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1. この冊子は、平成26年 10月22日～平成26年 12月26日まで奈良市埋蔵文化財調査センターで開催する、平成

26年度秋季特別展「建る大寺一大安寺発掘調査成果展一」の解説パンフレットです。

2.掲載写真は、奈良市埋蔵文化財調査センターが撮影したものと、佐藤右文氏が新規に撮影した写真（4・16～19・

21～26・28～34・36・37）を利用しました。

掲載写真は、展示品のすべてではありません。

4.本書の執筆・編集・レイアワトは、埋蔵文化財調査センター職員の協力のもとに、安井宣也が行いました。
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「大寺』大安寺

平城京左京六条四坊・七条四坊にかけて 15町の寺域を占めた大安寺は、 639年（静明 11）に天皇の発願による百済

大寺に始まり、天武天皇の高市大寺、大官大寺を前身とする天皇と王宮を護持する官寺筆頭の「大寺」でした。

平安時代以後、数度の火災によって壮大な伽藍を失い、近世初めには衰退しましたが、地下に残された遺跡は 1921

年（大正10）に東西の大塔跡が史蹟に指定され、 1968年（昭和43）には旧境内全域が国史跡に指定されています。

大安寺の発掘調査は、 1954年（昭和 29）の南大門・中門地区の調査が最初で、 1981年（昭和 56）以降は奈良市教

育委員会が継続的に行っており、 30年間の発掘調査により、「大寺」大安寺の様相が明らかになってきています。
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大安寺の旧境内と伽藍 （1/400、上が北）
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接された吉積

犬家＠時守熔向転は、古墳時代中郷俗世記命理由時前方司監阿績で島高杉山古墳｛金義豊島I剖叫が島紗ます.1~7 

"' c突事Iめの欣安守備嘗線量時機包灘働側w下、，UI曲目が’Eす f池持母JI~積書するとみbれ":I!す．
I~舶吋舵年｛事成立～喝の.丘寓倒的』閣僚・外援続開発舗贋去で球、外婦にtt＂＇－られていた緩絡が、＊員削tに』聞

織内I~技量障害れていたことがわか努事Lた．集.Ii:目前方秘的駒場婦は貴公寺骨造営で馴らn.. 衆車時代後半かも平安

鈴ftt~:ui~•t-nています• I隅•IH年｛平成5・6)4'信指抱慎重f""6 Jr, (l吋畢噛陪棺克繊＃具つ車市、司階下

戎岬蕊織であるとc前磁調摩されています．
なお、杉山富携帯南方的損’..蜜では古墳時代申織唱t•の銀蔵書量も出土して4惨事、周辺に除守骨造世に停令て.さ

れた古墳が－~も島。たも時l;;.U>れ~す．

I. 輔山吉積・唖山耳灘 q，恥~） s. 輔山誕•Ht犠｛庸酔~）

~.杉山富壌の車離埴輪 4市捕定式侃隊｝ ι軍調閣の担保から出土した国崎＇JC
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大安寺の伽藍

[t・・E握E 『大安守式sk噂ばれるもので、肩車大内・命m ・金量t·Hlll南北に..ぴ、そのJll'. ，百・ t•置に後
大な僧援が121t$れ、東西両暗~blll大問時卿方にZ畠ちまナ．これまで！：：II'大m ・中内·•怠e鎗綾・儀後・僧E’・ 2民

事宮前絡が免相嶋蛮書れ、『宮E蛾儀Iに毘織がない:I:胃"19"I!!小子房骨婚情出身見事れています．ゐ底的‘績は積灰店

時明石を用いll:ti'.J::llilj.誌縫で、一樹P虫沼耳書み~ei..て修噂されています..着時大平成紋曹取られています．

6.甫火”の証書I（主曹から｝

＠．亀車'l'lll骨轟.《櫛暫定、~）

1.百帽のお鎌｛膚置から｝



5

E寓俊噂曲事干罵3 犬繁守的責貰胸骨稼JC枕、大宮実制;ffJl.左右割IXll（来湯府弊手術〉でfl!られた率緩1ir』肺野
瓦であ払その後拡平織曾』肺野Jtを..主し、瓦申筋書量的E事事 i!'. しと紋割庫品...民主令て、犬繁守で最も•＜出土す

