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遼寧省文物考古研究所との国際共同研究
本年度は 11 月に遺跡踏査と遺物調査を実施。遼寧省西部の北票市に所
在する三官営子遺跡を踏査（写真上）。遼寧省文物考古研究所での遺物
調査は、金嶺寺遺跡出土軒瓦の実測・拓本（写真下左）や、大板営子遺
跡出土金属製品の調書作成・撮影・実測をおこなった（写真下右）。

本文14頁参照（撮影：栗山雅夫）

西トップ遺跡南祠堂の解体と調査
西トップ遺跡は現在南祠堂の解体修復を継続中である。最下段の基壇外装石列N25 が解体され、掘込地業堀方が検出されて
いる。掘込地業の中に十字形を基本とする石列が検出された。造営の基準線を表示する、版築の土留などの可能性が考えら
れる。また掘込地業の南辺からは３群の土器埋納遺構が検出された。� 本文18頁参照（撮影：杉山　洋）
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三徳山三佛寺の勝手権現像
今回見出された銘文により、室町時代の
天文 11年（1542）作と判明。本例は衣
冠騎馬像に作るが、もう１躯、甲冑騎馬
像も存在し、そちらは大永３年（1523）
作の銘がある。修験道で勝手権現とは、
蔵王権現・子守権現とあわせて三所権
現と称される存在だった。しかし神仏
分離の影響で、実体は不明な点が多い。
今回の２躯の勝手権現は文献より、三
徳山の勝手宮（現文殊堂）に安置され
ていた神像と推定できた。

本文46頁参照（撮影：中村一郎）

宮城県追戸横穴墓出土トンボ玉
宮城県涌谷町に所在する追戸横穴墓群Ａ地区１号墓から斑点紋
のトンボ玉が出土している。今回、Ｘ線CT撮影による製作技法
の推定ならびに蛍光Ｘ線分析法やＸ線回折法による材質調査を
実施した結果、本資料は地中海周辺から西アジア等の西方地域で
製造された可能性が高いことがあきらかになった。写真左は上
面、中央は下面、右は側面の顕微鏡写真。

本文38頁参照（撮影：田村朋美）
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塩尻市平出伝統的建造物群保存対策調査
長野県中央部に位置する塩尻市の平出集落には、「本棟造」と
呼ばれる、江戸時代後期から明治時代初期にかけて建てられた
伝統的建造物群が残る。集落内を小河川が蛇行しながら貫流
し、各所に設けられた水汲み場兼洗い場を介して、現在でも水
と深く関わりながら人々の生活がいとなまれている。

本文60頁参照（撮影：杉本和樹）

「佐渡相川の鉱山都市景観」全覧図
金銀の鉱脈はひとを魅了し、海と山の狭間の土地に多くのひと
を呼び寄せた。段丘上の鉱山町や物資の流通等で栄えた海辺の
商いの町や職人町、さらには町場に食糧を供給した農漁村部。
これらが一体となって社会を形成したのが鉱山都市�相川であ
る。段丘面の巧みな土地利用等が今も受け継がれている。

本文72頁参照（作画：北野陽子）
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甘樫丘東麓遺跡の調査（飛鳥藤原第177次）
南東に開く小規模の谷の調査。７世紀前半に斜面を削り、谷
を埋め立て平坦面を造り、７世紀中ごろまで利用していたこ
とがあきらかとなった。北東から。

本文104頁参照（撮影：中村一郎・井上直夫）

藤原宮朝堂院朝庭の調査 
（飛鳥藤原第 179 次）
朝庭の礫敷広場、礫敷上から掘り込む東西方向
の柱列などを検出。東西柱列は、長さ53ｍ以上
におよぶ。礫敷下層では、隣接する大小複数の
沼状遺構を確認した。中央奥の森は大極殿跡。
右奥は耳成山。南東から。

本文82頁参照（撮影：栗山雅夫）
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キトラ古墳の調査 
（飛鳥藤原第 173-8 次・第 178-6 次）
石室南側の柱穴SX504・505で柱痕跡を確認した。
柱の太さは 10㎝前後に復元できる。コロレール
痕跡との重複関係から、石室閉塞後に柱を立て
たことがわかる。墓道埋め立て直前の墓前祭祀に
関わる可能性がある。南から。

本文116頁参照（撮影：井上直夫）

藤原京左京五条三坊の調査 
（飛鳥藤原第 178-3 次）
藤原京左京五条三坊の西辺中央部で、東二坊大路東側溝およ
び五条条間路南北側溝と推定される溝を検出した。写真中央
やや左で手前（東）から奥（西）に向かう溝が五条条間路南
側溝に比定される東西溝 SD11193。調査区中央付近で東二
坊大路東側溝に比定される南北溝 SD11190 と「Ｔ」字形に
接続する。東から。� 本文96頁参照（撮影：井上直夫）
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平城宮東院地区の調査（平城第 503 次）
奈良時代の掘立柱建物、塀、溝、土坑、壇状遺構を検出した。調査区東
南で検出した回廊SC18916・SC19600 は、南北方向から東西方向へと
曲がり、東院６期の中枢施設群の北西隅にあたることが判明した。西か
ら。� 本文130頁参照（撮影：中村一郎）

西大寺旧境内の調査（平城第 505 次）
西大寺薬師金堂から西へ延びる軒廊と西面回廊の礎石据付穴や雨落溝な
どを検出した。西大寺金堂院の規模を知る手がかりが初めて得られた。
西から。� 本文144頁参照（撮影：中村一郎）

西大寺旧境内の調査（平城第 521 次）
西大寺金堂院東面回廊の基壇、礎石据付穴、雨落溝などを検出した。西
雨落溝はここから西へと曲がり、北面回廊南雨落溝に接続すると想定さ
れる。北東から。� 本文152頁参照（撮影：中村一郎）
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興福寺西室の調査（平城第 516 次）
西室大房は南北約 62.7 ｍ、東西約 17.8 ｍ、
桁行 10 間、梁間４間に復元される。また、
西側に並行する梁間２間の南北棟掘立柱建物
を検出し、小子房にあたる可能性がある。北
から。� 本文179頁参照（撮影：中村一郎）

第 514 次調査で出土した三彩瓦
F区を中心に、64 点の施釉瓦が出土した。

本文167頁参照（撮影：中村一郎）

平城京左京二条二坊十五坪の調査（平城第 514 次）
D 区の全景写真。西寄り（写真奥）で検出した奈良時代の掘立柱建物
SB10393 には柱が残る。東半（写真手前）は室町時代後半の溝がめぐる。
東から。� 本文167頁参照（撮影：杉本和樹）
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薬師寺十字廊の調査（平城第 519 次）
十字廊は、東西廊が桁行 11 間、梁行１間、
南北廊が桁行４間以上、梁行１間、その規模
は東西 41.7 ｍ、南北 14.5 ｍ以上であること
があきらかになった。北東から。

本文191頁参照（撮影：栗山雅夫）

北拡張区の全景
北拡張区では、十字廊の北方に位置する石敷
通路 SX3110 と、その延長上に位置する礎石
建物SB3101 が検出された。北西から。

本文191頁参照（撮影：栗山雅夫）

南北廊の基壇と基壇外装
南北廊南半では、凝灰岩の羽目石と川原石敷の雨落溝が検出された。基壇の幅
は 8.3 ｍ。南東から。� 本文191頁参照（撮影：栗山雅夫）
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１ 本書は、独立行政法人国立文化財機構 奈良文化財研究所が2013年度におこなった調査研究の報
告である。

２ 本書は、Ⅰ 研究報告、Ⅱ 飛鳥・藤原宮跡等の調査概要、Ⅲ 平城宮跡等の調査概要の３部構成
である。Ⅱ・Ⅲは都城発掘調査部がおこなった発掘調査の報告および、過去調査の整理・再検
討の報告を補遺として収録した。調査次数は、Ⅱは飛鳥藤原の次数、Ⅲは平城の次数を示す。
飛鳥藤原第180次調査、平城第522次調査および、2014年１月以降に開始した発掘調査については、
本書では概略にとどめ、より詳しい報告は『紀要 2015』に掲載する予定である。

３ 執筆者名は、各節または各項の末尾に明記した。発掘調査の報告は、原則的に調査担当者が執
筆にあたり、遺物については各研究室・整理室の協力を得た。

４ 当研究所の刊行物については、以下のように略称を用いている。
 　　『奈良文化財研究所紀要 2013』 →『紀要 2013』
 　　『奈良国立文化財研究所年報 2000－Ⅰ』 →『年報 2000－Ⅰ』
 　　『飛鳥・藤原発掘調査報告 Ⅳ』 →『藤原報告 Ⅳ』
 　　『平城宮発掘調査報告 Ⅸ』 →『平城報告 Ⅸ』
 　　『飛鳥・藤原宮発掘調査概報 26』 →『藤原概報 26』
 　　『1995年度平城宮跡発掘調査部発掘調査概報』 →『1995 平城概報』
 　　『飛鳥・藤原宮発掘調査出土木簡概報 14』 →『藤原木簡概報 14』
 　　『平城宮発掘調査出土木簡概報 35』 →『平城木簡概報 35』
 　　『文化財論叢 Ⅲ　奈良文化財研究所創立50周年記念論文集』 →『文化財論叢 Ⅲ』
 　　『薬師寺発掘調査報告』 →『薬師寺報告』

５ 発掘遺構は、遺構の種別を示す記号と、一連の番号の組み合わせにより表記する。なお遺構記
号については、2011年度の調査報告より変更を加え、『発掘調査のてびき』（文化庁文化財部記
念物課、2010）に則り、以下のとおりとする。

 　ＳＡ（塀・柵・土塁） ＳＩ（竪穴建物） ＳＴ（墓・埋葬施設）
 　ＳＢ（建物：竪穴建物以外） ＳＪ（土器埋設遺構） ＳＵ（遺物集積）
 　ＳＣ（廊） ＳＫ（土坑・貯蔵穴・落とし穴） ＳＷ（石垣・防護壁）
 　ＳＤ（溝） ＳＬ（炉・カマド） ＳＸ（その他）
 　ＳＥ（井戸） ＳＭ（盛り土・貝塚） ＳＹ（窯）
 　ＳＦ（道路） ＳＮ（水田・畑） ＳＺ（古墳・墳丘墓・周溝墓）
 　ＳＧ（池） ＳＰ（柱穴・ピット） ＮＲ（自然流路）
 　ＳＨ（広場） ＳＳ（礎石・葺石・配石） 

記号の変更により、2010年度以前の調査報告と齟齬をきたす点がある。例えば、竪穴建物は
ＳＢ、足場をＳＳとしていた。これらは今後あつかう際に、前者をＳＩ、後者をＳＸとするな
ど、変更を加えて報告することとしたい。

例　言



６ 本書で用いた座標値は、すべて世界測地系による平面直角座標系第Ⅵ系の数値である。高さは、
東京湾平均海面を基準とする海抜高であらわす。2002年４月の改正測量法施工以前の日本測地
系の座標値を世界測地系に変換するためには、飛鳥・藤原地域ではＸ座標に＋346.5ｍ、Ｙ座標
に－261.6ｍ、平城地域ではＸ座標に＋346.4ｍ、Ｙ座標に－261.3ｍをそれぞれ加えればよい（と
もにマイナス数値のため、Ｘの絶対値は減少し、Ｙの絶対値は増加する）。詳細については、『紀
要 2005』（22 ～ 23頁）を参照されたい。

７ 藤原宮内の地区区分については、『藤原概報 26』（1996、３頁）を参照されたい。

８ 藤原京の京域は、岸俊男の12条×８坊説（１坊＝４町＝約265ｍ四方）をこえて広がることが判
明している。本書では、10条×10坊（1坊＝16町＝約530ｍ四方）の京域を模式的に示した。た
だし、混乱を避けるため、条坊呼称はこれまでどおり、便宜的に岸説とその延長呼称を用いて
いる。

９ ７世紀および藤原宮期の土器の時期区分は、飛鳥Ⅰ～Ⅴとあらわす。詳細については、『藤原報
告Ⅱ』（1978、92 ～ 100頁）を参照されたい。

10 平城宮出土軒瓦・土器の編年は、以下のようにあらわす（括弧内は西暦による略年式）。
軒瓦：第Ⅰ期（708 ～ 721）、第Ⅱ期（721 ～ 745）、第Ⅲ期（745 ～ 757）、第Ⅳ期（757 ～ 770）、
　　　第Ⅴ期（770 ～ 784）
土器：平城宮土器Ⅰ（710）、Ⅱ（720）、Ⅲ（740）、Ⅳ（760）、Ⅴ（780）、Ⅵ（800）、Ⅶ（825）

11 本書の編集は、Ⅰ 加藤真二、Ⅱ 降幡順子、Ⅲ 芝康次郎が分担しておこなった。巻頭図版および
中扉のデザインは中村一郎が担当した。また、英文目次については、ウォルター・エドワーズ

（客員研究員）が校閲した。
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１　はじめに

　第一次大極殿院東西楼は遺構・出土遺物より、側通り
を径約75㎝の掘立柱、内部柱を径約45㎝の礎石建とする
特殊な構造で、その上部構造は側柱を通柱とすると考え
られる。柱配置は桁行５間（15.5尺等間）・梁行３間（13尺

等間）で、隅の柱間寸法が桁行・梁行で異なり、隅木を
もたない切妻造と考えるのが通例であるが、隅木蓋瓦が
出土することから、隅木をもつ屋根形式（入母屋造もしく

は寄棟造）と推定される。これらの特徴は現存する古代
建築に類をみない。
　この特殊な東西楼の上部構造を検討する第一歩とし
て、わが国の古代建築を対象に、組物・屋根架構・天井
を整理したところ、屋根を支える架構に「見せる」（意

匠的機能を有する）ものと「隠す」ものがあり、これらの
架構形式が天井と深く関係することがあきらかとなっ
た。すなわち、天井には空間の荘厳に加え、屋根架構を
「隠す」という効果がうかがえるのである。よって「見
せる」架構と「隠す」架構という視点から論じたい。
　また奈良時代の主要建築の完成された形式は三手先・
折上天井・小天井とされるが  １）、天井と組物の形式には
どのような関係があるのであろうか。これら屋根架構・
天井・組物の相互の関係性を検討し、奈良時代建築の格
式と形の意味について述べたい。

２　屋根架構と天井の有無

　古代の屋根架構には、土居桁を用いた特殊な構造であ
る平等院鳳凰堂を除き、大きく分けて「梁・束式」・「二重
虹梁蟇股式」・「虹梁・叉首式」の３種類がある（表Ⅰ-１）。
梁・束式（図Ⅰ-１左）　　鎌倉時代に改造された唐招提寺
講堂を除くと、梁・束式の事例は10例、確認できる。こ

のうち法隆寺金堂・中門・大講堂を除き、すべて倉であ
る。法隆寺金堂・中門は下層の天井、同大講堂は組入天
井によって、梁・束式の架構を隠している。これに対し、
倉はすべて化粧屋根裏で、梁・束式の架構がみえる。倉
は儀式空間ではなく、通常、人の立ち入りも少ないため、
屋根架構を「見せる」意識はないが、儀式空間として使
用する法隆寺大講堂は、天井によって、梁・束式の架構
を隠すのである。ここから梁・束式の架構は、それ自体
を意匠とするのではなく、「見せる」ことのない、「隠す」
架構と推察される。
二重虹梁蟇股式（図Ⅰ︲１中央）　　二重虹梁蟇股は倉には
用いられず、またすべての事例で化粧屋根裏としてお
り、架構を「見せる」という特徴が強く表れている。
梁・叉首式（図Ⅰ︲１右）　　梁・叉首（虹梁・叉首）に関し
ては、唐招提寺金堂や東大寺法華堂のように、天井で架
構を「隠す」事例や倉である唐招提寺経蔵のように「見
せる」ことのない場所で用いられる事例もある。しかし
法隆寺廻廊・食堂・妻室・東室・新薬師寺本堂のように、
化粧屋根裏とする事例が数多くあることから、梁・叉首
式は概して「見せる」架構といえる。

「見せる」架構と「隠す」架構　　このように、梁・束式
は天井で「隠す」架構であるのに対し、二重虹梁蟇股式
や梁・叉首式は、それ自体を意匠として「見せる」架構
であるといえる。

３　組物と天井形式

　では組物と天井の形式には関係があるのであろうか。
屋根架構とは異なり、組物・天井はともに、「見せる」
要素である。なお身舎・廂の柱配置の場合、外部の組物
と身舎の天井は、直接の構造的関係にはないが、一定の
相関関係がある（図Ⅰ-２）。
折上天井・小天井（三手先・出組）　　表Ⅰ-１にあげた現
存建築のうち、折上天井は組物と天井の関係が顕著であ
る。折上天井は鎌倉時代の改造による唐招提寺講堂（出

古代建築の架構・天井・組物に
みる「見せる」要素と「隠す」要素
－第一次大極殿院の復原研究12－

図Ⅰ︲１　屋根架構の３形式

梁・束式（手向山神社宝庫） 梁・叉首式（法隆寺食堂）二重虹梁蟇股式（海竜王寺西金堂）
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組）を除くと、三手先の唐招提寺金堂・平等院鳳凰堂中
堂と出組の東大寺法華堂に限られており、ともに手先の
出る組物である。
　唐招提寺金堂では、身舎を折上天井、廂を組入天井と
する。側通りの二手目の肘木を内側では虹梁とし、身舎
柱の頭貫の高さで繋げ、最上段の通肘木を廂の天井桁、
さらには身舎内側の二手目の肘木として引き込む。この
身舎内側の手先により、小天井を張り、さらに折上天井
とする。すなわち、側通りの手先を出す組物は身舎内側
の組物と無関係ではなく、影響を与えているのである。

また身舎・廂の天井形式を比べると、身舎の折上天井の
方が意匠的に格上と推察される。
　東大寺法華堂では、身舎を折上天井、廂を化粧屋根裏
とし、身舎内側の肘木を一手分、出しており、これを側
柱まで延ばし、入側柱と側柱を繋ぐ。そして身舎内側の
手先により、小天井を張り、さらに折上天井とする。
　平等院鳳凰堂中堂では、身舎のみの柱配置で、内側に
３段の肘木を組み上げ、ここに小天井を張り、さらに内
側を折上組入天井とする。
　このように三手先・出組では、外側と同様に、身舎内

表Ⅰ︲１　古代の現存建築（塔を除く）にみる屋根形式・組物・架構・天井

三手先組物の通肘木
を引き込み、内陣の
二手目の肘木とし、
小天井を張る。

平等院鳳凰堂中堂（三手先、身舎のみ）唐招提寺金堂（三手先、身舎・廂）

側柱三手先組物と内部の
小天井が直接関係する。

東大寺法華堂（出組、身舎・廂）

身舎内側に手先を出し、
これを側柱まで延ばす。
身舎柱筋の手先部分に
小天井を張る。

相関関係あり

相関関係あり

図Ⅰ︲２　手先の出る組物と天井の関係

屋根形式 外側組物 架構 天井 備考
法隆寺金堂 入母屋 雲斗雲肘木 梁束式 ― 上層は天井を張らない。
法隆寺中門 入母屋 雲斗雲肘木 梁束式 ― 上層は天井を張らない。
手向山神社宝庫 寄棟 なし 梁束式 化粧屋根裏
新薬師寺本堂 入母屋 大斗肘木 虹梁・叉首 化粧屋根裏
正倉院正倉 寄棟 なし 梁束式 化粧屋根裏

唐招提寺金堂（当初） 寄棟 三手先 梁・叉首 折上天井＋小天井 虹梁は小屋組を直接、支えず。天井と
小屋組分離。内部は二手先。

唐招提寺経蔵 寄棟 なし 梁・叉首 化粧屋根裏

唐招提寺講堂 入母屋
（切妻造）

出三斗
（大斗肘木）

梁束式
（二重虹梁蟇股）

折上天井＋小天井
（化粧屋根裏）

内部は二手分、出る。
カッコ内は移築。

唐招提寺宝蔵 寄棟 なし 梁束式 化粧屋根裏

東大寺法華堂（当初） 寄棟 出組 虹梁蟇股＋梁＋叉首 折上天井
＋小天井

内部は一手先。現状は虹梁蟇股＋束式、
折上天井＋小天井。

東大寺本坊経庫 寄棟 なし 梁束式 化粧屋根裏
東大寺勧進所経庫 寄棟 なし 梁束式 化粧屋根裏
法隆寺綱封蔵 寄棟 なし 梁束式 化粧屋根裏
法隆寺大講堂 入母屋 平三斗 梁束式 組入天井 内部は手先なし。
當麻寺本堂（曼荼羅堂）前身堂 寄棟 大斗肘木 二重虹梁蟇股 化粧屋根裏
東大寺法華堂経庫 寄棟 なし 梁束式 化粧屋根裏
平等院鳳凰堂　中堂 入母屋 三手先 虹梁蟇股＋土居桁＋梁束式 折上天井＋小天井 内部は二手先。
平等院鳳凰堂　両翼廊 切妻 平三斗 二重虹梁蟇股 化粧屋根裏

室生寺金堂（当初） 入母屋 大斗肘木 豕叉首 化粧屋根裏 内部は手先なし。
現状は寄棟造、組入天井。

法隆寺廻廊 切妻 平三斗 虹梁・叉首 化粧屋根裏
法隆寺経蔵 切妻 平三斗 二重虹梁蟇股 化粧屋根裏
法隆寺食堂 切妻 大斗肘木 虹梁・叉首 化粧屋根裏
法隆寺細殿 切妻 大斗肘木 虹梁蟇股 化粧屋根裏
法隆寺東院伝法堂 切妻 大斗肘木 二重虹梁蟇股 化粧屋根裏
法隆寺東室 切妻 なし 梁・叉首 化粧屋根裏
法隆寺東大門 切妻 平三斗 虹梁蟇股＋束 化粧屋根裏 三棟造。
法隆寺鐘楼 切妻 平三斗 二重虹梁蟇股 化粧屋根裏
法隆寺妻室 切妻 なし 梁・叉首 化粧屋根裏
海竜王寺西金堂 切妻 平三斗 二重虹梁蟇股 化粧屋根裏
東大寺転害門 切妻 出組 虹梁蟇股＋梁束式 化粧屋根裏・組入天井 三棟造。当初は平三斗。

＊ 平安時代中期以前の建物に、奈良時代の形式が復元されている當麻寺本堂（曼荼羅堂）と奈良時代の形式を示す法隆寺妻室を加えた。なお平安時代後期
の建築には、阿弥陀堂形式の三間堂が多いため、これを除外した。
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側にも手先を出し、そこに小天井を張り、その内側を折
上天井とするのである。
組入天井（平三斗）　　法隆寺金堂廂・中門・唐招提寺金
堂廂にもみられるが、身舎では法隆寺大講堂の１例のみ
である。身舎柱上の組物も平三斗で、手先を出さないた
め、小天井を張る必要がなく、折上天井とはしない。な
お廂は化粧屋根裏である。
　法隆寺大講堂は、中世以降の屋根架構の基礎となる野
屋根を用いており、さらに架構は「見せない」、梁・束
式である。この法隆寺大講堂の平三斗・組入天井という
形式は、手先を出さずに天井を張る１つの事例として評
価できる。また廂では野小屋を隠したうえで、化粧屋根
裏とするのに対し、身舎では組入天井とすることから、
天井による両者の空間的な差別化が読み取れ、組入天井
の方が意匠的に格上と考えられる。
　唐招提寺金堂廂や法隆寺金堂・中門の組入天井も、三
手先組物の尾垂木や二重の小屋組を隠しており、法隆寺
大講堂と同様に、「隠す」方法である。
化粧屋根裏（平三斗・大斗肘木・組物なし）　　化粧屋根裏は、
手先の出ない組物や組物のない事例に限られている。平
三斗は、上述の法隆寺大講堂のように組入天井を張るこ
ともあるが、大斗肘木や組物なしの建物には天井を張る
事例は確認できない。

４　組物と天井にみる建築の形とその意味

　このように古代建築の屋根架構・組物・天井の関係を
概観すると、それぞれが独立するのではなく、屋根架構
と天井、天井と組物は、相互に密接に関連していること
があきらかとなった。これを受けて、建築の格式と形の
意味について述べたい。
建物の格式からみた組物と天井　　四手先以上を例外とす
ると、組物のなかでは、三手先が最高級であったとされ、
深い軒を支持するため、手先を出す組物の格が相対的に
高いとされる。これに対し、天井では、折上天井・小天
井、組入天井、化粧屋根裏の順に格の差違がうかがえた。
　これらの天井の形式は組物の形式と関連が強く、手先
を出す組物では折上天井・小天井を張り、それ以外の場
合では基本的に天井を張らなかったが、廂部分や平三斗
と組みあわせて組入天井を用いることもあった。
　このように、組物・天井には格の違いがあり、これま

で想定されてきた「三手先、折上天井・小天井」という
形式が、現存建築をみる限り、奈良時代の主要建築の完
成された形式であることが再確認でき、それらの相互に
深い関係性を示していた。本論では屋根形式に言及しな
かったが、手先を出す組物では、切妻造の屋根形式は困
難で、入母屋造・寄棟造とする必要がある。この点から
も、隅のある屋根形式の切妻造に対する優位性がうかが
える。すなわち組物・天井・屋根架構という形が、それ
ぞれの有する格式や意味に加え、これらが相乗的に機能
していたのである。
天井を介した相関関係　　これに対し、組物と屋根架構
の直接的な関係性は明確ではない。すなわち、屋根架構・
組物・天井の３者は天井を介することで、はじめて相関
関係を示すのである（図Ⅰ-３）。もちろん、天井の構造
的な役割は、屋根架講や組物と比較すると小さいが、天
井の「隠す」要素が建築の形態に対して一定の影響を与
えていたのである。特に二重虹梁蟇股は強い意匠性を示
しており、古代建築の設計理念上、天井と併用されるこ
とはなかった。
設計理念の継承　　こうした点からみると、唐招提寺講
堂の改造には古代の設計理念の継承がうかがえる。当
初、二重虹梁蟇股・大斗肘木・化粧屋根裏であったが、
鎌倉時代に桔木を挿入し、架構を折上天井で隠した構造

（出組）とした。この改造により、当初の二重虹梁蟇股
の「見せる」要素を活かした設計理念は失われたが、手
先を出す組物と折上天井という古代建築の関係性を維持
したものであった。すなわち古代建築の特質を維持しつ
つ、「見せる」架構から「隠す」架構へと姿を変えたと
評価できる。
　このように、古来より示されてきた構造と意匠の関係
を再検討したところ、天井という「隠す」ツールを介し
て、相互に密接に関係してきた。本論であきらかとなっ
た古代建築の屋根架構・組物・天井の関係性を東西楼の
上部構造の復原に活かしていきたい。  （海野　聡）

註
１）大岡實『南都七大寺の研究』中央公論美術出版、1966ほか。

図Ⅰ︲３　組物・天井・架構の相関関係
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１　はじめに

　平城宮第一次大極殿院南門（以下、南門と称す）は、奈
良時代前半の平城宮大極殿院の南面中央に開く門であ
り、創建当初の形態を復原する。これまでに発掘遺構、
現存建築、文献史料・絵画資料等の検討成果から、二重
門、上下層とも桁行５間×梁行２間、入母屋造、下層の
柱間寸法は15尺等間、両脇には築地回廊が取り付く可能
性が高いことがわかった １）。
　1998年に竣工した朱雀門（二重門、五間三戸）の柱間装
置は、下層妻面を壁とし、上層は桁行中央３間を連子窓、
桁行端間および妻面を壁とする。この復原検討では、同
時代の現存建築および絵画資料にみえる平安宮朱雀門を
参照しているが、検討の過程はあきらかでない ２）。
　南門の過去の復原案では、切妻造の単層門や入母屋造
の二重門と考えられてきた ３）。いずれも五間三戸である
が、下層妻面や上層の柱間装置については、復原の根拠
が乏しいためにほとんど言及がない。
　『年報1994』による、第一次大極殿院1/100模型製作に
ともなう南門の復原案（二重門、五間三戸）では、柱間装
置を朱雀門に準じている。
　『平城報告Ⅺ』と『紀要2004』による南門の復原案は
いずれも切妻造の単層門（五間三戸）である。前者の妻
面は正面側を壁、背面側を開放としており、後者の妻面
はどちらも壁とするが、両者とも、根拠については言及
していない。ただし後者では、築地回廊が取り付くにあ
たり、築地回廊の丸桁を支える中柱を立てたため、妻面
を壁にせざるをえなかったと考えられる。
　本稿では、現存する古代建築・重層門、および絵画資
料に描かれる門について、柱間装置の形式を整理し、南
門の復原案を検討する。

２　下層の柱間装置

棟通り　　現存する唯一の古代の二重門である法隆寺中
門（８世紀初頭、桁行４間×梁行３間）は四間二戸で、中近
世の桁行５間の重層門はすべて五間三戸である。宮殿の
重層門を描く『伴大納言絵詞』（12世紀後半）をみると、

平安宮朱雀門（二重門、築地塀が取り付く）は七間五戸に、
会昌門（楼門、複廊が取り付く）は五間三戸に描かれる。
妻　面　　回廊が取り付く古代の門で、現存する事例は、
法隆寺中門（妻面は正面側１間を壁とし、単廊が取り付く中央

間と背面側の計２間の内法下を開放とする）のみである。中
近世の桁行５間の二重門には、回廊が取り付く事例はな
く、妻面はすべて壁とする事例（東福寺三門など計５例）と、
背面側のみ開放とする事例（大徳寺山門など計４例）があ
る。そのため、回廊が取り付く門（現存建築）について、
次のＡ～Ｃに分類し、門の妻面の柱間装置と回廊の関係
を検討した（表Ⅰ-２）。Ａ：複廊が取り付く門、Ｂ１：
梁行柱間のいずれかに単廊が取り付く門、Ｂ２：Ｂ１を
除く単廊が取り付く門。
　南門の参考となるのはＡおよびＢ２である ４）。表Ⅰ－
２からもわかるように、門の妻面の柱間装置は、１間門
の場合は開放とするものの、桁行３間以上の場合は壁と
する傾向にある。絵画資料をみても、複廊が取り付く桁
行３間以上の門 ５）の妻面は、壁に描かれている。

３　上層の柱間装置

現存する古代建築（表Ⅰ︲３）　　法隆寺中門の上層は、桁
行中央２間を連子窓、両端間を壁とし、妻面は中央間を
連子窓、両端間を壁とする。桁行が偶数間のため、奇数
間の復原には、そのまま採用できない。
　飛鳥時代の重層建物（法隆寺金堂・中門・五重塔、法起寺

三重塔）は、二重以上に扉を設けない ６）。一方、奈良時
代の重層建物 ７）は、二重以上の中央間を扉とする。こ
のため、二重以上に扉を設けない形式は、現存建築でみ
る限り飛鳥時代の特徴であり、奈良時代まで踏襲されな
かったと考えられる。
　連子窓は、現存する飛鳥～奈良時代の重層建物（小塔

を除く）において、二重以上に確認できる。
　壁は、二重以上に必ずしも設けられておらず、壁によ
る構造の安定がどの程度図られたかは、あきらかでない。
重層門（絵画資料、現存建築）　　『伴大納言絵詞』の平安
宮朱雀門・会昌門の上層は、桁行中央間を壁、両脇間（朱

雀門は両脇各２間）を扉、両端間を連子窓、妻面は壁とす
る。ただし、桁行中央間を壁とする重層門は現存せず、
このような柱間装置の構成とする理由は不明である。
　現存建築および絵画資料にみる桁行５間の重層門の上

南門の柱間装置の検討
－第一次大極殿院の復原研究13－
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層をみると、どちらも桁行中央３間以上を扉とする事例
が多い ８）。現存建築はいずれも上層を使用する ９）ため、
桁行中央３間以上を扉とする形式と、上層の使用は関連
すると推測される。また、絵画資料には制作当時に多く
みられた柱間装置が形式的に描かれた可能性もある。
　現存する二重門をみると、上層に床を張らない二重門
の３例（法隆寺中門、光明寺二王門、金峯山寺二王門）、およ
び上層に床を張るもので、須弥壇がない４例（金剛峯寺

大門、根来寺大門、薦神社神門、大照院鐘楼門）は、いずれ
も対面する柱間装置を同じ形式とする。一方で、上層に
床を張り、須弥壇を置く事例は、正面側を扉や窓とし、
背面側を壁とする傾向にある。これは、仏像を安置する
など、上層の使用方法に関係すると考えられる。

４　南門の柱間装置

下　層　　現存する桁行５間の重層門は五間三戸、平安
宮朱雀門は七間五戸、会昌門は五間三戸である。また、
桁行３間以上の門は、回廊が取り付く場合も妻面を壁と
する傾向がみられる。なお、平城宮第一次大極殿院にお
いて、南門から回廊へ（またはその逆方向に）通り抜けが
必要となる儀式は、文献史料からは確認できない。以上
から、南門は五間三戸、妻面は壁と考える。
上　層　　現存する古代建築の傾向から、奈良時代の重
層建物は、少なくとも中央間に扉を設け、飛鳥時代から
奈良時代へ継続して連子窓を設けたと考える。また、重
層門の傾向から、上層を使用しない南門は、桁行中央間
のみ扉とする。妻面は、これを壁とする法隆寺中門や平
安宮朱雀門・会昌門を参考とする。以上、南門の上層は、
桁行中央間を扉、両脇間・両端間を連子窓、妻面を壁と
し、対面する柱間装置は同じ形式とする。  （中島咲紀）

註
１） 『紀要2012』、『同2013』を参照。
２） 奈文研『平城宮朱雀門の復原的研究』1994。
３） 復原の推移は『紀要2011』を参照。
４） Ｂ１では、単廊が取り付く特定の梁行柱間は開放である。
５） 平安宮八省院昭慶門・内裏承明門（『年中行事絵巻』1170年

代後半）、平安宮会昌門（『伴大納言絵詞』12世紀後半）、春日
大社南門（『春日権現験記』1309年）、興福寺中金堂院中門（『興
福寺建築諸図』享保以前）。このうち、平安宮昭慶門は、妻
面が壁で通り抜けられないため、基壇の縁を通る人々が
描かれる。

６） 法隆寺五重塔は、二重以上の各面中央間をはめ込み連子
窓とする。ただし、南面のみ連子風の両内開扉とするが（四
～五重は片開き）、各面を連子窓の意匠に揃えている。

７） 薬師寺東塔、法隆寺西院経蔵の２例。當麻寺東塔は、二
重・三重が各面２間であり、柱間装置をすべて連子窓で
構成する。

８） 上層の桁行を構成する柱間装置の種類数についても検討
したが、紙数の都合上、割愛する。

９） 修理工事報告書の写真や保存図等をもとに、上層に床を
張る事例は、上層を使用するものと判断した。

表Ⅰ︲２　回廊が取り付く門における妻面の柱間装置

分類 事例 所在地
回廊が取り付く門 回廊

名称 年代 構造
形式

桁行
柱間数

正面端間
仏像等の有無

下層妻面柱間装置 回廊の
取り付き 年代正面側 背面側

Ａ：複廊が取り付く門

春日大社本社 奈良

南門 室町前期 1382
～ 1385 楼門 ３ × 壁 壁 正背面 慶長

慶賀門
清浄門
内侍門

室町前期 1382
～ 1385 単層門 １ － 開放 開放 正背面 慶長

石清水八幡宮 京都
楼門 寛永11年 1634 楼門 １ － 壁 腰貫下開放 正背面 寛永11年 1634
東門
西門 寛永11年 1634 単層門 １ － 壁 東門：腰貫下開放

西門：壁 正背面 寛永11年 1634

京都御所 京都 承明門 嘉永７年 1854 単層門 ５ × 壁 壁 正背面 嘉永７年 1854
平安神宮回廊 京都 会昌門 明治28年 1895 二重門 ５ × 壁 壁 正背面 明治28年 1895
薬師寺（復原） 奈良 中門 昭和59年 1984 単層門 ５ ○ 壁 開放（飛貫下） 正背面 昭和59年 1984

B１：梁行柱間の
いずれかに

単廊が取り付く門

法隆寺西院 奈良 中門 飛鳥時代 二重門 ４ ○ 壁 開放×２間 中央間 飛鳥時代
丈六寺 徳島 三門 室町後期 二重門 ３ × 壁 開放 背面側 ？
日御碕神社日沉宮（下の宮） 島根 楼門 寛永21年 1644 楼門 ３ ○ 壁 開放（内法貫下） 背面側 寛永21年 1644

瑞龍寺 富山 山門 文政元年 1818 二重門 ３ ○ 壁 開放 背面側 回廊：寛延元年
山廊：文政元年

1748
1818

大照院（回廊は復旧整備） 山口 鐘楼門 寛延３年 1750 二重門 ３ × 開放 壁 正面側 平成21年 2009

Ｂ２：Ｂ１を除く
単廊が取り付く門
（棟を揃える）

油日神社 滋賀 楼門 永禄９年 1566 楼門 ３ × 壁 壁 棟通り揃え 永禄９年 1566
筥崎宮 福岡 楼門 桃山時代 楼門 ３ ○ 壁 ？ 棟通り揃え ？
吉野水分神社 奈良 楼門 慶長10年 1605 楼門 ３ × 建具 建具 棟通り揃え 慶長10年 1605
春日大社本社 奈良 中門 慶長18年 1613 楼門 １ － 開放 開放 棟通り揃え 慶長18年 1613
東照宮 和歌山 楼門 元和７年 1621 楼門 ３ ○ 壁 壁 棟通り揃え 元和７年 1621
賀茂御祖神社 京都 楼門 寛永５年頃 1628頃 楼門 ３ × 壁 壁 棟通り揃え 寛永５年頃 1628頃
伊佐爾波神社 愛媛 楼門 寛文７年 1667 楼門 １ － 連子窓 開放 棟通り揃え 寛文７年 1667

東大寺 奈良
中門 正徳４年 1714 楼門 ５ ○ 壁 開放（腰貫下） 棟通り揃え 正徳２年

　～元文２年 1712 ～ 37西楽門
東楽門

享保４年
享保７年

1719
1722 単層門 ３ × － 壁×２間 棟通り揃え

表Ⅰ︲３　古代の重層建物における二重以上の窓・扉の有無

番号 名称 年代
窓の有無
○：連子窓
×：な　し

扉
○：有（形式不明）
×：なし

内開
or外開 扉の時代

1 法隆寺金堂 飛鳥 ○ × － －
2 法隆寺中門 飛鳥 ○ × － －

3 法隆寺五重塔 飛鳥 ○ 連子扉（南面中央間のみ）
（四～五重は片開き） 内 当初（補修有）

4 法起寺三重塔 飛鳥 ○ × － －
5 海竜王寺西五重小塔 奈良 × ○（欠失） － －
6 元興寺極楽坊五重小塔 奈良 × ×（壁に扉を描いたヵ） － －
7 薬師寺東塔（裳階） 奈良 ○ 板桟戸 内 後補ヵ
8 法隆寺西院経蔵 奈良 ○ 板桟戸 内 奈良時代
9 當麻寺東塔 奈良 ○ × － －
10 當麻寺西塔 平安 × ○ 不明 不明
11 室生寺五重塔 平安前 × 板唐戸（片開き） 内 当初、明治

12 醍醐寺五重塔 平安中 × 板桟戸（初～三重）
板唐戸（四～五重） 内 当初

13 法隆寺西院鐘楼 平安中 ○ × － －
14 平等院鳳凰堂両翼廊 平安中 × × － －
15 平等院鳳凰堂両隅楼 平安中 ○ 板唐戸 内 不明
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はじめに　　本稿では、2010年度に開始した第一次大極
殿院の復原検討のうち、2013年度に成案を得た回廊の柱
配置および回廊に開く門の規模と配置を述べたい。
　回廊の柱配置については、『平城報告Ⅺ』、『年報
1994』、『紀要2004』にて復原案が示された。いずれも一
部の遺構に注目して検討されたため、他の遺構との矛盾
を生じていた。今回は、その後の第一次大極殿院地区の
発掘調査・研究の進展をふまえ、改めてすべての遺構と
整合する案を示すことを試みた。
第一次大極殿院地区の規模と変遷　　第一次大極殿院は、
奈良時代前半の平城宮における国家儀礼の場である。中
心建物である大極殿、それを囲む回廊および南門が和銅
８年（715）頃に完成（Ⅰ-１期、以下時期区分は『平城報告

』に従う）した後、神亀末年（728）頃から南面回廊に
東西楼が増築される（Ⅰ-２期）。区画の規模は、他の平
城宮主要部と同じく大尺を用いて、回廊の心々距離が東
西500大尺（600尺）、南北900大尺（1080尺）で計画された
ことが知られる。その後、天平12年（740）の遷都にとも
ない東西面回廊は恭仁宮へ移築されて掘立柱塀に代わる

（Ⅰ-３期）。天平17年（745）に平城に還都すると、残る第
一次大極殿院の建物は解体されて新たに「西宮」が建つ

（Ⅱ期）。西宮は、Ⅰ-２期から南北規模を2/3ほどに狭め
た築地回廊で囲われる宮殿施設であった。今回の復原年
代は、奈良時代前半のこの地域で建物がもっとも完備し
たⅠ-２期である。
検出遺構　　回廊の主な検出遺構は、南面回廊（東半

SC5600、西半SC7820）の基壇土、側柱礎石根石・掘方・
抜取穴、足場、南北基壇外装抜取溝、南北雨落溝、東面
回廊SC5500の基壇土・側柱礎石抜取穴、足場、東西雨
落溝、西面回廊SC13400の基壇土、東雨落溝、北面回廊
SC8098の南雨落溝である。南面回廊に増築された東西
楼は桁行15.5尺×５間、梁行13.0尺×３間で、梁行筋を
南面回廊と揃える。北面回廊SC8098の中軸付近には南
雨落溝から南に伸びる礫敷溝SD244を検出。東西面回廊
の外側柱筋にはⅠ-３期の掘立柱塀、東面回廊の棟通り
にはⅡ期以降の築地堰板抜取溝（築地基底幅５尺）を検出
した。遺物は、大量の瓦や建築石材数点などが出土した。

