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－福王寺境内及びその周辺の石造物調査－ 
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益田市教育委員会 

 



例  言 

1. 本書は、文化財総合的把握調査事業の一環として実施した益田市中須町福王寺境内及びその周 

辺の石造物調査の報告書である。 

2. 調査の経過は以下のとおりである。 

  平成２６年度  福王寺境内墓地等の中世石造物の確認 

  平成２７年度  福王寺境内墓地の中世石造物の実測と石材の鑑定 

  平成２８年度  福王寺境内墓地および周辺墓地の実測 

3. 調査は次の組織で実施した。 

  事務局 

  木原 光（文化財課課長兼歴史文化研究センター長）、石田 公（文化財課課長補佐 平成２７ 

年度まで）、桐木恵子（同課長補佐 平成２８年度から）、山本浩之（同主幹）、長澤和幸（同指導 

主任）、佐伯昌俊（同主任主事）、 

  中司健一（同歴史文化研究センター主任主事） 

  調査指導者 

  狭川真一（公益財団法人元興寺文化財研究所副所長） 

  西尾克己（元島根県古代文化センター長） 

  赤澤徳明（福井県教育庁埋蔵文化財調査センター次長） 

  中村唯史（島根県立三瓶自然館サヒメル企画情報課課長代理） 

  調査員 

  長澤和幸、中司健一、佐伯昌俊（益田市教育委員会） 

4. 実測図・写真・拓本等は益田市教育委員会文化財課（益田市常磐町１番１号）で保管している。 

5. 調査にご協力いただきました浄土宗金亀山福王寺、各墓地の所有者、ご助言をいただいた狭川真

一、西尾克己、赤澤徳明、中村唯史の各氏にお礼申し上げます。 

6. 石材全般については中村氏に、日引石については赤澤氏にそれぞれご教示をいただいた。 

6. 石造物の実測・トレースは西尾氏指導のもと佐伯が行い、本書の執筆・編集は中司と佐伯が行っ 

た。 

 