る『大安骨式j耕出現するとみられ告す．司直弁難麟紋舟肝鼻JO:、今時国置のような中心締り主連続した府軍事定申糠帯Ji:

t特僚とす尋『大安守式j静・Xは、これまでに曽bれて骨たよう事大安守の剣苅時的J;ではな〈、議員時代中期以勝

記4国務や怠婚に使械、定瓦だと噌え器ことがで曹まれ

3.官官女寺戎 9.平線宮司匹

同．大問式 II.旨制U肺

E禽Jtl:‘＊4')Jt] II調書で出土した黛ltr:t乎按望書棺も骨k結集なる『甫穆七大守式JK停ばれ皐もめで‘下島ご

聖火〈車萄が総量司・3与、周回1：線量産者連ねます．また、前大向勝かb出土する綜平瓦には溺骨のものよFも大曹なも

のがあ書、 Ill大門的機胤専用申．耳障 (Itt:. t.fl lL t＇，えられてい奮す．

I~. 舟:r. （伽創出圃出主主

1宮西織のIll瓦 14.際大門的解平・Ji:（禽｝
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, ..鴨代血飾骨Kl 平安時代に大安司砂は歎a:特大災I~遭いますが、その都It、修塩事れます．平安時代後期の

修灘崎に給剤湖&!C時中m拘を巴般で傭畢軒丸JI:が用いられていま示、

鎌倉時代後刻匝館、禽大．略字自陣kして知られl:i集住i;1.大量E・骨司王量とな。て黛調ーなど申動臨時鯵鑑在行。たことが

知られて拍号、 f大祭場Jキ f大摩守繁司書』とい。たx半世入品たJl:lll.東繕sーから出土し章す．

』E：手lR時株犠錦時事責Jt

車 g練会骨骨醜鱒時軒篤

16. 'l'lR ·•金時代の樟禽曹の嶋E

＂＂剖絢・ーと Ul •·・司書成語壇がー沼紛れ皿で七強調書であったこ／，;lit知られてい輩す. i匝員鈴代融調書とし

ては銀大守に次ぐも申で、大量官守的由自身であ器冨務大守や大宮大守時九怠調書とい令在大域的伝艇を嫌いでいるものと

みられ主す．高司書は早安時代持参掛＂＇ （叉層的、東調書It級金時代町~仁年間（U闘吋蹄1) I~，，火守鎗亡したとみられ

ます• W：織の’軍縮慎重で段、軒先を傭畢... 片c、塔頂時制輸咽...水量~·皿•:111出企しました噂 ... ，は償金世良

<l!t哲、調書時金具謝申巨大さからも大変骨骨大調書劫戚海がうかがうことがで世主す・．

主主g 広舗

上申： a・，，，紙.it

下g a鎗舟帯材

G匝面3

日相輪帯構材



7

・－

11.相柚に.t!t:>れ1tJU・ 時．’E・0嶋先の，a・
I金’t・n持軍iC鱒土骨遁唱曲3 19崎｛昭和‘I) 革i:::•~国立文似鱒唱揮党房【塑時〉部大量E寺小学校時枝合政調臨

に伴い策調臨し先発銅線量守』章、金堂鯵と，:a車時岡田I~大量匝申椅亡時的途絶で充潟l-1ヒ土統がが唱Eし、そ時刻混I~土

緩令吹縛が広'if.ってい畢こkがわか号、第土層険制領事ll) 年申鎌倉鍵亡に停うものk考えられてい寵l-~.