回廊の構造　　礎石根石・抜取穴等は、南面回廊の全体
で34ヵ所、東面回廊の南半で10ヵ所検出しており、これ
らの桁行は15.5尺等間、梁行は24.0尺である。東西南北
面の回廊内側によく残る雨落溝は、幅約2.5尺の礫敷溝
であり、回廊側柱心から8.3尺を隔て直線状に通る。南
面回廊の基壇外装抜取溝からわかる基壇の出は6.0尺で
あるため、基壇縁には幅2.3尺の犬走りが想定される。
なお基壇高は概ね1.8尺であり、基壇外装は羽目石を直
接地面に立てるものと考えられる〔41、52、56〕。
　梁行24.0尺とは単廊にしては大きすぎ、Ⅱ期築地回廊
の梁行総長も24.0尺であることから、Ⅰ期も同じく礎石
建の複廊の棟通りに築地を備える築地回廊で、築地基底
部の幅もⅡ期と同じ５尺と考える。また雨落溝の様相か
ら、回廊は四面とも同じ構造であり、門が開くとしても
その梁行柱間と基壇幅は回廊と同じであろう〔7、56〕。
東西面回廊の柱配置　　東西面回廊は長大であり、しか
も礎石根石等がわずかしか残らないため、注目する遺構
および用いる基準尺により様々な柱配置を考えうる。し
かし以下のような遺構および関連深い事例を総合してみ
ると、東西面回廊の桁行柱間は門の有無によらず15.5尺
等間と考えるのが確実であろう。
　まず回廊の南北規模は、計画通り1,080尺と考えたい
ところだが、基準尺（0.2949ｍ）を用いて精査すると1,078
尺である。このとき、両端12尺ずつを除いた1,054尺は、
桁行15.5尺等間68間分に等しい〔18、29〕。
　足場は、南面回廊の一部、および東面回廊の南約3/4
という広範囲で検出した小穴列である。小穴は、回廊柱
位置の中間に桁行約７尺と約８尺の間隔で交互に並び、
回廊柱位置が不明な箇所も同様に連続する。これは桁行
15.5尺等間の回廊側柱筋の中間に足場の柱が２本ずつ配
置されたことをうかがわせる〔30〕。
　東西面回廊の解体後に建つⅠ-３期掘立柱塀の柱穴は、
原則桁行15.5尺等間で並び、東面回廊側柱抜取穴の桁行
中央に検出している。根石等が掘方の障害となるⅠ-１
期の柱位置を避けて、東西面回廊の各桁行の中央にⅠ-
３期掘立柱塀の柱を配置したと想像される〔52〕。
　東西面回廊の移築先とされる恭仁宮大極殿院では、近
年の発掘調査において、桁行15.5尺等間、梁行24.0尺相
当の回廊の遺構が確認されている〔52〕。
　これらの状況から、東西面回廊は15.5尺等間であると

回廊の柱配置
－第一次大極殿院の復原研究14－



9Ⅰ　研究報告

考えた。回廊の南北規模は、1,080尺でおよその規模を計
画し、柱間寸法と折り合いをつけた結果1,078尺となった
と考えたい。なお東面回廊の棟通りで検出したSB8233
は、一間門（桁行最大12尺）とされてきたが、西面対称位
置や他の位置では検出しておらず、桁行15.5尺等間とも
整合しないため、異なる時期の遺構と判断した〔52〕。
東西面回廊に開く門　　回廊には、南門以外の門を検出し
ていないが、律令や平安宮八省院にみられるように、複
数の門が開くと考える。そこでⅠ-３期掘立柱塀に再び
注目すると、西面３ヵ所、東面２ヵ所の柱間が２～３間
分あいており、塀の開口部があったとみられる。これら
は既存の門の位置を踏襲した可能性が十分にあることか
ら、東西面各３ヵ所に一間門を設ける。なおⅠ－３期の
塀の開口部は、東面は２ヵ所のみだが、西面は中央とそ
れをはさむ南北対称位置の計３ヵ所であるのでこれを優
先した〔50、52〕。また、東西面回廊の周辺では多数出
土している鬼瓦も、門の存在をうかがわせるものと考え、
門の屋根は回廊から切り上げて鬼瓦を載せる〔17、56〕。
北門と北面回廊　　北門の存在とその規模は、北面回廊
南雨落溝に接続する南北溝からうかがえる。この溝は中
軸から東に7.5尺を隔てる礫敷の溝であり、西側対称位置
は削平されている。中軸上の幅15尺の通路にともなう溝
であり、通路は北門桁行中央間の扉口に対応するものと
考えられる。また、北門の規模は南門（桁行15尺×５間）よ
りも小さく桁行等間であろうことから、北門は桁行15尺
等間の三間門とする。北面回廊の桁行は、他面回廊に準
じて15.5尺等間とし、余りは北門取り付き部の柱間で吸
収する〔50、52〕。北面回廊周辺でも鬼瓦が出土している
ため、北門の屋根は切り上げて鬼瓦を載せる〔17、56〕。
北面回廊に開く門　　北門をはさむ東西対称位置には穴
門を設ける。穴門の位置は、南面回廊における東西楼桁
行中央間扉口に対応する位置とする。これは、東西楼の
扉口がⅠ-１期の穴門位置を踏襲したものと考えるため
である〔52〕。屋根は切り上げず穴門とする。
おわりに　　以上の回廊柱配置（図Ⅰ-４）は、遺構と整
合するという点で、もっとも蓋然性が高いと判断したも
のである。ただし平城宮の地割や、上部構造の寸法計画
との関係といった、そもそもの設計手法の解明には至ら
なかったため、今後の研究に期待したい。
 （井上麻香／㈱文化財保存計画協会）

註
文中の〔 〕内の数字は、2010 年度以降の「第一次大極殿院復
原検討会」の開催回を示す。

図Ⅰ︲４　回廊の柱配置
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はじめに　　第一次大極殿南方に存在する磚積擁壁は、
表面を黒色に仕上げた平面長方形の磚（以下、長方形磚）

を２ｍ以上積み上げる。高い壁は大極殿院壇上の大極殿
の荘厳を演出する装置だったのだろう。擁壁上半部は崩
れており、最上面の納まりについては発掘調査でも明ら
かになっていない。そこで、同地区出土磚を見直し、磚
積擁壁の構造について検討する。
第一次大極殿院地区の磚の出土状況　　平城宮内出土磚に
関しては、渡辺丈彦により法量分析から、各地区の所用
磚が区分されている １）。本稿の第一次大極殿院所用磚の
判別は、この分析をもとにしている。
　磚の出土状況は大きく３つに分けられる。第１に、擁
壁として遺存、または磚積擁壁周辺で西宮造営にともな
う堆積土や整地土中に埋没した磚で、出土量は一番多
い。第２に、恭仁宮遷都時（Ⅰ-３期）に解体された東西
面築地回廊跡に設けられた掘立柱塀の柱礎盤に転用され
た磚である。第３に、包含層などからの出土で出土量は
少ない。
磚の形状　　磚は平面形態で長方形と正方形の２種類に
区分できる。長方形磚は多数を占め、平均的法量は長辺
×短辺×厚＝28.7×15.4×8.1㎝。磚積擁壁遺存部で出土
した磚はこの形状である。
　正方形磚は出土量が少ない。破片で出土しても、一定
の大きさ以上の資料であれば、詰められた粘土塊の状態
から正方形か長方形かを推定できる。破片資料を検討し
た上でも、正方形磚は少ない。少数例での平均法量は、
長辺×短辺×厚＝27.2×26.6×8.2㎝。長方形磚を２つ並
べたよりやや小さい。
　両形態は、胎土・焼成・色調が類似していること、特
に厚みがほぼ同一であることから、ともに磚積擁壁所用
磚と推定される。
　側面調整や断面形状にも着目すると、側面が強めにナ
デられることで断面形がわずかに台形の資料の存在を確
認できた。平面の上下で大きさが異なり、大きい面をａ
面、小さい面をｂ面と仮称する。
　西面回廊部でⅠ-３期掘立柱塀柱穴礎盤転用の正方形
磚は焼成前に側面が傾斜するよう加工されており、面の

大小差が顕著に観察される（図Ⅰ-５-１）。
　長方形磚には側面が焼成後に表面が剥離し、断面形が
台形の資料がある（図Ⅰ-５-２・３）。破損時に力がかかっ
た方向は様々で、人為的な打ち欠きと推測される。打ち
欠きはｂ面側からａ面側に向かって、面の1/2から2/3の
範囲にわたり施される。同様の痕跡が、一部の長方形磚
の長辺側面でも確認される。
　以上をふまえ、磚の断面形状で分類をおこなった（図

Ⅰ-６）。平面に対して側面が垂直の資料を「長（方形）」、
やや傾斜して台形状を呈する資料を「台（形）」とする。
焼成後の加工は「長」に含まれ、打ち欠きの位置からａ
～ｃに細分した。断面形は使用方法を考慮した結果と想
定し、分類においては製作時の形状を重視した。
　磚積擁壁付近の方形土坑出土長方形磚では、長辺側面
の両面に打ち欠きが認められる長－ｂ類と、片面のみの
長－ｃ類がある（図Ⅰ-５-２・３）。長方形磚では、小口
面には打ち欠きが認められない。同様の痕跡が認められ
る長方形磚は恭仁宮でも出土することから ２）、確実に一
定量存在したと推測される。
　図Ⅰ-６の分類をもとに、平面形状とあわせて出土磚の

磚積擁壁復原に向けた磚の
検討
－第一次大極殿院の復原研究15－

図Ⅰ︲５　第一次大極殿院地区出土磚
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傾向を整理した（図Ⅰ-７）。正方形磚では断面台形の資料
が多く、長方形磚では断面長方形の資料が多数を占める。
断面を台形にする理由　　断面を台形に加工する例は凝
灰岩製敷磚にも認められ、敷いた時に目地をきれいに通
すための、いわゆるニゲ加工と推定される。前期難波宮
東方官衙の敷磚側面でも先述の資料と同様の打ち欠き痕
跡が確認される ３）。以上から、第一次大極殿院出土の断
面台形の磚は、敷磚、つまり磚積擁壁の最上段に敷かれ
た磚と考えられる。磚積擁壁は裏込めが薄く、正方形磚
を積磚とするには奥行が短いため、最上段の納めに使用
された可能性が高い。また、長－ｃ類は長側面が打ち欠
かれ、長側面を前面に出す長手積の擁壁壁面所用とは考
えにくい。
第一次大極殿院磚積擁壁の復原　　以上の成果は磚積擁壁
復原にどのように生かせるのか。まず、勾配約70°の擁
壁面は長方形磚で長手積により積み上げ、正方形磚で最
上段を納める。この最上段は一部に長－ｃ類などの長方
形磚も使われた。もともとは積磚を目的として生産され
たであろう長－ａ類の磚が、施工時等に微調整がおこな
われたのだろう。小口面に加工が認められず、小口を前
面に、正方形磚と奥行をあわせたと考えられる。
　大極殿周辺では同時期の礫敷整地面が認められ、磚積
擁壁上段全面が磚敷ではない。しかし、縁辺部一列を磚

敷にするか、複数列並べるのか判断が難しい ４）。
　参考となる資料が、東面回廊東側で出土した、焼成後
に円弧状に打ち割られた磚である（図Ⅰ-８）。胎土や調
整痕跡は磚積擁壁所用磚と共通する。残存法量と破面で
観察される粘土塊を詰め込んだ状態から、正方形磚を加
工したと思われる。側面に先述したニゲ加工の打ち欠き
も認められる。弧状の加工部分から推測すると、直径20
㎝前後の円弧の一部となる。柱など何らかの構造物に取
り付く敷磚として加工されたようだ。東面回廊の解体に
ともない廃棄された瓦とともに出土しており、この磚に
関して後世の再利用は考え難く、円弧の打ち欠きも第一
次大極殿院地区第Ⅰ期の所産であろう。
　この単独資料を根拠とするのは性急であるが、磚積擁
壁にともなう磚であるならば、擁壁縁辺部にこれほどの
直径の構造物を建てたとは考えにくく、磚積擁壁上面は
複数列の磚敷と考えることもできる。出土磚の検討から
は、以上のような磚積擁壁の復原が想定される。

（中川二美）

註
１） 渡辺丈彦「平城宮出土の磚」『紀要2004』。
２） 恭仁宮大極殿基壇裾出土磚に認められる。恭仁宮出土磚

は、法量から渡辺が既に平城宮第一次大極殿院磚積擁壁
所用磚が移動したと指摘している。筆者も胎土、色調、
表面調整などから同様の意見である。

３） 平城京左京五条一坊十六坪出土の文様磚の側面も文様面
から反対側にむかって傾斜するよう、焼成前に加工されて
いる。

４） 三角形の磚は第一次大極殿院では確認しておらず、四半
敷きの可能性は低い。

参考文献
奈文研『平城報告 』2011。

図Ⅰ︲６　断面形態による磚の分類

図Ⅰ︲７　断面形ごとの出土割合
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ａ ：加工なし

b ：長辺の片方のみ焼成後の打ち欠き

ｃ ：長辺両方に焼成後の打ち欠き

－：存在する可能性があるが、現状では未確認

長

台
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分類
断面形での

分類

１／８点＝12.5％

図Ⅰ︲８　円弧状に打ち欠かれた磚

0� 10㎝
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はじめに　　奈良文化財研究所建造物研究室では、2009
年度より法隆寺所蔵の古材調査を、奈良県文化財保存事
務所法隆寺出張所および公益財団法人竹中大工道具館の
協力のもと継続して調査をおこなっている。当初２ヵ年
の計画で金堂の古材調査を進めていたが、調査が進行す
る過程で、調査開始時には把握できなかった金堂古材の
全体量があきらかとなり、調査期間を延長しておこなっ
てきた。現在、調査も終盤を迎え、金堂古材の全体像が
整理されつつある状況である。ここでは、金堂昭和大修
理時におこなわれた古材の整理状況について、調査の現
況とあわせて紹介する。
法隆寺境内の昭和大修理　　明治29年（1896）に制定され
た古社寺保存法のもと、法隆寺でも古建築の保存修理工
事が進められていた。奈良県指導下でおこなわれたこの
時期の修理は、明治34年（1901）の中門を皮切りに、昭
和８年（1933）までに上御堂、南大門など計７件が完了
していた。しかし、依然修理を待つ物件が20件も控えて
いる上に、それまでのペースでは金堂・五重塔をはじめ
とする重要建物の修理が遅れ、損壊のおそれがあった。
そこで、昭和９年（1934）に国の直轄事業として法隆寺
国宝保存工事事務所が設置され、東大門、食堂及び細殿、
東院礼堂の３現場の保存修理工事が開始された。この昭
和大修理では、修理工事にともなう建築部材の調査方法
が非常に発達し、その手法は現代にまで続く保存修理工
事の礎となっている。また、東院伽藍では発掘調査がお
こなわれ、掘立柱建物の発掘調査技術が確立されたこと
は考古学上非常に大きな成果であった。その後、戦争の
激化や金堂の火災などの困難を経験したが、最終的に昭
和29年（1954）にすべての工事が完了した。
保管された古材　　現在法隆寺に保管されている古材は、
明治から昭和大修理時にかけて取り外されたものが大半
で、取り外された理由は、破損や腐朽のため再利用に耐
えないと判断されたもの、材質が粗悪で再利用に耐えな
いもの、復元のため後世に改変されたもの、型式整備の
ために取り換えたもの、資料保存のために特に取り外し
たものなどである。これらの部材の中には建立当初に遡
る部材（当初材）も数多く含まれており、現在建ってい

る建物そのものと同様の価値を保有している。
　金堂は、火災によって取り外しを余儀なくされた壁画
と焼損した部材を保管するための収蔵庫が建設され、そ
の中に解体時に下された古材を保管・陳列する予定で
あったが、取り外した古材が予想以上に多く、隅木など
の長尺の部材が収納できず、別所に保管されていた。ま
たこの収蔵庫には、金堂だけではなく五重塔やその他の
建築の古材も収蔵される予定であったが、すべては保管
できなった。
昭和大修理時の部材の分類と整理　　解体をともなう建造
物の保存修理工事では、解体時に番付を付し、部材それ
ぞれに対して形状の記録や改変の痕跡等の調査がおこな
われる。金堂の部材では、修理工事時の整理作業の中で、
部材に烙印を押し、整理番号を付す作業がおこなわれ、
未完成であるが「金堂昭和重修時古材目録」が作成され
ている。その中で、部材は大きく「甲」「乙」「丙」の３
種に分けられており、甲材は「確実に永久保存を要する
もの」、乙材は「右（甲類）の予備として保存すべきもの」、
丙材は「廃棄して差支えなきもの」とされる。甲材はさ
らに「甲１」「甲２」に分け、「甲１」は本来の用途を変
えていない材、「甲２」は転用などで本来の用途を変え
ている材である。さらに、部材種別を示す番号と、全体
個数中何個目かの番号を付与する。部材種別番号はかな
り細密に分類しており、甲乙あわせると約100種類にな
る。たとえば「甲１．14．16．１」であれば、「永久保存、
出桁下雲肘木、16個中１個目」となる（図Ⅰ-９）。そして、
「法隆寺金堂古材」という烙印と共に、この整理番号の
烙印が押される。また、昭和大修理時の復元の根拠とさ
れた部材には「金堂復原資料」と記した烙印も押されて
いる。乙類は甲類ほどの詳細な分類はおこなわれておら
ず、「金堂乙材」という烙印のみが押されている。
　金堂以外の部材では、五重塔でほぼ同様の整理がなさ
れたが、それ以外の建物では、建物名の烙印のみが押さ
れた。
昭和大修理後の整理作業　　修理工事時の分類によって、
古材は一通りの整理がなされた状態であったが、分類方
法が複雑で、全体像と個々の部材の把握が繁雑となると
いう短所があった。さらに、古材全体の保管場所の整理
が不十分で、目録に記載された部材がどこに保管されて
いるのかがすぐにはわからない状態となっていた。そのた

法隆寺所蔵古材調査４
－昭和大修理と古材の整理－
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め、昭和34年（1959）頃から古材全体の整理調査がおこな
われた。
　この調査は、昭和大修理時に金堂保存修理工事事務所
所長を務めた竹島卓一氏と、金堂修理工事の棟梁であっ
た西岡常一氏が中心となっておこなった。この時の調査
実施方針が竹島による「古材調査実施方針試案」に記さ
れており、まとめると以下の通りである。
（１）  原則として古材１件につき１枚の調査カードを作

成し、建物毎、部材毎に分類する。修理工事時
に付した烙印番号と目録を基本として作成する
が、全体を通して通し番号を新たに付与する。

（２）  現物と目録を照合し、古材の所在をあきらかに
する。

（３）  目録の情報を補完するために部材寸法の再測を
し、必要であれば部材のスケッチと特記事項の
追加整備を図る。

（４）  収蔵場所を整理し、棚にも番号を付け、保管場
所を固定する。

　以上の方針のもと整理作業がおこなわれ、金堂・五重
塔の甲材と東院・大宝蔵殿の地下調査で出土した柱根の
調査カードが作成された（図Ⅰ-10）。また、目録につい
ては、金堂・五重塔以外にも、大講堂、東大門、食堂及
び細殿、東院各建築について作成されている。しかし、
それ以外の建築の古材については未完のままであった。
金堂については、最終的に甲材と乙材はその区別をせず
にすべてまとめて管理する計画だったが、調査カードは
甲材のみ作成され、甲材以外については結果的には調査
されなかったようである。
　1980年代後半より、法隆寺の委託を受け、奈良県文化
財保存事務所が古材の整理作業を再開し、現在も継続し
て整理作業をおこなっている。
乙材・焼損部材の調査　　このような状況下、2009年よ
り奈良県がおこなう整理作業と並行して古材調査を開始
し、甲材の調査がほぼ終了した2012年からは乙材の調査

に着手した。乙材は、上記の通り、昭和大修理・整理時
の調査カードが作られていないため、全体数も含め不明
な点が多かった。また、甲材に比べ後補材の割合が多い
とみられることから、まず昭和調査カードとほぼ同様の
調査カードを作成し、全体を把握し、重要とみられる部
材についてはあらためて詳細調査をおこなうこととし
た。調査カードには必ずスケッチもしくは６面展開図を
書き入れ、随時甲材との比較検討をおこなった。2014年
２月段階で調査カードの作成はほぼ終了し、所在不明の
ものを除き、甲材約1,000点、乙材約1,400点を確認して
いる。
　このほかに、昭和火災による焼損部材のうち、初重外
陣天井周りの部材が保管されている。これらは炭化によ
り部材が途中で破断するなど、断片のみのものも多い
が、全体で800点前後を数える。これらも各々法量を記
録し写真撮影をした上で、整理用の番号を記したラベル
を付ける作業をおこなっている。
おわりに　　法隆寺の建造物は、建築史上もっとも重要
な物件のひとつであることはいうまでもない。また昭和
大修理は、建物を修理維持するという成果に加え、学問
的な調査手法を確立した現代的な修理工事の嚆矢となる
事業であった。この修理工事で降ろされ保存された古材
は、建造物自体と同等の価値を保有しており、同様に管
理されることが望ましい。金堂古材の調査はほぼ終盤を
迎え、今後は調査で得られた成果の検討を進めていく予
定である。また、部材調査と並行して加工痕調査、年輪
年代調査、塗装調査等もおこなっており、それらの成果
とあわせて、報告書として刊行する予定である。

（大林　潤）

参考文献
法隆寺国宝保存委員会『国宝法隆寺金堂修理工事報告書』　
1956。
浅野清『古寺解体』学生社、1969。
鈴木嘉吉「法隆寺修理」『近代日本建築学発達史』丸善、1972。

図Ⅰ︲９　昭和修理時の烙印と通し番号 図Ⅰ︲₁₀　昭和調査カードの一例
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１　はじめに

共同研究　　遼寧省文物考古研究所との国際共同研究は
現在、2011年に開始した第４期「遼西地域の東晋十六国
期都城文化の研究」を継続中である。本報告はその成果
の一部である。2013年度は、金嶺寺遺跡出土瓦と大板営
子遺跡出土金属製品について調査を実施した。
　金嶺寺および大板営子遺跡は、北票市大板鎮に所在
し、大凌河中流域の丘陵地帯に立地する。時期は３～４
世紀頃とされ、慕容鮮卑・三燕に関連すると考えられてい
る １・２）。いずれも遼寧省文物考古研究所によって発掘調
査され、金嶺寺遺跡では大規模な建築遺構が、大板営子
遺跡では墓地が発見され、瓦や金属製品などが出土した。

（小池伸彦）

２　金嶺寺遺跡出土瓦の調査

調 査 の 経 過　　これまでに2011年11月、2012年３月、
2013年11月の３回に分けて調査をおこなった。作業は資
料の観察・調書の作成・写真撮影を中心におこない、一
部の資料については拓本の作成にも着手している。現
在、軒丸瓦32点、軒平瓦１点、丸瓦８点、平瓦２点の調
書の作成と写真撮影が完了し、14点（うち軒丸瓦11点、丸

瓦及び軒丸瓦筒部３点）の拓本を作成した。
　ここでは、特に軒丸瓦を中心として、これまでに得ら
れた出土瓦の特徴を述べる。なお、観察所見については、
調査に参加した清野孝之・森先一貴・川畑純による知見
を川畑が取りまとめたものである。
軒丸瓦の概要　　軒丸瓦は瓦当部直径16.3～17.9㎝。中心
に直径3.7～5.4㎝の半球形もしくは円錐形の中房を持ち、
輻線で内区を６分割する。ただし１点のみ、３条一組の
輻線で内区を４分割するものがある。輻線の間に蓮蕾文
が配され、蓮蕾文の周囲には輻線から派生する網目状の
突線が延びる。外縁は素文の直立縁で、高さは1.1～1.9
㎝程度である。外縁の外周には押圧波状文が施されたも
のがある。なお、平瓦の広端凸面側の縁部にも指頭押圧
波状文が施されたものが確認できる。
　瓦当面には木目痕とみられる細線が浮き出たものがあ

り、木製笵であったことがわかる。一部には笵傷も認め
られ、これを基に同笵品を同定する作業を進めている。
現状で11種以上の瓦当笵を確認した。
　筒部が完存するものでは全長は52.8～55.7㎝。いずれ
も玉縁式で、玉縁長は5.5～6.1㎝。製作技法を観察可能
なものでは、幅３～５㎝ほどの粘土紐を模骨に巻き上げ
あるいは積み上げて丸瓦円筒を成形し、玉縁部は肩部を
貼り足すことで形成されたとみられる。筒部側面は広端
側から狭端側に向かってヘラ切りされている。丸瓦では
側面凸面側に分割破面がみられるが、軒丸瓦筒部ではみ
られない。凹面には玉縁部まで布目が残り、凸面は玉縁
部を含めて回転ナデによって丁寧に整えられる。
　瓦当裏面下半には外周に沿って突帯状の高まりがあ
り、瓦当裏面は中心が窪んでいる。突帯状の高まりの上
面にはヘラ切りの痕跡がみられ、丸瓦円筒と瓦当部粘土
を接合した後、丸瓦円筒を半切して不要部を切り離す一
本造りによって成形されたものと考えられる。
今後の課題　　軒丸瓦については、詳細な製作技法があ
きらかになりつつある。一方で通常の丸瓦では、厚手で
全長の短いものがあり、軒丸瓦の筒部とは異なる特徴を
もつ個体があることが判明している。今後は丸瓦・平瓦
全体の状況の中で軒丸瓦の製作技法を位置づける必要が
ある。また、軒丸瓦・軒平瓦にみられる指頭押圧波状文
についても他遺跡出土例と比較検討する必要がある。今

遼寧省北票市金嶺寺遺跡
および大板営子遺跡出土
遺物の調査

図Ⅰ︲₁₁　軒丸瓦写真（左上：標本₁₄、左下・右：標本１）
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後の継続的な調査によってあきらかにしていきたい。
（川畑　純・清野孝之・森先一貴）

３　大板営子墓地出土品の調査

　23基の墓が発掘調査され、木棺墓と石槨墓が混在する
ことがあきらかとなったほか、土器や金属製品など多様
な遺物が出土した。報告者はその年代について、北票市
喇嘛洞墓地よりも古いとし、３世紀中晩期とする ２）。こ
こでは今回調査した鉄矛について紹介する。
　Ｍ８・Ｍ10・Ｍ14号墓から１点ずつ、計３点の鉄矛が
出土している（図Ⅰ-12）。計測値は表Ⅰ-４の通りである。
いずれも鍛造品で、袋端部に切り込みをもたない、いわ
ゆる直基式である。身部と袋部の境に関をもち、身部断
面は扁平なレンズ形を呈する。袋端部付近には木柄を固
定するための１対の目釘孔が穿孔されており、１と３の
袋部内面には鉄製の目釘や柄の一部とみられる木質が遺
存している。
　三燕の鉄矛については喇嘛洞墓地からまとまった資料
が出土しており、それらの中には大板営子墓地出土品と
同じような直基式（４、喇嘛洞IM204）に加えて、山形抉
り式（５、喇嘛洞IM13）が存在する ３）。中国においては戦
国時代にまず前者が出現し、後者は漢代以降に出現する
ことがあきらかとなっている。どちらの型式も漢代には
すでに出現しているため、三燕の鉄矛にみられる袋端部
の違いが新古を反映しているかどうかについては、共伴
遺物の検討をふまえた上で慎重に判断する必要がある
が、両墓地における鉄矛組成の違いは、両墓地間の併行
関係を考える１つの材料となる。なおこれらの鉄矛の所
有者については、鉄矛副葬墓出土人骨がいずれも成年男
性であること、埋葬施設の規模や構造などからみて、大
板営子墓地造営集団の中でも有力者とみてよいだろう。
  （諫早直人）

４　ま と め

　今回は、おもに軒丸瓦と鉄矛の概要を報告した。中間
報告ではあるが、当該地域・時期の瓦製作技法について
新知見が得られ、副葬品中の鉄矛組成やその所有者像に
ついてあきらかとなった。また、課題も浮き彫りとなり、
今後の調査に期待のもてる成果が得られたといえよう。

（小池）

註
１） 辛岩ほか「遼寧北票金嶺寺魏晋建築遺址発掘報告」『遼寧

考古文集２』科学出版社、2010。
２） 万欣「遼寧北票市大板営子墓地的勘探与発掘」『遼寧考古

文集２』科学出版社、2010。
３） 豊島直博「三燕の鉄製武器」『北方騎馬民族のかがやき　

三燕文化の考古新発見』飛鳥資料館、2009。

図Ⅰ︲₁₂　大板営子墓地（１～３）と喇嘛洞墓地（４・５）の鉄矛

表Ⅰ︲４　大板営子墓地出土鉄矛の計測値

番号 遺構名 埋葬施設 全長 身部最大幅 袋部最大径

1 M14 木棺墓 18.7 2.4 2.8

2 M8 石槨木棺墓 25.4 2.4 3.2

3 M10 木棺墓 28.1 2.4 2.9

＊番号は図Ⅰ-12と対応。単位は㎝。

1 2 3 4 5

10㎝

0
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はじめに　　2010年に奈良文化財研究所と河南省文物考
古研究所（現・河南省文物考古研究院）が締結した「日中
双方による河南省許昌霊井出土細石器の共同研究に関す
る協定書」にもとづく霊井遺跡出土石器の整理研究が終
了したことから、ここに概要を報告したい。
霊井遺跡と日中共同研究　　霊井遺跡（34°4′11″N,　113°

40′23″E）は、河南省中南部、黄河と淮河の間に広がる
黄淮平原に所在する。1965年に発見された中国の代表的
な細石刃遺跡の１つ。2005年に河南省文物考古研究所
が、研究員の李占揚を発掘隊長として発掘調査を開始
し、現在に至っている。細石刃石器群は、調査開始から
やや遅れて、2008年に再確認された。上記のように2010
年に協定書が締結されたことから、李・加藤が日中双方
のプロジェクト責任者として、石器群の整理と研究を進
めた。
　今回のプロジェクトでは、石器群の全体把握と主要な
石器の資料化を目標とし、奈文研、東京大学、北海道大
学、鹿児島市教育委員会などに所属する３人ないし４人
の専門家チームを各年度２回程度、１回につき５作業日
を目途に鄭州にある河南省文物考古研究所（現・河南省

文物考古研究院）に派遣し、石器の観察、計測、実測を進
めた。その結果、実測率は細石核で98.4％、二次加工の
ある剥片を除く小型トゥール類で82.5％となった。
出土遺物　　作業の結果、2010年度までに霊井遺跡で発
見された細石器に関わると考えられる石器は2,338点で
あり、それらの内訳は表Ⅰ-５のとおりであったことが
あきらかにされた。このうち、大型石器関連資料とは、
専ら礫器の素材となり、細石器等にはほとんど用いられ
ていない石英岩、砂岩などの石材の石器である。この大
型石器関連資料54点、小礫527点、彫器スポール５点を
除く、1,752点中1,614点（92.1％）が燧石を素材としていた。
　なお、今回実施した細石刃石器群に共伴した19点の
炭化物・木炭に対するAMS測定値は、３点を除けば、
11,300±50－11,940±5014CBP（13,137-13,854calBP）に集中
した。
霊井の細石刃技術　　細石核63点を確認。そのうち、船
底形のもの３点、楔形のもの１点を除くと、残り59点は

角錐状に分類できる（図Ⅰ-13-1～6）。 また、調整打面を
もつ細石核が33点あり、かなりの頻度で打面調整がおこ
なわれていたことが判明する。細石刃剥離は、稜形成を
した部位から開始されるもののほかに、ブランクの狭長
な側面から始まるものも観察される（１）。そして、そ
の後、打面縁にそって、細石刃剥離が進み（２・６）、条
件がよければ、打面全周で細石刃剥離される（３）。また、
２面以上の打面をもつものが11点あり、細石刃剥離が進
むと打面転位がおこなわれたことを示す。さらに、打面
再生剥片18点が確認され、作業面を割断した細石核（５）

も存在するので、打面再生もなされたことが判明する。
　細石刃131点中、完形品は23点。その平均長は1.97㎝。
角錐状細石核の平均高2.10㎝によく対応し、細石刃が角
錐状細石核から剥離されたことを示している。
　以上の細石核の観察結果にもとづけば、船底形のもの
３点、楔形のもの１点を除くと、いずれも剥片や礫片、
小礫などを素材とする角錐状細石核であること、打面調

河南省許昌
霊井石器群の研究

表Ⅰ︲５　霊井出土石器内訳

石器製作
関連資料

剥片（石刃・縦長剥片21点を含む） 1025

1742
石核 34

礫片（原石を含む） 156

小礫 527

細石刃関連
資料

細石核 63

262
細石核打面調整・再生剥片 20

細石核原型 48

細石刃（稜付細石刃9点を含む） 131

トゥール類

掻器 84

280

削器 16

ナイフ形石器 7

缺入石器 5

彫器 6

彫器スポール 5

尖状石器 3

鋸歯縁石器 1

楔形石器（両極打法関連資料を含む） 27

石錐 5

小型両面加工尖頭器 1

二次加工のある剥片 120

大型石器

礫器 7

54

ピック 3

スクレイパー・二次加工のある剥片 4

石核・石球・石錘 22

磨製石斧刃部片 1

剥片 17

合計（点） 2338 2338



17Ⅰ　研究報告

整、作業面上端（細石刃頭部）調整、打面再生、打面転
位などの調整技術が駆使されることなどが判明する。細
石核が示す、これらの特徴をもとにすれば、霊井の細石
刃技術は、日本の本州南半で盛行した角錐状細石核であ
る野岳・休場型細石核から細石刃を剥離する矢出川技法
と極めて類似するものが主体となることがわかる。
黄淮平原の細石刃石器群　　霊井遺跡が所在する黄淮平
原とその近隣地区では、霊井のほか、細石刃出現期の登
封西施（25calka）、細石刃終末期の舞陽大崗（S0層相当層

出土）、新密李家溝（S0：10,500-8600calBP）の細石刃石器
群が存在する（いずれも河南省）。
　出現期の西施石器群は、角錐状細石核による細石刃技
術をもつ。終末期の霊井とあわせると、こうした細石刃
技術やそれを保持する石器群が、当該地域では細石刃期
全期を通じて展開することが予想される。
　終末期では、小型船底形細石核を多用する大崗、李家
溝石器群が霊井石器群と並存する。これら石器群間で
は、一見、細石刃技術に差異がある。しかし、量や比率
に違いはあるものの、各種細石核、小型両面調整尖頭器

（図Ⅰ-13-11）、刃縁の一端が尖った拇指蓋状掻器（７・８）

などを共有する。このため、これら石器群は、本来、同
一技術伝統の石器群であり、石材環境の差などで、おも
に運用される細石刃技術が異なったと考えられた。
華北地域の細石刃石器群　　霊井のような角錐状細石核
によるものを主要な細石刃技術とする石器群（角錐状細

石核石器群）は、黄淮平原以外の華北地域においても、
出現期（陝西宜川龍王辿、寧夏彭陽PY03、河北玉田孟家泉な

ど）から、終末期（山西楡社趙王村、北京懐柔轉年など）ま
でみられる。同時に、黄淮平原同様、近隣に小型船底形
細石核をもつ石器群が存在する。このことから、角錐状、
船底形といった非削片系の類型を中心とする細石核をも
ち、石材環境にあわせて、多用する細石核類型を違える
ものが、華北地域を特徴づける細石刃技術伝統であり、
その下で形成される角錐状細石核石器群は、小型船底形

細石核を多用する石器群とともに、華北地域を代表する
細石刃石器群であったと考えられる。
周辺地域の細石刃石器群　　霊井で復元された細石刃技
術は、西南日本の野岳・休場型細石核を利用する矢出川
技法と類似する。また、華北地域におけるその初現は、
矢出川技法の出現よりもはるかに古い。さらに、確実な
角錐状細石刃石器群は朝鮮半島では知られていない。
　西南日本における矢出川技法の出現はca.20kaとされ
るが、その時期は、LGMの海水面の最低下期にあたる。
渤海湾、黄海、東シナ海は大きく陸化し、大陸-西南日
本間の地理的障壁は極めて小さくなっていた。このこと
から、華北と西南日本の人間集団の接触がおこなわれ、
それを通じて伝播した華北地域の角錐状細石核による細
石刃技術に触発されて西南日本の矢出川技法が発生した
という仮説を提示した。
おわりに　　石器252点の実測図を含む挿図33プレート、
石器476点の観察表、29,000字以上に及ぶ中国語原稿を
すでに河南省文物考古研究院に提出した。今後、写真撮
影や発掘調査に関わる報告執筆などの河南省側による作
業を経て、正報告書として刊行される予定である。
　また、今回の整理研究の過程で、霊井においても華北
最古級の土器が出土していることがあきらかになった。
これについては、科研費などを得て、新たなプロジェク
トを立ち上げ、日中共同研究として進めていきたい。

（加藤真二・李　占揚／河南省文物考古研究院）

謝辞
本研究には、加藤・李のほか、森川実、芝康次郎、森先一貴、
高倉純、長沼正樹、國木田大、赤井文人、尾田識好が参加した。
実測図のトレースは森川、芝がおもに担当し、加藤が補佐し
た。辻本あらた、美濃久美子、市原夕貴の皆さんには挿図作
成などにお骨折りいただいたほか、加藤遥さんには中国語翻
訳の労をおかけした。あつく御礼申し上げる。

図Ⅰ︲₁₃　霊井遺跡の石器群
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１　解体修復の経緯

　躯体部は2012年３月９日から解体を始め、３月24日に
ほぼ解体を終えた。解体の途中から南組場において一部
の仮組を開始し、欠損石材の探索や新材補填、破風材の
推定などをおこない、仮組を終了した。
　上成基壇は同年３月28日から解体を始め、同年の８月
までに解体を終えた。解体後南仮組場でＮ18を、西仮組
場でＮ17からＮ14までの仮組をおこなった。Ｎ18を外し
た時点で、中央祠堂の南階段が南祠堂下成基壇内に埋め
込まれて現存することが判明し、2012年度後半は下成基
壇内を発掘調査するとともに、中央祠堂南階段の記録作
成に費やした。その結果は『西トップ遺跡調査修復中間
報告１』 １）を参照されたい。
　その後、2013年度に入り、下成基壇の調査を継続する
とともに、下成基壇の解体について慎重に検討をおこ
なった。結果、東南隅と西南隅を中心に欠失石材が多い
こと、全体に南方向への不同沈下が激しいこと、控積と

して用いられたラテライトの劣化が進んでいるなどの理
由により、下成基壇も解体再構築せざるをえないと判断
した。さらに下成基壇内の発掘調査の成果によって、基
壇内中位に列石が存在することが判明し、基壇の変遷、
基壇の構造、再構築の方針決定等に資するため、この石
材についても詳細な調査が必要と判断した。2013年度下
半期は下成基壇の解体と基壇内列石の調査を進めるとと
もに、再構築に必要な基壇土再構築用のラテライト粉末
と粘土粉末の製作も併行しておこなった。

２　検出された遺構と遺物

基壇内列石　　基壇内からは図Ⅰ-14のように平面十字
形を基本とする列石が検出された。列石上部からＮ18下
面までは約1.45ｍ、列石下部から掘込地業底まで約１ｍ
をはかる。つまり当該列石は基壇土内中位に浮いた状態
で設置されており、その機能が問題となる。掘込地業内
の版築のための土留石、掘込地業内の東西南北ラインを
示すための基準石列などいくつかの用途が推定される
が、類例の増加を待ちたいと考える（巻頭図版１）。
埋納土器群　　掘込地業の南掘込線の外側から埋納され
たと思われる土器が３遺構、４個体発見された。

西トップ遺跡の保存と修復

埋納土器A
埋納土器C

埋納土器B
掘込地業掘方

図Ⅰ︲₁₄　南祀堂基壇石列、土器出土位置図

0� 5ｍ
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埋納土器Ａ（図Ⅰ︲₁₅）　　基壇掘込地業の南西隅外側から
黒褐釉広口壺が１点出土した。図Ⅰ-15-２のように南祠
堂建立時の地表面と思われる層からの掘り込まれた掘方
に正位に据えられていた。口頸部は欠いた状態で埋納さ
れており、意図的に打ち欠いたと考えられる。肩部には
黒褐釉が施釉されるが、胴部には施釉されず、肩部から
の流下がみられる。蓋は発見されず、木製の蓋があった
可能性が考えられる。土器内には土が充満し、慎重に内
部の土を除去したが、底部付近に落ち込んだと思われる
ラテライト片や砂岩片が数個みられたにとどまる。
埋納土器Ｂ（図Ⅰ︲₁₆︲1・2）　　基壇掘方南側から完形の
丸底壺と長頸壺の上半部が出土した。丸底壺（１）は口
径13.6㎝、高さ15.4㎝、胴部最大径18.7㎝。一般的な丸底
甕とやや形状が異なり、胴部最大径以上は外反気味に立
ち上がり、底部は浅い丸底となる。頸部には２条の突帯
が付き、口縁部は波うつ。胎土・焼成ともに良好。長頸
壺（２）は口径10.8㎝、長さ9.8㎝をはかる頸部から大き
く体部が広がり、体部全体の約1/3が残存する。肩部に
は４条の突帯が巡り、突帯の間には線鋸歯文が印刻され
る。突帯の下には刺突文で綾杉状の文様が施文され、各

