

末期の乾元 2 年（1303）であり，今
いま

富
とみ

名
みょう

の港としてこ

の頃から発展したと考えられる。南北朝期には，港での

関税徴収や問丸が確認され，室町期には，博多から津軽

までの日本海交易だけでなく，東南アジアからの南蛮船

も寄港する。16 世紀に入ると領主の武田氏が在住する

ようになり，背後の後瀬山城が整備され城下町としての

様相をみせ始め，江戸初期まで木下氏，組屋氏などが初

期豪商として活躍した。また江戸期には酒井氏 12 万石

の城下町として栄えた。

問・問丸

主として中世に，重要な港などに存在した荘園年貢や

商品の運送，保管，中継，売買に従事した業者。初見は平

安末期で，京周辺の港あるいは渡河点であった山城国桂，

淀，木津に確認される。荘園からの年貢運送に関わる史

料に多く見られ，「問職」とも記されることから荘園の職

の一つとして業務を行っており，運送の長い区間を担う

ものと港での荷縦程度を行うものがいたと考えられる。

鎌倉末頃からは年貢運送だけではなく，その販売や関銭

の代理徴収，商品の運送・中継などを行う。また流通の

発展につれて，特定物資の卸売りを主たる業務とし，戦

国大名と結びつくものもあった。独占的になったものは

座とともに楽市楽座令で禁止され衰えたが，卸売など特

定の業務のみに特化し問屋として成長するものもあった。
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