2013事｛串lit25）に綬金解体障停う織衛’..でもこの鎗主..t: ..し、ぬ土からf割館仏民総局したとみられる金串、

盆内隼厳骨ためのガラス片キ軍司置、仏像時集a慢などが斯たに.ltっか事ました• II栓拠前半崎土鱒島組片聖書むことか

ら、鈍士』画放流乞ji:(I叫？〉事的火災に伴うも砲で、法”は金Itに伶う可鱒健在考え皐ζk揖できます．

~～～『~
轟轟

• 
ガヲ＝‘翁唱島民。 、

11ラスヨE 水晶玉

-

． 

-・・-. －・畠‘・‘・...，・ー，e・‘・
·~ ＇‘’.. 

‘ 
‘ 事色された積検庁

事事総主製品

18，金量e篇量柑涯の鈍企締め出土滋抽
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r.：－.例e・‘’tl H町大円相属安では， ~UU：等書大lt像的魁織の破片が~1aずつ出土してい寵す．

怠 g m蝿の聾

車： 等a完立4匝の繍

21>. 111.大例郁出土の淘像，v

唐三事・豪良三号・録制・厩鞠

w三・・lltl 大安寺唱会金鯵i:•堂筋開聞に広が轟総主.から？章、 19帽縄和4昨年相震まで豊島宮崎片、 2013

di' C平成2防相勢舗前進で嫌たにお制片特恵三厳割面総片が出土し、H普から鱒来事れll:llf .=:.t障がこれ認I!，，＜倒主す晶

逮’側責安寺以外位法，，’ませんー Ill主す尋清三割陸時障とんどは方形・中堅持嶋ぬ拍破片で、理事代位続行l.~1111

弁務まなE申文織が簸されるも棺令、銀血告主曙ばれ皐銀世士申揚鳩のも11)も晶君、回圏直骨量llil三.時4属候.!iiも占師土し

でいます．大変守の浪費に鱒わ令た俗、 ii擁が腐から婦偏した 71!.. （義河g:i）に鶴来l.1::可鎗栓が鳴いと考えられ

てい＊す．

監：4a綱
島
V

、， l

国．円
例
区
目

21. 事主事まな·•::Ml!紘

... 司・F

雪~~空 ~~SA - a 

d 写 L 彊E垂•：
’.；：，：，言語

-
• • 

” 
容か

制 l#E撃情晴！伯母 l: 

高島三鯵1111:出

離骨悟串
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Di験a串先Xl a償問貯金.Itあ愚いは鱒leめ岳＊先I~争付けたニ鯵時畿地先瓦句。、絵絹~溌明軸脅’躍した筒