綾杉文の間には三角の施文具による突鋸歯文が施文され
る。突帯文部分を除く体部外面には粗い線状の磨きが施
される。頸部内面には成形時の絞り目が観察される。胎
土・焼成とも良好。
埋納土器Ｃ（図Ⅰ︲₁₆︲3）　　注口土器は頸部径10.8㎝、胴
部最大径24.0㎝。肩部に長さ約４㎝の注口が付く。注口
取付部には水平方向に２条の沈線を入れる。まず全体の
形を整形し、注口の取付箇所に円形の棒状のもので穴を
開ける。この棒に粘土を巻き付けて注口を成形してい
る。上記の２個体より胎土が精良である。
　これらの埋納土器に関しては、いずれも掘込地業の南
辺に沿うように配置されているとともに、埋納土器Ａで
は埋納坑が掘込地業と同じ面から掘り込まれている。い
ずれも掘込地業造成に近い時期に埋納され、南祠堂の建
立と関連した埋納と考えられる。この種の土器の年代と
用途を考える上で貴重な資料を加えたといえる。

（杉山　洋）

註
１） 奈文研『西トップ遺跡調査修復中間報告１』2013。

図Ⅰ︲₁₅　埋納土器Ａ（１）とその出土状態（２） 図Ⅰ︲₁₆　埋納土器Ｂ（１・２）と同Ｃ（３）
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１　調査に至る経緯

　クメール陶器研究は内戦終了後、タニ窯跡の発見によ
り、急速に発展した。奈良文化財研究所は1999年から
2001年にかけて、灰釉陶器窯跡の一つであるタニ（Tani）

窯跡において、2003年から2007年にかけては、ソサイ（Sar 

Sei）窯跡の発掘調査をおこない、それぞれ報告書を刊行
している。しかし、黒褐釉陶器の生産窯跡はカンボジア
国内からは長らく発見されなかったため、当時アンコー
ル王朝の領土内であった現在のタイ東北部に位置するブ
リラム（Briram）窯跡などで黒褐釉陶器を生産し、王道を
利用しアンコールまで運搬されていたと考えられていた。
　ところが、2008年頃、M.ヘンドリクソンによりアン
コールからプレア・カーン・コンポン・スヴァイへ続く
王道沿いに黒褐釉陶器窯跡の存在があきらかにされた。
奈文研でも独自に踏査をおこない、新たにヴィール・ス
ヴァイ（Veal Svay）窯跡を王道沿いに発見し、2013年２
月より調査を開始した。調査にあたっては、2012年度か
ら2013年度にかけて井上国際協力基金より助成を受けて
いる。

２　窯跡の立地

　ヴィール・スヴァイ窯跡は、アンコールからベン・メリ
アを通って、プレア・カーン・コンポン・スヴァイへと続
く、王道沿いに位置する。13°26′2.50″Ｎ, 104°22′9.20″
Eにあり、クーレン丘陵の南東に立地している。ヴィール・

スヴァイ窯跡の西北西約2.5㎞にはトープ・チェイ（Toap 

Chey）窯跡が存在し、APSARA（アンコール地域遺跡保護

整備局）とシンガポール大学の合同調査により発掘調査が
2012年末におこなわれた。また、ヴィール・スヴァイ窯
跡の東2.4㎞には、チュン・サムロン（Chung Samraong）窯
跡が発見され、APSARAとスミソニアン機構による合同
調査が2013年におこなわれた。王道沿いの極めて狭い範
囲に窯跡群が点在していることとなり、当地域が黒褐釉
陶器の一大産地であったことが推測される。

３　発掘調査の概要

　ヴィール・スヴァイ窯跡には２基のマウンドが存在す
る。このうち、西側に位置するマウンドを１号窯、１号
窯より一回り小さな東側のマウンドを２号窯と設定した。
　第１次調査は2013年２月６日から11日に１号窯の測量
と、窯跡周辺地形図作成をおこなった。第２次調査は
2013年６月24日から29日に２号窯の測量と１号窯に3.5
ｍ×６ｍのトレンチを設定し、焼成部付近の発掘調査を
おこなった。第３次調査は2013年12月23日から31日にか
けてマウンド周辺での発掘とマウンド構造を確認するた
めの断ち割り調査をおこなった。

４　検出遺構

全体構造　　測量調査の結果、１号窯は長楕円形を呈し
ており、南南西に煙道部、北北東に焚口をもつ地上式の
窯体であることが判明した。煙道部は削平されている
が、全体に良好な残存状況であった。
焼成部　　東西に１枚ずつ残存高約20㎝の窯壁を検出し
た。床面は１枚のみ確認したが、部分的に硬化する程度
の硬さで、さほど操業期間が長くない可能性が想定され

クメール黒褐釉陶器の調査
－ヴィール・スヴァイ窯跡の発掘－

図Ⅰ︲₁₇　ヴィール・スヴァイ窯跡位置図

図Ⅰ︲₁₈　１号窯跡測量図

0� 6㎞
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る。焼成部の最大幅は約1.8ｍをはかり、窯壁表面には
築盛時の手指痕や草葉圧痕が確認された。
マウンド構造　　窯体にかからない位置においてマウン
ドの断面観察をおこなった。その結果、１号窯は焼土や
ブロックを積み上げた人工のマウンド上に形成されたこ
とが確認された。

５　出土遺物

　表面採集資料と出土資料から、ヴィール・スヴァイ窯
跡で確認された遺物は大きく２種類に分類できる。出土
遺物の大半は大型黒褐釉壺甕類であり、小型黒褐釉特殊
品は少量見受けられる。なお現在までのところ本窯跡か
らは瓦の出土はみられない。
大型壺甕類　　大型製品はそのほとんどが壺甕類であ
り、典型的なクメール黒褐釉陶器壺甕類の形状を呈する
ものが多い。特筆されるのが、黒褐釉貼付文壺片である。
円形と水滴形の貼付文を肩部に巡らせるもので、出土事
例が非常に少なく貴重である（図Ⅰ-20）。
小型遺物類　　小型遺物としては、動物形製品がまずあ
げられる。図Ⅰ-21は牛を象ったとみられるが、頭部と
脚部の一部を欠失している。先行研究において、クメー
ル黒褐釉陶器では動物形容器を生産していたことが知ら

れていたが、実際に窯跡から出土した当遺物は特筆に
値する。そのほかに紡錘車状製品が出土した（図Ⅰ-22）。
当窯跡だけでなく、近隣のチュン・サムロン窯跡からも
同様の紡錘車状製品が出土しており、当地域で共通して
生産していたものと推定される。

６　ま と め

　当窯跡調査はアンコール地域における黒褐釉陶器生産
窯跡の先駆けとなる調査の１つである。３次にわたる調
査からヴィール・スヴァイ窯跡は大型壺甕類と動物意匠
などの小型特殊製品の生産に特化していた傾向が判明し
た。また、これまでの調査ではクメール灰釉陶器窯跡は
瓦陶兼業窯であったことが判明しているが、ヴィール・
スヴァイ窯跡や周辺の黒褐釉窯跡からは瓦を生産してい
た痕跡が見受けられない。今後、黒褐釉の陶器生産と瓦
生産についての関係性について留意しながら、引き続き
当窯跡の調査をおこなう予定である。  （佐藤由似）

参考文献
奈文研『タニ窯跡群Ａ６号窯発掘調査報告』2005。
奈文研『カンボジアにおける中世遺跡と日本人町の研究』2008。
Hendrickson, M. 2008 New Evidence of Brown Glaze 
Stoneware Kilns along the East Road from Angkor. INDO-
PACIFIC PREHISTORY ASSOCIATION BULLETIN 28.

図Ⅰ︲₂₀　１号窯出土黒褐釉陶器貼付文壺片 図Ⅰ︲₂₂　１号窯出土紡錘車形製品

図Ⅰ︲₂₁　１号窯出土動物形製品

図Ⅰ︲₁₉　１号窯トレンチ平面図　1：₂₀
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１　はじめに

　冶金関連遺物のうち、鞴羽口はもっとも一般的な出土
品の一つである。しかしながら、その性質上、形態的変
化に比較的乏しく、型式設定が困難である。また、出土品
は破片が多く、資料化には制約が多くともなう。そこで、
資料化を少しでも容易にし、型式設定に供するために、鞴
羽口分析にあたって鞴羽口の構成要素に着目し、各鞴羽
口がどのような特徴的要素から構成されるかを一覧表化
することで、その資料化と分類に役立てることとした。
　構成要素には、形態（管形）、胎土、焼け具合、外輪郭（縦

断面形）、成・整形法、胴部外径、先端部孔径、先端部仕
上げ、後端部仕上げ、用途という大項目を設定している。
各大項目は、特性により小項目に細分して、出土鞴羽口
の有する要素がどの特性に該当するかをみている。
　鞴羽口の特性を抽出するなかで、内面に特徴的な痕跡
を留める個体を確認するに至った。成・整形法に関わる
痕跡と確信し、当初は布目ではないかと推測したが、後
述のように、木沢直子・小村眞理の両名から皮革痕跡で
はないかとの指摘を受けた。そのような経緯から、両名
とともに、この痕跡の詳細な検討を開始した次第であ
る。今回、中間報告ではあるが、以下に述べるような注
目すべき新知見が得られた。
　なお、この報告は、奈良文化財研究所が奈良女子大学

（大学院）との連携教育として実施している、文化史論講
座「文化財学の諸問題Ⅰ・Ⅱ」での実習・演習の中で得
られた成果であることを付記しておく。

２　検討資料の概要

　平城宮では第21次西・154次調査（以上、SD2700出土）、
第32次補足調査（宮南東隅出土）、第59次北調査（馬寮Ⅲ期

工房出土）の鞴羽口を検討した。平城京では第168・179
次調査（右京八条一坊十四坪出土）の鞴羽口を検討した。
　SD2700出土品は、第二次大極殿院東外郭・内裏東外郭
出土の冶金関連工房に関連が深く、奈良時代後半に属し、
特に天平宝字年間以降を主体とするものと考えられる。
　宮南東隅出土品は、奈良時代末から平安時代初めにか

けての冶金工房に関連するものと考えられる。
　馬寮Ⅲ期工房出土品は、平城還都後の改作にともなっ
て設置されたと考えられる、鍛冶工房関連遺構（SB6360・

SK6350）出土品で８世紀中葉に比定される。
　平城京右京八条一坊十四坪出土品は、平城土器編年の
ⅠあるいはⅡからⅢにかけての時期にあたり、奈良時代
前半のものと考えられる。工房は十四坪北半部に顕著に
展開するが、冶金関連遺物は坪境小路付近から北に分布
する。冶金関連遺構・遺物は銅工を主体とするが、他に
鉄鍛冶があり、冶金以外にガラス工、漆工なども認めら
れる。  （小池伸彦）

３　出土鞴羽口の観察

　鞴羽口の製作技法を知るためには、鞴羽口片の外面お
よび内面に残された痕跡を観察し製作工程、使用工具、
工具の素材についての情報を拾い上げていく必要があ
る。本稿では、上記出土鞴羽口の観察を通して、主に工
具の素材について検討した結果について報告する。
　今回もっとも注目されたのは複数の鞴羽口内面にみら
れる横方向に走る線状の隆起と粘土の縦方向の隆起であ
る。これは鞴羽口製作時、棒状の芯材に粘土を巻いて成
形する際に、芯材と粘土との間に離型を目的とした何ら
かの材が存在したと考えられる。こうした例は平、丸瓦
の布目痕にみられることが知られており、観察当初は平
織りの布目圧痕を見逃すことのないように注意を払っ
た。しかし、実際に観察を進めるなかで、確認できた痕
跡はこれらとは異なる特徴を有していた。また、鞴羽口
外面については、内面でみられた特徴とは異なる痕跡を
確認したが、これも成形時に用いた工具痕跡と考えられ
る。以下、特に内面の観察によって得られた知見につい
て述べる。

４　鞴羽口の内面にみられた特徴

　観察した鞴羽口は、表面の劣化や胎土に含まれる砂粒
の大きさ・量などにも左右されるため、何らかの痕跡を
確認できる条件を満たす資料は必ずしも多いとはいえな
い。さらに、遺存状態が良好で筒状の形態を保っている
場合には、内面の観察時に制限が生じる場合もある。
　こうした条件のもと、今回の観察では斜光の調整をお
こないながら、おもにルーペを用いて可能なかぎり内面

平城宮・京出土鞴羽口の
製作技法と皮革
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の情報を収集することに努めた。その結果、砂粒が少
なく、胎土が密で表面がなめらかな資料の数例に共通
して、横方向に不規則に巡る皺状の筋がみられた（図Ⅰ

-23・24、第154次調査出土品）。図Ⅰ-24は特徴的な事例で
ある。
　皺状の筋はわずかに隆起して筒内面を廻るが、紐状の
ものが巻かれたような規則的ならせん状を呈しておら
ず、撚りもみられなかった。当初想定したような布目状
の痕跡も確認できなかったことをあわせると、鞴羽口を
製作する際、芯となる棒状のものに、形状に添う程度に
比較的柔らかくなめらかな質感の材が充てられたと考え
られる。
　そこで、こうした条件を満たす素材の１つとして皮革
を使用した可能性を考えた。図Ⅰ-25は棒を芯として周
囲に牛皮を巻き、さらに粘土を巻いて押さえたのちに芯
と皮を抜き取った粘土を半截した状態である。実験の結
果、出土資料にみられた皺状の隆起と似た表情が作り出
された。また、皮革を使用することによって、芯を粘土
から外す工程がより容易におこなえるということがわ
かった。図Ⅰ-26・27は第32次補足調査出土品である。
図Ⅰ-24と比較して、内面の皺がより細かい。図Ⅰ-28の
ような毛が残る鹿皮などの素材を用いた可能性が想定さ
れる。
　皮革は織物や撚紐などとは異なり、織目や撚りといっ
た識別が容易な痕跡が残りにくい。しかし古代における
皮革の利用は多く確認されている。例えば小札や胡籙等
の武器、武具、馬具類の金属部分や、刀子の鞘等の表面
に塗布された漆膜下に、その使用の痕跡を見出すことが
できる。柔軟性に富み堅牢でもある皮革という材料の特
性を活かした利用がおこなわれていたことは明確である
が、腐朽しやすい有機質であることから埋納中に欠失し
てしまいがちであるため、検証が困難な場合が多い。
　今回観察した鞴羽口の中には、表面に鞣された革のよ
うにごく滑らかなものを当てた場合に得られる質感や、
一部には毛根と考えられる例もみられた。残存状況に
よっては実際に使用された皮革の動物種を特定すること
が可能な場合もあると思われる。

５　今後の課題

　皮革の使用を想定できた事例については、動物種や使

用方法についての考証を試みる。鞴全体の構造や構成材
料ともあわせて検討、考察をおこなう必要があると思わ
れる。
　また、同様な目的で用いられているが、特徴が皮革と
異なると見受けられる場合についても、使用された素材
の検討をおこないたい。

（木沢直子・小村眞理／元興寺文化財研究所）
鹿皮提供：公益財団法人元興寺文化財研究所

図Ⅰ︲₂₃　鞴羽口 図Ⅰ︲₂₄　同左内面

図Ⅰ︲₂₅　牛皮を用いた復元圧痕

図Ⅰ︲₂₆　鞴羽口 図Ⅰ︲₂₇　同左内面

図Ⅰ︲₂₈　鹿毛皮を用いた復元圧痕
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蹄脚円面硯Ｂとは　　平城京の時代に出現し、宮殿・官
衙・寺院を中心に使用された須恵器蹄脚円面硯Ｂ。初唐
に出現した蹄脚円面硯（以下、蹄脚硯）を模してつくられ
た国産品のうち、硯部と脚台部を一連で成形し、その側
面に別途型づくりした脚頭・脚柱飾りを貼り付け、下底
部の台を補充し、脚柱飾りの間を逆三角形状に削り取っ
て透孔とする一群をさす（図Ⅰ-29）。蹄脚硯は、勅任官
たる従五位の官が用いる意匠ともいわれ １）、とくに宮殿
や官衙で特徴的である。これまでのところ藤原京では出
土せず、平城京遷都以降に出現した型式とされる。
　本稿では、成形の早い段階に該当する属性を分類の上
位概念とする見地に立ち、蹄脚硯の製作技法中、多様か
つ特徴的と考えられる硯部の成形技法を分類し、製作技
術系統を弁別する指標としたい。成形技術の差異は、す
なわち製作者あるいは生産地の違いを反映すると考える
ことによる。こうした前提をふまえ、蹄脚硯Ｂ出現の背
景を探ることにする。なお、例示する各個体の番号は、
『平城京出土陶硯集成Ⅰ』 ２）の遺物番号に拠る（以下、集

成Ⅰ）。
　はじめに硯部の成形技法を細分し、その技法的特徴な
どを以下に列記する（図Ⅰ-30）。
外堤接合技法　　硯部の外堤以外を一連で成形し、そこ
に外堤部を接合する技法。盤状の器を天地逆にしてつく
り、そこに外堤を付加したとも換言できる。また本技法
は、蹄脚硯Ａにも存在し（232など）、硯面裏に段差がな
いａ（329など）、段差を有するｂ（209など）の２種類に
細別できる（図Ⅰ-30上段）。
円筒技法　　別づくりの硯面と外堤～脚部とを接合する
技法（284など、図Ⅰ-30中段中央）。本技法も蹄脚硯Ａに存
在する成形方法である（182など、図Ⅰ-30中段左）。換言す
ると、円筒の内側に円盤をはめ込むようにして硯部をつ
くる成形技法といえる。
硯部一体成形技法　　硯部をロクロで成形し、その後外
堤とする部位を外側へ押し広げることによって外堤を挽
き出す技法（50・287など）。そのため、海部付近の器壁
がその前後よりも若干薄くなる。ここで硯部一体成形技
法の代表例とした50と287は、ともに胎土と色調の特徴

が酷似し、同一産地であることがほほ確実といえる。
硯面一体成形技法　　ロクロを用いて、口縁が「て」の字
状を呈する皿状に成形して硯面とし、端部を下方へ折り
返す（折り返した部分が外堤になる）。さらに、別づくりした
硯面より下部と先の硯面とを接合する技法。大半の器壁
厚が８㎜前後と、１㎝強をはかる他技法で成形した個体
に比してやや薄いことを特徴とする。硯面の接合方法に
より双方を断面Ｔ字状に接合するａ（252・304・345・346

など）、断面Ｔ字状に接合した後、内側の段差間へブリッ
ジ状に粘土を充填するｂ（305・355など）、つくりはａその
ものだが、ａより器壁厚がおよそ倍のａ′（343など）の３
種類に細分できる（図Ⅰ-30下段）。本技法は、今のところ
蹄脚円面硯Ｂにのみ認められるが、平城宮・京出土の蹄
脚硯Ｂでは最多の出土量を誇る。
　蹄脚硯の硯部成形技法は、以上の７種類に細分できる。
硯型式と製作技法　　製作技法も唐の様式を受け継ぐ蹄
脚円面硯Ａには、外堤接合技法、円筒技法の２種がみと

蹄脚円面硯Ｂの出現と
その特質

図Ⅰ︲₃₀　蹄脚硯Ｂの成形技術分類断面模式図

外堤接合技法
a b

円筒技法 硯部一体成形技法

硯面一体成形技法
a a′ b

蹄脚硯A

0 20㎝成形の特徴を模式化するのが目的のため、
各個体における透孔の表現は省略した。

蹄脚硯B

図Ⅰ︲₂₉　蹄脚硯の各部位名称２）
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められる。ともに蹄脚硯Ｂでも確認できる技法のため、
これら２種の技法により製作された蹄脚硯Ｂは蹄脚硯Ａ
の技術系譜の延長線上に位置づけてよい。
　他方、硯部一体成形技法と硯面一体成形技法は、蹄脚
硯Ｂに固有の製作技術と考えられ、𠮷田恵二が説く「日
本化」した蹄脚硯を体現する技術の１つといえる ３）。こ
のように硯部成形技法だけで７種もある蹄脚硯Ｂは、蹄
脚硯Ａより多種多様な製作技術が展開する。これは、既
存の生産的枠組みを超え、新たな工人が製作に従事した
結果と考えられるが、蹄脚硯の需要の増加に対応した結
果と解するのが穏当であろう。
各分類と産地　　さて、西口壽生は、集成Ⅰで脚頭・脚
柱飾りの貼り付け技法や脚部の装飾に着目し、蹄脚硯Ｂ
を５種に細分した。これを本稿の分類と対応させると、
細分①が硯面一体成形技法ａ・ａ′・ｂ（図Ⅰ-31）と円筒
技法、細分②が外堤接合技法ｂ、細分③が外堤接合技法
ａとなる細分④・⑤の諸例は少なく硯面形態も不明なた
め、いずれに該当するかは確言できない。細分③に属す
る329が愛知県小牧市篠岡81号窯産とされることから １）、
外堤接合技法ａは、尾北窯の技法に帰するとみてよい。
　集成Ⅰの細分は、生産地の違いに帰属すると考えら
れるが、本稿でとりあげた硯部成形技法の分類によっ
て、細分①がさらに４分類できた。よって、細分①には
複数の産地、あるいは同一産地内での複数の製作技術が
併存したかのいずれかであろう。ちなみに、細分①に属
する個体が邑久窯産との推定があるが ４）、形態的特徴お
よび平城宮での出土量などを勘考して、硯面一体成形技
法ａ・ｂのいずれかが備前産である可能性は否定できな

い。従来にない成形技術の採用も、備前が新たな蹄脚硯
Ｂの産地に加わったことに起因するとみると、状況が吻
合してくる。もちろん、未知の窯で生産された可能性も
考慮すべきだろう。
　以上の検討結果から蹄脚硯Ｂは、従来の製作技術で生
産されただけでなく、需要増加にともなう生産地の拡大
により、硯面一体成形技法をはじめとする新しい製作技
術を生み出し、かつ新たな産地が生産の主流を担ったと
いう図式で説明できる。こうして各地の窯で生産された
蹄脚硯Ｂは、調として都へもたらされたのだろう。
蹄脚硯Ｂ出現の背景　　これには、蹄脚硯Ｂを大量に供
給する必要が生じ、それに即応するため新規技術が編み
出された、いわば従来の生産体制からの変革が推定でき
る。従来からの生産地は無論のこと、新たな生産地（な

いしは窯）が加わった結果だろう。ともかく、蹄脚硯Ｂ
の出現を端緒として陶硯生産に変化が生じたことは確実
だが、それでは変化の契機をどこに求めるべきか。
　既往の研究によると、東区朝堂院上層南面築地築造時
の排水路SD17351出土品などを根拠として、蹄脚硯Ｂの
出現が奈良時代前半にさかのぼるとする２・ ５）。現状では、
より詳細な時期の特定が困難だが、奈良時代前半～中頃、
従来にない量の蹄脚硯が平城宮などで必要となったこと
が、蹄脚硯Ｂを生産する直接的な契機とみなしたい。
　平城宮で蹄脚硯がもっとも出土するのは、実務的とさ
れる東区朝堂院とそれに隣接する地域（東区朝堂院西外郭）

である。そこから蹄脚硯Ｂの出現は、文書行政の充実、
あるいは使用者の階位と硯式を対応させる格式面での整
備が契機となったことは想像に難くない。また、奈良時
代初頭まで蹄脚硯Ｂの出現年代が引き上げられるかによ
るが、平城京遷都によって儀礼的な中央区、実務的な東
区と２つの朝堂院へ拡大されたことも可能性の１つとし
て念頭に置いておきたい。今後、その歴史的契機をあき
らかにするための検討も必要となる。  （青木　敬）

註
１） 西口壽生「東海産の陶硯について」『紀要2010』。
２） 奈文研『平城京出土陶硯集成Ⅰ』2006。
３） 吉田恵二「日本古代陶硯の特質と系譜」『國學院大學考古

学資料館紀要』１、1985。
４） 岡山県古代吉備文化財センター『津寺遺跡４』1997。
５） 神野恵・川越俊一「平城京出土の陶硯」『古代の陶硯をめ

ぐる諸問題』奈文研、2003。

図Ⅰ︲₃₁　硯面一体成形技法の断面詳細（左：ａ、右：ｂ、縮尺不同）
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１　はじめに

　藤原宮跡のSD1901Ａは、宮造営に際して資材を運搬
した大規模な運河と考えられる遺構であり、近年の発掘
調査において、数多くの動物遺存体が出土している。こ
のSD1901Aを埋め立てた後に大極殿など藤原宮中枢部
の建物が設けられるため、出土した動物遺存体は藤原宮
造営期における一括性の高い貴重な資料群といえる １）。
　1977年に実施された飛鳥藤原第20次の調査において
も、運河SD1901Aから多数の動物遺存体が出土してい
た。しかし、詳細な内容が不明であったため、再整理を
おこなっている。今回、第20次資料の再整理を進める中
で、人骨がみつかったため、速報として報告するととも
に若干の考察を加える。

２　出土人骨の所見

　出土した人骨は、左側の大腿骨である。骨端部がほと
んど残されておらず、管状の骨幹部のみであった。保存
状態は、他の動物骨と同様に良好で、ビビアナイト（藍

鉄鉱）の析出もみられない。骨には「6AJF KG33 大溝

粗砂 771215」と注記されており、運河が機能した時期
の自然堆積層である下層 ２）から出土したことがわかる。
　わずかに残存した近位端部を観察すると、大腿骨頭が
癒合せずに脱落していることから、年齢は18歳未満と推
定できる ３）。また、大腿骨の残存長は234.3㎜で、残存部
位を考慮すると大腿骨最大長（M1）は約236～240㎜と復
元できる。この復元値を未成人四肢骨の計測値データ ４）

と比較すると、年齢は５～12歳程度と推定され、骨端癒
合状況による推定年齢とも矛盾はない（図Ⅰ-32）。
　全身骨格ではなく大腿骨のみが出土したことから、関
節が外れた小児の遺体の一部が運河に持ち込まれたもの
と考えられる。犬などの食肉目は柔らかく油分が多い含
まれる骨端部を齧りとり、筒状の骨幹部を残すことが
多いため、骨幹部のみという残存状況は犬による関与
が示唆される ５）。近位端部には円形の窪みがいくつか観
察され、犬による咬み痕の可能性がある。実際に、飛
鳥藤原第153次の調査で出土した動物遺存体をみると、
SD1901Aから馬に次いで犬が多く出土しており ６）、造
営時には遺跡周辺に犬が多く見られたと考えられる。
　なお、保存状態が悪い資料やビビアナイトが析出する
資料では、埋没中や取り上げ時に骨端部が抜け落ちた可
能性も考慮する必要がある。しかし、出土骨の保存状態
は良好であるため、この可能性は低いと判断できる。

藤原宮造営の運河から出土
した小児骨
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図Ⅰ︲₃₂　大腿骨最大長と年齢の相関図（註４のデータより作成）
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３　考　　察

　古代のうち、文献史料が豊富な平安時代では、庶民は
遺棄や風葬など遺体を地上に放置していたことが知られ
ている。また犬は、遺体の一部をくわえて徘徊すること
があり、子供の遺体が多かった ７）。
　例えば、９～10世紀の事例を抜粋すると、次のように
なる。延長５年（927）に犬が小児の足をくわえて内蔵寮
へ侵入したが、同様の事態は貞観19年（877）にも起きて
いた ８）。承平元年（931）には大炊寮供御院で犬が子供の
遺体をくわえていた ９）。天慶２年（939）に藤原師氏宅の
犬が小児の下半身を咬んで入り 10）、天慶５年（942）には
左近衛府中将曹司の近くで３、４頭の犬が子供の遺体を
食べており、頭部と上半身しか残っておらず、手足はな
かった 11）。応和元年（961）には造営所の犬が子供の両足
を食べて入った 12）。
　このように、子供の遺体に関する記述が多いのは、子
供の死亡率が高かったことに加えて、子供の遺体は犬が
運搬しやすい大きさであったことが要因として考えられ
る 13）。とくに子供の足がくわえられて運ばれたことが多
いようであり、小児の大腿骨のみが出土した本事例との
関連性が示唆される。
　飛鳥・奈良時代における葬制は、考古学的に把握しや
すい埋葬や火葬の議論が中心であった。藤原宮が造営さ
れる７世紀末は、平安時代のような文献史料はほとんど
ないものの、柿本人麻呂が香久山で遺体をみて悼んだ歌
を詠んでおり、香久山に遺体が放置されていたことは確
認できる 14）。出土した小児骨は、７世紀末における葬制
の一端を示すものといえよう。
　本資料の存在から、５～12歳程度の小児の遺体が、遺
跡周辺に放置されていたと推測することができる。運河
SD1901Aは、朱雀大路など宮内先行条坊の側溝を切っ
て掘削されている。出土した小児骨は、藤原宮造営時の
景観がわかる資料でもある。  （山崎　健）
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人骨に関しては、水嶋崇一郎氏、鵜沢和宏氏、茂原信生氏、
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１　はじめに

　瓦の生産地（瓦窯）と消費地の双方において同一の軒
瓦が出土している場合、型式比較によって生産地のひと
つを推定することが可能である。しかし、瓦窯が不明で
ある、軒瓦が出土していないなど、前述の条件が成立し
ない場合は、丸平瓦の製作技法や胎土の肉眼観察による
産地推定に頼らざるをえない。
　藤原宮出土瓦の産地推定は、瓦窯資料との型式比較と
胎土の肉眼観察によって進められてきたが、現在でも生
産地不明の型式がある（例：6646D・6646G） １）。また宮内
出土資料のうち、南北大溝（運河）1901A最下層出土資
料には軒瓦がないために生産地があきらかではないと
いった問題がある ２）。
　このような問題を解決するため、主に藤原宮・京出土
の主要軒瓦型式を調査対象とし、胎土の偏光顕微鏡観察
および蛍光Ｘ線分析をおこなった。胎土分析による産地
推定は、本来であれば瓦窯出土遺物の分析を先におこな
い、消費地である藤原宮・京出土資料と比較し生産地を
推定していくのが常套手段であるが、瓦窯出土遺物の分
析は現時点では未実施である。今回は製作技法や胎土の
肉眼観察から産地が推定されている藤原宮出土資料を、
従来とは別の手法を用いて検証し、その分析結果を利用
して生産地不明瓦の産地推定を試みたので、その結果に
ついて報告する。

２　分析資料

　今回分析に供した資料は、藤原宮所用とされる主要軒
瓦を中心とする14型式32種39点、および生産地不明の比
較資料として南北大溝（運河）1901A最下層出土の丸瓦
３点・平瓦１点、大官大寺所用の軒丸瓦6231Aを１点・
軒平瓦6661Aを２点、藤原宮・本薬師寺所用瓦２型式３
種３点の計49点である（表Ⅰ-６）。
　本分析は、微量ではあるが破壊分析であるため、軒瓦
は型式があきらかで、かつ残存度ができるだけ低い資料
を選択している。試料採取は瓦当面以外で製作技法の観
察などに支障をきたさない部分でおこなった。

３　分析方法

　本報告では偏光顕微鏡観察と蛍光Ｘ線分析を併用して
いる。それぞれの分析手法は現在広く実施されており、
すでに多くの発掘調査報告書や研究報告で成果が発表さ
れている。いずれの分析方法が有効であるかは、胎土の
性質によるところも大きいが、本報告では結果を組みあ
わせて考察することとした。すなわち、胎土の構成を
マトリックス（主に粘土）と砂礫に分けられるとすると、
蛍光Ｘ線分析はマトリックス部分を対象に胎土の化学組
成を、偏光顕微鏡観察は砂礫部分を対象として胎土を構
成する岩石・鉱物組成を分析する。この方法は、おもに
水沢・建石による土器胎土分析法 ３）を参照したもので、
複数の方法で１つの資料を分析するため、信頼性を高め
ることができる点で優れており、瓦においても同様の効
果が期待できる。蛍光Ｘ線分析法では、資料に含まれる
マトリックスと砂礫の双方を粉砕して測定する方法もあ
るが４- ６）、今回は採取する試料が微量であることから、
マトリックスのみを対象とした。
偏光顕微鏡観察　　瓦資料から２～３㎜厚の切片を切り
取り、スライドグラスに貼り付けたのち厚さ0.02㎜程度
になるまで研磨した。薄片の観察は、偏光顕微鏡ML-
9200（メイジテクノ製）およびOPTIPHOT2-POL（Nikon製）

でおこない、撮影はHDデジタルカメラMC120HD（Leica

製）を使用した。観察対象は構造の判別できる0.05㎜ま
での鉱物、石英・カリ長石・斜長石・白雲母・黒雲母・
角閃石・輝石・カンラン石である。
蛍光Ｘ線分析　　瓦に付着している埋土を除去したの
ち、胎土を５～10㎎採取し分析試料とした。胎土分析は
微少量の資料に対して実施していることから、ここで得
られた化学組成はおもにマトリックス部の特徴を示して
いると考えることとした。
　使用した装置は蛍光Ｘ線分析装置EAGLEⅢ（EDAX

製）、測定条件は管電圧30kV、管電流100μA、Ｘ線照射
径50㎛、測定時間300秒、ターゲットRh、真空雰囲気中
である。定量分析の標準試料には産業技術総合研究所地
質調査総合センター岩石標準試料JB-1a、JF-1、JF-2、
JG-1a、JG-3、JGb-1、JGb-2、JR-1および窯業協会標
準試料（R701）を用い、検出元素の各酸化物の合計が
100wt%になるよう規格化しFP法によって定量値を求め

藤原宮・京出土瓦の
胎土分析
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た。分析は１つの資料に対し３～６回測定し平均値を
とっている。

４　分析結果

　表Ⅰ-６に示した胎土の蛍光Ｘ線分析結果から、三角
ダイアグラム（CaO-K2O-Na2O）を作成した（図Ⅰ-34）。
これは規格化により３成分の和が１となるように表示し
ている。図から日高山瓦窯産とされてきた資料は領域Ⅰ
とするまとまりをもつことがわかり、他資料との判別が
可能である。高台・峰寺瓦窯産とされてきたものは、大
きく２つに大別でき、このうち領域Ⅱとしたまとまりを
もつ資料は、高台・峰寺瓦窯産のなかでクサリ礫を含む
胎土でＣグループと呼称している資料群と一致する（胎

土分類は石田（2010） １）による）。同様にN/Pグループと呼
ばれる石英粒を多く含む資料群は領域Ⅱから外れ散在す
る傾向がみられる。今回の分析資料では高台・峰寺瓦
窯産とされるＣとN/Pの二つの胎土グループは化学組成
でも区別できるといえる。淡路土生寺瓦窯産と推定和泉
産は領域Ⅲを構成し近接しているが、この二つの生産地
が類似する結果となった理由は不明である。安養寺瓦窯
や推定大和盆地産資料の分布は散在する傾向を示す。牧
代瓦窯産と推定近江産、西田中・内山瓦窯産は高台・峰
寺瓦窯N/Pグループの近傍に領域Ⅳを構成する。これら
は図Ⅰ-34では明瞭に分布範囲が分かれないため、別の
元素（CaO-K2O-Fe2O3）を用いて判別を試みた（図Ⅰ-35）。

分布範囲がやや広く明瞭ではないが、高台・峰寺瓦窯
N/Pグループのそれは牧代瓦窯・推定近江産とは異なる
傾向がある。いっぽう牧代瓦窯産と推定近江産は重複し
ているためこれらの判別は難しい。牧代瓦窯産と推定近
江産はいずれも白色・精細な胎土で肉眼的共通性が比較
的高い資料である。偏光顕微鏡観察では、牧代瓦窯産の
石英粒子の粒径は0.1㎜以下、推定近江産は0.5～0.3㎜の
割合が多いという違いが認められる（図Ⅰ-36）。また分
布が散在する安養寺瓦窯産とされる資料（No.45､ 53､ 57）

は、肉眼観察および顕微鏡観察の結果でもそれぞれの胎
土の特徴が異なり、雲母や輝石、かんらん石などの鉱物
組成の違いが大きいことを確認できる。分布が近接する
淡路土生寺瓦窯産と推定和泉産とされる資料は0.5㎜以
下の石英が多く、稀に0.1㎜以下程度のかんらん石を含
むなど、高い共通性を示している。
　比較資料とした産地不明資料の結果を表Ⅰ-７に示す。
本薬師寺出土瓦（No.47、48）はそれぞれ牧代瓦窯、高台・
峰寺瓦窯Ｃグループとよく一致した分布を示す。南北大
溝（運河）1901A最下層出土瓦（No.77､ 78､ 79､ 83）のうち、
No.77・83は領域Ⅰ（日高瓦窯産）の分布域と、No.79は
領域Ⅱ（高台・峰寺瓦窯Ｃグループ）と重複し、No.78は高
台・峰寺瓦窯産N/Pグループの分布付近にプロットされ
る。次に大官大寺所用瓦（No.80､ 81､ 82）は、No.80・81
が図Ⅰ-34では領域Ⅱの近傍に、図Ⅰ-35では領域Ⅱに分
布し、No.82は新たに図Ⅰ-37を用いて判別を試み、高台・

図Ⅰ︲₃₄　三角ダイアグラム（CaO︲K2O︲Na2O） 図Ⅰ︲₃₅　三角ダイアグラム（CaO︲K2O︲Fe2O3）
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峰寺N/Pグループと近い位置にプロットされた。藤原宮
の産地不明型式（No.68､ 70）は、No.68が領域Ⅱにプロッ
トされる。No.70は今回分析した資料群には類似する資
料が検出できず、産地は不明である。偏光顕微鏡観察で
も空隙を多く含むなど、他資料とは異なる特徴を示す（図

Ⅰ-36）。また牧代瓦窯は２ヵ所に分布する傾向を示すこ
とから、新たに胎土が分類できる可能性がみえてきた。
これらは顕微鏡観察からも大きさの異なる石英粒子を含
んでいるなどの違いを確認できた。

５　考　　察

　南北大溝最下層から出土した資料は、日高山瓦窯と高
台・峰寺N/Pグループである可能性が高い。これまで南
北大溝最下層からは軒瓦が出土しておらず、将来の調査
を待つほかない状況であったが、今回の結果により藤原
宮所用の瓦が含まれていることは確実といえる。
　本薬師寺出土軒丸瓦6276Aa（No.47）が牧代瓦窯、軒
丸瓦6276Ac（No.48）は高台・峰寺瓦窯Ｃグループであ
る可能性が高まった。6276Aaは金堂本屋根用、笵の摩
耗の進んだ6276Ab、6276Acは西塔本屋根用とされてお
り、西塔造営時に笵が移動した可能が指摘できる。西塔
の創建もしくは再建、あるいはその葺き上げ・葺き替え
が平城薬師寺より遅れるとすれば、高台・峰寺瓦窯の操
業時間が長期に及ぶことを意味するため、今後とも検討
を要する。大官大寺所用瓦が高台・峰寺瓦窯の分布範囲
の近傍にプロットされることも、高台・峰寺瓦窯が藤原
宮造営後も官窯として官寺建立に関与していくことを示
す可能性があり、さらに分析事例を増やし検証を進めて
いきたいと考えている。

６　ま と め

　藤原宮出土瓦についてはこれまで試みられていなかっ
た蛍光Ｘ線分析と偏光顕微鏡観察を併用した胎土分析を
おこなった。得られた成果を以下にまとめておきたい。
　従来の型式対比と肉眼観察による産地推定の多くが、
本報告の胎土分析により補強される見通しが得られた。
反面、安養寺瓦窯産とされる瓦は個々の特徴が異なるこ
とから複数の生産地を１つの窯跡の所産としてまとめて
しまっている可能性も指摘できた。最後に従来は生産地
が不明であった南北大溝（運河）SD1901A最下層から出
土した瓦、藤原宮、本薬師寺、大官大寺の各所用瓦の生
産地候補を指摘することができた。
　本報告の分析手法により既往の生産地研究を検証でき
る見通しが立てられたが、今後さらにデータを蓄積する
ことで産地推定の信頼性を高めていく必要がある。とり
わけ瓦窯出土資料の分析をおこなうことが研究を進展さ
せるうえで必要不可欠である。また藤原宮所用瓦につい
てもすべてを調査しているわけではないため、今後も分
析点数を増やしていきたいと考えている。軒瓦の出土が
ないため生産地を不明とせざるをえない資料についても
広く試みてみる価値があると考える。

（降幡順子・森先一貴）

図Ⅰ︲₃₆　偏光顕微鏡観察（上－ニコル、下＋ニコル、写真左から推定近江産（資料No.₆₆）、牧代瓦窯産（No.₇₃）、不明資料（No.₇₀））

図Ⅰ︲₃₇　資料No.₈₂の判別
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表Ⅰ︲６　分析資料一覧および蛍光Ｘ線分析結果（wt%）