第 1章 調査の目的

中須東原遺跡は、「中世の港湾遺跡で、港を中心に展開した町の街区が良好な状態で残る等、その

構造が判明する希有な遺跡。また、『益田家文書』と発掘調査を併せ検討することにより、中世の港

湾遺跡の成立と展開や、港湾を利用した交易の内容まで知ることができる遺跡」として、平成２６

年３月１８日に国の史跡に指定された。 

 この中須東原遺跡の北西に隣接する福王寺の境内とその周辺には、十三重塔（島根県指定文化財）

をはじめ、五輪塔・宝篋印塔・小型板碑などの中世石造物が多数存在し、その石材には花崗岩、日引

石（福井県）、福光石（大田市）など多様なものが見られることから、これら石造物の搬入状況も中

世の益田がどのような交易ネットワークの中にあったのかを考える重要な手がかりと言える。 

 益田市育委員会では、平成２６年度から２８年度まで、この福王寺境内とその周辺の中世石造物

について研究者の指導を受けつつ現地調査を実施した。本報告書はその成果をまとめたものである。 

表紙写真：日本海から益田平野を望む（砂丘帯に面して中須東原遺跡、福王寺が立地する） 



第 2章 調査の概要 

 第 1節 調査の方法 

 現地調査にあたっては、調査対象地における石造物の分布状況を確認し、墓群ごとに仮番号を付

けるとともに、中須東原遺跡地形図を基に地点を記録した。また、群ごとに調査カードを作成し、デ

ジタルカメラで写真撮影を行った。 

 第 2節 石造物の分布状況 

 中須東原遺跡は高津川・益田川河口域に存在した潟湖的水域の縁辺部に位置していたと考えられ、

遺跡背後には標高約６ｍの砂丘が存在する。今回調査対象とした石造物は、この砂丘上および遺跡

に隣接する福王寺境内にまとまって存在し、大きく９つの墓群に分けられる（第２図・３図）。 

 第 3節 確認された石造物の概要 

 確認された中世石塔には、一石宝篋印塔、組合せ宝篋印塔、組合せ五輪塔、小型板碑がある。その

他、多数の近世墓標が存在するが、全体数の把握には至っていない。以下に概要を示す（第４図）。 

○福王寺十三重塔 すでに指摘があるように、同様の十三重塔が西大寺系律宗の教線および交易ネ

ットワークが展開する過程で、その拠点となった寺院に造立されていることから、中世の益田にも

それが及んでいたことを示唆するものである。 

江戸時代に中須浜崎の寺屋敷からばらばらの状態で十一層分が発見されたと伝わるが、相輪と一

層分と考えられる残欠も傍らに存在する。また、現状、初層軸として置かれている石は、本来は近く

にある巨大な五輪塔水輪とセットになる地輪と考えられ、本来の初層軸は十三重塔の前に置かれて

いる大きく刳り抜かれ、「享保十四年六月九日九重宝塔建立」と刻字（後刻）された石と考えられる。 

○五輪塔 完形品はないものの多数の残欠がのこる。２／３以上を占める花崗岩製のものはかなり

大型のものもあり、益田兼見墓<東町>・益田藤兼墓<七尾町>（ともに市指定文化財）と同様に、南北

朝時代に日本海交易によりもたらされた石造物としてその位置づけを考える必要がある。また、「元

徳二年七月」（１３３０年）銘の地輪（群番号 2-10）は、現時点で把握されている益田市内の中世石

造物では唯一の紀年銘資料である。また、日引石製のものと思われる火輪も見られる（群番号 9-2）。 

○宝篋印塔 宝篋印塔も完形品はなく残欠ばかりであり、

その点数は五輪塔に比較して少ないが、特徴的なものがそ

ろっている。境内に並ぶ相輪・笠・基礎（群番号 2-12・13）

は、日引石製（福井県）の可能性が高い。ただし、格狭間内

部の装飾部分が二段に彫られており、このような日引石製

品は他に例を見ないという。もう一つ特徴的なのが、福光

系石塔で、組合せ式の笠が２点、一石宝篋印塔が４点見ら

れる。このうち、笠１点と一石宝篋印塔１点が福光系石塔

でもやや古い時期（１６世紀末頃）に位置付けられる白色

凝灰岩製（大田市）である（群番号 2-14、6-1）。 

○小型板碑 計５点あり、地蔵２体のものが２点、１体の

ものが３点ある。このうち、日引石製のものと考えられる

のは１点のみで（群番号 3-1）、それ以外は、頭部の浮き彫

りが大きく、顔も丁寧に作られているなど、日引石製のも

のに比べ精巧なつくりとなっている。
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第 3図　群番号 2　石造物配置図
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表 1 福王寺境内及びその周辺の石造物一覧表 

 

形態１ 形態２ 石材 群番号 備考

層塔 十三重塔 花崗岩(ピンク) １－１ 軸部は五輪塔（地輪）か

五輪塔残欠 火輪 花崗岩(ピンク) １－３

五輪塔残欠 火輪 花崗岩(ピンク) １－４

五輪塔残欠 火輪 花崗岩(白) １－５

五輪塔残欠 空風輪 花崗岩(ピンク) １－６

五輪塔残欠 空風輪 花崗岩(ピンク) １－７

一石宝篋印塔 相輪部欠 緑色凝灰岩(福光石) ２－３ 第３図掲載

宝篋印塔残欠 基礎 緑色凝灰岩(福光石) ２－３

五輪塔残欠 地輪ヵ 花崗岩(ピンク) ２－９

五輪塔残欠 地輪ヵ 花崗岩(ピンク) ２－９

五輪塔残欠 水輪 花崗岩(ピンク) ２－１０ 第３図掲載

五輪塔残欠 地輪 花崗岩(ピンク) ２－１０
元徳二年七月銘。
第３図掲載

宝篋印塔残欠 相輪・笠 安山岩(日引石) ２－１２ 第３図掲載

宝篋印塔残欠 基礎 安山岩(日引石)と思われる ２－１３ 第３図掲載

宝篋印塔残欠 笠 白色凝灰岩(福光石ではない) ２－１４ 第３図掲載

五輪塔残欠 空風輪 緑色凝灰岩(福光石ではない) ２－１４

宝篋印塔残欠 宝珠
火山岩(安山岩よりも流紋岩に近
い。デイサイトヵ)

２－１５

五輪塔残欠 火輪 安山岩(日引石) ２－１５ 第３図掲載

五輪塔残欠 地輪 安山岩(デイサイトヵ) ２－１５ 第３図掲載

五輪塔残欠 水輪 花崗岩(白) ２－１７

五輪塔残欠 水輪 花崗岩(ピンク) ２－１８

五輪塔残欠 水輪 花崗岩(ピンク) ２－１９

五輪塔残欠 火輪 花崗岩(ピンク) ２－２０ 第３図掲載

五輪塔残欠 地輪 砂岩 ２－２０

五輪塔残欠 水輪 デイサイト(２-１５と同じ石ヵ) ２－２１

五輪塔残欠 水輪 砂岩 ２－２１

五輪塔残欠 地輪 安山岩(日引石ではない) ２－２２

五輪塔残欠 水輪 花崗岩(ピンク) ２－２３

五輪塔残欠 水輪 花崗岩(白) ２－２４

五輪塔残欠 水輪 不明 ２－２５

五輪塔残欠 空風輪ヵ 不明 ２－２６

板碑 地蔵が２体 安山岩(日引石) ３－１

板碑 地蔵が１体 安山岩(日引石) ３－２

五輪塔残欠 火輪 花崗岩(ピンク) ３－３

五輪塔残欠 水輪 花崗岩(ピンク) ３－４

板碑 地蔵が１体 安山岩(日引石) ４－１

一石宝篋印塔 笠部のみ 白色凝灰岩(福光系) ６－１ 第３図掲載

板碑 地蔵が２体 安山岩(日引石ヵ) ６－２

板碑 地蔵が１体 安山岩(日引石) ６－３

五輪塔残欠 空風輪 花崗岩(ピンク) ８－１ 第３図掲載

五輪塔残欠 水輪 安山岩(日引石ヵ) ８－２ 第３図掲載

宝篋印塔残欠 笠 安山岩(日引石ヵ) ８－３ 第３図掲載

宝篋印塔残欠 笠 安山岩(日引石ヵ) ８－４

五輪塔残欠 火輪 花崗岩(ピンク) ９－１ 第３図掲載

五輪塔残欠 火輪 安山岩（日引石） ９－２ 第３図掲載

五輪塔残欠 火輪 花崗岩（ピンク） ９－３

五輪塔残欠 地輪 花崗岩(ピンク) ９－４

宝篋印塔残欠 笠 緑色凝灰岩 ９－５

一石宝篋印塔 笠部のみ 緑色凝灰岩 ９－６

一石宝篋印塔 笠部のみ 緑色凝灰岩 ９－７
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        群番号２ 近景          群番号２ 組合せ宝篋印塔（日引石製） 
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群番号２ 福光系組合せ宝篋印塔（白色凝灰岩）     群番号３ 小型板碑 近景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

群番号４ 小型板碑 遠景         群番号６ 福光系一石宝篋印塔 遠景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

群番号８ 組合せ宝篋印塔（笠）と       群番号９ 五輪塔（火・地輪）と福光系 

五輪塔（空・風・水輪） 近景        組合せ宝篋印塔・一石宝篋印塔 近景 
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