形的地盛本!Uc線灘主機織を鎗1.:1'<.~方形時帰舗法主!Uがあ静ます．織舗で自陣いた固持稼放n康三拶掬拾の紋織に録

。た可由民齢制、署量制陵ゆ三鯵鎖作結締申~とも慣わる可鎗犠掛坊主bれ~唱＂·

、
』』

＼ 

紅側蜘崎

蹄a 円買＇e方形の踊醐喰虫魚耳（.I:陪編組3

U脂a:=t11.i:a刷111•1 ll!.a.三Ill丸掲路島時代に.三＊の織作事車術者集線して調量。t筒磁の篤職陶器量で、大安守

で獄事時点以上出土してい奮す．綜・瓜め穂、•·托・縛炉·•：などもが島号、仏供J亀主みbれ主す．

24.. 害復~... ~市員三.. 
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周辺守地

/;;: 1t.自副院

＠：蝿稀陶器辞

書 g民瀬陶繕

組．車員時持家骨骨輔陶器障

nu・・e織鋤・原浦，••I 奈良時代

索以降、三割陣鳥鯵t.t鯵くなり、中傷から繍楽

された，，·•'I'白鼠砂金•llC （鏑・且｝ふそ

れら聖捜したとみられる留置I＜！＞・稀悔場骨反

締除草量骨量穆績が現われ，tす．大安守でも仏

事で思いられたと専られ、主4曽勝やそ申鱒ill

錦亭実秘蔵の陶磁場 で総主していま示、

大変噂申愈調臨時刻固には、骨密接縛寸るための大－~闘齢、金電機、麹鵬、花掴騰などがあることが F灘樹儀J

に飽きれ、そ停位留が檎定書れていますが、指抱慣牽によ払.：：.章、主で梧檎定を』iill'す必要も凶て~てい寵す．

I鋼嘗喝事個開第61次’..では井戸から総本した8

怯li!<I>頃の土舗は禽輝鳩~~島く、『大携帯』「大捜噂~

調書』等め蛍鳴士緩々 嘱ll・付札等の＊’Eもま白土しました．
杉山古墳筒西宮事的鱒濠内かち穏や転漏司直も轟〈出土する

ことから、寺内的自常生活や物資町線建壷強う専務場胸

骨『務所Sなどを宮令『大帯豊富』時穆在がうかがえ、杉

山台穫の蕊織かbは『修理所』申存在も織慰で曹ます．

貯..町次質量糠’抵

28. • li1 "'8E泊康

揖..肝次提.人滞
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制..再開紋虜葺木簡 (..t事

車：持議席補 事：思郷木書簡

甜..酔d 蜜婦書士司陣

'2. j，軒宮前車事場

A翠孟

拍。鵜llと録期磁｛事調高置は桜山古撹.ill‘舗土｝ 肱杉山古渡刻議鋪土浄需•＞本週民e 何鎗扶土S園品
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lt・・暢••l 棋揚蹄・l次鱒書で雄、議塩飽仰の... 