No 出土地 型式 注記 Na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO TiO2 MnO Fe2O3 Rb2O SrO ZrO 肉眼観察による推定産地
35 本薬師寺 6121A 本薬1994-2次　5BMY　NM28 073 1.4 1.6 18.3 69.0 2.6 0.27 1.1 0.07 5.4 0.10 0.12 0.20 牧代瓦窯ヵ
36 藤原宮 6233B 37次 6AJK FM34 001 2.5 1.5 18.1 65.1 1.9 1.1 1.0 0.10 8.2 0.08 0.20 0.18 高台・峰寺瓦窯
37 藤原宮 6273A 37次 6AJK FO34 001 2.1 1.7 19.1 62.9 1.8 1.1 1.1 0.16 9.5 0.08 0.21 0.20 高台・峰寺瓦窯
38 藤原宮 6273B 37次 6AJK FS34 002 2.1 1.6 17.5 62.7 1.8 1.2 1.1 0.39 10.3 0.09 0.19 0.18 高台・峰寺瓦窯
39 藤原宮 6274Aa 27次 6AJB PS29 002 1.5 0.64 10.4 69.4 1.5 0.28 0.36 0.31 12.8 0.09 0.11 0.13 推定和泉
40 藤原宮 6274Ab 29次 6AJB QN43 003 1.8 2.7 20.0 56.8 1.5 2.9 1.4 0.16 12.0 0.11 0.19 0.19 日高山瓦窯
41 藤原宮 6274Ac 27次 6AJB PO40 012 1.0 1.9 24.9 57.1 1.5 0.62 1.4 0.10 10.9 0.11 0.15 0.24 推定大和盆地
42 藤原宮 6274B 27次 6AJA UD28 004 1.6 0.95 15.3 68.4 1.7 0.35 0.56 0.15 9.5 0.10 0.12 0.17 淡路土生寺瓦窯
43 藤原宮 6275A 不明   002 2.2 1.6 18.5 64.2 1.8 1.2 1.2 0.13 8.7 0.09 0.19 0.24 高台・峰寺瓦窯
44 藤原宮 6275A 27次 6AJB PR29 004 1.4 1.1 20.9 65.6 2.4 0.73 1.1 0.06 6.3 0.09 0.14 0.19 高台・峰寺瓦窯
45 藤原宮 6275D 18次 6AJE KN29 001 1.2 1.3 19.6 65.5 1.9 0.90 1.1 0.05 8.1 0.10 0.15 0.17 安養寺瓦窯
46 藤原宮 6275E 7次 6AJK F地区 001 1.7 2.6 20.0 55.8 1.4 2.9 1.7 0.17 12.8 0.12 0.21 0.30 日高山瓦窯
47 本薬師寺 6276Aa 本薬1994-2次　5BMY　NL28 141 1.5 1.5 18.4 68.3 2.5 0.36 1.1 0.07 5.8 0.10 0.13 0.17 牧代瓦窯ヵ
48 本薬師寺 6276Ac 本薬1994-2次　5BMY　ZZ 005 1.9 1.7 18.6 64.2 1.9 1.0 1.1 0.13 8.8 0.10 0.21 0.24 不明
49 藤原宮 6278A/D 18次 6AJE KZ 001 1.0 0.74 15.8 75.3 2.1 0.25 0.66 tr 3.7 0.08 0.10 0.18 推定近江
50 藤原宮 6278F 24次 6AJB QV40 0.89 0.80 17.2 74.5 1.9 0.21 0.73 tr 3.2 0.07 0.09 0.12 推定近江
51 藤原宮 6279Aa 18次 6AJE KA36 001 1.6 2.9 23.9 53.6 1.3 2.8 1.4 0.14 11.7 0.09 0.20 0.20 日高山

52-1 藤原宮 6279B 29次 6AJB QJ40 005 2.1 1.8 20.0 61.2 1.6 1.1 1.3 0.10 10.4 0.09 0.18 0.18 高台・峰寺瓦窯
52-2 藤原宮 6279B 29次 6AJB QJ40 005 0.90 0.98 20.6 66.9 2.1 0.23 1.2 0.04 6.6 0.09 0.12 0.17 高台・峰寺瓦窯
53 藤原宮 6281A 11次 6AJF RQ09 006 1.5 1.9 19.7 60.4 1.8 1.5 1.4 0.11 10.9 0.09 0.16 0.20 安養寺瓦窯
54 川原寺 6281B 川原寺 6BKH KO65 007 1.4 0.94 18.7 70.3 2.3 0.43 0.75 0.05 4.7 0.10 0.12 0.14 西田中・内山瓦窯
55 藤原宮 6561 29次 6AJH QQ92 002 1.9 1.2 17.2 67.7 1.8 1.4 1.0 0.10 7.1 0.08 0.18 0.19 久米瓦窯

56-1 藤原宮 6641Aa 136次 6AJG ML30 006 2.2 1.7 20.7 61.9 1.5 1.0 1.3 0.14 8.8 0.08 0.20 0.44 推定大和盆地
56-2 藤原宮 6641Ab 136次 6AJG MK11 012 1.4 1.9 20.7 58.6 1.5 1.1 1.3 0.11 12.6 0.11 0.18 0.32 推定大和盆地
57 藤原宮 6641C 1次 6AJH JE39 009 1.1 1.2 20.1 58.8 1.1 0.58 1.4 0.11 15.2 0.09 0.12 0.17 安養寺瓦窯
58 藤原宮 6641E 29-6次 6AJH QM63 004 2.2 1.6 18.3 65.7 1.6 0.99 1.1 0.11 7.6 0.07 0.18 0.39 高台・峰寺瓦窯
59 藤原宮 6641F 34次 6AJM BL44 001 1.3 1.0 18.6 69.7 2.3 0.45 0.74 0.07 5.3 0.09 0.11 0.25 西田中・内山瓦窯
60 本薬師寺 6641H 本薬1994-2次　5BMY　NM28 007 1.5 1.6 18.4 68.5 3.2 0.27 1.1 0.05 4.8 0.10 0.13 0.19 牧代瓦窯
61 藤原宮 6643C 37次 6AJK FR32 002 2.2 1.5 17.8 65.1 2.0 1.2 1.1 0.10 8.3 0.09 0.22 0.18 高台・峰寺瓦窯
63 藤原宮 6643Aa 37次 6AJK FN34 006 1.6 2.3 21.7 58.2 1.6 2.4 1.4 0.11 10.0 0.09 0.19 0.27 日高山
64 藤原宮 6643C 20次 6AJF KF35 001 1.2 0.91 16.7 68.7 2.5 0.45 0.96 0.07 8.0 0.09 0.14 0.22 高台・峰寺瓦窯
65 藤原宮 6643C 20次 6AJF KN41 001 2.1 1.8 20.0 62.3 1.5 1.1 1.2 0.16 9.2 0.08 0.23 0.22 高台・峰寺瓦窯
66 藤原宮 6646B 29-6次 6AJH QE63 017 1.1 0.92 17.5 73.4 1.9 0.21 0.67 tr 3.9 0.08 0.10 0.17 推定近江
67 藤原宮 6646C 27次 6AJB PS29 005 1.4 1.3 19.6 64.6 2.1 0.69 1.2 0.12 8.4 0.09 0.17 0.32 高台・峰寺瓦窯
68 藤原宮 6646D 29次 6AJB QK40 003 2.2 1.7 18.5 64.1 1.8 1.1 1.2 0.12 8.7 0.08 0.19 0.20 不明
69 藤原宮 6646E 18次 6AJE KM30 002 1.4 1.3 18.7 68.7 1.8 0.37 0.71 tr 6.5 0.09 0.12 0.15 淡路土生寺瓦窯
70 藤原宮 6646G 27次 6AJB PN29 011 1.0 1.2 18.6 73.4 1.3 0.57 1.0 tr 2.5 0.06 0.11 0.14 不明

73-1 藤原宮 6647Ca 27次 6AJA UC29 006 1.5 1.2 16.5 73.3 2.6 0.39 0.66 tr 3.5 0.08 0.11 0.14 牧代瓦窯
73-2 藤原宮 6647Ca 27次 6AJA UC29 006 1.5 1.2 17.6 71.8 2.7 0.30 0.82 tr 3.5 0.10 0.13 0.19 牧代瓦窯
74 藤原宮 6647D 29-6次 6AJH QE63 021 1.4 1.6 16.6 67.4 2.0 1.1 0.86 0.17 8.4 0.10 0.12 0.15 讃岐宗吉瓦窯
75 藤原宮 6647D 29-6次 6AJH QE-QF64 004 1.3 1.1 19.3 64.0 1.9 0.82 0.95 0.30 9.8 0.11 0.15 0.21 推定讃岐／阿波
76 本薬師寺 6647G 本薬1994-2次　5BMY　NK26 022 1.2 1.6 17.2 70.0 2.8 0.26 1.0 0.09 5.5 0.10 0.14 0.16 牧代瓦窯
77 藤原宮 （丸瓦） 20次 6AJF KI32 006 1.9 3.1 20.9 55.4 1.6 2.7 1.5 0.15 12.2 0.10 0.21 0.19 不明
78 藤原宮 （丸瓦） 20次 6AJF KI32 007 1.1 1.6 23.0 61.2 2.2 0.40 1.1 0.07 8.7 0.11 0.15 0.17 不明
79 藤原宮 （平瓦） 20次 6AJF KI32 2.0 1.6 17.8 64.1 1.9 1.1 1.1 0.17 9.6 0.10 0.23 0.21 不明
80 大官大寺 6231A 大官1次 6BTK OV49 041 1.5 1.4 20.0 62.0 1.8 1.3 1.5 0.08 9.9 0.09 0.17 0.27 不明
81 大官大寺 6661A 大官1次 6BTK GA59 003 1.7 1.9 20.8 59.9 1.6 1.4 1.6 0.11 10.5 0.09 0.17 0.24 不明
82 大官大寺 6661A 大官1次 6BTK QF59 001 0.97 1.0 23.4 63.1 1.6 0.36 1.0 0.07 8.0 0.10 0.11 0.17 不明
83 藤原宮 （丸瓦） 20次 6AJF KI32 1.6 2.3 22.3 56.9 1.5 2.1 1.6 0.11 11.0 0.10 0.17 0.19 不明

表Ⅰ︲７　産地不明資料の結果

不明資料 No. 分析から推定された生産地

本薬師寺出土資料
35 牧代瓦窯
47 牧代瓦窯
48 高台・峰寺瓦窯（C）

藤原宮出土資料 68 高台・峰寺瓦窯（C）
70 不明

（南北大溝） 77 日高山瓦窯
（南北大溝） 78 高台・峰寺瓦窯（N/P）
（南北大溝） 79 高台・峰寺瓦窯（C）
（南北大溝） 83 日高山瓦窯

大官大寺出土資料 80 高台・峰寺瓦窯（C）カ
81 高台・峰寺瓦窯（C）カ
82 高台・峰寺瓦窯（N/P）カ
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１　はじめに

　高松塚古墳壁画材料調査班では壁画の各図像の彩色部
について、材料（色料）の調査をおこなっている。ここ
では、近年の調査結果から西壁女子群像に使用された色
料について、いくつかの知見が得られたので報告する。

２　分析方法

　調査は蛍光Ｘ線分析（XRF）とともに可視分光分析
（VIS）の反射スペクトル測定をおこなった。分析は、Ｙ
字型光ファイバーユニットを取り付けた日本分光製分光
光度計MV-2020（プローブ光源内臓）を使用し、非接触で
実施した。測定条件は次のとおりである。
波長範囲：400-968nm、測定時間：0.5秒×120回
距離：３㎝、プローブ光照射径：１㎜

３　結果と考察

　図Ⅰ-38に西壁女子群像のスキャニング画像と推定色
料を示す。分析結果から、図像の中で、目視によって赤
色と認識できるのは、『人物像の赤色衣』と『唇』、『頬』、
『各人物像の裳』、『緑色衣の人物像の帯』の部位である。
この中で『唇』、『頬』、『裳』、『帯』についてはXRF分
析の結果から水銀が特徴的に検出されており、VIS分析
の結果からも朱（辰砂）であると判断された。その他、
青色、緑色の部分については、XRF分析の結果から銅
が特徴的に検出されており、VIS分析の結果からも青色
が群青、緑色が緑青であると推定される。
赤色衣の分析結果　　赤色衣のXRF分析の結果、主とし
てカルシウム、鉛が検出された。水銀は微量であるが検
出された。カルシウムは漆喰から、鉛は漆喰表面に塗ら
れた鉛白の可能性が考えられる。検出元素の中で鉄の検
出強度は周囲の土汚れと同程度か、やや高めの検出強度
を示した。図Ⅰ-39に『赤色衣』７、８、10と比較色料
のベンガラ、赤土の反射スペクトルを示す。
　分析の結果、特定波長の変曲点と600nm ～960nmに
おける凸凹ピークのパターンはベンガラ、代赭、赤土と
いった酸化鉄系赤色顔料の特徴を有していることがわ

かった。
黄色衣の分析結果　　XRF分析とVIS分析も10箇所の測
定点でおこなった。『黄色衣』のXRF分析の結果、赤色
衣と同じく主としてカルシウム、鉛が検出された。検
出元素の中で鉄の検出強度は余白部分よりもやや高い
結果が得られた。VIS分析の結果、特定波長の変曲点と
450nmのピークパターンは稲荷黄土のそれともっとも近
似していることがわかった。
青色裳の分析結果　　図Ⅰ-40に『赤色衣の人物像の青色
裳』の襞の列番号を記入したマクロ画像を示す。マクロ
撮影の結果から、裳の全域に使用された青色色料には青
色の粒子とわずかに緑色の粒子を確認することができ
た。また裳の一部において、表面が赤みを帯びている部
分があり、青色との重なりによって混色にみられること
がわかった。ただし、混色部において、赤色を帯びた粒
子は確認できなかった。『青色裳』のXRF分析の結果、
主としてカルシウム、銅、鉛が検出された。特に銅が強

高松塚古墳壁画の色料に
関する材料調査報告

図Ⅰ︲₃₈　西壁女子群像のスキャニング画像と推定色料

図Ⅰ︲₃₉　『赤色衣』7、8、₁₀と比較色料（ベンガラ、赤土）の反射スペクトル
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く検出されており、青色色料については群青が用いられ
ていることが考えられる。またわずかに水銀が検出され
ている。
　図Ⅰ-41に『青色裳』８、９、23、24、25と比較色料
の臙脂、朱、群青の反射スペクトルを示す。『青色裳』
の青色部については、群青ともっとも近似した反射スペ
クトルを示すことがわかった。一方で、混色部の反射ス
ペクトルについては、550nmに特徴的なピークと580～
590nmにおいて変曲点を確認することができる。これら
は青みが強い部位からは確認できないことから、赤色色
料に由来すると考えられる。そこで朱と、各種天然染料
の反射スペクトルと対比をおこなった。使用した色料は
表Ⅰ-８に示した。
　各色料との比較の結果、朱は変曲点が550～560nmに
あり30nm前後離れていること、550nm周辺に反射ピー
クが存在しないことから、朱の可能性は低いと考えられ
る。一方で天然染料については臙脂の反射スペクトルが
混色部に近いパターンを示すことがわかった。ただし、
混色部と臙脂では変曲点が580～590nmと一致している
が、反射ピークについては、混色部では550nmに現れる
のに対して臙脂は565nmとやや異なる。そこで、青色裳
の混色部と実験試料の分光スペクトルの比較をおこなっ
た結果、色の濃さによっては反射ピークが555nmまでシ
フトすることがわかった。赤色色料については今回比較
した色料の中では臙脂がもっとも適合したが、さらなる
検討が必要である。

４　ま と め

　高松塚古墳壁画西壁女子群像に関する近年の材料調査
班の調査結果から、壁画に使用された色料としては赤色
には朱が、緑色には緑青が、青色には群青が用いられて
いると判断した。一方で、赤色と黄色の衣については酸
化鉄系顔料が使用されていること、特に『赤色衣』には
赤土に、『黄色衣』には黄土に近い色料が用いられてい
ることがわかった。また、『赤色衣』の人物像の『青色裳』
については、青色部と青色と赤みを帯びた混色部が存在
することがわかった。青色と混色は襞ごとに使い分けら
れており、青色-混色-青色の縞模様であることを確認す
ることができた。混色部の赤色色料については顔料と染
料の両方について検証をおこなっており、今後の課題と

したい。
（赤田昌倫・田村朋美・脇谷草一郎・降幡順子・高妻洋成

　東文研／吉田直人・早川典子・杉津信明・早川泰弘・岡田健）

図Ⅰ︲₄₁　『青色裳』と比較色料の臙脂、朱、群青の反射スペクトル

図Ⅰ︲₄₀　『赤色衣の人物像の青色裳』のマクロ画像

表Ⅰ︲８　使用した色料

赤色 備考 黄色 備考
ベンガラ

顔料

黄土
顔料

代赭 稲荷黄土
朱土 蘗

染料

赤土 刈安
辰砂 欝金
鉛丹 梔子

日本茜

染料

槐
西洋茜 丁子

インド茜 檳榔子
臙脂 雌黄

紅花（赤） 紅花（黄）
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１　はじめに

　薬師寺東塔は薬師寺に現存する建築のうち、その意匠
を奈良時代（天平年間）に唯一遡ることができる文化財
建造物である。東塔の部材に関する研究は多岐にわた
り、様々な成果が報告されている。奈良文化財研究所で
は2012年から奈良県と共同で、解体修理にともなう東塔
に残る彩色塗装材料の調査研究をおこなっている。ここ
では、主として塗装材料調査の結果について報告する。

２　分析試料と分析方法

　本調査では試料を現地において採取し、研究室内にて
各種詳細な分析をおこなった。採取試料は最初に①光
学顕微鏡と電子顕微鏡 １）による観察をおこない、同じ
試料に対して②蛍光Ｘ線分析（測定条件：電圧40kV，電流

30µA，測定時間100sec）、③可視分光分析（測定条件：露出

0.5sec，積算回数120scan，測定波長範囲400nm ～960nm）をお
こなった。分析後、試料はできる限り回収し、乳鉢で微
粉末化した後、④Ｘ線回折分析（測定条件：電圧40kV，電

流100µA）と⑤赤外分光分析（測定条件：分解能４㎝ -1，積

算回数64scan）に供した。また、一部試料については色
料粒子の確認のために⑥薄層切片を作製した。
　図Ⅰ-42に初層腰組北面の試料採取箇所を示す。また
図Ⅰ-43に試料番号1F-N5、1F-N6の部材写真を示す。
各層各方角面の内装と外装塗装から、重要な知見が得ら
れる可能性が考えられる部分を選別し調査対象とした。
今回は同一部材（斗）において、修理の痕跡がみられ、
年代が異なる部材に残存している塗料の調査結果につい
て報告する。試料番号1F-N5は後世の補修に使用された
比較的新しい材に、1F-N6はそれよりも前の時代におい
て部材に塗装された色料である。どちらも赤色から黄色
の色調を呈しているが、1F-N6の方がやや赤みが強いの
が特徴である。

３　結果と考察

蛍光Ｘ線分析　　どちらの試料からも主として鉄、ケイ
素、硫黄などが検出された。この中で鉄がもっとも強く

検出された。1F-N5からは鉛も検出されたが、1F-N6か
らは検出されなかった。
顕微鏡観察　　図Ⅰ-44に1F-N5と1F-N6の色料粒子の顕
微鏡写真を示す。図の上は電子顕微鏡写真、図の下は光
学顕微鏡写真である。1F-N5では８㎛程度の大きさの特
徴的な形状をした粒子を確認した。この粒子について電
子顕微鏡に付属した蛍光Ｘ線分析装置により分析したと
ころ、鉛を多く含む粒子であることがわかった。1F-N6
では五角形状の粒子を確認することができた。この粒子
の蛍光Ｘ線元素分析の結果、粒子によって鉄を多く含む
もの、ケイ素を多く含むものなど多様であることがわ
かった。この傾向は1F-N5でも確認することができた。
Ｘ線回折分析　　図Ⅰ-45に1F-N5と1F-N6のＸ線回折ス
ペクトルを示す。1F-N5から硫酸アルミニウムアンモニ
ウムの12水和物、二酸化ケイ素、硫酸鉛、硫酸鉄が検出
された。1F-N6からは同じく硫酸アルミニウムアンモニ
ウムの12水和物、二酸化ケイ素、硫酸鉄が検出された。
可視分光分析　　1F-N5と1F-N6は非常に近似したスペ
クトルパターンを示した。これらのスペクトルは高波
長側に酸化鉄系赤色顔料の特徴が現れたが、700nm ～
950nmの波長範囲でのピークパターン（凹凸凹のピーク）

の変動幅は低く、本研究室で蓄積している比較用の色料

薬師寺東塔彩色の材料調査
報告

図Ⅰ︲₄₂　初層腰組北面試料採取箇所

図Ⅰ︲₄₃　1F︲N5と1F︲N6の部材写真
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の分光データからは赤色土壌（安山岩の風化土）にもっと
も近い結果が得られた。
薄層切片観察　　図Ⅰ-46に1F-N6の偏光顕微鏡写真（+）

を示す。試料を切削研磨によって薄層切片にした後、金
属顕微鏡において偏光をかけて観察をおこなった。その
結果、1F-N6からは赤色粒子の他に、石英、斜長石、ア
ルカリ長石が多くみられ、酸化鉄系顔料の中でも土系材
料が用いられていることを確認することができた。以上
のことから、1F-N6は酸化鉄系赤色顔料による塗装がな
されていたと考えられる。
赤外分光分析の結果　　展色材または膠着剤に関する知
見を得るために分析をおこなった。分析の結果、どちら
の試料からもスペクトル全体のパターンは比較試料のア
ルミ明礬に近いことがわかった。その他、低波数側にお
いて530㎝ -1～420㎝ -1にかけて赤鉄鉱などの酸化鉄に帰
属すると思われるピークが得られた。なお、展色材に関
連するデータは得られなかった。

４　ま と め

　薬師寺東塔の部材に残存する色料は、赤色と黄色また
はその中間色を呈しているものがほとんどである。分析
結果から、赤色土壌などの酸化鉄系赤色顔料と、酸化鉄
系赤色顔料と硫酸鉛が混在している色料が用いられてい
ることがわかった。この中で、初層の比較的新しい部材
の使用が推定されるものについては、XRF分析から鉛
が検出されるケースが多いことがわかった。また、他の
階層からは鉛の検出については確認されていない。その
他、これまでに分析をおこなったほとんどの試料で酸化
第二鉄が検出されず、硫酸鉄と硫酸アルミニウムアンモ
ニウムの12水和物が検出されているのも特徴である。今
後も調査を継続し、東塔の彩色の詳細をあきらかにした
い。

（高妻洋成・鈴木智大・降幡順子・脇谷草一郎・田村朋美・赤田昌倫）

註
１） SEM観察には日立ハイテクノロジーズ社関西ラボにて走

査型電子顕微鏡SU3500を使用。

図Ⅰ︲₄₄　1F︲N5と1F︲N6の色料粒子

図Ⅰ︲₄₅　1F︲N5と1F︲N6のXRDチャート

図Ⅰ︲₄₆　1F︲N6の偏光顕微鏡写真（+）
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１　はじめに

　奈良文化財研究所におけるマイクロフォーカスＸ線
CTを用いた非破壊年輪年代調査は、従来、美術工芸品
などの伝世木製品を主な対象にしてきた １）。一方で、出
土木製品に対する非破壊年輪年代測定の要望は強いもの
の、保存処理前の出土木製品の場合、木材細胞内の水の
密度と細胞壁の密度の差がわずかしかなく、Ｘ線CT撮
影で明瞭な断層画像を得ることが難しい。出土木製品の
保存処理には様々な方法があり、それぞれの遺物に対し
て最善の選択がおこなわれているが、その中には非破壊
断層画像の取得に適したものもあるのではないかという
視点から、真空凍結乾燥処理された平城京二条大路出土
墨画板を調査した事例について紹介する。

２　調査対象

　1989年、第198次調査で出土した墨画板２点（RB1385、

1386）。これらは、二条大路北側溝の南に接して掘られた
濠状遺構SD5300から出土した。SD5300は、幅2.0～2.7ｍ、
深さ1.0～1.3ｍで堆積は４層に分かれ、木簡や土器、瓦の
年代観から恭仁宮遷都（740年）以前の天平年間に開口し
ていたことがわかっている。また、同溝からは絵馬や楼
閣山水図板絵など1000点以上の木製品が出土している ２）。
　RB1385は、笏をもつ男性とそれに向き合う人物、線
で簡単に表現した人物、目と鼻を強調した男性が一方の
面に、人物の顔が他面に描かれたもの。長さ20.2㎝、幅8.3
㎝、厚さ1.3㎝。辺材約１㎝を含むヒノキの柾目板を利
用し、上下端面は鋸引きあるいは割り取り後整形され、
片方の木口面は鋸引き後、割り取られる。他方の木口面
は焼損する（図Ⅰ-47右）。RB1386は、被り物をつけた男
性と、頭上に髷を結い裾をまとった女性が描かれ、右端
に曲線を用いて何らかの絵が描かれたもの。残存長23.2
㎝、幅7.1㎝、厚さ1.2㎝。辺材約１㎝を含むヒノキの柾
目板を利用し、片方の木口面と上端面は鋸引きあるいは
割り取り後、整形されている。他方の木口面は焼損し、
下端面は割裂面である（図Ⅰ-47左）。
　両板とも1990年に、低濃度（約30～40％）のポリエチ

レングリコール（PEG）含浸後、真空凍結乾燥による保
存処理がおこなわれた。

３　調査方法

　奈良文化財研究所に設置されたマイクロフォーカスＸ
線CT装置（SMX-130CT-D）を用いて２点の墨画板を断
層撮影した。撮像箇所には、各墨画板中の最新年輪が含
まれる。撮像条件を管電圧55kV、管電流60µA、撮像視
野約20㎜、スライス厚0.2㎜、１枚あたりの撮像時間を
16分と定め、両墨画板ともに７ないし８枚撮像した後、
各墨画板全体の断層画像を得た。
　断層画像から、画像計測ソフト（CooRecorder 7.7）を
用いてコンピュータ上で両墨画板の年輪幅を0.01㎜単位
で計測し、それぞれの墨画板の年輪幅時系列データを得
た。年輪データの解析に際しては、対数変換、５年移動
ハイパスフィルタリングを施した時系列データを相関分
析し、ｔ検定する手法を用いた ３）。

４　結　　果

　RB1385とRB1386の断層画像（図Ⅰ-48）中に、それぞ
れ対応する年輪をRB1385の年輪層番号とともに図示す
る。また、この状態で対応させた両板の年輪幅時系列
データを図Ⅰ-49に示す。重複する220層の時系列データ
は、相関係数0.88、ｔ値27.6というきわめて高い相関性
を示した。なお、墨画板の年輪パターンと暦年標準パ
ターンとは照合が成立せず、年輪年代は不明であった。

５　考　　察

　図Ⅰ-48および年輪パターングラフの検討から、すべ
ての年輪が明瞭に可視化できているものと判断した。し
たがって、低濃度（約30～40％）のPEG含浸後に真空凍
結乾燥する保存処理方法は、マイクロフォーカスＸ線
CTによる年輪の断層画像撮影に対し、ほとんど影響を
与えないものと考えることができる。これは、ヒノキの
ような針葉樹を低濃度のPEGに含浸した場合、PEGは仮
道管の細胞壁強化のみに作用し、仮道管を充填していな
いためと推察される。
　また、両板間のｔ値が27.6ときわめて高く、図Ⅰ-49
に示す年輪幅のグラフパターンの一致が顕著であること
から、両板は同じ原木から製材されたものと判断され

平城京二条大路出土墨画板の
マイクロフォーカスＸ線 CT
を用いた非破壊年輪年代調査
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る。さらに、同一原木から縦一材で製材されたものと
する根拠として、両板が破断面で接合する可能性を指
摘しておきたい。RB1385の破断面が焼損しているのに
対し、凸部（図Ⅰ-47中P）の裏面のみ焼けていない。一
方、RB1386の破断面も焼損しているのに対し、凹状に
焼けていない面（図Ⅰ-47中Q）が残存している。これら
凹凸部の形態の類似性から、この部位PQでRB1385と
RB1386は接合し、本来は１枚の墨画板であった可能性
を示唆している。両板の接合を確認するためには、接合

部位PQにおける年輪の連続性や年輪幅データのパター
ンの一致など、今後さらなる検討が必要となろう。

（大河内隆之・星野安治・高妻洋成・芝康次郎）

註
１） 大河内隆之・児島大輔『埋蔵文化財ニュース147　マイク

ロフォーカスＸ線CTを用いた木造神像彫刻の非破壊年輪
年代調査（１）』奈文研埋蔵文化財センター、2012。

２） 奈文研『平城京左京二条二坊・三条二坊発掘調査報告書』
1995。

３） 奈文研『図説平城京事典』柊風舎、2010。
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図Ⅰ︲₄₈　二条大路出土墨画板のＸ線CT断層画像

図Ⅰ︲₄₉　二条大路出土墨画板の年輪パターングラフ
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１　はじめに

　宮城県涌谷町に所在する追戸横穴墓群から斑点紋のト
ンボ玉が出土している。本資料について製作技法の推定
および化学組成の非破壊分析を実施した。以下、その結
果について述べる。

２　資料と方法

　本研究の対象とした資料は、追戸横穴墓群Ａ地区１号
墓出土の斑点紋トンボ玉１点である。紺色透明の母体に
白色不透明の斑点紋が施されている（巻頭図版２）。斑点
紋は不完全な形態のものを含め48個をかぞえる。斑点紋
の内側は母体と同色の紺色である。
　本資料について、実体顕微鏡観察ならびにマイクロ
フォーカスＸ線CT撮影（島津製作所製Ｘ線CT装置SMX-

100CT-Dを使用）をおこない、製作技法を検討した。基礎
ガラスおよび着色剤の調査には、蛍光Ｘ線分析法を適用
した。励起用Ｘ線源はMo管球、管電圧は、FP法を用い
た定量分析では20kVに設定し、20keV以上のスペクトル
を検出する場合には、50kVに設定した。管電流は100μA、
Ｘ線照射径は112㎛、計数時間は300秒とし、真空中で測
定した。測定結果は、ガラス標準試料を用いて補正した
FP法により規格化し、酸化物重量百分率で表した。また、
ガラス中に含まれる結晶物質の同定にはＸ線回折分析を
用いた。励起用対陰極は銅（Cu）、管電圧は40kV、管電
流は30mAであった。

３　結果と考察

　顕微鏡観察の結果、母体の大部分は紺色透明である
が、一部に淡緑色透明を呈する箇所が認められた。また、
斑点紋の白線部には白色不透明粒子が散在する。Ｘ線
CT画像を図Ⅰ-50に示す。斑点紋の白線部は母体や斑点
紋内の紺色透明ガラス部分よりもＸ線の吸収が大きい。
斑点紋は基本的に母体の表面にのみ施されており、いわ
ゆるモザイク貼付珠 １）である。斑点紋は、重層構造で
はなく、白色と紺色の同心円のガラス棒を輪切りにした
ものを貼り付けたと考えられる。斑点紋には白線部の太

いもの（斑点紋（太））と細
いもの（斑点紋（細））があ
る。前者には環の一部が欠
損しているものが存在し、
両者は製作技法が異なる可
能性がある。また、斑点紋
は一方の端面（上面）では
孔に向かって細長く伸びる
が、もう一方の端面（下面）

では孔に切られるものの、斑点紋自体の変形は認められ
ない。Ｘ線CT画像では、上端面部分は比較的深部まで
斑点紋が入り込んでおり、孔内壁にも痕跡が認められ
る。全体に斑点紋を施した後に上端面側から下端面側に
向かって芯棒を刺し込んで孔を作出した可能性が考えら
れるが、さらなる検討が必要である。
　蛍光Ｘ線分析の結果を表Ⅰ-９に示す。測定を実施し
た箇所はすべて低アルミナ高石灰のソーダガラスであっ
た（図Ⅰ-51上）。母体の紺色部分と斑点紋（太）内部が
MgOとK2Oの含有量がともに少ないナトロンガラスに
相当するのに対し、斑点紋の白線部と母体の淡緑色部分
はMgOとK2Oの含有量が多い典型的な植物灰ガラスで
ある。さらに、斑点紋（細）の内部はその中間的な値であっ
た（図Ⅰ-51下）。これらのことから、本資料は異なる種
類のガラスを寄せ集め
て作られていることが
あきらかとなった。
　着色技法について
は、紺色部分にはCoO
が0.1％前後含まれて
いることから、コバル
トイオンによる着色で
ある。一方、白線部に
ついては、散在する白
色粒子をＸ線回折法に
より分析したところ、
酸化錫（SnO2）が検出
された（図Ⅰ-52）。酸
化錫を添加することで
白色不透明ガラスを作
り出していると考えら

宮城県追戸横穴墓出土
トンボ玉の自然科学的研究

図Ⅰ︲₅₁　各部分のCaO︲Al2O3含有量
（上）およびMgO︲K2O含有量（下）

図Ⅰ︲₅₀　Ｘ線CT画像
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れる。ただし、元素分析では白線部以外の部分からも錫
（Sn）が検出されており、その理由については今後の検
討課題である。
　最後に本資料の生産地について考察する。本資料は異
なる種類のガラスを組みあわせて製作されており、生産
地の特定は困難であるものの、いずれもいわゆる「西の
ガラス」からなることが示されたことは重要である。
　近年、朝鮮半島の新羅地域で出土した本資料と類似の

斑点紋のトンボ玉等について、製作技法やモチーフの類
似性からインドネシアのジャワ島産である可能性が提起
されている ２）。しかしながら、本資料に関しては、複数
の種類のガラスが用いられているにもかかわらず、東南
アジアでもっとも多く流通していたAl2O3含有量の多い
ソーダガラスが用いられていない。さらに、酸化錫によ
る着色技法も地中海周辺や西アジアで生産されたガラス
には一般的に知られているが、南～東南アジア産のガラ
スには適用されない。以上のことから、本資料がジャワ
島産である可能性は低く、むしろ地中海周辺から西アジ
ア等の西方地域で作られた可能性が高いと考えられる。

（田村朋美・星野安治）

註
１） 谷一尚『ガラスの考古学』同成社、1999。
２） Lnkton,J.W., Lee, I.S., Allen, J.D. 2003 Javanese （Jatim） 

beads in late 5th to early 6th century Korean （Silla） 
tombs. Annales du 16e Congres de l ’Association 
Internationale pour l'Histoire du Verre.

表Ⅰ︲９　蛍光Ｘ線分析結果

番号 色調 斑点紋線 備考 重量濃度 (%)
Na2O MgO Al2O3 SiO2 P2O5 K2O CaO TiO2 MnO Fe2O3 CoO CuO PbO Rb2O SrO ZrO2 SnO2

本体01 紺色透明 13.7 0.9 2.5 72.6 n.d. 0.8 6.9 0.18 0.33 1.50 0.14 0.23 0.12 0.01 0.04 0.09 2.44
本体02 紺色透明 10.1 0.9 2.6 77.1 n.d. 0.9 6.3 0.15 0.17 1.30 0.14 0.17 0.11 0.01 0.04 0.00 3.48
本体03 紺色透明 16.3 0.8 2.5 70.4 n.d. 0.7 6.8 0.18 0.34 1.48 0.13 0.23 0.11 0.02 0.04 0.07 2.18
本体04 紺色透明 11.2 0.9 2.6 75.1 n.d. 0.8 6.8 0.18 0.33 1.45 0.13 0.21 0.11 0.01 0.05 0.10 6.38
本体05 淡緑色透明 15.4 4.1 3.0 65.8 n.d. 3.3 6.9 0.16 0.09 1.10 0.02 0.04 0.04 0.02 0.04 0.11 1.04
本体06 淡緑色透明 14.9 4.4 3.2 65.8 n.d. 3.2 7.0 0.15 0.09 1.08 0.03 0.04 0.03 0.01 0.04 0.09 0.92

斑点紋線01 白色不透明 太 15.2 4.2 2.9 56.4 0.3 4.3 6.6 0.14 0.07 0.89 0.03 0.02 0.05 0.02 0.04 0.12 8.77
斑点紋線02 白色不透明 太 12.9 4.5 3.1 56.1 0.4 4.0 7.1 0.15 0.08 0.92 0.05 0.03 0.06 0.02 0.05 0.09 10.49
斑点紋線03 白色不透明 細 15.1 4.1 2.5 55.6 0.3 3.6 6.4 0.14 0.08 0.86 0.03 0.04 0.07 0.02 0.06 0.13 10.93
斑点紋線04 白色不透明 細 7.4 3.8 5.0 58.2 0.6 4.7 7.3 0.30 0.09 1.20 0.04 0.05 0.05 0.03 0.06 0.18 11.00
斑点紋内05 紺色透明 太 12.5 1.4 3.0 72.5 n.d. 1.2 7.0 0.22 0.28 1.53 0.14 0.21 0.11 0.02 0.04 0.03 5.25
斑点紋内06 紺色透明 太 17.4 1.6 2.7 68.1 n.d. 1.0 6.7 0.20 0.28 1.42 0.11 0.19 0.11 0.00 0.04 0.11 4.92
斑点紋内08 紺色透明 太 14.5 1.0 2.7 71.6 n.d. 0.9 6.8 0.19 0.30 1.51 0.14 0.20 0.13 0.00 0.04 0.03 4.09
斑点紋内09 紺色透明 太 14.6 1.4 2.9 70.9 n.d. 1.2 6.6 0.21 0.28 1.44 0.12 0.19 0.09 0.00 0.02 0.10 5.28
斑点紋内10 紺色透明 太 18.0 1.0 2.5 68.9 n.d. 0.8 6.4 0.19 0.29 1.46 0.12 0.18 0.08 0.01 0.04 0.03 4.74
斑点紋内11 紺色透明 太 12.6 1.0 2.9 72.9 n.d. 1.0 7.0 0.22 0.28 1.54 0.12 0.21 0.10 0.01 0.03 0.09 4.89
斑点紋内12 紺色透明 太 14.3 1.4 2.7 71.2 n.d. 1.1 6.8 0.23 0.28 1.49 0.12 0.19 0.11 0.01 0.05 0.03 7.52
斑点紋内13 紺色透明 太 一部欠損 9.2 1.2 2.9 75.6 n.d. 1.4 6.9 0.20 0.31 1.54 0.13 0.21 0.11 0.02 0.05 0.12 7.00
斑点紋内21 紺色透明 太 11.3 1.4 2.8 74.5 n.d. 0.9 6.6 0.20 0.29 1.49 0.13 0.19 0.11 0.01 0.03 0.10 未測定
斑点紋内23 紺色透明 太 12.1 0.9 2.8 74.2 n.d. 0.9 6.6 0.20 0.29 1.43 0.13 0.19 0.08 0.01 0.05 0.04 未測定
斑点紋内24 紺色透明 太 18.1 1.0 2.4 69.0 n.d. 1.0 6.3 0.17 0.26 1.36 0.12 0.18 0.09 0.01 0.03 0.08 未測定
斑点紋内25 紺色透明 太 12.7 1.2 2.8 73.0 n.d. 0.9 6.9 0.20 0.30 1.51 0.13 0.20 0.07 0.01 0.04 0.04 未測定
斑点紋内27 紺色透明 太 12.7 1.5 2.9 72.1 n.d. 1.2 7.1 0.23 0.29 1.58 0.13 0.20 0.10 0.01 0.02 0.04 未測定
斑点紋内28 紺色透明 太 15.1 1.2 2.7 71.0 n.d. 0.9 6.6 0.20 0.30 1.44 0.12 0.19 0.09 0.00 0.03 0.09 未測定
斑点紋内29 紺色透明 太 13.4 0.9 2.8 73.1 n.d. 0.9 6.4 0.19 0.28 1.42 0.12 0.19 0.13 0.01 0.02 0.00 未測定
斑点紋内30 紺色透明 太 8.6 1.0 2.8 76.2 n.d. 1.1 7.5 0.24 0.33 1.78 0.15 0.22 0.12 0.02 0.06 0.03 未測定
斑点紋内31 紺色透明 太 17.8 1.5 2.7 67.8 n.d. 1.1 6.7 0.22 0.26 1.47 0.11 0.19 0.10 0.01 0.04 0.07 未測定
斑点紋内32 紺色透明 太 17.9 1.0 2.5 69.2 n.d. 0.9 6.2 0.19 0.29 1.39 0.12 0.18 0.09 0.01 0.03 0.09 未測定
斑点紋内33 紺色透明 太 17.0 0.8 2.5 70.2 n.d. 0.8 6.3 0.19 0.27 1.38 0.12 0.19 0.12 0.02 0.04 0.10 未測定
斑点紋内35 紺色透明 太 13.9 1.4 2.7 71.7 n.d. 1.2 6.7 0.20 0.26 1.45 0.12 0.19 0.12 0.02 0.05 0.10 未測定
斑点紋内36 紺色透明 太 不完全 13.4 1.0 2.7 73.1 n.d. 0.9 6.5 0.18 0.28 1.42 0.13 0.20 0.10 0.01 0.02 0.10 未測定
斑点紋内37 紺色透明 太 10.9 1.1 2.8 74.1 n.d. 1.0 7.2 0.23 0.34 1.62 0.13 0.22 0.11 0.01 0.04 0.13 未測定
斑点紋内38 紺色透明 太 14.1 1.1 2.6 72.5 n.d. 0.8 6.5 0.19 0.30 1.42 0.12 0.19 0.10 0.01 0.04 0.04 未測定
斑点紋内40 紺色透明 太 13.9 1.1 2.8 71.6 n.d. 1.0 7.0 0.22 0.30 1.48 0.13 0.20 0.10 0.01 0.04 0.13 未測定
斑点紋内41 紺色透明 太 一部欠損 17.1 1.1 2.5 69.9 n.d. 0.8 6.2 0.19 0.26 1.36 0.11 0.19 0.10 0.02 0.04 0.05 未測定
斑点紋内43 紺色透明 太 18.0 1.3 2.7 68.6 n.d. 1.0 6.2 0.19 0.22 1.34 0.12 0.17 0.08 0.00 0.03 0.10 未測定
斑点紋内44 紺色透明 太 不完全 18.3 1.7 2.7 67.5 n.d. 1.1 6.4 0.21 0.26 1.38 0.11 0.16 0.11 0.01 0.03 0.09 未測定
斑点紋内45 紺色透明 太 16.7 1.4 2.8 69.0 n.d. 1.0 6.7 0.22 0.29 1.46 0.12 0.19 0.08 0.02 0.02 0.04 未測定
斑点紋内46 紺色透明 太 18.2 1.1 2.4 69.1 n.d. 0.8 6.2 0.17 0.28 1.38 0.11 0.19 0.11 0.02 0.04 0.03 未測定
斑点紋内48 紺色透明 太 16.4 1.3 2.6 70.0 n.d. 1.1 6.2 0.21 0.24 1.41 0.12 0.18 0.08 0.01 0.04 0.13 未測定
斑点紋内01 紺色透明 細 17.5 2.5 2.7 66.1 n.d. 1.9 7.1 0.17 0.29 1.24 0.08 0.15 0.10 0.02 0.04 0.10 2.93
斑点紋内02 紺色透明 細 14.0 2.8 2.8 68.6 n.d. 2.0 7.5 0.17 0.32 1.35 0.09 0.15 0.10 0.03 0.06 0.17 2.98
斑点紋内03 紺色透明 細 16.0 2.5 2.6 67.7 n.d. 1.9 7.1 0.17 0.29 1.26 0.08 0.15 0.12 0.01 0.04 0.00 3.08
斑点紋内04 紺色透明 細 17.2 2.5 2.7 66.3 n.d. 1.9 7.2 0.17 0.31 1.28 0.09 0.16 0.08 0.01 0.04 0.11 2.83
斑点紋内07 紺色透明 細 15.1 2.6 2.7 68.0 n.d. 2.0 7.4 0.18 0.31 1.29 0.08 0.15 0.06 0.02 0.05 0.10 2.60
斑点紋内14 紺色透明 細 9.3 2.7 3.2 72.5 n.d. 2.3 7.6 0.23 0.33 1.44 0.09 0.17 0.10 0.02 0.05 0.09 6.78
斑点紋内15 紺色透明 細 14.1 2.7 2.9 68.8 n.d. 2.1 7.3 0.18 0.30 1.27 0.08 0.15 0.11 0.03 0.05 0.00 5.24
斑点紋内16 紺色透明 細 13.0 2.6 2.8 69.3 n.d. 2.2 7.7 0.19 0.32 1.36 0.09 0.16 0.11 0.02 0.04 0.12 未測定
斑点紋内17 紺色透明 細 17.4 2.5 2.7 66.3 n.d. 1.9 7.1 0.17 0.29 1.23 0.08 0.14 0.06 0.01 0.04 0.08 未測定
斑点紋内18 紺色透明 細 17.0 2.5 2.6 66.7 n.d. 1.9 7.1 0.16 0.29 1.25 0.08 0.16 0.12 0.02 0.05 0.05 未測定
斑点紋内19 紺色透明 細 16.9 2.6 2.8 66.6 n.d. 1.9 7.1 0.18 0.28 1.22 0.08 0.15 0.09 0.02 0.06 0.00 未測定
斑点紋内20 紺色透明 細 15.8 2.4 2.7 67.5 n.d. 2.0 7.4 0.19 0.30 1.28 0.08 0.16 0.11 0.01 0.05 0.08 未測定
斑点紋内22 紺色透明 細 16.3 2.5 2.7 66.7 n.d. 2.0 7.5 0.18 0.31 1.32 0.09 0.16 0.10 0.01 0.05 0.04 未測定
斑点紋内26 紺色透明 細 17.4 2.6 2.6 66.5 n.d. 1.8 7.0 0.16 0.29 1.22 0.09 0.15 0.11 0.03 0.05 0.00 未測定
斑点紋内34 紺色透明 細 不完全 18.0 2.4 2.6 65.8 n.d. 1.9 7.1 0.18 0.30 1.26 0.08 0.15 0.09 0.00 0.02 0.07 未測定
斑点紋内39 紺色透明 細 12.6 2.1 2.4 72.4 n.d. 1.8 6.6 0.16 0.28 1.23 0.08 0.14 0.10 0.01 0.03 0.09 未測定
斑点紋内42 紺色透明 細 17.1 2.2 2.4 67.2 n.d. 1.9 7.1 0.17 0.30 1.23 0.09 0.15 0.09 0.00 0.03 0.09 未測定
斑点紋内47 紺色透明 細 17.8 2.5 2.8 65.7 n.d. 1.9 7.1 0.18 0.30 1.25 0.07 0.14 0.10 0.01 0.04 0.04 未測定

n.d.: 未検出
斜字：スタンダードレスの FP 法により算出

図Ⅰ︲₅₂　白色粒子のＸ線回折スペクトル
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１　はじめに

　大分県日田市ガランドヤ古墳の石室石材表層にみられ
る剥離は、石材表面の乾湿繰り返しが主たる要因と考え
られる。したがって、本研究では石材表面の結露を抑制
することが壁画保存の解と考える。石室が露出していた
以前の状態では、夏期に絶対湿度が高い外気が石室内へ
侵入する一方で、室内側石材表面温度の上昇が遅れるた
め、また冬期は封土をもたない天井石が夜間放射によっ
て冷却されるため、石室内石材表面で結露が発生してい
た。石室保護施設としての盛土が施工された後は、夜間
放射による結露の発生は抑制されうると考えられること
から、本稿では夏期の結露発生を抑制する手法について
検討した。