. 外舗や場.み申弁戸前検出さま弘之申付滋に型脱＃存

在1..1ヒ可鎗怯＃島9*i炉• II制攻衝窓で陪『集線』申!I

’土郵＃出土しており、剣Iii申双方は請書畠時代末に仮調t

ヌ宣車骨S畠で r!:ii＇子大網直属JI:尊ばれた皐良護軍準金ん事E

f車置島Jが嘗まれた可密性が考えられます．

話a 棋錫蝿－I~書量車外線鎗弘縛書店みの弁戸｛右）

ネ

拡信制官笥竃 倒民』・f究明め鋤唱F土曜降

， 

‘大二S揖傘帯主

訂．係留倹調阻E r犬二三舶の．唱防局噂
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展示品目録

残された古墳
写真

種類 出土地 調査次数 所在地 年代 点数
番号

2 家形埴輪 杉山古墳（外提） DA44 大安寺四丁目 5世紀 1 

4 平瓦（溶着） 杉山瓦窯（灰原） 大安寺四丁目 9世紀 1 

大安寺の伽藍
写真

種類 出土地 調査次数 所在地 年代 点数
番号
8 軒丸瓦（大官大寺式） 北東中房跡 DA63 大安寺一丁目 7世紀 1 

軒平瓦（大官大寺式） 寺地・伽藍北側 大安寺四丁目 7世紀 1 

9 軒丸瓦（平城宮系） 寺地・伽藍北側 DA6 大安寺四丁目 8世紀 1 

軒平:a（平城宮系） 杉山瓦窯（包含層） DA58 大安寺四丁目 8世紀 1 

10 軒丸瓦（大安寺式） 北東・北西中房間 DA73 大安寺二丁目 8世紀 1 

軒平瓦（大安寺式） 北東・北西中房間 DA73 大安寺二丁目 8世紀 1 

11 軒丸瓦（西塔創建時） 西塔跡 DAlOO 東九条町 9世紀 1 

軒平瓦（西塔創建時） 西塔跡 DAlOO 東九条町 9世紀 1 

12 鬼瓦（南都七大寺式） 西塔跡 DA105 東九条町 9世紀 1 

13 鬼瓦（商都七大寺式） 寺地・伽藍北側 DA62 大安寺四丁目 8世紀 1 

14 軒平瓦（南大門） 南大門跡 DA97 大安寺一丁目 B世紀 1 

15 蓮華巴紋軒丸瓦 寺地・伽藍北側 DA56 大安寺四丁目 12世紀 1 

巴紋軒丸瓦 経楼跡 DA81 大安寺一丁目 12世紀 1 

「大安寺」文字紋軒丸瓦 北京・北西中房間 DA73 大安寺一丁目 13世紀 1 

「大安寺」文字紋軒平耳 杉山古墳（周濠） DA44 大安寺四丁目 13世紀 1 

「大安寺塔J文字紋軒丸瓦 東塔跡 DA114 東九条町 13世紀 2 

「大安寺賓塔」文字紋軒平瓦 寺地・伽藍北側他 DA72他 大安寺四丁目他 13世紀 2 

16 水煙 西塔跡 DA105他 東九条町 9世紀 1 

露盤（板材） 西塔跡 DA105 東九条町 9世紀 1 

露盤（帯材） 西塔跡 DAlOO 東九条町 9世紀 1 

17 風鐸・風招（相輪） 西塔跡 DAlOO 東九条町 9世紀 各 1

風鐸（相輪） 西塔跡 DA105 東九条町 9世紀 1 

18 風鐸（軒先） 西塔跡 DAllO他 東九条町 9世紀 1 

19 金糸 金堂北側 DA133 大安寺三丁目 8世紀か 1 

ガラス片 金堂北側 DA133 大安寺二丁目 8世紀か 2 

ガラス玉 金堂北側 DA133 大安寺二丁目 8世紀か 3 

水品玉 金堂北側 DA133 大安寺二丁目 8世紀か 1 

彩色された漆喰片 金堂北側 DA133 大安寺一丁目 8世紀か 45 

螺髪 金堂北側 DA133 大安寺二丁目 8世紀か 15 

半球状土製品 金堂北側 DA133 大安寺一丁目 8世紀か 15 

20 塑像片 南大門跡 DA92 大安寺三丁目 8世紀 2 

唐三彩・奈良三彩・緑柚・灰紬

写真
種類 出土地 調査次数 所在地 年代 点数

番号
21 唐ニ彩陶枕 金堂北側 DA133 大安寺一丁目 8世紀 85 

22 奈良三彩陶枕 金堂北側 DA133 大安寺三丁目 8世紀 1 

23 施勅極先瓦 金堂北側 DA68 大安寺一丁目 8世紀 11 

24 奈良三彩陶器壷（復冗） 寺地・伽藍東側 DA43 大安寺一丁目 8世紀 1 

奈良三彩陶器托（大） 杉山古境（周濠） DA53 大安寺四丁目 8世紀 1 

奈良三彩陶器托（小） 寺地・伽藍北側 DA72 大安寺四丁目 8世紀 1 

奈良三彩陶器獣脚 寺地・伽藍北側 DA72 大安寺四丁目 8世紀 1 

奈良三彩陶器その他 伽藍・寺地 DA30・72他 大安寺二丁目他 8世紀 25 

25 緑軸単彩陶器椀（半分） 寺地・伽藍東側 DA29 大安寺一丁目 8世紀 1 

緑利単彩陶器羽釜 寺地・伽藍東側 DA29 大安寺一丁目 8世紀 1 

縁華由単彩陶器椀底部他 杉山古墳（周濠）他 DA53他 大安寺四丁目 8世紀 6 

26 中国産脊磁椀 西小手房跡 DA90 大安寺一丁目 9世紀 1 

中国産自磁椀 西面太房跡 DA60 大安寺一丁目 9世紀 2 

緑利陶器椀 西tJ、子房跡 DA28 大安寺一丁目 9世紀 1 

緑勅陶器皿 杉山古墳（周濠） DA53 大安寺四丁目 9世紀 1 

緑軸陶器香炉 西小子房跡 DA28 大安寺一丁目 9世紀 1 

灰勅陶器椀 西小子房跡 DA28 大安寺一丁目 9世紀 1 

灰紬陶器皿（大） 西面太房跡 DA60 大安寺一丁目 9世紀 1 

灰紬陶器皿（小） 西面中房跡 DA42 大安寺二丁目 9世紀 1 
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周辺寺地
写真
番号

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

種類 出土地 調査次数 所在地

漆紗冠 寺地・伽藍北側 DA57 大安寺四丁目

独楽 寺地・伽藍北側 DA57 大安寺四丁目

人形 寺地・伽藍北側 DA57 大安寺四丁目

土師 器 皿A 「大安寺左右酒」墨書 寺地・伽藍北側 DA57 大安寺四丁目

須恵器皿A 「大安寺」墨書 寺地・伽藍北側 DA57 大安寺四丁目

須恵器皿A 「大家」墨書 寺地・伽藍北側 DA57 大安寺四丁目

須恵器皿A 「大寺」墨書 寺地・伽藍北側 DA57 大安寺四丁目

付札木簡 「演芹J墨書 寺地・伽藍北側 DA57 大安寺四丁目

題集木簡 「亀六年難」墨書 寺地・伽藍北側 DA57 大安寺四丁目

土師 器 杯B 寺地・伽藍北側 DA57 大安寺四丁目

土師 器 皿A 寺地・伽藍北側 DA57 大安寺四丁目

土師 器 皿C 寺地・伽藍北側 DA57 大安寺四丁目

土師器椀A 寺地・伽藍北側 DA57 大安寺四丁目

須恵器杯B （転用硯） 寺地・伽藍北側 DA57 大安寺四丁目

須恵器杯蓋（転用硯） 寺地・伽藍北側 DA57 大安寺四丁目

須恵器皿A 寺地・伽藍北側 DA57 大安寺四丁目

須恵器壷A 寺地・伽藍北側 DA57 大安寺四丁目

須恵器壷H 寺地・伽藍北側 DA57 大安寺四丁目

須恵器蜜C 寺地・伽藍北側 DA57 大安寺四丁目

須恵 器 竃 寺地・伽藍北側 DA57 大安寺四丁目

須恵器杯蓋（転用硯） 杉山古墳（周濠） DA44・53 大安寺四丁目

須恵器壷蓋（転用硯） 杉山古墳（周議） DA53 大安寺困丁目

須恵器圏是円面硯 西小子房跡 DA28 大安寺一丁目

須恵器風字硯 西塔跡 DA94 東九条町

須恵器風字硯 寺地・伽藍北側 DA72 大安寺四丁目

須恵器浄瓶 杉山古噴（周濠） DA53 大安寺四丁目

須恵器水瓶 杉山古墳（周濠） DA44・53 大安寺四丁目

獣脚付円盤状士製品 杉山古墳（周濠） DA44 大安寺四丁目

須恵器杯B 「東院」墨書 寺地・伽藍東側 DA64 大安寺一丁目

土師器椀A 「寺」墨書 寺地・伽藍東側 DA64 大安寺一丁目

須恵器杯蓋 「寺」墨書 寺地・伽藍東側 DA64 大安寺一丁目

須恵器杯蓋 「（大）寺」墨書 寺地・伽藍東側 DA64 大安寺一丁目

須恵器鉢A 「大（安）」墨書 寺地・伽藍東側 DA64 大安寺一丁目

土師 器 皿A 「大二三井」墨書 寺地・伽藍東側 DA22 大安寺四丁目

土師 器 皿B 「大ー」刻字 寺地・伽藍東側 DA22 大安寺四丁目

須恵器鉢A 「大二」墨書 寺地・伽藍東側 DA22 大安寺四丁目
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編集奈良市埋蔵文化財調査センター

発行奈良市教育委員会
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