２　解析による検討項目と解析条件

　ガランドヤ１号墳の石室保護施設は、露出している石
室をコンクリート製の躯体で覆い、さらに躯体を盛土で
覆うものであり、躯体内部と石室の間に空間を有する。
本研究では室内側石材表面の結露を抑制することを目的
として、１）石室内空気の絶対湿度を低い値に維持する、
２）夏期に石室内側石材表面温度を上昇させることにつ
いて検討した。１）については、外気と躯体内空気間の
換気量を季節に応じて調整することに加え、冬期に湿気
の供給元となりうる躯体内部の地表面を断湿材で覆うこ
との効果について検討した。２）については、熱源によっ
て石室内空気を温めることの効果について検討した。解
析モデルは復元マウンドを有する鉛直一次元モデルであ

る。解析方法を表Ⅰ-10に示す。外気と躯体内空気の換
気については、４月-10月は0.1回/時間、そのほかの期
間では1.5回/時間とした（換気能力の上限値）。また、躯体
内空気と石室内空気との間の換気量も上記と同量の体積
とした。躯体内部地表面を断湿としたモデルでは、断湿
材表面の吸放湿性を考慮した。

３　解析結果と考察

　石室内空気の絶対湿度と相対湿度変化を図Ⅰ-53・54
に示す。図に示したように、冬期（11月から３月）は絶対
湿度の低い外気を積極的に取り込むことで、また夏期は
換気を極力抑えることで、１年を通して低い湿度を維持
しうるという結果を得た。また、躯体内部の地表面の土
壌が露出した状態では、冬期の湿度は比較的高い値を示
すが、これを断湿材で覆うことで冬期の湿度を低下させ
うることが示唆された。図Ⅰ-55に示した石室内空気温
度変化から石室内の熱源の熱量を変化させた場合、石室
内空気温度に若干の差異が生じるものの、いずれの場合
も年平均値は約16℃程度と低く、かつ年周期の変動が殆
ど認められず、きわめて安定した状態と考えられる。図
Ⅰ-56に躯体内側表面の結露発生量を示す。躯体内部地
表面を断湿とした場合、結露は年間を通して生じないこ

史跡ガランドヤ古墳の
保存に関する研究２
－結露抑制の手法に関する検討－

表Ⅰ︲₁₀　解析方法

基礎方程式 土壌、石材内部：熱水分同時移動方程式
石室内、躯体内：室空気を１質点で代表した熱水
分収支式

気象条件 現地気象観測値
熱・水分移
動の物性値

土壌：実測値（熱伝導率は文献値１））
石材：コンクリートの文献値を使用

計算方法 前進型有限差分法
計算期間 2012年１月１日～2012年12月31日

（周期的定常状態を得るまで反復計算）

図Ⅰ︲₅₃　石室内空気の絶対湿度の年変化

図Ⅰ︲₅₄　石室内空気の相対湿度の年変化
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とが示唆された。一方、地表面土壌を露出した場合、冬
期から春期にかけて、躯体天井部において結露が発生
することが示唆された。なお、石室内側石材表面（ここ

では一次元なので、天井石内側表面）では年間を通して結露
の発生は認められなかったので、結果は割愛する。図Ⅰ
-57・58に各境界における水分フラックスを示す。縦軸
正の値は、土壌あるいは石材から空気への水分移動、負
の値は空気から土壌あるいは石材へ水分が移動すること
を示す。図Ⅰ-57の結果からも絶対湿度が低い冬期の外
気を換気によって取り込む時期では、躯体内部の地表面
から相当量の水分が蒸発する一方で、夏期では吸湿して
いることが認められる。図Ⅰ-58の結果からは、躯体内
地表面を断湿とした場合、内部の湿気の供給源は石室内
床面土壌におおむね限定されることが示唆された。ま
た、夏期に躯体内地表面から湿気の供給が認められる
が、これは結露水の再蒸発と考えられる。したがって、
結露水を効果的に排水することが可能であれば、さらに
空気中の絶対湿度を低下させうると思われる。

４　ま と め

　本稿では鉛直一次元の解析から、石室内空気への加
熱、躯体内部空間の地表面への断湿材の適用について検

討した。
　冬期は積極的な換気、夏期は換気を抑制することで、
石室内空気は絶対湿度、温度ともに年間を通して、非常
に安定した状態を維持しうることが示唆された。また、
冬期の湿気の供給源は土壌からの水分蒸発と考えられ、
石室床面と比較して圧倒的な面積を占める躯体内地表面
を断湿とすることで、冬期の絶対湿度を低下させること
が可能となり、躯体内側表面の結露を抑制しうることが
示唆された。したがって、地表面の断湿はガランドヤ古
墳の保存環境制御において非常に効果的と考えられる。
　天井石内側表面においては、熱量の大小に関わらず結
露の発生は認められなかった。しかし、夏期の結露発生
危険箇所は側壁底部なので、この点については二次元の
解析が必要となる。
　このように二次元の解析から、結露の有無と熱量の関
係についてあらためて検討をおこなう必要があると考え
る。  （脇谷草一郎・高妻洋成）

註
１） 日本熱物性学会編『新編熱物性ハンドブック』養賢堂、

2008の579-580頁による。

図Ⅰ︲₅₆　躯体内部コンクリート表面の結露量

図Ⅰ︲₅₅　石室内空気温度の年変化

図Ⅰ︲₅₈　各境界の水分フラックス（地表断湿）

図Ⅰ︲₅₇　各境界の水分フラックス（地表土壌露出）
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　奈良文化財研究所では、栃木県日光二荒山神社と共同
で、2013年度に同神社中宮祠宝物館で所蔵されている男
体山頂出土鏡の調査をおこなった。調査期間は、2013年
９月９～18日、2014年１月７～15日の計19日間で、調査
場所は奈文研である。また、調査期間中、９月10日～16
日の７日間、飛鳥資料館特別陳列室においてミニ企画展
『日光男体山のかがやき-山岳信仰奉賽鏡の世界-』を開
催した。なお、調査成果は飛鳥資料館研究図録第17冊『日
光二荒山神社中宮祠宝物館所蔵男体山頂遺跡出土鏡の研
究』（奈文研2014）として刊行した。
調査目的・対象　　本調査の主目的は、考古学的調査と
非破壊調査により、男体山頂遺跡出土鏡群の様相解明の
手がかりを得ることである。調査対象は、大正13年・昭
和34年（1924・1959）の発掘調査出土品と、これまでに
山頂付近で採集されたとみられるものをあわせた185面
で、内訳は古墳時代２面、奈良時代９面、平安時代172
面（うち末期８面）、鎌倉時代前期２面である。末期を除
く平安時代の鏡は瑞花双鳥鏡と草花鏡に大別され（図Ⅰ

-59）、それぞれ110面と39面ある。考古学的調査としては、
鏡群の時期整理、実測・計測等をおこなったが、紙面に
限りがあるため、本稿では特に非破壊調査の成果をのべ
る。非破壊調査は、小破片をのぞく175面について、透
過Ｘ線撮影、蛍光Ｘ線分析をおこなった。
透過Ｘ線撮影　　透過Ｘ線撮影により、肉眼観察では確
認が難しい内部亀裂や空隙、修理痕跡などの画像調査、
不鮮明な文様に関する情報の収集をおこなった。撮影の
際には、フィルムではなくイメージングプレートを利用

する、Ｘ線デジタルラジオグラフィーの１つであるCR
法を用いた。Ｘ線発生装置としてはSoftex製M150W、
データの取り込みにはGE製FLA7000システムを用い
た。使用したイメージングプレートはSR2040である。
Ｘ線照射条件は鏡の形状にあわせて調整し、管電圧65
～110kV、電流0.8～1.5mA、照射時間30～120秒である。
透過Ｘ線画像をみると、内部に生じている亀裂、微細な
クラック、鋳込み時に由来すると考えられる特徴（湯境

の可能性がある痕跡、鋳引け、大小の気泡状の巣など）、叩き
仕上げ等の痕跡が観察できた（図Ⅰ-60）。出土後の鏡の
修理状況も明瞭に認められた。この他、腐食状態や、表
出の甘い鏡の鏡背文様の確認に非常に有効であることも
判明した。
蛍光Ｘ線分析　　鏡の化学組成を非破壊の蛍光Ｘ線分析
法にて求めた。使用した装置は、EDAX製蛍光Ｘ線分
析装置EAGLEⅢで、測定条件は管電圧40kV、管電流40
μA、Ｘ線照射径50㎛、測定時間200秒、大気中である。
分析箇所は顕微鏡下でできるだけ腐食の程度が少ない箇
所を選択した。得られた数値はあくまでも腐食層を含む
表面の値ではあるが、分析結果から錫の検出の有無によ
り鏡群を大きく２分類できると考えた。錫を一定量検出
する鏡（Ａ群）と、錫が極めて少ない鏡（Ｂ群）である（図

Ⅰ-61）。Ｂ群資料は鏡群全体の約60％を占めており、男
体山頂遺跡出土鏡の半数以上は錫をほぼ検出しないとい
える。錫の含有量に幅があるＡ群を細分すると、錫含有
量が多い資料（A１群：約30wt%）と少ない資料（Ａ２群：

約５～20wt%）に大別できる。錫に対する鉛とヒ素の相

日光二荒山神社中宮祠宝物
館所蔵・男体山頂遺跡出土
鏡の調査

図Ⅰ︲₅₉　瑞花双鳥鏡（左）と草花鏡（右）（Ｓ＝１/３）

図Ⅰ︲₆₀　透過Ｘ線画像（カッコ内は資料番号）

湯境カ（昭和₂₈） 大小の気泡状の巣（大正２） ２回分の叩き仕上げカ（大正₁₁）
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関をみたグラフを時期別に比較すると（図Ⅰ-62）、古墳
時代後期・奈良時代（①）、瑞花双鳥鏡のうち最初に出
現する鳳凰系の鳥文をもつもの（②）はＡ１群とＡ２群
にわかれるが、後出する鳥文（「他の鳥文」「鴛鴦系文」）を
もつもの（③・④）はＡ２群のみに限られることがわかっ
た。鳳凰系文以外の鳥文をもつものは、鉛の含有量が多
いものが散見されることも指摘できる。一方、草花鏡（⑤）

は錫の含有量にＡ１群・Ａ２群のまとまりがみられず散
漫な分布を示し、鉛やヒ素含有量がいずれも10.0wt%以
下に収まるという、瑞花双鳥鏡とは異なる傾向を示す。
平安時代末期・鎌倉時代前期の鏡（⑥）は、組成のまと
まりは抽出できないものの、錫・鉛の含有量が多いもの
が認められることは注目される。これをふまえ、各時代
の主成分元素についてまとめると（表Ⅰ-11）、古墳時代・
奈良時代の鏡については、銅・錫・鉛を主成分とし、ヒ
素やアンチモンを含有するものもある。Ａ群の中で特に
ヒ素の少ない資料は、舶載鏡の可能性も考えられる。平
安時代の瑞花双鳥鏡については、鏡背文様からうかがわ
れる変遷とともに、銅・錫・鉛・ヒ素のＡ群主体から、
銅・鉛・ヒ素のＢ群主体へと転換する。草花鏡は化学組
成の値にバラつきがあり、既存の銅合金の鋳潰しによる
製作も考えられる。つづく平安時代末期・鎌倉時代前期
の鏡にはＢ群はみられず、全てＡ群である。
　この他、鍍錫の有無、同型鏡の化学組成などについて
検討をおこなった。鏡胎の状態が良好と考えられた鏡の
錫含有量を鏡面・鏡背面で比較したところ、大きな差異
は認められず、鍍錫の際に用いられる水銀が検出された
のは平安時代末期の１面であった。また、本鏡群に３組
存在する同型鏡の化学組成について比較すると、近似す
るのは１組で、残り２組は同じＢ群には属するものの、
一方の鉛の含有量が高い結果となった。腐食生成物や鉛
偏析部を測定した可能性もあるが、製作工房について考
える上で興味深いデータである。
今後の課題　　今回の調査で得られた、透過Ｘ線画像や
蛍光Ｘ線分析データをもとに、今後は他遺跡出土鏡の様
相なども視野に入れて、男体山頂遺跡出土鏡群の様相を
一層深く解明していきたい。  （中川あや・降幡順子）
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1
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瑞花双鳥鏡（鳳凰系文）

瑞花双鳥鏡（他の鳥文）
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図Ⅰ︲₆₁　全資料の錫含有量（横軸：Cu・縦軸：Sn）

図Ⅰ︲₆₂　時期別にみたＡ群の錫・鉛・ヒ素の相関
（左列　横軸：Sn・縦軸：Pb、右列　横軸：Sn・縦軸：As）①古墳・奈
良時代、②平安時代（瑞花双鳥鏡［鳳凰系文］）、③平安時代（瑞花双鳥鏡［他
の鳥文］）、④平安時代（瑞花双鳥鏡［鴛鴦系文］）、⑤平安時代（草花鏡）、
⑥平安時代末期・鎌倉時代前期）

表Ⅰ︲₁₁　男体山頂遺跡出土鏡の主成分元素

①

②

③

④

⑤
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はじめに　　三次元計測手法による遺構の記録は、空中
写真計測を中心に文化財の分野においても利用がすすめ
られ、普及してきた。近年においては、三次元レーザー
スキャナーの出現と普及によって、より詳細で高精度の
形状情報を短時間で取得が可能になりつつある。これら
の技術は使用、費用ともに急激に導入のコストが低く
なってきており、今後文化財計測における多様な場面で
の活用が活発になると考える。
　奈良文化財研究所においては、開設以来の文化財計測
研究の蓄積を継承しつつ、現実的に導入が可能な機器や
ソフトウェアについて資料に対する計測試験をおこな
い、有効な手法について検証を進めている１- ３）。また、
文化財担当者専門研修においても利用の普及をはかって
いる。
　写真計測手法においては、伝統的な手法に加えて、コ
ンピュータービジョン（CV）技術によるStructure  from 
Motion（SfM）の手法が発達し、精度と利便性が向上し
つつある。本稿では、SfMを使用した市販の計測ソフト
ウェアによる遺構の計測試験について紹介をおこなう。
SfMの概要と利点　　SfMとは異なる視点から撮影され
た複数の画像を利用してカメラの位置を推定し、撮影対
象物の三次元形状を復元する技術である。従来の写真計
測に比べて、モデルの作成にカメラの内外部標定が基本
的に不要であること、多くのデジタルカメラで利用で
き、ソフトウェアも安価であることから導入の障壁が低
く、近年研究が進められている分野である。
　SfMを用いたソフトウェアやシステムとしては
Photosynth、ARC3D、Hypr3D、Autodesk123catchを
はじめ、Bundler、CMVS/PMVS2やそれを統合した
Python Photogrammetry Toolboxなど多数の手段が存
在しており、遺跡計測への利用と精度検証などの研究も
進んでいる ４）。また、無人飛行艇（UAV）との利用によ
る空中写真計測も試みられている５・ ６）。
試験の概要　　計測試験では、PhotoScan（AGISoft社）

を用いた。ライセンスは二種類が存在し、いずれも写真
からの三次元モデルの生成までは簡便な操作で可能であ
る。Professional版はモデルへの座標の付与など遺構の

計測に便利な機能を有しているが高価である。Standard
版は2.5万円程度で購入可能であり、導入が比較的容易
である。この場合、他のソフトウェアと組み合わせて利
用する。今回はこの両者を用いて実験をおこなった。
試験の成果　　今回の試験では、複雑な計測対象を迅速
に計測することを目的として複数の対象を計測してい
る。本稿では平城宮東院庭園の園池石組と西大寺瓦積井
戸における計測成果を述べる。
東院庭園園池石組　　広範囲における複雑な対象物の計
測試験を目的として実施した。既に伝統的な巻尺による
手測りや三次元レーザースキャナーによる計測をおこ
なっており、成果の比較が可能である。
　カメラはRICOH GX200を用いて簡易空撮システムを
利用して上方より対象を取り囲むように写真撮影をおこ
なった。撮影枚数は17枚、撮影時間は約40分である。解
析は現場での簡易の解析で約10分、室内の詳細な解析で
約１時間を要した。詳細を観察すると復元が不十分なと
ころもあるが、より多くの枚数を撮影することで改善す
ることが後の試験においてあきらかとなっている。現
在、三次元レーザースキャナーの成果との比較をおこな
う準備を進めている。より簡便な機材としてiPhone4sに
よる撮影画像でも精度は劣るものの計測データを得るこ
とができた（図Ⅰ-63）。
西大寺瓦積井戸　　西大寺弥勒金堂回廊の調査（本紀要Ⅲ

151頁参照）で調査された中世の瓦積井戸である。ここで
は、複雑な構造を有する小規模な構造物の記録を目的に
実施した。精度の検証として、任意の２点間の距離を実
地において計測し、成果との比較を実施した。
　カメラはFujifilmX-E1で上部から撮影した他、撮影距
離が短いRICOH GX200を棒の先端につけて井戸内に入
れてモニタリングをしつつ撮影を試みた。撮影枚数は60

Structure from Motion に
よる遺構計測の試行

図Ⅰ︲₆₃　東院庭園園池石組
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枚、撮影時間は25分である。解析は室内の解析で約４時
間を要した。
　精度の検証用に現地で任意の点における実際の長さを
スチール製の巻尺で計測し、モデルの計測値と比較した

（図Ⅰ-64）。モデル内の距離の計測にはGeomagic Verify 
Viewerを使用した。この結果、距離が長く、実際の計
測がしにくかった深さ方向のデータについて若干精度が
悪いものの、数㎜程度の差でモデルが生成されている。
実測時の計測や全体としての歪みの可能性など、今後考
慮すべき点はあるが、従来の手作業による1/10～1/50程
度の図化の精度を考慮すれば、概ね問題がない計測が可
能である。
今後の課題　　SfMを用いた遺構の計測は、手による計
測に比べて精度を劣化させずに迅速かつ詳細に形状デー
タを取得できることがあきらかとなった。また、従来計
測に労力を要した対象においても方法を工夫することに
より迅速な記録を作成できる。生成される点群の密度や
精度については三次元レーザースキャナーに比べて劣る
が、平面図の作成などには十分利用が可能であろう。た
だ、文化財の計測はただ形状を計ればいいだけのもので
はないことは注意しておく必要がある。
　これらのデータは写真から生成されるため、写真の撮
影技術や方法についてもさらなる検討が必要である。計
測を主眼とした写真撮影方法についても検討と議論が必

要である。
　取得された点群データや計測座標のモデルへの適用、
断面図の作成などについては、今後検討が必要である。
欧州を中心に、市販のソフトウェアに加えてFOSS（Free/

Open Source Software）などの考古学研究への活用が進め
られている。これらの技術を含め、わが国においても導
入の障壁を低くする研究が必要であり、奈文研遺跡・調
査技術研究室も研究を継続する予定である。 （金田明大）

註
１） 金田明大「石神遺跡（第18・19次）の調査」『紀要2007』。
２） 金田明大『文化財のための三次元計測』岩田書院、2010。
３） 番光「デジタル写真測量による遺構の記録」『紀要2009』。
４） 内山庄一郎・井上　公・鈴木比奈子「SfM を用いた三次

元モデルの生成と災害調査への活用可能性に関する研究」
『防災科学技術研究所研究報告』81、2014。

５） Neitzel, F., Klonowski, J., MOBILE 3D MAPPING 
WITH A LOW-COST UAV SYSTEM, Int. Arch. 
Photogramm. Remote Sensing Spatial Information 
Science., XXXVIII-1/C22, 2011,http://www.int-arch-
photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XXXVIII-
1-C22/25/2011/isprsarchives-XXXVIII-1-C22-25-2011.
pdf.

６） Lo Brutto M., Meli, P.. 2012 Computer vision tools for 
3D modelling in archaeology. International Journal of 
Heritage in the Digital Era, Volume 1, Supplement.

図Ⅰ︲₆₄　実測値とモデルとの計測値の比較　上段数値：実測値　下段数値：モデルの値　［ ］内差分
（＊）最上段の瓦より中央部へ計測をおこなったが、モデルにおいて位置の厳密な特定ができないため、参考値として表示。
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１　はじめに

　奈良文化財研究所では現在、鳥取県の三徳山三佛寺の
歴史資料調査をおこなっている。その際、三徳山の勝手
権現に関する文献史料が存在することを知った（釈文⑤）。
そのことにつき2010年に米田良中住職と話をしたとこ
ろ、住職より、宿坊輪光院の屋根裏にあった勝手権現像
を、現在宝物殿の収蔵庫に納めている旨のご教示を得た。
そこで2011年から神像の調査を実施した。また、2012年
８月に、三朝町の吉水医院の協力を得て、胎内のファイ
バースコープ調査も実施した。その結果、騎馬の神像が
２躯あること、それぞれ胎内銘があり、室町時代の作で
あることなどがあきらかとなった。一方、この２躯の神
像は2012年９月におこなわれた三朝町教育委員会の調査
によっても注目され、同月に三朝町により記者発表がな
された。さらに、2014年には子守権現甲冑騎馬像・勝手
権現騎馬像として三朝町指定有形文化財に指定されるに
至っている。本稿では、これらの像に関する奈文研の調
査成果を公表するとともに、若干の検討を試みる。

２　神像２躯の概要

木造男神騎馬像（Ａ像）　　１躯は着甲して馬に跨る像で
ある（図Ⅰ-66）。寄木造、玉眼、彩色仕上。ヒノキ材と
思われる針葉樹材製。彩色の残りが良いため、構造の詳
細は不明。両肘より先、両膝より先は別材。布貼錆漆胡
粉下地に彩色を施す。髪、眉、まつ毛、髭を墨彩、口唇
に朱彩を施す。像を裸形につくり、衣装を着せて甲冑を
まとういわゆる裸形着装像の一種である（図Ⅰ-67）。両
肘より先、両膝より先を欠失。甲冑は脛当を除き欠失す
る。錦製衣装は近年の後補。像高63.8㎝、総高127.5㎝。
　馬はヒノキと思われる針葉樹材による寄木造、玉眼、
彩色仕上。頭部は前後２材、頸部左右２材、体幹部左右
２材を寄せる。脚部それぞれ別材、膝より先別材、両耳
別材とし、鬣（タテガミ）は別製のものを植える。足枘は
鉄製別材とし、各々全長約30㎝の刀剣状の鉄板を膝付近
まで差し込む。玉眼水晶脱落、左耳脱落、鬣・尻尾脱落。
布貼、錆漆、胡粉下地の上に彩色を施す。全長96.2㎝。

　本像は、馬頭部内に墨書銘がある（釈文①）。10行目は
干支から大永３年（1523）とみてよい。ここから本像が、
三徳山浄土院の栄禅を願主として、仏師定泉法眼が大永
３年に製作した像であることが判明する。
勝手権現騎馬像（Ｂ像）　　もう一方の像は立烏帽子を被
り、筒袖の衣と袴を着し、両手に持物を執って馬上に跨
る神像である（巻頭図版２）。寄木造・玉眼・彩色仕上。
ヒノキ材と思われる針葉樹材製。頭部は２材に割矧ぎ襟
元で差首とする。体幹部は前後２材を基本とし、両肩先
に別材を寄せる。両脚部別か。両手先別、烏帽子別。布
貼錆漆・胡粉下地彩色仕上。肉身部は体色、髪・眉・髭・
衣は墨彩、袴は水色に桐文を置く。彩色剥落、持物欠失
するほか状態は良好（図Ⅰ-68）。像高100.2㎝、総高151.8
㎝。馬は寄木造・玉眼・彩色仕上。ヒノキ材か。彩色の
下地が堅牢に残り構造の詳細は不明。A像の馬と大略同
様であろう。枘は鉄製。馬具別製。全長96.8cm。
　神像後頭部材内面には墨書銘がある（釈文②（１））。
また、馬胎内にも墨書銘を確認したが、馬の胎内には木
の葉・植物繊維や文書片が詰め込まれており、全文の釈
読は困難である。三朝町の吉水医院のご協力によりファ
イバースコープで観察し、および奈文研写真室中村一
郎の工夫により、ある程度は判読できた（釈文②（２））。
墨書銘から本像は、仏師帥が天文11年（1542）に制作し
た勝手権現像であること、造立には夏安居の修行僧や、
Ａ像にもみえる栄禅が関与していたことが知られる。
勝手権現御弓箱　　付属品として、武器を納めた細長い
木箱が存在している。箱蓋の表には「勝手権現御弓箱」、
裏には「天明四年甲

辰三月吉日」と墨書がある。箱は縦
135.8㎝、横17.4㎝、高さ11.2㎝、中に刀３口・弓１張・
矢６本・箙１腰を納める（図Ⅰ-65）。刀の１口には茎に「信
吉」と陰刻銘があり、弓には金泥で表に「天□二寅　三
月吉日　真崎　亦右衛門」裏に「奥多　（後欠）」とある。
また矢は４本に銘がある。１本は金銅製飾り鏃をもち、
「天明二壬寅三月吉日　奥多庄兵衛尉昌良」の金泥銘。
他は黒漆銘で「真崎亦右衛門」銘が２本、「奥多庄兵衛」
銘が１本ある。箱書きにあるように、勝手権現像の持物
として寄進されたものであろう。

三徳山三佛寺所蔵木造勝手
権現像について

図Ⅰ︲₆₅　勝手権現御弓箱
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３　伝　　来

　上記の銘文から、２躯とも16世紀前半の制作であるこ
と、さらに、Ｂ像が勝手権現像であることも判明する。
一方のA像は尊名不詳で、最近「子守権現甲冑騎馬像」
の名で三朝町の有形文化財指定を受けた。着甲騎馬像で
あることを根拠に勝軍地蔵とみて、子守権現の本地・地
蔵菩薩の一変容ととらえたようなのだが、関係史料も見
出されたので、それらをふまえて検討してみたい。
　当研究所の歴史資料調査で第１函２号とした、慶応４
年（1868）の三徳山諸堂社について記した史料には、投
入堂・愛染堂に続き、子守宮（現地蔵堂）・勝手宮（現文殊堂）

に関する記述がある（釈文④）。これによると、三徳山の
勝手権現は着甲騎馬で弓箭をもつ姿として記述されてお
り、それはＡ像に適合的である。
　また『続 三朝町誌』（三朝町1968）の264頁には、廃仏
毀釈時の話として次のようにある。「三徳の文殊堂に勝
手権現といって乗馬姿の木像が安置されていた。衆議の
結果は「神像」ということになり、平

なる

神社に祀ることに
なって、そこに納められていた。その後、大正十五年に
至って三徳村内の神社合併が実現されることになり、平
神社は片柴の北野神社（いま三徳神社）に合併した。その
時に、三徳山の住職であった能勢範竜から、さきの神仏
分離の際に平神社に納めた勝手権現を、返却するよう強
い要求があった。そのため乗馬姿の勝手権現は再び文殊
堂に祀ることになったということである」。ここから、

勝手宮（現文殊堂）にあった勝手権現が、明治維新の際
に麓の平神社におろされ、大正15年（1926）にまた三徳
山に戻されていることが判明する。
　さらに今回、北野神社前宮司の故大坂順一氏所蔵史料
の、住職が所持するコピーを閲覧することができた。明
治時代の神社の記録である。その平神社・勝手神社の項
には勝手権現の記載がある（釈文⑤）。ここからは、神像
についてつぎのことが判明する。明治時代、平神社の境
内社だった勝手神社に、勝手神と祭神不詳神の２神が、
三徳山からおろされて安置されていた。勝手神は武装
し、軍神として敬われていた。祭神不詳神は桓公（菅公）

であるとの伝承があった。そして史料の筆者は、祭神不
詳像を、天保14年（1843）に阪本村坂本神社から三徳山
に納入されたという、傷んだ旧像ではないかと推定して
いる。ここにみえる勝手神は釈文④の勝手権現のことだ
ろう。そしてそれは現在のＡ像で、祭神不詳像がＢ像だ
と考えられる。
　以上から、また、吉野曼荼羅でも勝手権現が着甲像で
描かれている点からも、Ａの甲冑を着した騎馬像こそ
が、前近代に勝手宮（現文殊堂）に祀られていた、勝手
権現像そのものだと判断される。一方Ｂ像は、幕末・明
治には桓公（菅公）とも考えられていたが、今回の胎内
銘の確認により、この像も勝手権現として造像されたこ
とが明確になった。釈文⑤では坂本神社の旧像の可能性
を考えている。しかしＢ像にも三徳山の栄禅等が関与し
ていることを考えれば、Ａ像同様、元来三徳山に安置さ
れていたと考えるべきだろう。勝手権現像を16世紀に、
裸形甲冑像と着衣像と、異なる姿で表現していることは
興味深い。

図Ⅰ︲₆₆　男神騎馬像（Ａ像）

図Ⅰ︲₆₈　勝手権現像（Ｂ像）

図Ⅰ︲₆₇　男神像（Ａ像）
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　また、Ｂ像の馬の胎内は鼠の巣になった時期があり、
枯れ草や落ち葉等が詰め込まれているが、そこに中世の
法華経の断簡も存在していた。現在調査中なので詳細な
報告は控えるが、それらは納経堂伝来の経典（『三徳山』

米田範真編、1965年、53・57頁）と同様の小写経である。こ
の点、納経堂伝来の法華経奥書には、永徳３年（1383）

に子守宮で書写したという奥書をもつものがある（同

上）。子守宮、そしてＢ像が安置されたとおぼしい勝手
宮が、写経の場として用いられた可能性が考えられる。
またＢ像の銘文（釈文②）からは、夏安居の修行僧が造
像に関与していることが判明する。これも、勝手宮が修
行の場だった可能性を考えさせる。

４　類例の考察

　神像２躯の銘にみられる仏師についてはそれぞれ同人
の作が三佛寺内に残されており注目される。あわせてこ
こで紹介しておきたい。
定泉法眼　　木造男神坐像（図Ⅰ-69）は冠を戴き、袍・
指貫を着し、沓を履き、腹前で拱手して笏を執って坐す。
一木造、彫眼、素地。ヒノキと思われる針葉樹材製。頭
頂から地付まで竪一材より彫出し、樹心を右前方にはず
す。鼻孔を穿つ。冠幞頭部、笏は別材。眉・眼・髭を墨
描、冠・髪を墨塗りし、口唇に朱を用いる。像底地付外
周部を朽損するほかは、保存状態は概して良好。冠の纓、
笏を欠失する。像背面に墨書銘あり（釈文⑥）。
　墨抹部分は判読できないが、この銘により本像は永正
17年（1520）、京仏師定泉法眼によって制作されたことが
知られる。定泉についてはいまのところこの他に作例が
知られないものの、本像に続いて３年後に裸形着甲のＡ
像が三佛寺住侶によって注文されており、両者の深い関
係がうかがえる。

仏師帥　　木造地蔵菩薩坐像は円頂とし、袈裟を通肩に
まとって裳を着し、円形頭光を負い、左脚を踏下げて蓮
台上に坐す。両手屈臂、左手宝珠、右手錫杖（亡失）を
執る。一木造、彫眼、素地仕上。ヒノキ材か。両肩先、
両肘先、両手先、脚部、左膝より先、右足先、持物、台座、
光背それぞれ別材。頭部墨彩、眉・眼・唇に彩色を施し、
白毫に胡粉痕が残るほかは素地を露出する。両耳の直上
に白毫と同じ高さの位置で錐穴が打たれ、造像の際に目
印とされた錐点の可能性があり注目される。像底に墨書
銘があり（釈文⑦）、これにより、本像が天文10年（1541）

に仏師帥によって制作されたことが知られる。同様に、
同日付仏師帥作の木造男神坐像２躯も当寺に伝来してい
る１）。いずれも勝手権現騎馬像（Ｂ像）の前年に仏師帥
によって造られたことになる。さらに地蔵像については
「子守殿御本尊」と記すので（釈文⑦）、釈文④に子守宮
に地蔵があるという記載とあわせ、注目に値する。

５　おわりに

　上記から、旧勝手宮の神体（Ａ像）と、ともに祀られ
た勝手権現像（Ｂ像）とが確認できたことになる。数少
ない勝手権現像の貴重な作例である。勝軍地蔵との関連
などは、さらに考えるべき課題だろう。また釈文⑤には
「会式」に神人が甲冑姿で参加することがみえるが、こ
れは三徳山で近年復興した、春会式の御幸行列のことで
ある。それが勝手権現と関連して語られているのも興味
深い。なお、近年紹介された奈良・勝手神社所蔵の着甲
男神像２）は両足を広げて倚坐しており、騎馬像の可能
性も残されるように思われる。そうであれば、彫像とし
ては勝手権現着甲騎馬像の最古例である可能性がある
が、ここではその可能性を指摘するにとどめ、今後の検
討課題としたい。神仏習合時代の山岳信仰において、勝
手権現は重要な位置を占めたはずだ。今後も追求してい
きたい。  （吉川　聡・児島大輔／大阪市立美術館）

註
１） 鳥取県立博物館編『三徳山とその周辺（改訂版）』2005。
２） 東京国立博物館等編『国宝大神社展』2013、190頁。
追記　脱稿後、刀２口を見出し、１口の茎の差表に「奉寄進
伯州三徳山/勝手大明神広賀作」、差裏に「天文十一年六月吉日」
と刻銘があった。その詳しい紹介は他日を期したい。

図Ⅰ︲₆₉　木造男神坐像
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１　はじめに

　奈良文化財研究所では、平城宮・京跡から出土した漆
紙文書について、2005年に『平城京漆紙文書１』（奈良文

化財研究所史料第69冊）を刊行し、平城宮跡３件、平城京
跡８件、計11件の発掘調査で出土した漆紙文書計56点を
報告した（漆紙文書第１号～第56号）。
　その後の再調査の過程で、新たに２点の漆紙文書を確
認したので、ここに報告することとする。新たに確認し
た漆紙文書２点は、いずれも既報告の漆紙文書が出土し
た発掘調査で出土したものであり、以下、次数ごとに紹
介する。

２　左京二条二坊十三坪出土漆紙文書（第₅₇号、
図Ⅰ︲₇₁・₇₂）第₁₃₁︲₃₁次調査（6AFF）

調査と遺構　この調査は1982年に実施したものである。
左京二条二坊十三坪ではこの調査の他に、第141-5次、
第151-11次（東区・西区）、の各調査が実施されており、
８世紀前半から10世紀末に至る６時期の遺構を検出して
いる １）。
　漆紙文書は、遺物包含層から出土したもの１点（平城京

漆紙文書第８号）を既に報告している。これは、ｃ手法の
土師器椀Ａに付着して出土したもので、器高が低く杯に
近い（図Ⅰ-70）。付着する漆は黒褐色を呈し、恐らく顔料
を加えた黒漆であろう。時期は奈良時代後半である。
出土状況　　今回報告する漆紙文書第57号は、調査区北
東隅に設けた調査用の排水溝の掘削時に、同じく土師器
椀Ａの断片に付着した状態で出土した。所属遺構を明確
にはしがたく、第８号漆紙文書と同様に、遺物包含層の

可能性が高い。こちらの土師器椀Ａは径高指数が44前後
で、奈良時代後半の椀Ａとしては一般的なプロポーショ
ンである。
墨書の状況  　墨痕はオモテ面から１行２文字観察でき
る。紙背文書は確認できない。文字の大きさは現状で約
１㎝四方であるが、遺存状態が悪く確定は困難である。

３　 左京八条一坊六坪出土漆紙文書（第₅₈号、図
Ⅰ︲₇₃・₇₄）第₁₆₀次調査（6AHL）

調査と遺構　この調査は1984年に実施したもので、六坪
から西隣の三坪にかけてを対象として調査した。漆紙文

平城京漆紙文書補遺

図Ⅰ︲₇₀　平城京漆紙文書第８号土器実測図（１：２） 図Ⅰ︲₇₂　平城京漆紙文書第₅₇号土器実測図（１：２）

図Ⅰ︲₇₁　平城京漆紙文書第₅₇号可視光写真（上）と赤外線写真（下）（１：１）
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書が出土した六坪の遺構は、Ａ１、Ａ２、Ｂ、Ｃの４時
期に区分できる ２）。
　漆紙文書は、掘立柱建物SB3190の柱穴から出土した
もの１点（平城京漆紙文書第９号）をすでに報告している。
SB3190は、Ｂ期（奈良時代代後半から末頃まで）に属する
南廂付き東西棟掘立柱建物で、漆紙文書は身舎西南隅の
柱抜取穴から、曲物に入った生漆の液面に付着した状態
で出土した。
出土状況　　今回新たに報告する漆紙文書第58号は、遺
物包含層のもので、これも第57号と同様に、ｃ手法の土
師器椀Ａに付着した状態で出土した。曲物に入った生漆
から土師器椀などの器に小分けして、顔料と混ぜあわせ
るなどしたのであろう。
　出土位置は、第９号が出土したSB3190の身舎中央部
で、第９号が出土した柱穴から５～８ｍの近接した位置
にあたり、関連する遺物の可能性がある。
　なお、漆紙文書第９号の出土地区を『平城京漆紙文書
１』の「漆紙文書番号・図版プレート・旧報告番号対照
表では「QL63」と報告したが、「QL43」に訂正する。
墨書の状況　　墨痕はオモテ面から２行観察できる。界
線・紙背文書は確認できない。行間は約1.7㎝をはかる。

１行目本文が年齢を示し、細字双行部左行が「残疾」だ
とすると、籍帳類の歴名文書とみられる。そうであれば、
細字双行部右行の字は、残画から判断して「耆」または
「老」の可能性がある。
　このほか左端に１文字分の墨痕があるが、字の向きが
他と異なるので、別の紙の文字が付着した可能性が高
い。

４　平城京出土の漆付着土器の概観

　平城京から出土した漆付着土器を概観すると、点数で
は須恵器と土師器が拮抗しているものの、土師器では供
膳具が７割に対し、須恵器は壺類が６割を占める。運搬
に用いたものは須恵器長頸壺が多く ３）、パレットとして用
いたものは須恵器杯や杯蓋、土師器杯、椀が主体である。
　なお、文字は確認できないが、第８号漆紙文書と第57
号漆紙文書が出土した第131-31次調査や、第58号漆紙文
書が出土した第160次調査では、ほかにも漆が付着した
土器が出土しており、器高の低い椀Ａや椀Ｃが多いとい
う特徴がある。奈良時代後半の漆工に用いられた土器を
考える上で興味深い。

（渡辺晃宏・神野　恵・古尾谷知浩／名古屋大学）

註
１） 奈文研『平城京左京二条二坊十三坪の発掘調査』1984。
２） 奈文研『平城京左京八条一坊三・六坪発掘調査報告書』

1985。
３） 玉田芳英「漆付着土器の研究」『文化財論叢Ⅲ』同朋社出

版、1995。

図Ⅰ︲₇₄　平城京漆紙文書第₅₈号土器実測図（１：２）

図Ⅰ︲₇₃　平城京漆紙文書第₅₈号可視光写真（左）と赤外線写真（右）（１：１）
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はじめに　　鳥取県鳥取市の良田平田遺跡は、湖山池南
岸から300ｍほどの小開析谷にある、弥生時代から中世
までの複合遺跡である。一般国道９号（鳥取西道路）の
改築工事にともない、2011年度から2012年度にかけて、
㈶鳥取県教育文化財団が、約6,200㎡の発掘調査をおこ
なった。
　これらの調査で、木簡19点、墨書土器169点が出土し
た。都城発掘調査部史料研究室は、同財団の依頼をうけ、
木簡の保存処理、墨書土器を含めた出土文字資料の釈文
の確定、当該資料群の歴史的意義をあきらかにすること
を目的とした同財団との受託研究を、２年次にわたり実
施してきた（鳥取県鳥取市良田平田遺跡出土木簡の保存処理等

の総合的研究・平成24年度、鳥取県鳥取市良田平田遺跡他２遺

跡出土文字資料の保存処理等の総合的研究・平成25年度）。以
下、受託研究の成果の一部を、保存処理後に新たに判明
した知見を中心に報告する １）。
出土文字資料の概要　　木簡は、2011年度調査区から12
点、2012年度調査区から７点出土した。古代の木簡は、
文書木簡のほか、「磨磨国播国」と播磨国を想像させる習
書、「斗三升一合」「九升四合」など米などの物品の数量
を記したとみられる木簡の断片などが知られる。このほ
か、因幡国高草郡刑部郷の戸主刑部某以下の人名を記し
た歴名木簡は、９世紀後半頃の国郡支配を考える上で特
筆すべき資料といえる。また、2012年度に３点出土した
中世木簡には、「元応元年」（1319）の年号を記す用途不明
の木簡の断片があり、遺跡周辺が、鎌倉時代末期までの
長期間、拠点的施設として機能していたことを示す。
　墨書土器は、2011年度調査区から152点、2012年度調
査区から17点出土した。「門」「門宅」「門上」など門の
字を用いたものが多く、「大内」なども目立つ。「高郡」
は高草郡の略か。なお、「荒田大内」「荒田」と記した墨
書土器は、遺跡のある良田の地が1871年の改称以前に荒
田村と称されていたこととかかわり、当該地名が古代ま
でさかのぼることを示し注目される。
令前の木簡　　７世紀末から８世紀初頭頃までの木簡が
２点出土している。木簡１は、上端・左右両辺削り、下
端折れ。「午時」の下数文字分は表面が剥離して失われ

ている。スギ・柾目 ２）。保存処理により、読みを進め
確定することができた。「某の（御）前に（謹みて）白す」
の書式で書き出す、いわゆる前白木簡。この書式は、大
宝令の施行により解・辞・牒など上申文書の様式が整え
られる前の、７世紀末を中心とした時代に多用されたも
ので、口頭伝達を文書化したものと理解されている。
　「恐 奉御前謹白」は、「恐 受賜申大夫前」（『藤原宮

木簡一』11号）に類似の表現がみえる。「奉」は「受賜」
に対応し、「うけたまわり」と読む（なお、「恐 奉御前謹白」

は、日本語の語順に忠実な表記といえ、この例から逆に、藤原

宮木簡11号は漢文の語順通りに転倒させて「大夫の前に申す」

と読むべきことがあきらかになる）。「寵命」は、前白木簡に
多用される語で、「寵命坐」として「上級者の命令をお
伺いして」程度の意味か。要件、品目などが続く場合も
ある。類例は、奈良県藤原宮跡出土木簡（８号）、奈良県
飛鳥京跡苑池遺構出土木簡（４号）、埼玉県小敷田遺跡出
土木簡（１号）、滋賀県西河原森ノ内遺跡出土木簡（11号）

に知られるほか、平城宮跡出土木簡に「寵大命」とする
削屑がある（『平城宮木簡七』11367号）。地方木簡としては
３例目となる。
　裏面の記載は使者と時刻。孔王部氏の姓は、連・造・
首、及び無姓で、直姓の事例は知られていないため、「直
万呂」が名であろう。「午時」は類例からみて発信時刻か。
午時は昼の12時を中心とした前後２時間をいうが、ある
いは、「お昼頃」程度の使われ方かもしれない。
　木簡２は、上下両端折れ、左右両辺削り、スギ・柾目。
「皮」の字体は、７世紀木簡のそれに類似する。万葉仮
名を記したものであろう。この木簡と共伴した土器の年
代観からも、７世紀末から８世紀初頭までに属するもの
である可能性がある。なお、木簡２は、木簡１と直接は
接続しないが、法量、材質、木目、字体が酷似している。
ただし、厚みの状況がやや異なる。
前白木簡の意義　　令前の因幡国において、「御前」に上
申する書式を用いられる高位の人物がいた。このことは
間違いない。口頭伝達に補完されるため、日付が記され
ることが少ない前白木簡に、時刻が記されることをどの
ように考えるか。この点は、木簡の作成から廃棄にいた
る過程や、遺跡の性格を考える上で、重要な手がかりを
秘めているように思われる。
　想像をたくましくすれば、木簡出土地は、午時に記し

鳥取県良田平田遺跡の
出土文字資料
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た前白木簡を携えた使者が、その日のうちに口頭で内容
を伝え、後に廃棄された場所である。その場所は、高草
郡古海郷にあったとされる郡衙より下位の公的施設であ
ろう。遺跡の立地と、「馬津」「馬」「船」などの墨書土
器は、湖山池を利用した水運に関わる拠点施設の存在を
推測させるところである。さらに南の山寄りに推定され
ている同郡の山陰道敷見駅（延喜式因幡国駅馬条）を含め、
周辺の交通路との関係は留意すべきであろう。ここでい
う高位の人物は、国宰（国司）や中央から派遣された官
使などが候補となる。木簡１は、国内を移動する官人が、
文書を受け取るなど、様々な便益を供される際の拠点的
な施設が、令前の因幡国にすでに存在していたことを示
唆するものといえる。
結　び　　木簡１は、現在のところ鳥取県から出土した
最古の木簡であるとともに、確実な文書木簡として中国
地方最古で、因幡の古代史を考える上で極めて貴重な資
料である。地方遺跡から出土する７世紀木簡は、帳簿が
多くいわゆる文書木簡に乏しい傾向があるなか、７世紀
末から８世紀初頭頃までの地方における文書行政の実態
がうかがわれる資料として注目される ３）。

（山本　崇・高尾浩司／（公財）鳥取県教育文化財団・

藤井裕之／客員研究員）

註
１） 保存処理前における木簡の概要は、高尾浩司「鳥取県鳥

取市良田平田遺跡出土木簡」（『考古学ジャーナル』第646号、

2013年）に示されており、釈文は、高尾浩司「鳥取・良田
平田遺跡」（『木簡研究』第35号、2013年）を参照。

２） 木簡の樹種は、藤井の同定及び判別によるもので、木簡
１は、解剖学的観点からの樹種同定を実施した。

３） 本遺跡の正報告書は、鳥取県教育委員会『良田平田遺跡
―一般国道９号（鳥取西道路）の改築に伴う埋蔵文化財発
掘調査報告書 』2014年刊行予定。なお、釈読にあたり、
史料研究室の研究員のほか、国立歴史民俗博物館の平川
南氏、武井紀子氏（いずれも当時）のご教示を得た。

図Ⅰ︲₇₅　良田平田遺跡出土木簡・墨書土器

墨書土器１：４　木簡１：２
写真は赤外線デジタル画像
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はじめに　　コンクリートの普及以前、石材は土木構築
物の重要な資材であった。また腐ることがないため時代
をこえて継承され再利用が可能である。そこで継承・再
利用の過程・論理を分析することで、歴史的な社会変化
や当時の石材に対する認識解明にアプローチできると考
えられる。本稿では2013年に実施した香川県高松市の栗
林公園北門と香川県小豆島岩谷の石切場の現地調査結果
を概要報告するとともに、石材の継承と再利用について
考察する。
近世初期の黒田家による採石と残石監護　　元和６年

（1620）、徳川幕府によって大坂城は再築された。再築に
あたっては西日本大名らによる割普請によって実施され
た。石垣用石材の調達は兵庫県東六甲を始め瀬戸内海島
嶼部を中心に各地で切り出した。福岡藩黒田家は文献史
料により東六甲と小豆島にて採石したことが判明してい
る。福岡藩は元和７年（1621）に小豆島岩谷を石切場と
して確保する（図Ⅰ-76）。岩谷で調達した石材は文書の
発行時期や石切場と石垣から検出される刻印から鑑みる
に第二期普請の東内堀石垣などに使用されたと想定され
る（図Ⅰ-77）。
　大坂城普請の後、岩谷には大量の残石が発生した。福
岡藩は配下の頼七兵衛を土着させ残石の監護にあたらせ
た。藩の財政予算書を解説する「御積帳注解」 １）によれ
ば、このような石番が大坂鈴木町・紀伊国下清水町、伊
豆真男鶴・網代にいたという。残石の維持管理のために
藩の予算に費目が計上されていることは藩の残石への認

識がうかがい知られる。岩谷村年寄には一人扶持、七兵
衛には藩から二人扶持を与えられ、七兵衛の子孫は幕末
まで石番を務めている。この石番の実態については詳ら
かではなく今後の課題であろう。また小豆島小海におい
ても熊本藩細川家の残石が畑地に散乱し難渋していた
が、藩に無許可で動かすことはできなかったという ２）。
この岩谷の石切場は石番七兵衛と村役人の監護のもと約
240年間、静態保存された。そのため石材産業が成立し
えなかったとみられる。
幕末期の今津砲台への再利用　　幕末期、幕府は国内外
勢力への軍事的・政治的プレゼンスを示し摂海防備のた
めに兵庫県に和田岬・湊川崎・西宮・今津の四砲台を築
造する。「摂州兵庫和田ヶ岬石堡塔築造入用凡積目論見
帳」 ３）には「小豆嶋石壱本　此才数百拾七才弐分五厘」
など仕様や石代銀の記載があるが、和田岬砲台の小豆島
石の使用実態は詳らかではない。今津砲台の石材につい
ては事業請負によって小豆島福田と岩谷から調達される
こととなった。実際の切り出し前の文久３年（1863）４月、
岩谷村の本村である草下部村の庄屋らが岩谷にある残石
を一石ずつ悉皆調査し、「御用石員数寸尺改帳」（石本家

文書。以下、改帳）を作成した。改帳は砲台築造の幕府役
人である「御台場御掛り御役人中」に送付されている。
改帳には丁場名、残石の番号、寸法、海辺までの距離が
記載され、大坂城残石を砲台用石材として再利用を企図
したものとみられる。計画的な石材調達を推進するため
の基礎資料として幕府役人方へ送付されたのであろう。
岩谷村の石材切り出しは備前宮の浦石工弥兵衛と喜代蔵
が請け負っている。前述の通り石材産業が成立しなかっ
たため、石工がおらず島外から確保したのだろう。改帳
では残石の海辺までの距離を意識し、石材を船で運搬し
ていることを考えれば、海岸線（天狗岩磯丁場等）の残石
を中心に再加工して搬出したとみられる。2013年に実施
した現地調査では海岸線の残石に近世初期と異なる矢穴
痕が認められ、この時期の採石活動の痕跡である可能性
がある。

石垣用石材の継承と再利用
－小豆島岩谷の事例から－

図Ⅰ︲₇₇　大阪城東内堀（黒田家担当石垣）

図Ⅰ︲₇₆　大坂城石垣石切丁場跡（八人石丁場）
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明治期の地域による残石管理　　徳川幕府から明治政府に
政権が交代したことにともない、小豆島岩谷の石切場は
明治政府の陸軍工兵第四方面の所管となった。当地の石
材に関して明治10年（1877）、愛媛県権令岩村高俊は内
務卿大久保利通に「石材處分之儀付伺」 ４）を出している。
伺い記載の石の数は前述の「改帳」と一致しており、明
治政府は、石材の管理に幕末期の史料を基礎資料とした
のである。明治11年（1878）、石材の取締役として村長
長町広五郎が任命されている。政府による直接管理では
なく地域に管理を委ねている。そして、明治15年（1882）

に民間に開放された。
大正期の栗林公園への再利用　　大正２年（1913）の香川
県栗林公園北門改修の際、小豆島福田村の関西花崗石合
資会社によって袖垣石が設置された（図Ⅰ-78）。袖垣石
は小豆島岩谷の海岸線（天狗岩磯丁場）から調達し20個弱
の石材を再利用している。2013年11月に現地調査を実施
し、袖垣石に２つの刻印を確認した。また小豆島岩谷・
大坂城石垣と同タイプの矢穴痕とそれと異にする矢穴痕
を確認し、袖垣石設置の顛末が刻まれている碑文を採拓
した（図Ⅰ-79）。そこには「昔豊臣氏大阪城を築きし時
石を我讃岐小豆島より採りその餘石棄てし海濱尓在り今
此園を修むる尓當り運搬便宜の為尓之を二三尓割り採り
て門傍の垣と為す　大正二年三月」とある。袖垣石に実
際に確認される２種の異なる矢穴痕は近世初期の切り出
し時と大正期の運搬のために割った痕跡であろう。わざ
わざ碑文を刻み、遠方の小豆島岩谷から残石を運搬した
のは、コスト圧縮を意図したストックの再利用ではなく
「豊臣氏大阪城」の「餘石」であるという由緒に意味が
あるからであろう。
　さて、大阪近辺や瀬戸内地方では、石垣用石材として
切り出されたにも関わらず「残念」なことに石垣に使用
されなかった石に対し慈しみを込めて「残念石」と呼ぶ。
近世には残石を「御用石」と呼称し、前述の小豆島小海
村のように残石によって難渋していることをふまえれば

残石に慈しみを感じている様
子はない。これが大正期には
大坂城残石というコンテクス
トに付加価値を見出してい
る。近世から近代にかけ残石
への人々の認識が変化したの
である。栗林公園の例は現代
の日本人が「残念石」に由緒
をみいだす文化的価値観の源
流とみなせるかもしれない。
現代の史跡としての石切場　
　1972年３月、小豆島岩谷地
区は「大坂城石垣石切丁場
跡」として国の史跡に指定さ
れた。改帳の内容を評価し、史跡内の丁場の分類として、
改帳記載の丁場名称を使用している。指定時には残石を
悉皆調査し、一石ずつナンバリング、寸法をリスト化し
ている ５）。残石は文化財となり、石切場は史跡として静
態保存に入ったといえる。
おわりに　　小豆島岩谷の石切場と残石は、その時々の
社会的要請によって継承（静態保存）と再利用を繰り返
した。しかしその行為の論理は時代によって異なってお
り、人々の残石への認識は変化しているのである。

（高田祐一）
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図Ⅰ︲₇₈　栗林公園北門

図Ⅰ︲₇₉　栗林公園北門の碑文
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はじめに　　奈良文化財研究所では、2011～2013年度に
兵庫県からの受託事業として、兵庫県内に所在する近代
和風建築の調査をおこなった。詳細調査の対象物件は計
119件におよび、その報告として『兵庫県の近代和風建
築』（兵庫県教育委員会2014）をまとめた。その成果の一部
については、すでに『紀要2012』・『紀要2013』でも報告
してきた。本稿においては、調査でみえてきた兵庫県に
おける多様な近代和風建築のあり方の中でも、もっとも
伝統的な色彩の濃い民家に着目する。
大兵庫県の成立　　現在の兵庫県の面積は、近畿地方で
もっとも広く、旧国でいえば、播磨・但馬・淡路のほぼ
全域、摂津・丹波の一部の５ヵ国にまたがる。この広大
な県域をもついわゆる「大兵庫県」が成立したのは、明
治４年（1871）の廃藩置県とその後の府県統合を経た明
治９年であった １）。以下では摂津・丹波、播磨、但馬、
淡路の各地域ごとに、民家の特徴をみていこう。
摂津・丹波の民家　　両地域には近世以前の民家として、
摂丹型と呼ばれる妻入で奥行の深い間取りをもつ民家が
分布することがよく知られている。三田市に位置する
岡村酒造場の主屋（図Ⅰ-80）は、幕末・安政２年（1855）

に建設された妻入の農家であり、その１つといえる。
　詳細調査では、明治以降の妻入農家は対象とならな
かったが、奥行の深い平面をもつ農家に、尼崎市の小西
家住宅（明治44年）などがあり、継承と変化の両面を見
出すことができる。
　当地域には妻入の町家も多く、丹波では座敷中門造と

よばれる平面形式をもつ妻入町家が近世中期頃よりみら
れる ２）。丹波市に位置する西山酒造場の主屋（明治24年）

はこの形式を踏襲する。一方、その床の間に注目すると、
床板に春慶塗のケヤキを用いるなど、銘木の使用が目に
留まる。平面形式に伝統を、床の間の用材に新たな展開
をみせる事例である。
播磨の民家　　播磨地方には良質な民家が多く、またそ
れらが町並みとして残る地域も多い。国の重要伝統的建
造物群保存地区に選定されている地区こそないが、保存
対策調査がおこなわれたものでも、たつの市龍野、赤穂
市室津、赤穂市坂越、佐用町平福、高砂市高砂がある。
　本稿では２つの港町の町家に着目したい。赤穂市坂越
の山二家住宅（明治６年）と、相生市相生の濱本家住宅（明

治７年、図Ⅰ-81）である。ともに、２階建、本瓦葺、平
入の建物で、２列の室構成を基本とする。なかでも特徴
的なのが、表側のミセノマと奥の座敷（ミセオク・ザシキ）

との間に幅が半間あるいは１間と狭い部屋を設けること
である。西播地域沿岸部における特徴の１つと認めてよ
いだろう。また両者とも床の間周辺には銘木を多用して
おり、時代性が看取できる。特に濱本家住宅は２階の部
屋が充実しており、南面は幅半間の縁を挟んで相生港を
望む座敷が並び、床の間、天井、欄間と銘木が惜しみな
く使われている。明治初期における廻船業の活況ぶりを
背景にした展開である。
但馬の民家　　近代の但馬地域の民家において、重要な
位置を占めるものとして、南但地域、特に、現在の養父
市域を中心とする３階建養蚕農家をあげることができ
る ３）。１階の部屋構成は、近世以来の整形四間取りを基
本としながら、養蚕に対応する空間を確保するために、

大兵庫における伝統の展開
－兵庫県近代和風建築総合調査４－

図Ⅰ︲₈₀　摂丹型の農家（岡村酒造場） 図Ⅰ︲₈₁　播磨の港町の町家（濱本家住宅）
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３階を設け、抜気や掃き出し窓など養蚕をおこなう上で
の利便性の向上を目指した施設を備える。明治初期に建
てられた中尾家住宅（図Ⅰ-82）はその例の１つである。
当住宅にみられるように、本卯建や、特徴的な意匠的な
窓など、利便性のみでは語ることができない要素も同時
に発展していることは興味深い。
　また但馬では、北但地域に共通した意匠が見出せる。
豊岡市の植坂家住宅（大正初期）、香美町の岡田家住宅（大

正期。豊岡市竹野から移築）の軒桁を支える腕木は、海老
虹梁状のものと、直状の２種類の形態のものを交互に設
け、ともに先端に拳鼻を設けている。これと同様の意匠
は鳥取県倉吉市打吹玉川の江戸末期から昭和初期の町家
にもみられる。山陰地方における民家の意匠の展開を考
える上で大変興味深い ４）。
淡路の民家　　淡路地域では、農家が詳細調査の対象に
あげられた。多くの物件に共通する要素として、主体部
の周囲に瓦葺の下屋を廻らす形式（四方蓋造と呼ばれる）

がある。淡路市の林家住宅（昭和17年、図Ⅰ-83）はその
典型である。近世における淡路の農家については、報告
例が少なく、全容があきらかにならないが、この形式は
徳島県の近世民家に見出すことができる ５）。ともに整形
四間取りの室構成を基本とし、下屋部分に縁をめぐらす
形式をもつ。
おわりに　　「大兵庫県」という呼称は、明治初期にお
ける制度の変遷を位置付けるなかで生まれた学術用語に
すぎない。しかし、多様な伝統文化をもつ地域を包含し
た全国でもまれな自治体の特徴をあらわす語として、非
常にしっくりくる。本稿でみたように民家の形式をみて
も、各地域の形式は県内よりもむしろ県外他地域との共

通性が際立っている。その展開の仕方は、銘木の多用、
数寄の要素の摂取、養蚕への対応など、限定的なものが
多い。
　これらの建築は、近世からの地域の伝統が近代に入っ
ても、連綿と続くことを示すものが多い。新たな建築類
型が登場した公共建築や、数寄の文化が花開いた邸宅な
ど狭義の「近代和風建築」と一線を画するこれらの建築
群は、「近世民家」調査の枠組みからも溢れ、ややもす
れば、見過ごされてしまいがちである。しかしこれらの
建築も紛れもない兵庫の近代を背景にもつものであり、
その存在は地域に根ざした文化として、兵庫県の近代に
彩りを与えている。次の世代へと伝えてゆく必要性を感
じさせるものであると同時に、地域性から乖離しがちな
現代の建築を考える上でも重要な建築群といえよう。

（鈴木智大）

註
１） 兵庫県自体は、それ以前から存在していたが、その県域

は摂津国の西半にとどまるもので、これと比較し「大兵
庫県」と呼ばれる。例えば、『兵庫県の歴史』（山川出版社

2004）などで用いられる。
２） 町家の形式については、大場修『近世近代町家建築史論』

（中央公論美術出版2004）などを参照した。
３） 養父市の養蚕農家については、『養父市３階建養蚕農家

外観分布調査報告書―養父市３階建養蚕農家調査１―』
（兵庫県養父市文化財保護調査報告書第３集、養父市教育委員会

2009）を参照した。
４） 倉吉市打吹玉川の町家にみられる腕木の意匠については、

『倉吉市打吹玉川伝統的建造物群保存地区見直し調査報告
書』（倉吉市教育委員会2009）などを参照した。

５） 徳島県の近世民家については、『阿波の民家　徳島県民家
緊急調査研究報告』（徳島県教育委員会1976）を参照した。

図Ⅰ︲₈₂　但馬の３階建養蚕農家（中尾家住宅） 図Ⅰ︲₈₃　淡路の瓦葺の農家（林家住宅）
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はじめに　　奈良文化財研究所では、中国文化遺産研究
院、韓国国立文化財研究所とともに、建築文化遺産の研
究とその保存に関する研究交流をおこなっている。これ
までの概要は、『紀要2011』～『紀要2013』で報告して
いる。2013年度は、奈文研が開催国ホストとなり、「集
落・町並みの調査と保存・活用」をテーマとして、11月
13～15日に開催した。13・14日は第５回となる国際シン
ポジウムを奈文研講堂でおこない、15日はエクスカー
ションとして、重要伝統的建造物群保存地区（以下、重

伝建地区）である橿原市今井町（奈良県）と南丹市美山町
北集落（京都府）を視察した。シンポジウムは３つのセッ
ションに分かれ、各国３名ずつが発表した（表Ⅰ-12）。
中国における集落・町並みの保護　　中国において、集落・
町並み保存という面的な文化財保護施策としては、建設
部と国家文物局による「歴史文化的名城名鎮名村」があ
る。この他にも、政府機関や学会による制度があり、異
なる枠組みで伝統的な集落を認定したものや、少数民族
集落の保護を目的としたものがある。歴史文化的名城名
鎮名村では350地区がすでに選定され、2013年度の新規
申請は275地区におよぶ。広大な国土の膨大な数の伝統
的集落・町並みへの取り組みがおこなわれている。これ
らの集落・町並み保存への取り組みは、都市部の発展と

対照的に顕在化した農村部の停滞という社会的問題にお
いて、都市と農村のバランスを取る方策の１つとしても
位置付けられている。
　発表では、調査と研究のセッションで、湖南省高椅村
と貴州省馬頭寨における総合的な文化財調査を通じたリ
スト化とその評価方法が報告された。保存の実例として
は、貴州省雲山屯における保護計画策定が取り上げら
れ、特に観光化とそれによる権益から生じる問題を回避
する取り組みについて報告があった。
韓国における集落・町並みの保護　　韓国では現在、世界
遺産登録を見据えて精選された８地区が重要民俗文化財
として指定されており、それらの保存活用への取り組み
がおこなわれている。これ以外の地域については、各自
治体で文化遺産の目録化をおこなっている。また、これ
らの選ばれた８地区以外では、ソウル市南山地区や全州
市韓屋村などのような歴史的街区がある。これらは用途
や内部が変更されているものの、歴史的な外観を維持し
ている。ソウル市の場合では条例を定めて保存が図られ
ている。
　報告は、慶尚北道安東河回村におけるデザインガイド
ラインの策定過程について、さらに、重要民俗文化財８
地区の保存活用と、これに関わる観光化と定住性に関す
る課題について報告があった。
日本の重伝建地区とエクスカーション　　日本側からは、重
伝建地区の解説と、奈良文化財研究所で現在おこなって
いる調査を報告し、亀山市（三重県）のまちなみ文化財室
嶋村明彦室長から、重伝建地区「関宿」の保存活用の実
際について発表があった。関宿の発表では、行政職員と
住民の集落保存をめぐる関わりの実際や、住民主体の「生

集落・町並みの保存活用
－日中韓建築文化遺産保存

国際学術会議から－

図Ⅰ︲₈₄　シンポジウムの様子

表Ⅰ︲₁₂　シンポジウムの発表内容

セッション１　集落・町並みに関する保存制度

・林　良彦 （日本） 日本における集落・町並みの
保存の制度と実務

・崔　柄善 （韓国） 韓国民俗村の保存管理政策

・党　志剛 （中国） 文化財的価値を有する中国伝統村落の
保護管理概況の考察

セッション２　集落・町並みの調査と研究

・池　成眞 （韓国） 民俗村居住者の
生活利便施設標準化方策の研究

・肖　東 （中国） 湖南高椅村および貴州馬頭寨の
文化財の評価方法

・松下迪生 （日本） 日本における集落・町並みの
調査と研究

セッション３　集落・町並みの保存の実例
・瀋　陽 （中国） 雲山屯保護計画からみた古村落の保護

・嶋村明彦 （日本） 重要伝統的建造物群保存地区関宿の
保存と活用

・朴　賛珉 （韓国） 民俗村の活用および活性化方策の研究
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活の場」としての活用の諸活動について報告があった。
　エクスカーションでは、橿原市今井町における修理・
修景の具体例を視察し、伝統的な建物に馴染んだ耐震補
強が紹介された。南丹市美山町北集落では、茅葺民家集
落保護でもっとも懸念される火災について、その防火対
策となる貯水槽や放水銃を視察した。両地区の防災対策
は、重伝建地区に選定されることで住民が受ける制約の
一方で、暮らしの安全を確保する補助事業として、住民
へのメリットに位置付けられるものである。
保存活用の課題　　各国の発表ならびに討論では、１つ
に、集落・町並みにおける保存活用の枠組みにおいて、
建造物以外の関連文化遺産への注目が確認できた。ただ
し、その内容は異なり、亀山市の場合は前述のように生
活の場としての活動についてであり、中国では民具など
を含む農村文化への注目で、韓国では祭礼や観光客の体
験イベントであった。このような注目の仕方は、各国で
差異はあると思われるが、2003年に採択された無形文化
遺産保護条約の影響も大きいという印象を受けた。
　その中で、観光化については、保存活用の実際を述べ
た関宿の発表ではほとんど触れることがなく、このこと
は日本と中韓の集落・町並み保存活用の違いを端的に表
しているように感じられた。中国では、「倣古街」と呼
ばれる本物を壊して偽物を建てるという一種の観光化現
象を鑑みて、集落・町並み保護を進めている面がある。
しかし、中国では政府主導で保護を進め、利益面の成功
を周知することで、その後の保護政策を進めてきたとい
えるのだが、その利益とは観光によってもたらされるも
のと受け取れた。韓国では過度の観光化を問題視してお
り、商業化にともなう収益の分配などの課題も発生して

いるようである。しかし、観光化は住民への直接的な利
益になることで、安東河回村では住民のＵターン現象も
みられ、伝統的な集落・町並みの課題の１つである定住
性への一種の解決策に位置付けられるものであろう。日
本でも世界遺産となった白川郷では、登録とともに観光
客が100万人を超え、急速な観光化およびその関連分野
と、それ以外の地場産業や暮らしの間でバランスがとれ
ていないことが問題とされている。観光化は、国民や世
界の文化的進歩に貢献する１つの手段ではあるが、建築
文化遺産、無形文化遺産のいずれに対しても、文化の主
体を住民から観光客に移しがちである。文化の主体を住
民と観光客の間でバランス良く位置付けることが求めら
れることから、関宿の取り組みは注目すべき１つの事例
と考えられる。
まとめ　　今回の発表からは、３国の集落・町並み保存
活用の考え方や手法は、共通点も多く認められる一方
で、ある程度の差異が認められた。そこには世界遺産条
約の影響も大きいとうかがえた。ところで、伝統的な集
落・町並みは、現代人の暮らしの場として生きているた
め、文化財保護対象の中ではとりわけ暮らしや文化の変
化という動態性を特徴としてもっている。そのため、保
護・暮らし・観光などのバランスのとれた保存活用が求
められる。世界遺産条約に対する考え方は３国で異なる
としても、３国の文化財保護法は保存と継承という理念
を掲げる点で共通している。したがって、制度・調査研
究・活用の手法について、それぞれの成果の情報交換を
おこない、互いに参考にすることは有益であり、それに
よって集落・町並みという文化遺産を保存継承していく
ことが必要であろう。  （黒坂貴裕／文化庁）

図Ⅰ︲₈₅　修理方針説明の様子（今井町） 図Ⅰ︲₈₆　放水銃格納庫（美山町）
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１　はじめに

　長野県塩尻市平出は、松本盆地の南端すなわち木曾山
脈北縁の山麓に位置する、中山道近傍の農村集落であ
る。集落には、「本棟造」と呼ばれる長野県の中南信地
方にみられる特徴的な形式の民家が残っており、独特の
集落景観が形成されている。
　建造物研究室では、2012、2013年度の２ヵ年で、長野
県塩尻市より平出集落を対象とした伝統的建造物群保存
対策調査を受託した。本稿では、調査であきらかになっ
た集落の特質について、集落の基盤と建造物に焦点をあ
てて概観したい １）。

２　平出集落の基盤

　平出集落は、南面に山を控えた台地にある。集落の西
を画する比叡ノ山東麓に「平出の泉」が湧出し、これを
源とする「渋川」の両岸に集落が形成されている。渋川
は古来灌漑用水として下流の水田を潤し、泉に近い上流
では平出集落の住民の生活を支えてきた。集落内の渋川

沿いの各所には、「ドンド」と呼ばれる水汲み場もしく
は洗い場が設けられ、現在でも利用されている。
　集落と水との関係は、民俗信仰にも顕著にあらわれて
いる。平出の泉の脇には「水神様」が鎮座するほか、近
世に勧請されたとされる平出集落の鎮守伊夜彦社は、平
出の泉の神を祀る古代の水王神社を起源とすると考えら
れている。また、集落各所には同姓仲間によって同族神
が祀られる祝殿が残るとともに、庚申講、秋葉信仰、三
峯信仰といった民俗行事が継承されている。

３　平出集落の伝統的建造物

　調査対象区域には、伝統的な形式をもつ主屋が14棟あ
り、そのうち切妻造、妻入の典型的な本棟造の主屋は11
棟ある。他に、本棟造に似た正方形に近い平面をもち妻
入であるが２階の建ちの高いものが１棟、平入の主屋が
２棟確認できた。
敷地構成　　集落内の住戸の多くは、渋川に沿って蛇行
する里道に面しており、敷地と道路との遮蔽は生垣、板
塀などによって境界を明確に画する住戸が多い。主屋
は、道路から15～20ｍほど後退させて配置する場合が多
いが、敷地の最奥すなわち道路から30ｍほど引き込んで
配置するものもある。敷地内には、主屋のほかに土蔵、

長野県塩尻市平出集落の
特質
－伝統的建造物群保存対策調査から－

図Ⅰ︲₈₇　平出集落の屋根伏図

100ｍ0
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蚕室などの付属屋があるほか、庭門をもつ住戸もある。
建築年代　　集落において棟札が残されていたのは１棟
のみで、嘉永３年（1855）の年号が確認でき、この建物
が年代判定の指標となる。また、主屋が安政２年（1850）

に建てられたことを示す史料の存在を所有者が記憶して
いる住戸が１軒ある。平出集落に現存する本棟造の建築
年代の上限は18世紀末～19世紀初期、下限は明治10年代
半ばと考えられる。
規　模　　本棟造の特徴の１つは、大規模で正方形に近
い平面をもつことである。調査対象のうち、平面規模の
最大のものは間口８間、奥行７間であった。また、平入
の主屋でも間口８間半、奥行７間あるものがあり、棟の
方向は違うが本棟造と同様の規模と縦横比をもつ。
間取り　　本棟造民家は、基本的に床上部は２列３室の
６室とし、桁行の左右どちらか１列を土間とするものが
多い。下手土間正面側には外壁側に３畳から４畳半程度
の馬屋が設けられる。
　床上部正面側通りは接客部で、中央列を下座敷とし、
上手列を上座敷として床の間などを設ける。床上部桁行
中央通りは一般に上オエ、下オエに分かれる。一方、最
古の本棟造民家といわれる塩尻市の重要文化財嶋﨑家住
宅（享保年間＝1716～1735）の平面は、この部分が上下に
分化せず、これは古式を示す特徴とみられる。平出集落
においては、この特徴を示す本棟造の主屋が１棟確認で
きた。
構　造　　本棟造民家は、柱が４寸～４寸５分の正角で、
土間、床上部境の内部部屋境に７寸～９寸角の大黒柱２
本を建てる。平面の中央部のオエ廻りを差物でかため、
桁行下木、梁間上木として全体におおむね１間おきに丸

太の梁を架ける。
　正面側には両端から合掌状の登梁を架けて母屋桁を支
えるものがある。これは発達した工法と考えられ、１つ
の年代指標となる可能性があるが、重要文化財堀内家住
宅（18世紀末～19世紀初期）でも用いられており、断定す
ることは難しい。
立　面　　本棟造は、梁間の深い大きな妻面を正面に向
け、梁間いっぱいに庇を取り付けるのが特徴の１つであ
る。下座敷前面は式台玄関が取り付き、舞良戸４本引違
とするものが多い。２階は妻梁上にほぼ１間ごとに束を
立て、２段もしくは３段の貫を化粧でみせる。表２階が
ある場合は、中央部に１間ないし４間幅の出格子を取り
付ける。特徴的な棟飾りである雀踊りは、一般に本棟造
の特徴の１つであるが、調査対象の中には雀踊りを付け
ないものもある。

４　おわりに

　平出集落は、山並みや水系といった自然地形、血縁・
地縁のつながりによる民俗行事など有形無形の基盤の上
に、江戸時代後期から明治時代前期にかけて特徴的な形
態をもつ民家が出現し、今日まで集落景観が受け継がれ
てきた。このような歴史の重層性をもつ、伝統的建造物
群と周囲の環境が一体となった優れた風致が、平出の本
質的な価値である。今後は、この価値を適切に継承する
ための保存計画の策定が求められる。  （松下迪生）

註
１） 調査結果の詳細は、奈文研編『平出―伝統的建造物群保

存対策調査報告―』（塩尻市教育委員会2014）で報告してい
る。

図Ⅰ︲₈₈　敷地脇に「ドンド」を設けた本棟造民家 図Ⅰ︲₈₉　平出集落で最古と考えられる本棟造民家
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臨池伽藍の系譜　　平安時代中期、貴族の邸宅内に仏堂
が営まれる事例が増加するなか、藤原道長は無量壽院（の

ちに法成寺）を造営、さらにその子・頼通は平等院を造
営する。無量壽院は九体阿弥陀堂の前面に池を配置する
形態、平等院は両側に翼廊・楼を備えた阿弥陀堂の前面
に池を配置する形態である一方、無量壽院から発展した
法成寺は諸堂が池を取り囲む形態であった。いずれも、
仏堂前面に池を配置するという観点での「臨池伽藍」で
あるが、阿弥陀浄土のイメージという点では前二者が
「浄土庭園」の名にふさわしいものと私は考えている。
これらを契機として、以後、平安時代後期には仏堂の前
面に園池を配する臨池伽藍あるいは浄土庭園が貴族・皇
族による仏寺のひとつの形式として定着する １）。
法然と九条兼実　　鎌倉時代にも、平安末期に奥州平泉
で営まれた毛越寺や無量光院などの臨池伽藍・浄土庭園
の影響もあって、関東では臨池伽藍・浄土庭園の造営が
続く。かたや、京都においては、平家政権が没落し関
東に源氏政権が樹立される移行期という時代状況のな
か、観想念仏に重きを置く平安中期からの浄土信仰に代
わり、口称念仏への専心こそが極楽浄土への往生の道と
説く法然坊源空（法然）の言説が評判を呼ぶ。当時の最
上級貴族の一人・九条兼実も、期待をかけた長男の内大
臣・良通の早世により無常を感じ、法然に深く帰依する
ようになる。兼実は、良通の死の翌年にあたる文治５年

（1189）以降、たびたび法然を自邸に呼んで戒を受け、さ

らに権謀術数渦巻く政界での失脚から数年を経た建仁２
年（1202）には法然を戒師として出家し、円証と名乗っ
ている。口称念仏を唱道する法然に帰依する円証こと兼
実は、浄土庭園をともなう仏寺の造営をおこなうことは
なかった。その一方、別業・月輪殿に時を過ごすことが
多く、そこに法然を招くこともしばしばであったといわ
れる。
法然上絵の月輪殿　　知恩院に伝わる国宝『法然上人行
状絵図』（以下、「法然上絵」）第八巻第五段は、元久２年

（1205）４月５日、月輪殿に招かれた法然が帰途に就く
とき、円証こと兼実の眼に、法然の体が浮遊し頭光を発
するのがみえた、との逸話とその描画（図Ⅰ-90）である。
本文をあげておこう。
同年四月五日、上人月輪殿にまいり給て、数刻御法談
ありけり。退出のとき禅閤庭上にくづれをりさせ給
て、上人を礼拝し、御ひたいを地につけて、やゝひさ
しくありておきさせ給へり。御涙にむせびて、仰られ
ていはく、「上人地をはなれて、虚空に蓮花をふみ、
うしろに頭光現じて、出給つるをば見ずや」と。右京
権大夫入道〈法名戒心〉、中納言阿闍梨尋玄〈号本蓮
房〉、二人御前に候ける。みな見たてまつらざるよし
を申。池の橋をわたり給ひけるほどに、頭光現じける
によりて、かの橋をば頭光の橋とぞ申ける。もとより
御帰依ふかゝりけるに、この後はいよゝゝ仏のごとく
にぞ、うやまひたてまつられける。
　月輪殿は、平安時代の藤原氏の氏寺として知られる法
性寺の境内のなかでも東山山麓寄りにあったと考えら
れ、現在の東福寺即宗院の寺地に比定されている。兼実

『法然上人行状絵図』に
描かれた月輪殿の庭園

図Ⅰ︲₉₀　『法然上人行状絵図』第八巻第五段（『続日本の絵巻１　法然上人絵伝・上』中央公論社₁₉₉₀から作成した線描図）
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にとって、法然を迎えて法談を聞く月輪殿こそがこの世
の浄土であったとも考えうる。さればこそ、法然の姿が
彼の眼には仏のごとくにみえたのであろう。法然上絵
は、後伏見天皇の勅命で徳治２年（1307）から10年ほど
の歳月をかけて制作されたものと考えられている。第八
巻第五段の踏蓮頭光の逸話のころからは100年ほどの時
を経ての作品ということになる。したがって、同段に詳
密に庭園が描かれた月輪殿は、法然が兼実のもとを訪れ
た逸話の当時の実景というよりも、絵巻制作時に絵師が
抱いた兼実の浄土としてのイメージという側面が強いと
考えるのがむしろ妥当であろう。そして、邸宅のなかで
も浄土の観点で重要な意味をもつものとみなされていた
のが、ほぼ全景が描き切られた庭園であったのではなか
ろうか。描かれた庭園の構成要素を以下に分析し、兼実
の浄土のイメージとして想定された庭園において本質的
に重要とみなされていたものが何であったのかを考えて
みたい。
この世の浄土を演出するもの　　まず、目を引く庭園の構
成要素としては、滝と池があげられる。月輪殿が東山山
麓に接して立地することから、画面右端（敷地東端）と
画面左寄り上部（同西部北側）の２ヵ所に滝が描かれる。
落差のある水量豊かな滝は、造成によって地形の起伏が
おおむね平坦化された人工都市・平安京の中では実現不
可能なものであり、郊外の山際に立地するこの邸宅の大
きな特色であったに違いない。滝については、あるいは
遺存していた実景をもとに描写した可能性もある。池は
東端の滝から続く流れ状の「東池」、西部北側の滝を受
け、中島をもつ「西池」の２つからなり、いずれも出入

りの多い複雑な汀線をもつ。池の護岸は全般にゆるい勾
配で立ち上がる州浜で、要所には石組がみられる。また、
東池には反橋が１本、西池には反橋（「頭光の橋」）１本
と平橋２本が架かる。建物の東と北は自然地形の山が迫
るが、一方で池の南側などには築山が配される。植栽は
カエデとマツが中心で、花をつけたツツジもみられる。
また、東端の滝付近にスギとヒノキ、釣殿わきにはタケ、
西の門近くの山にはマキやカシワと思われる木がみえる
が、その他の樹木の樹種特定は難しい。また、浄土への
誘いの表現ともいわれる水鳥 ２）を含め、動物は一切描
かれていない。
　兼実のこの世の浄土を表象し、法然の踏蓮頭光の舞台
とされた月輪殿の庭園の最重要構成要素と絵師が考えた
ものは何か。以上にみた描写から類推すれば、変幻自在
に滝や池の形をとる水と結論づけられよう。むろん兼実の
実際の月輪殿においても東山の山中から流れ来る豊かで
清冽な水に潤される庭園は出色の存在であり、少なくとも
その世評は法然上絵制作の頃まで伝わって、それがこう
したイメージの下敷となったこともまた確かであろう。
 （小野健吉）

付記
本稿は筆者が共同研究員として参加した国際日本文化研究セ
ンターの共同研究「日本庭園のあの世とこの世―自然、芸術、
宗教」（2013-14年度）でおこなった発表をもとに取りまとめも
のである。
註
１） 小野健吉「臨池伽藍の系譜と浄土庭園」『平安時代庭園の

研究』奈文研、2011。
２） 五味文彦『『春日験記絵』と中世』淡交社、1998。
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はじめに　　文化遺産部遺跡整備研究室では、庭園に関
する調査研究をおこなっており、2011年度からの中期計
画においては中世庭園の研究を進めている。2011年度は
「鎌倉時代の庭園」、2012年度は「禅宗寺院と庭園」を研
究テーマとし、研究会を開催した。そして、中世庭園の
３年目となる2013年度は「室町時代の将軍の庭園」に取
り組み、11月２日に『庭園の歴史に関する研究会』を開
催した。
北山殿と東山殿の庭園　　室町時代の将軍の庭園のうち、
代表的なものには鹿苑寺（金閣）庭園と慈照寺（銀閣）庭
園がある。これらはそれぞれ、第３代義満の北山殿、第
７代義政の東山殿の庭園を継承しており、形を変えなが
らも現在に庭園として伝わっているものはこの２つのみ
である。
　北山殿は、西園寺公経が営んだ北山殿を義満が譲り受
けて造営した郊外の別荘である。応永５年（1398）に寝
殿や舎利殿（後の金閣）などの建築が完成している。北
御所・南御所・崇賢門院御所からなり、敷地は現在の境
内よりも広大であった。寝殿や舎利殿が建てられたのが
北御所であり、寝殿の西方には現在鏡湖池として残る大
きな池がつくられた。南御所は義満の夫人日野康子の住
居として使われた。北山殿は義満と康子の死後に建物の
撤去や移築がおこなわれ荒廃したが、鹿苑寺となった。
その後、江戸初期に修理がおこなわれている。
　東山殿は、晩年の義政が適地を探した末に東山山麓の
浄土寺の地に造営した山荘である。文明14年（1482）に
着工し、翌年には書院などの一部が完成し、義政が移っ
ている。その後、西指庵、東求堂、観音殿（現在の銀閣）

が建てられた。庭園は文明19年（1487）頃からつくられた。
庭園に必要な石や木が公家・武家・寺社から集められた
ことや、建築・庭園の空間構成は西芳寺を模倣したもの
となっていることが知られている。義政の没後は慈照寺
となったが、後に荒廃し、江戸初期に大きく改修を受け
て復興した。
その他の将軍の庭園　　その他の将軍邸の庭園について
は、主に参考文献に示した先行研究があり、概要は以下
のとおりである。

　初代尊氏は二条高倉邸、近衛東洞院邸、土御門高倉
邸などを移ったが、邸宅としたとされる等持寺を描い
た『等持寺絵図』には、敷地中央から東北部に観音殿と
方丈に面する池泉庭園が描かれている。２代義詮が入居
した三条坊門第は、かつては足利直義の邸であり、その
頃には石組の園池、マツが植えられ亭が建てられた築山
があった場所である。３代義満は崇高院御所と菊亭の地
に室町殿を造営した。西側に寝殿、公卿座等の晴向き
施設、東側に小御所、観音殿、泉殿会所等の奥向き施
設があった。『さかゆく花』に記述があり、寝殿前には
園池があり、鴨川から水を引き、規模は１町（約120ｍ四

方）に及ぶ広大なものであった。他に、滝、築山、松原
があったことが知られる。４代義持が居住した三条坊門
殿では邸内施設から「十境」が選定されている。また、
義持の死後の建物配置が『建内記』に示されている。６
代義教は三条坊門殿を継承し、庭園を改修している。ま
た、義満の室町殿を改修して用いている。この室町殿の
建築配置は義教の任内大臣大饗の折の指図に描かれてい
る。三条坊門殿では寝殿の東奥に園池が配置され、周囲
に会所などが建てられた。室町殿においても、園池の周
囲に３棟の会所などが建てられた。８代義政は烏丸殿で
京都・奈良の寺院から庭石・庭木を徴収し庭園を整備し
ている。その後、室町殿に移り、烏丸殿から建物を移築
した。会所と泉殿に園池があった。
　なお、５代義量と７代義勝は在職期間が短く新邸を造
営していない。また、９代義尚から15代義昭について
は、室町時代後期の戦国大名による争乱期であり、将軍
が頻繁に変わっており、居住する場所が定まらなかった
ことなどから、従来、庭園の研究はあまり進められてこ
なかった。
研究会の開催　　毎年開催している『庭園の歴史に関す
る研究会』は、庭園史について様々な分野の研究者に
よって多様な視点から幅広く検討することをひとつの目
的としている。
　2013年度の研究会は、最初に筆者が2011、2012年度の
研究会において発表、議論された論点をまとめ、今回の
テーマに関連する事項についての確認をおこなった。特
に共通することとして注目されたのは眺望や環境の捉え
方である。鎌倉時代には周辺環境を含めて全体を１つの
景としてみる意識があったこと、また、禅の規範という

室町時代の将軍の庭園
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ものは突き詰めると明確ではないが境致という概念の影
響は大きかったと考えられる。そして、それは室町時代
の将軍の庭園にも継承されていることを考慮する必要が
ある。その他、建築と園池との位置関係は、地形等の制
約を受けることもあるが、作庭の思想や儀式等の使い方
を推測する上では重要である。
　続いておこなわれた外部の４人の研究者からの発表の
題目は次のとおりであった。鈴木久男（京都産業大学）「発
掘された室町将軍の庭」、髙橋康夫（花園大学）「室町時
代の将軍御所と環境文化」、飛田範男（元長岡造形大学）「足
利将軍９代から15代までの邸宅と庭園」、綿田稔（東京文

化財研究所）「中心としての足利将軍邸―絵画史の立場か
ら」。
　鈴木氏の発表では、室町時代の将軍の庭園として代表
的な室町殿・北山殿・東山殿の発掘成果について、独自
の解釈も含めて報告された。室町殿の庭園はまだあまり
検出されていないが、北山殿の舎利殿の北東に泉殿と推
測される一連の遺構が出土し、大池の東岸に北御所寝殿
が造営されたこと、東山殿では邸内北半部の実態があき
らかになっていることが示された。
　髙橋氏の発表は、まず、将軍御所に配置された諸建築
の構成・性格とその変遷についてであった。次に、義教
の三条坊門殿と室町殿における池に面する会所、雑談と
寄合の場となった壇所について報告がされた。さらに、
中国・朝鮮・琉球との交流をふまえた室町の京都におけ
る環境文化、将軍御所における十境、山里の草庵風の庭
園建築について見解が示された。
　飛田氏からは、これまであまり検討されることのな
かった９代以降のすべての将軍邸の庭園に関する発表が
おこなわれた。９代義尚の小川殿と室町殿の庭園にはわ
ずかな記録がある。庭園の詳細な描写がある上杉本『洛
中洛外図屏風』の室町殿は12代義晴のものとされている。
13代義輝は諸寺院に庭石や樹木を献上させて二条御所に
池庭をつくった。15代義昭の二条城には、細川氏綱邸か
ら藤戸石、慈照寺から九山八海石が運びこまれた。質疑
では邸宅や建築の名称と植栽との関係について意見交換
がおこなわれた。
　綿田氏からは、雪舟や漢画師による作庭は事実でない
という否定的な意見が出され、山口の大内政弘邸の障壁
画が将軍邸を模倣していることなどが報告された。会所

における庭と建物、内部の座敷飾りと襖絵は一体であ
り、それらに共通基盤があったと考えられるが、それは
何かということ、また、将軍邸の障壁画では武家文化の
理想形が追求されており、庭園の場合にはそのようなこ
とがどのようなかたちで現れているのかという課題が提
示された。
　総合討議では、各将軍邸の庭園の細部や、地方の武将
の庭園に及ぼした影響について、検討を加えるとともに、
各分野に共通する研究課題を確認することができた。
　室町殿については、義教の時代に寝殿の東側に池が
あった可能性があること、水源は湧水の場合もあるが、
園池が敷地の東側に配置されるのは水源を鴨川からの導
水としていることが原因ではないかということについて
議論がなされ、北山殿ではかつての水路が発見されたこ
とが確認された。また、東山殿で出土した石組の導水路
は上水であり建物の中に引いていると推測されることが
確認された。
　その他、寝殿と会所の空間の性格が異なることが、ど
のようにそれぞれの障壁画に反映されるかについては、
特に寝殿についての資料が少ないために検討が難しいこ
とが指摘された。
今後の予定　　来年度の調査研究のテーマは「戦国時代
の庭園」である。一乗谷朝倉氏遺跡、北畠氏館跡、朽木
氏の旧秀隣寺の庭園は著名であり名勝に指定されてい
る。また、江馬氏館跡、吉川元春館跡、大内氏館跡等で
は発掘で出土した庭園が修復整備されている。その他、
近年では、八王子城跡、小田原城跡、岐阜城跡、大友氏
館跡等でも園池遺構が発掘されている。
　将軍邸のスタイルがどのように地方に伝播をしていっ
たのかということは、昨年度までの研究会、また、今回
の総合討議においても、度々参加者から疑問としてあげ
られたように、各分野共通の関心事項であり、また、将
軍邸の本質を探るための重要な課題ともなっている。来
年度は、上記した庭園等について、そのような課題をふ
まえて取り組むこととしたい。  （中島義晴）

参考文献
川上貢『日本中世住宅の研究』墨水書房、1967。
外山英策『室町時代庭園史』岩波書店、1934。
飛田範夫『庭園の中世史』吉川弘文館、2006。
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１　はじめに

　遺跡整備研究室では、奈良市教育委員会教育総務部文
化財課との連携研究として、奈良市における庭園の悉皆
的調査を2012年10月より実施している。本稿では、2013
年度に主としておこなった、奈良市域所在の宗教法人を
対象とした庭園に関するアンケートの結果と、現地調査
の経過について報告する。

２　調査の趣旨

　文化財的価値を有する可能性のある奈良市域所在の庭
園を悉皆的に調査することで（すでに名勝指定を受けてい

る庭園は除く）、市・県・国の文化財指定・登録等の保護
施策のための基礎資料とすることを目的とする。
　奈良県には、多くの貴重な文化財が存在するが、奈良
市域の庭園で、すでに名勝指定を受けているものを除く
と、文献等に記されたものはあまり多くない。一部の庭
園については、奈文研建造物研究室に所属した森蘊らが
調査を実施しており、その成果の一部が調査報告『奈良
市史建築編』（1974）に記載されているほか、森自身が作
庭・修理等を手掛けた庭園について記した『庭ひとすじ』

（1973）などに記載がみられ、奈文研において当時の写真
や実測図等の記録を保管している。また、文化庁による
調査（『近代の庭園・公園等に関する調査研究』（2012）、『名勝

に関する総合調査報告書』（2013））に際して、奈良市教育委
員会がヒアリング調査等を実施した庭園も存在するが、
奈良市域にはまだ専門的な調査がおこなわれていない庭
園が数多く存在する。
　本年度は主として、文化財的価値を有する庭園が存在
する可能性が高く、ある程度効率的な調査が可能である
宗教法人を対象に、庭園の存否や全体傾向の把握、現地
調査等をおこなうこととした。

３　調査方法

アンケート　　住所が確認できた奈良市域所在の宗教法
人545件（寺院：255件、神社：164件、その他法人：126件）に
対し、アンケートを実施した。設問項目は、庭園の存否

のほか、主たる庭園の広さや様式（ここでいう様式は、学

術的な体系に基づく庭園様式ではなく、アンケート回答者が直感

的に選択できる用語による分類とした）、庭園内の構成要素、
作庭時期や作庭者、改変歴の有無、当該庭園に関する史
料（古記録、絵図、書籍など）の存否や調査歴の有無など
であり、回答を選択肢から選択させた（一部記述含む）。
　質問紙は、宗教法人代表者宛てに直接郵送し、同封の
返信用封筒にて回収した。2013年６月28日に発送し、７
月26日を投函締切とした。期限を過ぎても多数返送され
たため、集計では2014年１月30日までに返送された回答
をケースとした。回収数は、298部（回収率：54.6%）、有
効回答数は289部（有効回答率：53.0%）であった。
現地調査　　上記アンケートにて庭園が「ある」と回答
した法人を対象に、2013年７月より現地調査を継続中で
ある。作庭時期の古い庭園や既往文献に記載があり、文
化財的な価値を有すると推察される庭園から先行して調
査をおこない、25件以上実施した。現地では、写真撮影
と庭園の大まかな形状や構成要素を整理する略図を作成

（森蘊らによる過去の実測図や写真が存在する場合はその現況比

較や修正等）したほか、庭園の特徴や作庭時期、改変の
時期や内容、維持管理や利用状況などの詳細について所
有者等にヒアリングをおこなうとともに、絵図や建物図
面などの関連資料を収集した。

４　アンケートの結果

庭園の存否　　敷地内の庭園の存否を問う設問では、「あ
る」が103件（35.6％）、「過去にあった」が８件（2.8％）、「現
在においても過去においてもない」が178件（61.6％）と
なり、庭園がない法人が半数以上を占めた（以降庭園あ

りのケースについて解析）。また、庭園がある法人の内訳は、
寺院が75.7％、神社が12.6％、その他法人が11.7％となり、
圧倒的に寺院の庭園が多い結果となった。
庭園の広さや様式　　庭園の広さは、「25㎡未満」が
29.6％、「25㎡以上100㎡未満」が31.6％、「100㎡以上」
が38.6％となり、比較的広い庭園が多いことがあきらか
となった。一方、庭園の様式は、池庭でも枯山水でもな
い「和風その他」が51.5％、「和風池庭」が27.7％とやや
多かったのに対し、「枯山水（4.0％）」や「洋風（2.0％）」
は少数の回答となった。
作庭時期と作庭者　　作庭時期は、「江戸時代以前」が

奈良市における庭園の
悉皆的調査
－宗教法人の庭園－
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29件（29.0％）、「明治から戦前」が24件（24.0％）、「戦後」
が26件（26.0％）、「不明」が21件（21.0％）となり、明確
な偏りはみられなかった。もっとも古い庭園は、鎌倉時
代と推定される寺院の池庭であった。一方、作庭者につ
いては、伝小堀遠州作や伝如範作の庭園のほか、1950か
ら1960年代に森蘊が手掛けた庭園も５件存在したが、作
庭者不詳の庭園が８割以上であった。これは、庭園関連
史料の存否に関する設問において、「作庭時や改変時の
記録」がある庭園はわずか４件であり、史料が存在しな
い庭園が多いためと考えられる。
作庭時期別の庭園の特徴　　作庭時期別に各設問の回答
を集計した結果、図Ⅰ-91のように、江戸時代以前に作
庭された庭園は、100㎡以上の面積の庭園が６割以上を
占めるのに対し、戦後作庭の庭園は25㎡未満が半数程度
を占めるなど、時代が下るにつれて面積が減少する傾向
がみられた。また、図Ⅰ-92に示すように、江戸時代以
前に作庭された庭園は、すべて「和風」として今日まで
残存しており、中でも「和風池庭」が半数を占めること
が特徴としてあげられる。そして、作庭時期が下るにつ
れて「和風その他」が増え、「和洋折衷」「洋風」の庭園
もわずかながら作庭されているのがみてとれる。
　これらに関連し、庭園の構成要素に関する回答結果に
おいて、江戸時代以前に作庭された庭園は、「池」「築山」
「橋」「巨木・古木・名木」などを選択した回答が多いが、
戦後作庭の庭園は、構成要素に定まりがなく、総じて小
規模かつ多様化しているものと判断される。
庭園の改変　　作庭から今日まで大きな拡張・縮小や改
修等があったか否かを問う「改変歴の有無」について
は、「改変あり」が34.7％、「改変なし」が42.1％、「不明」
が23.2％となった。また、江戸時代以前に作庭された庭
園で、「改変なし」と回答された庭園は７件のみであっ
た。さらに、特筆すべきことは、「改変あり」の庭園の
90.6％が「寺院」の庭園であることである。寺院は、敷
地の改修や建物の増築が比較的多いためと考えられる。

５　現地調査の経過

現地調査の所見　　現地調査は現在遂行中であるが、現

段階で確認できたことを以下に紹介しておく。
　まず、大寺院の各坊院には、近世以前から整備された
庭園が現在も密度高く残っており、それらの中には、近
代以降に大きく改修を受けたもの、新しく作庭されたも
のもあるが、高く評価すべき可能性があるものが含まれ
ていた。また、既往文献等に庭園の概要や所在が報告さ
れている寺院以外にも、近世または近代に比較的良好な
庭園が作庭されている事例が数件確認された。
　さらに、明治期の廃仏毀釈により、多くの寺院庭園は
削平など大きく姿を変えている可能性が高いこと、アン
ケートにて鎌倉時代や安土桃山時代に作庭されたとされ
る庭園についても、ここ数十年の間に大きな改修がなさ
れていることが確認された。
　そのほか、庭園の維持管理については、実生木の増加
など植生管理に課題を抱えるとする所有者の意識が比較
的多く聞かれた。
森蘊による調査・作庭　　本年度に現地調査を実施した
庭園については、森蘊らによる調査以来、専門家による
本格的な調査が入っていないことが確認された。また、
彼が修理・設計した多くの庭園が改変されずに維持され
ていることも確認できた。このような奈良市域の庭園に
果たした森蘊の功績について知見を深めることができた
ことも、本年度の現地調査の成果である。なお、調査に
は従来から森に関する研究を進めている客員研究員エマ
ニュエル・マレスも参加した。

６　今後の展望

　今回の宗教法人へのアンケートによって所在が確認さ
れた庭園については、今後も現地調査を含む悉皆的な調
査を継続する。また、2014年度は宗教法人以外の民間、
および公的機関が所有する庭園についての調査に着手す
る予定である。
　その上で、最終的には奈良市内の文化財的価値を有す
る可能性のあるすべての庭園について、現況を記録し、
関連する情報を取りまとめて、網羅的に把握することを
目標としたい。
 （大平和弘／兵庫県立人と自然の博物館・中島義晴）

図Ⅰ︲₉₁　作庭時期別にみた庭園の広さ 図Ⅰ︲₉₂　作庭時期別にみた庭園の様式
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はじめに　　文化遺産部では、遺跡整備と文化的景観の
分野において、研究集会を開催してきた。今回は、相互
の検討において重要な視点である文化遺産と地域の関係
ということに関し、「計画」ということを通じてさらに
横断的に検討を深めるため、「遺跡等マネジメント研究
集会」（第３回）と「文化的景観研究集会」（第６回）を合
同で開催することとした。本稿では、2014年１月24・25
日に開催した遺跡整備・景観合同研究集会「計画の意義
と方法　～計画は何のために策定し、どのように実施す
るのか？～」の開催概報を通じて、文化遺産の計画に関
わる今回の研究集会報告書検討の方向性を述べたい。
研究集会の経過　　遺跡整備の分野においては、『遺跡整
備・活用研究集会』（2006～2010年度）を主催し、特に第
５回 １）の検討を承けて、2011年度からは新たに『遺跡等
マネジメント研究集会』を開催してきた。昨年度の第２
回においては、遺跡や遺産に関わる多様なステークホル
ダーに焦点を置きつつ、社会の中での遺跡・遺産の存在
の意味を改めて探るべく、国内外のさまざまな状況下に
ある「パブリックな存在としての遺跡・遺産」について
検討した。このなかでは、特にそれらの保護に取り組む
さまざまな人々が、諸々の困難な状況に向き合うことが
できる「仕掛け」や「方法」の重要性が再認識された ２）。
　一方、文化的景観の分野においては、2008年度から、
『文化的景観研究集会』を開催し、「文化的景観」という
新たな文化財類型の輪郭と多様性（第１回）、絶え間なく
変化をし続けながらも同一性を保つ「文化的景観」に内
在するシステムの把握（第２回）、そのようなシステムの
持続可能性を生きたものとするための整備と活用（第３

回）などについて検討を重ねてきた。この間、重要文化
的景観の選定事例も増え、さまざまな課題がより具体性
を帯びてきたことを踏まえて、「文化的景観」をめぐる
状況を俯瞰的に把握し直した（第４回）。昨年度の第５回
においては、「文化的景観」と「地域の生活」とは密接
に相応するものであるという認識の下に、文化的景観の
取り組みにおける「仕掛け」や「活動」のあり方について、
文化的景観保護制度の重要性を認識しつつも、その枠組
みを超えて行動することの重要性をあきらかにした ３）。

遺跡や文化的景観における計画　　この度の研究集会は、
これまでの両研究集会での成果をふまえつつ、特に「仕
掛け」としての「計画」ということに着目し、その意義
と方法の検討に際して、以下のような趣旨を掲げた。
　計画とは、将来への意思表示である。それは、誰が、何
のために、何を対象とし、どのように行動して、その意
思を実現していこうとしているのかを示すものである。
そして、それは、目的ではなく、飽くまで手段の一部を
構成しているのに過ぎない。具体的な意思との照応を丹
念に組み立てたならば、それは頼もしい道標となって、
私たちを意思ある将来へと誘ってくれるものである。
　大小あらゆるスケールの地域に所在するさまざまな遺
跡や名勝地などの〈記念物〉、そして、地域そのものの
成り立ちとそれに由来する暮らしを示す〈文化的景観〉
の保護に取り組む上でも、この将来への意思たる「計画」
の有効性・重要性は、繰り返し強調されてきた。
　現在、日本の文化財保護行政の現場では、遺跡等の
記念物の保護について、10～15年を目途としたmaster 
planとしての「保存管理計画」と、特にその事業的側面
の実施に向けたaction planとしての「整備計画」（整備活

用計画）を策定することが定着しており、また、保護の
法的措置のための選定申出の手続き上、伝統的建造物群
や文化的景観については、「保存計画」が求められてい
る。あるいは、地域における文化財の総合的把握を基礎
とした「歴史文化基本構想」策定の推奨などにも象徴さ
れるように、これまで、価値あるものの保護を如何によ
りよく実現するのかに重点を置いてきた文化財に関する
計画のあり方は、新たな価値の理解と創出を射程に入れ
たものへとパラダイムシフトしてきた。
　さらには、いわゆる《歴史まちづくり法》に基づく「歴
史的風致維持向上計画」をはじめとするさまざまな地域
の事業計画において、文化財が計画の枢要な要素として
組み込まれることも一般的な趨勢となってきたといえる。
　近年においては、基準、あるいは、それに基づく標準
や指針、雛形などが、ほとんどあらゆる場面において示
され、重視される傾向にあると思われるが、その一方で、
それらに個別の固有性に相当するもの（地域の状況、遺産

の名称や種類など）を代入すれば計画が立案できるという
誤解も、相当に広く普及しているかのように感じざるを
えない状況に、しばしば出会うように思われる。

計画の意義と方法
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　しかし、計画に関するさまざまな基準や標準、指針、
雛形などが示しているのは、将来に向けて意思を確認
し、再構成して、表現するために着眼すべき観点や検討
すべき項目、進め方の手順などであって、それぞれの意
思の具体的な内容や構造にまで、その世話が及ぶもので
はない。一方、私たちが、例えば、日本で１世紀余りに
わたって発展してきた遺跡保護の取り組みにおいて、計
画の対象とする事案は、極めて多種多様に展開してき
た。また、特に近年の社会状況をふまえて創設された文
化的景観においては、計画に示そうとする意思そのも
のが遺産としてのあり様にも密接に関わってくるので、
「計画」に対する意識無くしては保護対象そのものも曖
昧模糊な存在となりかねないともいえる。
　そうした問題意識から、遺跡や文化的景観などの文化
遺産にとって、そもそも「計画」とは何か、そして、そ
れはどのように策定し、運用するのかを主題とした。
研究集会の構成　　研究集会では、「計画」の本質と取扱
いを検討するため、遺跡と文化的景観を含む文化遺産の
計画に関する講演と報告、討議から構成した。
　１日目（24日）の最初に、平澤から、両研究集会での
検討推移から導かれてきた問題意識のほか、遺跡や文化
的景観をめぐる「計画」の今日的な状況を踏まえた問題
提起を含め、開催趣旨を説明した。特別講演『地域振興
と遺産に関するプロジェクトの計画と実践』［大石健介
／独立行政法人国際協力機構（JICA）経済基盤開発部］
では、JICAの活動と文化遺産との関連、そして、「ペト
ラ博物館整備計画」（ヨルダン）と「大エジプト博物館保
存修復センタープロジェクト」（エジプト）の事例紹介を
通じて、地域振興と文化遺産保護を一体的に推進する上
での計画の役割と重要性について論じられた。基調講演
１『個別計画から総合的計画へ』［池邊このみ／千葉大
学大学院園芸学研究科］では、文化財保護行政分野にお
いて取り組まれてきた計画が今日的には十分とはいえな
いとの認識が示され、これからの地域において実効性を
もつための方向性について論じられた。基調講演２『景
観価値の保全と計画』［小浦久子／大阪大学大学院工学
研究科］では、1960年代以降における景観の価値概念の

広がりをふまえつつ、今日の景観計画のポテンシャルを
検討し、その使い方によっては地域全体の計画基盤とな
りうることが論じられた。
　２日目（22日）は、事例研究として、４つの報告を設
けた。すなわち、計画立案者の立場から、『遺跡整備の
立案と展開』［報告１：秋山邦雄／歴史環境計画研究所］、
『地域資源保全のための計画策定の視点と方法』［報告
２：吉田禎雄／プレック研究所都市・地域計画部］の２
つの報告、また、行政担当者の立場から、宇治市におけ
る取り組みを事例とした『歴史まちづくりを実現するた
めの計画と体系』［報告３：杉本宏／宇治市歴史まちづ
くり推進課］、四万十川流域における四万十市の取り組
みを事例とした『文化的景観をなじませるための計画策
定』［報告４：川村慎也／四万十市教育委員会生涯学習
課］の２つの報告である。
　そして、会場から提供された質問をふまえつつ、総合
討論『計画の意義と方法』［司会：平澤］をおこなった。

「計画」をめぐる視点　　討論では、講演・報告者からの
追加コメント及びフロアーとの質疑応答を取り混ぜて、
説得力、時間の流れ方、ビジョン、コンセプト、持続性、
ユニバーサルデザインのほか、価値の表現、共有化のプ
ロセス、教育などに関わる検討をおこなった。
　特に「価値の共有化」ということについては、「価値
の共存」ということとの関係に着目し、計画策定のプロ
セスが、文化遺産や地域における「人の繋がりの演出」
に果たすべき役割と機能の重要性が強調された。
　一方で、「計画」を主題に据えたこの度の総合討論を
通じて改めて感じられたのは、文化遺産における「計画」
に含まれる多様な視点を論じることの難しさである。
　今回の研究集会に関する報告書では、そうした点を昇
華する試みを加えたいと考える。  （平澤　毅・中島義晴）

註
１） 奈文研遺跡整備研究室編『地域における遺跡の総合的マ

ネジメント』2011。
２） 奈文研遺跡整備研究室編『パブリックな存在としての遺

跡・遺産』2013。
３） 奈文研景観研究室編『文化的景観研究集会（第５回）報告

書　文化的景観のつかい方』2014。

図Ⅰ︲₉₃　総合討論風景１ 図Ⅰ︲₉₄　総合討論風景２
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はじめに　　景観研究室では文化的景観に関する諸外国
との比較検討の一環として、2011年度から海外の文化的
景観保護に関する調査を実施してきた。2013年度は、文
化的景観の検討について不可欠なヨーロッパを対象に、
特にフランスを中心として現地調査等をおこなった。
　フランスにおいて文化的景観として世界遺産一覧表に
登録されている物件は、ピレネー山脈-ペルデュ山（1997

年登録、1999年追加登録）、サン・テミリオン地域（1999年登

録）、シュリー -シュル-ロワールとシャロンヌ間のロワー
ル渓谷（2000年登録）、コースとセヴェンヌの地中海性農
牧地の文化的景観（2011年登録）、ノール=パ・デュ・カレー
地方の炭田地帯（2012年登録）の５件である（2014年１月現

在） １）。これらの中から、農業景観を多く有する日本の文
化的景観保護制度への還元という観点から、ブドウ生産
とワイン醸造をおこなうサン・テミリオン地域を調査対
象とした。また、京都府では現在、重要文化的景観「宇
治の文化的景観」も含め、宇治茶の生産・製造地域の世
界文化遺産登録を目指した事業を進めており、その取り
組みへの寄与という観点からもこの地域が重要と考えた。
　現地では、ボルドー建築造園高等専門学校のCyrille 
MARLIN准教授からの情報収集、サン・テミリオン地域
との比較としてボルドー左岸地域及びブルゴーニュでの
現地調査もおこなった。これらをふまえ、本稿ではサン・
テミリオン地域等の農業景観の特徴を整理しつつ、日本
の取り組みとの差異や応用の可能性について述べる。
サン・テミリオン地域の特徴　　サン・テミリオンはフラ
ンス南西部、大西洋に面するアキテーヌ地方ジロンド県

の都市ボルドー近郊の村である。中世以来ブドウ生産と
ワイン醸造が盛んで、その中心はサンティアゴ・デ・コ
ンポステーラへの巡礼路の宿場町としても栄えた。現在
はボルドーワインの産地の１つとして世界的に知られて
いる。1999年、サン・テミリオンの村とその周辺に広が
る広大なブドウ畑を含めた約7,847haが「サン・テミリ
オン地域」として世界遺産一覧表に登録された。このエ
リアは中世の裁判権が及ぶ範囲を示し、それがそのまま
サン・テミリオンAC ２）に一致する。
　ボルドーとはガロンヌ川とドルドーニュ川、その両河
川が合流したジロンド川の両岸に広がる地域の総称で、
ワイン産地はそれら河川を挟んで左岸地域と右岸地域に
分けられる。砂利質土壌が鍵を握るマルゴーやポイヤッ
クといった左岸地域に対して、サン・テミリオンを代表
とする右岸地域は基本的に石灰岩と粘土の土壌である。
　ワイン生産の歴史やシャトー ３）のスケールも左岸と
右岸とで大きく異なる。左岸地域の主要産地は17世紀以
降に湿地帯を干拓してつくられた新興地であるのに対
し、右岸地域では中世からワインを生産してきた。また、
左岸地域では貴族やブルジョワが所有してきたシャトー
が多くを占め、所有する畑は100ha規模も稀ではないの
に対し、右岸地域のシャトーはほとんどが家族経営で、
畑も10haにも満たない小規模なものある。
　右岸地域の中心となるサン・テミリオンの村は石灰岩
台地の小高い丘の上にあり、そこから四方のブドウ畑を
見渡すことができる。建物は街の土台である石灰岩を切
り出して造られ、白い石造りの町並みが続く。その石灰
岩の採掘跡は、現在、シャトーの樽熟成用地下貯蔵庫な
どに利用されている。
　ボルドーの中でもサン・テミリオン地域が世界遺産へ
の推薦物件として選ばれた背景には、歴史の重層性はも
ちろん、ワイン生産に関わる要素とシステムが一定のま
とまりをもって揃っており、その関係が持続的に継承さ
れてきたことがあげられる。
ブルゴーニュの取り組み　　そのサン・テミリオンを有
するボルドーと双璧を成す銘醸地がブルゴーニュであ
る。ブルゴーニュという名が与えられている生産地は、
フランス東部の山間に位置するブルゴーニュ地域圏の５
つの地区からなる。その内、コート・ドール県南部のコー
ト・ド・ニュイ地区とコート・ド・ボーヌ地区にかけて

生産と製造が結びついた
農業景観の保護手法
－日仏の比較－

図Ⅰ︲₉₅　サン・テミリオン村と周辺のブドウ畑
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の一帯が、2002年にフランスの世界遺産暫定一覧表に追
加された。南北約60㎞、幅約0.5～２㎞の一筋のなだら
かな斜面地で、1,247のクリマ（climats）をカバーする。
　クリマとは細分化された区画畑のことで、それぞれの
クリマには固有名が付けられている。ボルドーの格付け
がシャトーを対象におこなわれるのに対し、ブルゴーニュ
ではこのクリマが格付け対象となる。それは、ブルゴー
ニュは地形・地質が複雑で畑ごとの差が大きいことに加
え、ボルドーとは異なり単一品種でワインが製造される
ため、畑の違いがワインの味に直結することによる。
　また、ブドウの生育環境が非常に多様なブルゴーニュ
では、「テロワール（terroir）」という言葉がよく使われる。
テロワールとはフランスのワイン生産特有の概念・用語
で、ブドウの生育環境すべてを指し、土壌や気候といっ
た自然的要因だけでなく、品種の選択や剪定といった人
的要因も含む。自然と人の相互作用によって土地独特の
ワインが生産される、という概念に由来する言葉で、日
本語に合致する単語はないが、あえて探せば「風土」が
もっとも近いのではないだろうか。
　2014年１月、フランス政府は世界遺産登録に向けて、
2015年にユネスコ世界遺産センターへブルゴーニュ地域
とシャンパーニュ地域とあわせた推薦書を提出すること
を発表した。登録を目指したブルゴーニュのキャンペー
ンでは、クリマをもっとも大きなキーワードに掲げ、そ
れを支える概念としてテロワールを多用している。
農業景観の保護手法　　こうした農業景観を保護するた
め、フランスでは文化財保護制度や都市計画制度等の
多様な保護措置がとられている ４）。サン・テミリオン地
域でも歴史的モニュメントの指定・登録やSité制度によ
る景勝地指定・登録といった文化財的保護手法もとられ
ているが、農業景観の面的な保護は、AOC（appellation 

d’origine contrôlée）と呼ばれる原産地統制呼称の制度に
依拠している。
　AOCとは、フランス産農産物の品質を保証するため、
決められた産地内で一定の方法で生産・製造されたもの
に対して与えられる認証で、全国原産地呼称研究所　

（Institut National des Appellations d’Origine）が承認をおこ
なう。AOCの規定では、生産地域や品種、１haあたり
の最大収穫量、栽培や剪定の方法といったことまで決め
られており、土地の改変はもちろん、客土も禁じられて

いる。この制度によりサン・テミリオン地域の農地のあ
り方が極めて厳格に規定され、景観の質が保たれるとと
もに、ワイン自体に付加価値が付き、生産の継続にもつ
ながっている。ただし、AOCの規定では、在来品種や
野生酵母等を用いたワイン生産が認められず、個性が削
がれるという意見もある。
日本への応用の可能性　　一方、宇治茶の生産地では、重
要文化的景観に選定された「宇治の文化的景観」の対象
地域であっても、茶の生産のあり方に農地法以上のルー
ルは設けられていない。もちろん、日本の重要文化的景
観は地域の暮らしを支え、より成熟した景観地の形成を
目指したものであって、凍結的保存を目的としたもので
はないが、現状では個人の考えに委ねられている。
　また、ブドウの生産から商品化まですべてをシャトー
がおこなうワイン生産とは異なり、宇治茶の場合、茶の
生産を担う茶農家と、その後の加工・流通を担う茶問屋
とに分かれているため、茶葉の価格に品質以外の要素が
付加価値となって反映されにくい。それでも一部の茶農
家は、抹茶の原料となる碾茶を、ヨシズとワラを用いた
伝統的な覆いによって現在も生産している。重要文化的
景観の選定や世界遺産登録の推進により、ようやくこう
した技術への見直しがおこなわれつつある。
　このように、日仏では農業景観保護に関わる制度や仕
組みが大きく異なる。しかし、フランスのワイン生産家
と同じように、宇治茶の生産・製造現場でも、自然的要
因と人的要因によって出来上がる茶の個性が変わること
はよく熟知されている。それをフランスではテロワール
という言葉を効果的に使うことで、その意味を消費者に
強調して伝え、付加価値としている。フランスの考え方
を単純に日本に導入することはできないが、その価値が
広く理解しやすい方法が採られている点は、日本の文化
的景観に応用すべき内容といえるだろう。  （惠谷浩子）

註
１） 各サイト名称は日本ユネスコ協会連盟による日本語訳。
２） AOC（原産地統制呼称）によって定められ、「サン・テミリ

オン」という原産地呼称を用いることができる生産地域
のこと。

３） 自家栽培・自家醸造のワイン醸造所のこと。
４） 鳥海基樹ら「フランスに於けるワイン用葡萄畑の景観保

全に関する研究：一般的実態の整理とサン・テミリオン
管轄区の事例分析」『日本建築学会計画系論文集』78-
685、2013に詳しい。
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文化的景観の特性　　景観研究室では、2012年度より文
化的景観保護の体系化を目的として、外部有識者メン
バーとともに「文化的景観学検討会」を開催している。
そのなかでは、文化的景観の大きな特性として、１）価
値調査と計画が一体となり、連動することによって機能
する文化財であること、２）価値と計画を常に参照し合
える方向性や体制が必要であること、３）価値と計画の
全体を俯瞰し、助言できる学として「文化的景観学」の
可能性が存在することなどが捉えられている。
佐渡相川の鉱山都市景観価値調査の課題　　景観研究室で
は、2009年度より新潟県佐渡市相川地区の文化的景観価
値調査の一部を佐渡市より受託してきた。2013年度は、
保存計画策定にかかる調査受託をおこない、佐渡市世界
遺産推進課および新潟県世界遺産登録推進室とともに取
り組みを進めた。そして、世界遺産登録のための取り組
みとも連動した、保存計画等の策定及び文化的景観の価
値共有・保存意識醸成のための普及啓発事業等を実施し
てきた。
　価値調査では、佐渡市の取りまとめのもと、景観研究
室への調査委託と複数の大学からも調査協力を得て、調
査が進められた。「鉱山都市」という存在に文化的景観
としての本質的価値の「予感」を得て、それを描き出す
ための調査がおこなわれてきた。このように、価値の予
感を立脚点として戦略的に調査を展開することは、文化
的景観調査の方向性としては重要である。この点で、佐
渡相川の文化的景観調査は的確な方向性を得てきた。
　その後、景観研究室及び各大学ともに、与えられた分
担項目にしたがって、それぞれについては充実した調査
がおこなわれた。しかし、調査成果を取りまとめ、そこ
で得られた成果から本質的価値を描き出し、保存計画を
策定するという段階に至り、いくつかの課題が生じた。
　描き出そうとしている文化的景観の本質的価値を関係
者全員が共有し、そうした文脈を念頭において、本質的
価値を支えるための調査項目ごとの成果をまとめるとい
う方向性が十分でなかったことにその大きな原因が存在
する。全体の大きな見取り図（ストーリー）の中で各調
査事項の位置づけを明確にし、共通のビジョンの中で得

られた個別成果を積み上げ、報告書として論理的に構成
する（あるいは調査事項の組立時に報告書のおおまかな骨格も

定まる）という方向性は、文化的景観の価値を前提にし
た保存計画策定にとって不可欠な点であると考える。
保存計画策定と普及啓発事業の展開　　保存計画は価値調
査と一体の関係で成り立つものである。したがって、そ
の策定においては、調査成果をふまえ、文化的景観の本
質的価値を整理し、構築していくことが前提となる。
　佐渡相川の鉱山都市景観においては、当初段階の価値
の「予感」とその後の調査成果から、以下の３軸を本質
的価値とした。
　１）都市として成長した臨海鉱山
　２）鉱業と鉱山都市を基盤とした対をなす空間構造
　３）鉱山都市に由来する生活や集落の継続
　そして、この本質的価値をもとに、2013年度は保存計
画策定及びそのための取り組みへと移行した。
　文化的景観の調査は、調査で得られた価値が到達点で
はなく、その後、行政、地域住民及び研究機関やコンサ
ルタント企業が一丸となって価値をさらに深めていくこ
とで、地域らしい文化的景観へと成長し、深化していく。
したがって、調査時点での前述の課題は保存計画策定及
び重要文化的景観選定後の取り組みにおいて、さらなる
調査の積み重ねや価値の検討がなされることにより、次
第に乗り越えることが可能だと考えられる。
　本年度の保存計画策定のための作業のなかでは、これ
まで不十分であった地域住民との価値共有のための取り
組み（普及啓発活動）に重点をおいた。当該地域は、鉱山
という独特な産業に由来する地区でもあり、住民の出入
りの激しさや地縁的関係の希薄さなどの課題を抱えてい
る。そのため、こうした取り組みに時間をかけ、行政と
地元住民の垣根を超えて取り組みの機運を醸成していく
ことは、今後の文化的景観保護・継承への取り組みや地
域の将来像を考えた場合に重要なことであろう。
　取り組みのなかでは、地域住民とのまちあるき、古写
真の展覧会、地元中学校と連携してのポラロイドカメラ
を用いた写真撮影ワークショップやその成果展示会のほ
か、住民座談会である「あいかわ座談会」の実施、情報
誌「あいかわらばん」（図Ⅰ-96）の定期刊行、まちある
きマップである「あいかわ発見まっぷ」（図Ⅰ-97）の発
行等を実施した。取り組みや刊行物はいずれも試行錯誤

文化的景観の価値と
保存計画の連動性
－佐渡相川の鉱山都市景観における模索－
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を繰り返しながら、住民の声なども取り入れた改善をお
こなうことで現在のかたちに進化してきている。
　取り組みでは、「あいかわ」を平仮名で表記し、ロゴ
マークを付すなど、すべてが一体のものであることを視
覚的に示し、地域社会に何気なく取り組みを認識しても
らえることを意識した。また、市担当者の発案・絵コン
テをもとに、景観研究室でデザインした佐渡相川の鉱山
都市景観マスコットキャラクター「にゃんじー」も生み
出された。
　こうした成果もあり、少しずつではあるが、地域にお
ける取り組みの輪が広がりつつある。地域の実情に応じ
ては、文化的景観を全面に出すのではなく、視覚的効果
なども交えながら、親しみやすい緩やかな取り組みを演
出していくことも求められる。そして、一連の取り組み
を通じて、地域住民の抱える課題や意識等を把握し、景
観計画（景観形成基準）の改訂も含む文化的景観保存計画
の策定を進めている。
保存計画策定における課題　　重要文化的景観はその保
護の要である「重要な構成要素」に対して「個票」を作
成し、その個票に基づいて所有者との同意を進める方向
性が文化庁を中心に整えられつつある。「個票」とは、
本質的価値との関係や保存基準、現状変更の取扱基準等
を具体的に記述した各件毎のカードであり、同意内容の
根拠ともなる。
　これにより、文化的景観の本質的価値とそれぞれの重
要な構成要素との関係が明確になり、また文化的景観保
護のために重要な構成要素における「何」を守るのかと
いう点も明示的になるなど、多くのメリットがある。
　佐渡相川でも作成作業を進めているが、その作成は価
値調査の不足事項を実感する過程でもある（図Ⅰ-98）。不

足している点をあきらかにし、それを埋めるための補足
調査が必要な場合もある。結果、重要な構成要素の絞り
込みも必然的におこなわれ、価値と保存内容が定められ
た最終的な個票が作成される。そのなかで重要なことは、
地元行政がしっかりと現状の課題を認識し、不足事項を
フォローするための今後の具体的ビジョンを保存計画に
おいていかに示せるかということではないだろうか。
おわりに　　地域の状況は画一的ではない。佐渡相川で
は「文化財」や「文化的景観」と叫んでも、地域には響
かない。その点で、当初は時間をかけた多角的な取り組
みが必要であろう。しかし、文化的景観が文化財保護制
度の一部である以上、その価値にもとづく取り組みへと
深化させていく必要がある。段階をふんで本質的価値を
明確にし、それに立脚し、かつ、地域を取り巻くさまざ
まな社会的課題解決の一端に貢献できる取り組みを目指
すことが必要である。
　こうしたなかで冒頭で指摘した「文化的景観学検討会」
の議論は重要である。いかにして価値と計画を連動させ
ていくか、そして、どういった専門性のなかでそのため
の議論や実現が可能であるかという視座は、調査着手段
階から重要文化的景観選定後の取り組みに至るまで、現
場レベルにおいても一貫して問い続ける必要があるとい
うことだろう。それにより、おのずから調査体制や調査
方針等も明確になると考える。
　佐渡相川の取り組みでは、今後、価値の深化も含む保
存計画事項とその運用の長・中・短期的な具体的ビジョ
ンを、多様なステークホルダーで共有（共感）すること
が必要である。そして、選定前の取り組みを土台としつ
つ、最終的には地域社会や地元行政を中心に運用可能
で、しかも効果的な取り組み・体制・意識を全体に醸成
していくことが今後の課題である。  （菊地淑人）

図Ⅰ︲₉₇　あいかわ発見まっぷ図Ⅰ︲₉₆　あいかわらばん（第６号）

図Ⅰ︲₉₈　重要な構成要素個票のイメージ



74 奈文研紀要 2014

　平城宮跡資料館では2013年７月13日から９月23日ま
で、夏期企画展「平城京どうぶつえん-天平びとのアニ
マルアート-」を開催した。本展示でおこなった、従来
の常設展や企画展とは異なる新たな試みについて述べ、
今後の展示のあり方を考える材料としたい。
展示コンセプト・構成　　本展示では、ターゲットを夏
休み期間中の小学生とし、奈良時代の出土品に親しみを
持ってもらうことを最大の目的とした。そこで、出土品
の中でも動物をかたどった遺物を集め、①天平人による
造形や表現をアートとして楽しんでもらう、②天平人が
動物アートに託した想いに触れてもらうことを展示コン
セプトとした。このコンセプトのもと、歴史的な意味合
いの表現は二の次としたため、実際の動物園のように、
動物の種別に展示ケースを配置した。また、文字解説を
極力少なくし、ケース内にキャプション等の文字解説は
一切置かなかった。
空間デザイン　　展示空間については、展示物をじっく
りみてもらえるよう、長居したくなる空間づくりを目指
した。そのため、展示室を奈良時代の動物園にみたて、

入った瞬間に楽しい雰囲気が感じられるような演出をお
こなった（入口アーチ（図Ⅰ-100）、「園長」の音声挨拶、人形

パネルの誘導サイン等）。展示室内のグラフィック類は切り
絵調の動物シルエットとカラフルな色使いで統一をはか
り、パーティション・テーブル・イス等の什器、天平ツ
リーには素朴で温かみのある段ボール素材を使用した。
出土動物骨のコーナーは、照明を落として蝋燭ライトを
灯し、遊園地の幽霊屋敷のような雰囲気を醸し出すこと
で、空間の中で部分的に風変わりな印象を演出した。
　会場内は、空間を仕切らずワンフロアとし、展示室の
中央に各種体験メニューが楽しめる「天平ツリー」を設
け（図Ⅰ-101）、周囲に遺物の展示コーナーを配置した（図

Ⅰ-99）。体験スペースと遺物展示コーナー相互の往来を
自由にし、会場全体を展示物で囲むことで、いつでも、
自由に、好きなだけ、展示にアクセスできる環境をつく
り出した。
展示手法　　遺物の展示手法については、展示物があた
かも実際の動物園にいる動物にみえるよう、動きをつけ
た配置（群れなすウマ、行列するヒト等）、演示具の使用（枝

にとまるトリ、歩くネコ科動物の足（図Ⅰ-102上）等）、色台
紙による表現（水辺で泳ぐトリやカメ等）をおこなった。
　展示物に関する説明については、動物の名前、用途、
注目される特徴などにとどめ、各動物のコーナーごとに
置かれた人形パネルの首に案内板をかける方法で示した

（図Ⅰ-103）。あえて展示物の近くに文字情報を置かなかっ
たので、案内板の説明対象が何であるかが不明になる心
配があったが、展示物を表したイラストも案内板に載せ
ることで対照できるようにした。動物骨については、文
字による説明ではなく、それぞれの動物のシルエットを
台紙として敷くことで、何の動物のどの部位の骨である
か直感的に把握できるようにした（図Ⅰ-102下）。
体験メニュー　　展示室中央の天平ツリーでは、木の周
りに低いテーブル４つと複数のイスを配置し、各テー
ブルごとに異なる「どうぶつあそび」を用意した（表Ⅰ

-13）。内容はいずれも、展示物と何らかの関連があり、
奈良時代の動物の造形や表現を自分なりに味わえるもの

平城宮跡資料館夏期企画展
における新たな試み

図Ⅰ︲₁₀₀　入口アーチ

調査事例速報
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図Ⅰ︲₉₉　「平城京どうぶつえん」会場平面図
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である。体験メニューだけでも楽しめるが、周囲の展示
コーナーと往来することで展示物に対する興味が深まる
ことを狙った。実際に、ウマの展示ケースの前で土馬を
観察しながら粘土の土馬を作っていたり（体験②）、さま
ざまな展示動物の特徴を組み合わせてオリジナルのキャ
ラクターを投稿した来館者（体験⑧）が見受けられた。
　天平ツリーの幹の部分は棚になっており、来館者が創
作した作品を自由に飾ったり、投稿された優秀作品を後
日掲示するギャラリーとして機能させた。この「天平ツ
リー」のギャラリーは、来館者が別の来館者の作品をみ
て楽しむことができたり、置かれた作品から受ける刺激
を新たな創作に繋げる役割を果たしたりと、自分以外の
来館者がどのように展示物をみて、何を感じたかを学べ
るツールとなっていた。
ギャラリーイベント　　研究員と来館者が直接交流し、
展示への関心・理解を深める場として、会場で「博士の
おもしろどうぶつ講座」（全４回）と親子ワークショップ
「どうぶつ絵本をつくろう！」「どうぶつカルタをつくろ
う！」をおこなった。どうぶつ講座では、展示物を前に
して研究員が講義形式ではなく参加者と対話しながら情
報を提供したり、実物に触れる機会を設けるなどした。
　ワークショップは、研究員から展示物に関する解説を
聞いたうえで、展示物を題材にした参加者オリジナルの

絵本やカルタを会場内で制作するもので、展示物を知る
ことが創作活動の充実につながり、創作活動を通じて展
示物を自分の中に取り込むことを想定した。完成後に絵
本内容の発表会や、カルタ遊びをおこない、展示物に関
する記憶の定着化や、天平ツリー同様、他の参加者が展
示物をどのようにみているかに対する気づきを促した。
会場リーフレット・図録・グッズ　　展示に関わる印刷物
は２種類用意した。会場入り口に置かれる無料の「ガイ
ド＆プレイブック」、販売用の「どうぶつずかん」（300円）

である。ガイド＆プレイブックは、子供が展示をみなが
らでも、みおわった後でも楽しめるように制作したもの
で、情報系（園内マップ・ギャラリーイベントの日程）と娯
楽系（クイズ・迷路・コラムなど）の内容からなる。一方、
どうぶつずかんは家で親子で読むことを想定し、豊富な
写真と、子供向けの問いかけと親向けの平易な解説を特
徴とした。その他、関連グッズとして、展示物の土馬と
羊形硯をモチーフにした型抜き付箋を製作し、ギャラ
リーイベントの参加者に配布した。
広報媒体　　校外学習以外では来館が少なかった小学生
層の集客のため、初の試みとして小学生の親向けに特設
ブログを公開した。会期中１週間に１～２回の頻度で、
展示準備・入替の様子やギャラリーイベントなどの記事
を親しみやすい口調で書いた。資料館の入口調査では
ブログ契機の来館者の割合は１％に満たない結果が出た
が、ブログのアクセス数は一日当たり60件程度あり、複
数回記事を読みに来るリピーターが約半数を占めたた
め、熱心なファンによるアクセスが多かったとみられる。
今後に向けて　　平城宮跡資料館における初の子供向け
展示ということで、新たな試みを盛り込んで企画した本
展示であったが、実際には同行した大人や、大人グルー
プなどからも非常に好評であった。展示物の新たなみせ
方・楽しみ方と、動物の造形や表現の持つ魅力が相まっ
て人々を惹きつけたと考える。今後は、他の種類の遺物
についても、新たな角度から来館者を惹きつけるような
展示を検討していきたい。  （中川あや・渡邉淳子）

図Ⅰ︲₁₀₁　天平ツリーと周囲をとりまく展示コーナー 図Ⅰ︲₁₀₃　展示物の説明サイン図Ⅰ︲₁₀₂　出土資料の展示（ネコ科・動物骨）

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

No.      　　タイトル　　　　　　　　　　　　　　　　内　容

お客さんをふやそう！

土馬をつくろう！

ネコ足の正体は？

タテにかくれた動物は？

人面土器ふくわらい

お皿にラクガキ！

トリをカラフルにしよう！

動物キャラをつくろう！

線で動物をえがこう！

動物カルタをつくろう！

人形の台紙にカラーペンで顔や髪などを描き
こみ、オリジナル人形を完成させる
木粉粘土で、オリジナル土馬をつくる
（奈良時代の土馬の作り方も紹介）
獣脚の上部は何だったか想像し、イラストを
足して、設置してあるポストに投稿する
隼人の楯の裏に描かれた線刻画を、縮小レプ
リカをこすり出して探す
土師器甕の台紙に、（実際の墨画からとった）目・
鼻・口のシールを貼って人面土器を完成させる
土師皿に見立てた紙皿に、天平人のように自
由に落書きをしてもらう
鳥形の台紙にカラーペンで色づけして、オリ
ジナル鳥形を完成させる
「平城京どうぶつえん」のオリジナルマスコッ
トキャラクターを作成する
線刻画のように、針金のカラーモールで動物
の形を表現する
展示動物にちなんだ、カルタの絵札と読み札
を作成する

表Ⅰ︲₁₃「どうぶつあそび」一覧
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１　はじめに

　奈良文化財研究所では2013年度受託事業の一環とし
て、国土交通省が計画している「平城宮跡展示館」詳覧
ゾーンの展示検討をおこなった。本稿では、検討のため
に実施した展示評価にともなう調査と、類似展示施設の
類例調査で、あきらかになった知見の一部を報告する。

２　展示評価

　展示評価とは、博物館展示の開発プロセスにおいて各
種調査をおこない、展示の有効性などを検証することで
ある。展示を企画・制作する際には、展示評価の知見を
実際の展示計画にフィードバックすることが重要であ
り、利用者の視点も反映することができる。ここでは、
平城宮跡資料館の来館者に実施した平城宮跡展示館詳覧
ゾーンに関する企画段階評価の調査について述べる。
平城宮・京に関する認識　　まず、平城宮・京に関する
用語の理解度を測るために、「大極殿」「宮殿」「官衙」
の意味と「平城京と平城宮の違い」についてインタビュー
調査したところ（図Ⅰ-105-①）、各施設の具体的な機能
についての理解度は低かった。「平城京」は宮のまわり
の「都市」という認識があるが、「平城宮」は「建物」
など漠然としたイメージしかもっていないことがわかる

（図Ⅰ-105-②）。
　次に、平城宮・京がどのような場であったか具体的に
理解しているかを調べるため、図Ⅰ-105-③に示した10
項目を宮内か京内かに振り分けてもらう方法で、調査を
おこなった。集計をみると、「大極殿」「天皇のすまい」

は宮、「庶民の家」「市場」は京、と正しく認識している
が、「貴族の邸宅」が宮にあり、「役所」が京にあると誤
解する傾向にある。これは、回答者が「高貴ならば宮」、
「庶民的ならば京」という判断をしているように見受け
られる（図Ⅰ-105-④）。また、平城宮の正門であり平城
宮跡展示館予定地に隣接する「朱雀門」が、宮・京どち
らに属すのか把握していないケースも多い。宮と京の機
能や、各エリアの配置や位置関係が把握できるととも
に、そのなかで展示館（現在地）がどこにあるのかわか
るような展示が必要であるといえる。
遺物（展示物）に対する興味・関心　　平城宮・京から発
掘された「出土遺物」のどのようなところに興味をもつ
のか調査した。遺物写真カードを作成し、興味を惹かれ
るもの、惹かれないものを２つずつ選んでもらった（図

Ⅰ-104）。「興味を惹かれる」遺物は回答者によって様々
であり、「興味を惹かれない」遺物は「７．檜皮」「18．
根巻石」が多数を占める（図Ⅰ-106-①）。惹かれる理由
をみると、身近なもの（２. お金、17. 櫛、９. ４. 19. 文字、５. 

14. 絵、５. 人）、知っているから実見したいもの（２、４）、
大きく迫力のあるもの（６、10、20）をはじめ、珍しい・
貴重、高価そう、きれい、古そう、デザイン・模様といっ
た要素をあげることができる。惹かれない理由は、「何
かわからないから」という回答が最多。しかし惹かれる
理由にも「わからない（から見たい、知りたい）」をあげる
場合がある。両者の違いを比較すると（図Ⅰ-106-②）、「（何

なのかわからないからこそ）興味が湧く」遺物は、形状や

平城宮跡資料館来館者を対象
とした展示評価調査と都城関
連遺跡展示の現状と課題

図Ⅰ︲₁₀₄　展示評価インタビュー調査のようす（遺物写真カード選び）

図Ⅰ︲₁₀₅　平城宮・京に関する認識
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見栄え、状態などに目立つ特徴があり、それがフックと
なり興味を惹くことがわかる。逆に７や18などの見た目
の印象が弱い遺物は、入館者が関心をもつよう、展示の
視点や切り口、見せ方を工夫する必要がある。
　平城宮跡を特徴づける遺物の一つである「木簡」につ
いては、秋期特別展「地下の正倉院展-木簡学ことはじ
め」を利用してアンケート調査をおこない、木簡の何が
印象に残り面白かったのか、その要素を整理した（表Ⅰ

-14）。１・２では、木簡に書かれた文字や内容から、当
時の人々の実態がリアルに伝わることに面白さを感じて
いる。３～５は、それまでの「木簡」に対するイメージ
が覆された（３：多様な種類や用途がある、４：平城宮跡から

大量に出土している、５：状態が良好なものは墨書が鮮明にみ

える）ことによる、驚きや感心の感情といえる。６・７は、
出土状況や研究方法など、木簡そのものだけでなく関連
する周辺情報にも興味を抱いていることがわかる。
来館者の見学パターン　　来館者の見学動線を把握する
ため、平城宮跡資料館の遺物展示室（遺物展示コーナー）

において来館者の行動観察調査をおこなった。見学動線
をみると、展示室すべては見学せず、目についたコー
ナーをエリア区分（テーマ展示エリア／研究室エリア）に関
係なくジグザグに見学するＷ型が多い（図Ⅰ-107）。この
ような見学パターンは、展示室の形状やレイアウトも影
響していると考えられる（細長い展示室の両側でエリアが分

かれる、途中で別エリアへの移動を誘発する目立つ「造営露出

展示」や進路を分断するコーナー「研究者の机」がある等）。
　展示解説の見方を調べるため、夏期企画展「平城京ど
うぶつえん」（本書74・75頁）では、壁面解説（図Ⅰ-108-①）

のない期間・ある期間を設定し、来館者の反応を調査し
た。壁面解説のない期間に実施した調査では、詳しい解
説は「ない方が良い」「なくても大丈夫」と答えた回答
が68％（アンケート調査）、「不要」が79％（インタビュー調

査）であった。解説を不要とする回答をみると、①解説
を読むことにストレス（難しい、時間がかかる、義務感）を
感じる、②（解説を読まなくても）展示をみるだけで楽し
める、③（解説がない方が）自分自身で好きなように考え
たり想像してみることができる、④解説以外の手段（ガ

イドに尋ねる、調べる等）がある、という理由を挙げている。
また、壁面解説がある時のアンケート調査で25％、イン
タビュー調査で50％、行動観察調査では44％の人が、解
説を読まない。解説を「読んだ」と答えた人でも、印象
に残った解説内容を尋ねると、アンケート調査では「無
回答」、インタビュー調査では「覚えていない」という
回答が多い（図Ⅰ-108-②・③）。来館者は、展示解説を目
にはするが、内容はあまり記憶に残っていないことがわ
かる。行動観察でも、遺物をみてから気になった場合の
み、選択的に解説を読む光景がみられた。展示者側の
メッセージを伝えるには、文章解説に頼り過ぎずに来館
者の理解を促す方法を考えなければならないであろう。

（渡邉淳子・黒岩啓子／ Learning Innovation Network）

図Ⅰ︲₁₀₆　遺物（展示物）に対する興味・関心 図Ⅰ︲₁₀₇　遺物展示室における見学動線
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動線タイプ

Ｚ

Ｖ 6％

Ｗ

－ 8％Ｕ 1％

研究者の机
（ジオラマ）

研究室エリア

瓦 土  器 木器・金属器 木  簡

テーマ展示エリア国際 /まじない/貢納 / くらし

造 営
（露出展示）

遺物展示室

企
画
展
示
室
へ

Ｗ 

Ｚ 

Ｖ

Ｕ 

－

図Ⅰ︲₁₀₈　展示解説の見方

11％

14％

75％

50％35％

15％

読んだ

読んだ

気づかなかった

②アンケート調査

③インタビュー調査

気づいたが
読まなかった

①壁面解説 設置状況

　　 形　代　　… ５
　　土　馬　　… ９
　　落書き　　… ４
　　　硯　　　… ３
人形・人面土器… ５
　　獣　脚　　… ３
　　　骨　　　… １
　　その他　　… ３
　    （※無回答…29）

　　形　代　　… ２
　　土　馬　　… ３
　　落書き　　… １
　　　硯　　　… ０
人形・人面土器… ４
　　獣　脚　　… ２
　　　骨　　　… ０
　覚えていない… ９

印象に残っている解説
（数値は件数、複数回答）

気づいたが
読まなかった

気づかなかった

壁面解説

表Ⅰ︲₁₄　木簡に関する興味・関心

回答内容・回答例項　目

1.（書かれた）文字

2.（書かれた）内容

3.木簡の種類・使い方

4.（出土した）数の多さ

5.（現在まで）残っていること

6.木簡の出土状況

7.木簡の研究

8.実物（を見られたこと）

字体、字の特徴、自分流の飾らなさが親しみを覚える、
今と同じ字を使っている
租税の実態、（当時の）人々の苦労や遊び心、
長屋王のこと、木簡での生々しいやりとり
何度も字の練習している（習書）、削って書くこと、
付札、種類がたくさんあったことに驚いた
ものすごくあるのにびっくりした、
これだけまとめて木簡を見たのははじめて
（1300年前の）文字が消えずに残っている、
木（木簡）が腐らずに残っている
1800点が出てきた穴の大きさがわかりやすかった、
木簡出土土坑の遺構断面の展示
発掘調査、木簡の解読の苦労、記帳ノート、
木簡の保存
「本物」を目の前で見られたこと、
レプリカではなく本当の木簡を見られて感動
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３　都城関連遺跡展示の調査

　国内外の都城や官衙遺跡に関する展示を調査し、そこ
での考古遺物の展示の現状と、課題を浮き彫りにするこ
とが目的である。調査対象とした展示は2013年度下半期
に開催されていた10件である（表Ⅰ-15）。平城宮跡資料
館で課題と考えられる、（１）遺物の少ない宮中枢部の
展示手法、（２）宮域と京域の区別、（３）主要出土遺物
の展示手法に関して現状と課題を述べ、海外の類似施設
の状況にも触れる。
宮中枢部の展示手法　　都城における宮中枢部、大極殿
や内裏の発掘調査では、場の性格から出土遺物が必ずし
も多くない。このような場をどのように展示で表現する
について、施設③と施設⑥は対照的である。前者は豊楽
殿や内裏での出土遺物をまとめて展示している。これら
は、瓦、建築部材、土器、地鎮具などであり、平安宮豊
楽殿や内裏がどういう場であったかについては簡潔な文
章解説にゆだねられている。一方、後者は原寸大のジオ
ラマや模型を切り口として、大極殿や内裏がどのような
規模で、何に使われたかを視覚的に表現する。遺物はト
ピックに即して展示され、中枢部で用いられたものがま
とまっているというわけではない。双方を考えあわせる
と、出土遺物から宮中枢部という場の性格や規模を端的
に語らせることは難しいため、どうしてもグラフィック
や模型、文章など別の材料によって補完せざるをえない
が、出土遺物をメインに据えた展示で“中枢らしさ”を
表現する余地はもう少しあるのではないだろうか。

「宮」と「京」の区別　　展示評価に関する調査で浮き彫
りになった、平城宮・京の理解度の状況をふまえて、各
施設で「宮」と「京（都市部）」の展示分けについて調査
した。施設①、③、④、⑥では、展示内容に宮と京（施

設①では「城内」「城外」）の双方を含み、出土遺物をおお
まかに宮・京にわけてみせる傾向にあった。ただし、宮・
京の全体像の表現方法によっては、眼前の展示物が宮・
京いずれのものなのかの識別が難しいと思われるケース
が目立った。京の展示内容は、そこでの人々の暮らしが
うかがわれるような生活関連遺物を軸とする傾向が強い
が、他にも、「手工業生産」「寺院」（施設⑥）、「市」（同④）、
「祭祀」（同①、③、④、⑤）などの切り口もみられる。た
だし、生活関連遺物や祭祀具をはじめ、宮と京で共通す

る要素が多いことは留意すべきである。展示において宮
と京を明確に展示分けするのであれば、その両者の間で
来館者が漠然とした既視感を感じないような見せ方の工
夫が必要だろう。
主要出土遺物の展示手法　　都城や官衙遺跡における主
な出土品である瓦、墨書土器、木簡の展示手法をみる
と、瓦は軒丸瓦・軒平瓦の上下組み合わせや軒先の一部
復元、墨書土器は役所名や人名を記した資料の集合、木
簡は書き下し文を記した題箋との並列が非常に多い。表
Ⅰ-15にあげた施設以外でも、古代の展示では同様の手
法がとられるケースが散見される。都城や官衙遺跡から
出土する遺物は同種の遺物間での個体差を感じ取りにく
く、その遺跡の特性が何であるのか、より強く印象に残
るような展示手法を検討しなければならないと考える。
韓国における都城展示　　施設⑩では、平城宮跡と同時
代の都城・新羅王京を扱った展示をおこなっているが、
当該展示室のテーマ設定が「新羅の隆盛と滅亡」とある
ように統一新羅時代の文化全体を扱っており、日本の都
城遺跡展示の切り口とは大きく異なる。王陵や石碑な
ど、王に焦点をあてた項目が目立つのも特徴である。王
京の全体像は大型の模型により把握できるが、瓦や土器
をはじめとする王京出土品は様々なコーナーに分散して
おり、王京との関連づけがやや難しい。  （中川あや）

４　おわりに

　本年度は、平城宮・京に関する認識や遺物に対する興
味・関心、見学パターンなど来館者に関する基礎的な
データを得るとともに、他の展示施設の視察調査をおこ
ない、都城遺跡の展示の現状や課題と考えられる事項を
見出した。これらの調査で得た見解や認識をもとに、次
年度以降も引き続き、展示計画の各段階で調査を実施
し、展示案の改善を重ねていきたい。  （中川・渡邉）

表Ⅰ︲₁₅　調査施設一覧

調査施設 調査対象展示 展示内容
東北歴史博物館
斎宮歴史博物館

京都市考古資料館

向日市文化資料館
奈良市埋蔵文化財センター展示室

大阪歴史博物館
九州歴史資料館
大宰府展示館
鴻臚館跡展示館

大韓民国・国立慶州博物館

①
②

③

④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

常設展
常設展
　常設展　

Ｈ25前期特別展示

常設展
Ｈ25秋期特別展

常設展
常設展
常設展
常設展
常設展

多賀城
斎宮

平安宮・京

長岡宮・京
平城京
難波宮・京

大宰府

鴻臚館
新羅王京



Ⅱ　飛鳥・藤原宮跡等の調査概要
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表Ⅱ︲１　₂₀₁₂・₂₀₁₃年度　都城発掘調査部（飛鳥・藤原地区）　発掘調査・立会調査一覧

調査次数 調査地区 遺　跡 調査期間 面　積 調査地 担当者 調査要因 掲載頁
（2012年度）
173-4次 5AJH-L・S 藤原京右京七条一坊

四分遺跡
2013.1.21～2013.3.6 151㎡ 橿原市上飛騨町 若杉智宏

荒田敬介
水路改修 92

173-8次 5ANI-P キトラ古墳 2013.2.18～2013.2.27 － 明日香村阿部山 若杉智宏 学術調査 116
177次 5AKG-J･K 甘樫丘東麓遺跡 2012.12.3～2013.3.27

2013.6.3～2013.12.6
1,038㎡ 明日香村川原 森川　実

桑田訓也
和田一之輔
大林　潤

学術調査 104

（2013年度）
179次 5AJF-N 藤原宮朝堂院朝庭 2013.4.8～2013.5.28

2013.9.17～2014.3.19
1,430㎡ 橿原市高殿町 和田一之輔

桑田訓也
学術調査 82

180次 5BHQ-B･Q 檜隈寺周辺 2014.1.9～2014.3.17 295㎡ 明日香村檜前 森先一貴 公園整備 119
178-1次 5BMY-L･M 本薬師寺 2013.6.7～2013.6.27 70㎡ 橿原市城殿町 今井晃樹

荒田敬介
学術調査 90

178-2次 5AJH-R･S 藤原京右京七条一坊
藤原宮外周帯

2013.8.5～2013.9.13 120㎡ 橿原市上飛騨町 若杉智宏 水路改修 92

178-3次 5AJC-J 藤原京左京五条三坊
東二坊大路、五条条間路

2013.7.1～2013.7.19 132㎡ 橿原市木之本町 清野孝之
山野ケン陽次郎

建物建設 96

178-4次 5AJF-C･D 藤原宮東方官衙北地区 2013.7.23～2013.8.9 497㎡ 橿原市高殿町 森先一貴 整備工事 80
178-5次 5AJJ-B 藤原宮外周帯 2013.9.17～2013.9.20 66㎡ 橿原市縄手町 諫早直人 道路改修 80
178-6次 5ANI-P キトラ古墳 2013.9.18～2013.9.26 - 明日香村阿部山 若杉智宏 学術調査 116
178-7次 5AJA-K･L･M 藤原京左京三条三坊

東二坊大路
2013.11.5～2013.12.6 400㎡ 橿原市法花寺町 南部裕樹 水路改修 100

178-8次 5AJH-R 藤原宮外周帯 2013.12.2、20、21 6㎡ 橿原市上飛騨町 前川　歩 水路改修 80
178-9次 5AJF-C 藤原宮東方官衙北地区 2013.12.19 2㎡ 橿原市高殿町 若杉智宏 公園整備 80
178-10次 5AJH-L 藤原京右京七条一坊 2014.1.14、27、28 6㎡ 橿原市上飛騨町

高殿町
前川　歩 水路改修 80

178-11次 5BMY-K･L 本薬師寺 2014.2.7～2014.3.10 92㎡ 橿原市城殿町 黒坂貴裕
南部裕樹

建物建設 80

178-12次 5BHQ-B･Q 檜隈寺周辺 2014.2.26～2014.3.14 174㎡ 明日香村檜前 諫早直人
他4名

公園整備 80

178-13次 5AJB-U 藤原宮東面中門 2014.3.27　 2㎡ 橿原市高殿町 大林　潤 看板設置 80

表Ⅱ︲２　₂₀₁₃年度　都城発掘調査部（飛鳥・藤原地区）　小規模調査等の概要

調査次数 遺　跡 調　査　の　概　要
178-4次 藤原宮東方官衙北地区 多目的広場整備にともなう立会調査。３ヵ所の調査区（公園周囲の排水施設及び集水枡設置部分・公園表層

改良部分・車止め及び集水枡設置部分）のいずれにおいても、掘削は遺構面に達せず、遺物の出土もないこ
とを確認した。

178-5次 藤原宮外周帯 道路改修にともなう立会調査で、調査地は藤原宮外周帯に位置する。地表下約１mまで掘削したが、現代の
床土の範囲内で、遺構面に達しなかった。

178-8次 藤原宮外周帯 大和紀伊平野土地改良事業にともなう立会調査。第178-2次の北に接する部分で、埋設管の交換のみの範囲
を立会とした。掘削は既設管設置時の範囲にとどまり、遺構面に達しなかった。

178-9次 藤原宮東方官衙北地区 高殿町の公園における水飲み場設置工事にともなう立会調査。掘削範囲は1.5㎡。掘削は深さ30㎝で、保護盛
土内にとどまり、遺構面に達しなかった。

178-10次 藤原京右京七条一坊 大和紀伊平野土地改良事業にともなう立会調査。地表下1.75ｍで、第168-9次調査（2011年度）で検出した暗
灰砂質土を確認し、地表下1.90ｍで地山と思われる暗灰粘土を確認したが、顕著な遺構、遺物は確認されな
かった。

178-11次 本薬師寺 個人住宅建設にともなう発掘調査。遺構面では、本薬師寺に関わる遺構は検出できなかった。その下層では、
飛鳥時代以前の自然流路を検出した。詳細は『紀要 2015』で報告予定。

178-12次 檜隈寺周辺 公園整備にともなう立会調査で、調査地は檜隈寺南方に位置する。地表下約１mまで掘削し、柱穴１基を確
認した。一部地山面にまで達したが、そのほかに顕著な遺構は確認されなかった。

178-13次 藤原宮東面中門 藤原宮跡整備にともなう立会調査。掘削面積は1.9㎡、深さは60㎝。保護盛土内にとどまり、遺構面に達しなかった。

表Ⅱ︲３　₂₀₁₃年度　都城発掘調査部（飛鳥・藤原地区）　現場班編成　※総担当者

春 夏 秋 冬
※和田一之輔（考古第一） 　山野ケン陽次郎（考古第一） 　廣瀬　　覚（考古第一） 　諫早　直人（考古第一）
　荒田　敬介（考古第二） 　若杉　智宏（考古第二） 　森川　　実（考古第二） 　大澤　正吾（考古第二）
　今井　晃樹（考古第三） 　清野　孝之（考古第三） 　南部　裕樹（考古第三） ※森先　一貴（考古第三）
　山本　　崇（史　　料） ※大林　　潤（遺　　構） ※桑田　訓也（史　　料） 　黒坂　貴裕（遺　　構）
　前川　　歩（遺　　構） 　三好　勇太（香川県綾川町：研修）
　三好　勇太（香川県綾川町：研修）
　総括：副部長　玉田　芳英 　写真担当：企画調整部写真室 　保存科学：降幡　順子（考古第一）
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１　はじめに

　朝堂院は、大極殿院の南に位置する回廊に囲まれた空
間である。東西235ｍ、南北320ｍの長方形を呈し、中央
の広場（朝庭）を12棟の朝堂が取り囲むように配置され
る。朝堂院では、さまざまな政務や儀式が執りおこなわ
れた。
　都城発掘調査部では、1999年度以降、藤原宮中枢部の実
態解明を目的に朝堂院地区の発掘調査を進めてきた。こ
れまでに朝堂や回廊の配置と構造をあきらかにし、2008
年度の第153次調査以降は、朝庭の整備状況や藤原宮造営
過程の全容解明にむけた調査に取り組んできている。
　これまでの調査で、朝庭は礫を敷きつめて整備されて
おり、儀式で使用する幢竿支柱と考えられる柱穴群や、
排水用の暗渠などが設けられたこと、礫敷広場の下層に
は、藤原宮造営期の遺構（先行条坊、運河、溝、柱穴、沼状
遺構など）が存在することが判明している。2012年度の
第174次調査では、造営時の木材加工で生じたとみられ
る木屑を含む土層が、沼状遺構と重複する範囲に分布し
ている状況があきらかとなった。
　今回の調査地は朝庭の東北部にあたり、第107次調査
区（2000年度）の西、第153次調査区（2008年度）の東、第
160次調査区（2009年度）の南、第163次調査区（2010年度）
の北東、第174次調査区（2012年度）の北に位置する。今
回の調査では、礫敷広場での空間利用のあり方や礫敷下
層における遺構の状況を確認することを主な目的とし
た。
　調査は2013年４月８日から５月28日までおこない、約
３ヵ月半の中断期間を挟んで、2013年９月17日に再開
し、2014年３月19日に終了した。調査面積は1,430㎡、
うち456㎡は既調査区（第153・160・163次）との重複部分
である。

２　検出遺構

基本層序

　調査地の基本層序は、上から整備盛土（厚さ約80㎝、南
約３分の２のみ）、耕作土・いわゆる床土（20～50㎝）と続き、

床土の直下に藤原宮期の礫敷がある。礫敷より下は藤原
宮造営期の整地土で、上から橙褐色砂質土（５～20㎝）、
褐色砂質土（５～20㎝）、灰色粘質土（30～50㎝）に大別で
きる。褐色砂質土は、木屑を含むごく薄い粘土層を挟ん
でおり、それを指標にさらに細分することができる。地
山は灰オリーブ色粘質土。地山上面の標高は、調査区東
南部および西北部で71.00～71.10ｍを測り、北東に向かっ
て低くなる。
　これまでの調査成果に照らすと、灰色粘質土は、旧地
形をならす目的の第一次整地土に、褐色砂質土・橙褐色
砂質土は、朝庭の本格的な整備にともなう第二次整地土
に相当する。橙褐色砂質土の一部は、礫敷広場の整備直
前に施した最終整地土に相当する可能性もある。

藤原宮期の遺構

礫敷広場SH₁₀₈₀₀　　直径１～８㎝程度の礫を敷きつめ
て整備された広場。調査区全域で検出した（図Ⅱ-２）。
礫の遺存状況は場所により異なるが、土層断面によると、
厚さはおおよそ３～10㎝。礫敷の上面は、調査区東南部
が標高71.75ｍ前後でもっとも高いのに対し、北辺部で
は71.50ｍ前後と低くなっている。調査区中央の東西溝
SD10785（後述）直上が窪んでいる点を除けば、全体と
して南が高く北が低い。また、礫敷面には起伏があり、
下層の遺構や地形の状況を反映していると考えられる。
東西溝SD₁₀₇₈₅　　調査区中央で検出した素掘溝。幅約
1.1ｍ、深さ約45㎝。第153次調査で検出した東西溝の東
延長部にあたり、新たに約30ｍ分を確認した。これまで
に検出した長さは78ｍで、さらに調査区の東へ延びる。
溝直上の礫敷面は、周囲に比べ５㎝ほど落ち込んでい
る。底面は、Ｙ－17,641付近で標高71.50ｍ、調査区東壁

朝堂院朝庭の調査
－第179次

図Ⅱ︲２　礫敷近景
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図Ⅱ︲３　第₁₇₉次調査遺構図　1：₂₅₀
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で71.20ｍであり、東に向かって標高を下げる。底部に
は砂が３～５㎝堆積しており、当初は素掘溝として機能
していた可能性がある。それより上は広場の整備と一体
的に礫で埋め立てており、朝庭北端の暗渠として機能し
ていたとみられる。
柱列SA₁₁₂₂₀　　調査区中央で検出した東西方向の柱
列。18間分（53ｍ）を確認した（図Ⅱ-５左）。東でやや北
に振れる。礫敷直下の整地土上面で検出したが、掘方埋
土に礫を含んでいることから、礫敷上から掘り込まれた
と考えられる。東側の柱穴11基は、掘方の北半分につい
ては礫敷を残し、南半分のみ礫敷を除去して検出した。
柱穴直上の礫敷面は、周囲よりわずかに盛り上がってい
る。柱間は約３ｍ（10尺）で、西端の１間のみ2.1ｍ（７尺）。
さらに調査区の東に延びる可能性がある。柱穴は直径30
～40㎝の不整円形を呈する。深さは約50㎝。断割調査の
結果、柱穴１基に直径約10㎝の柱根が残存していた（図
Ⅱ-５右）。また、埋土に含まれる礫には、長径10～15㎝
の大ぶりなものが目立つ。朝堂院北面回廊（大極殿院南
面回廊）SC9000の中軸から、南に約24ｍ（80尺）の位置
にある。

藤原宮造営期の遺構

　調査区の西北部と東南部に下層調査区を設けた。遺構
検出は、礫敷直下の整地土上面、第二次整地土中の任意
面、および第一次整地土上面でおこなった。以下に述べ
る遺構は、いずれも第一次整地土上面、もしくは排水溝・
断割トレンチの土層断面で検出したものであり、第二次
整地土を施す前の時期に属する。
斜行溝SD₁₀₈₀₁B　　南西から北東にむかって延びる素
掘溝。幅約２ｍ、深さ1.4ｍ。大極殿院南門の建設にあ
たって、運河SD1901Aを東に迂回させた溝と考えられ
る １）。第153・160次調査で検出しており、調査区西北部
の土層断面で再確認した。斜行溝直上の礫敷面は、周囲
よりわずかに落ち込んでいる。埋土は、底面より20～30
㎝は青灰色シルトで、溝機能時の堆積とみられる。その
上には、厚さ５㎝ほどの木屑層が堆積し、さらに粘土ブ
ロック・木屑を含む灰オリーブ色の粗砂～シルトと、粘
土ブロックを多量に含む暗青灰色粘質土を20㎝程度交互
に入れて埋め立てている。最後にその上を、厚さ５～25
㎝の灰黄色細砂が覆う。灰黄色細砂は調査区西北部に広
く分布する。
沼状遺構SX₁₀₈₈₃　　調査区西北部で検出した。東西約
10ｍ、南北約５ｍの楕円形を呈する。深さは25㎝。第
160次調査で北側の大部分を検出しており、今回南肩を
確認した。埋土には瓦片や長径30㎝弱の礫・多量の木屑
を含み、瓦片や礫は、概ね木屑の上面に面を揃えて並
ぶ。その上を灰黄色細砂が覆う。これまではSX10820と
重複し、それより新しい遺構と考えていたが ２）、今回の
調査でSX10820とは重複関係にないことが判明した。た
だし、礫敷の起伏の様相からみて、西南隅でSX10820と
接続する可能性がある。また、灰黄色細砂が敷かれた時
点でSX10883はほぼ埋まっているが、SX10820はまだ埋
まっていないとみられる。
沼状遺構SX₁₀₈₂₀　　調査区西北部から西南部にかけて
広がる、人工的に掘り込んだ窪地。第153次調査で西端
を、第163次調査で西南端を、第174次調査で南端と東端

図Ⅱ︲４　Ｙ－₁₇,₆₄₁ライン断面図　1：₅₀

図Ⅱ︲５　柱列SA₁₁₂₂₀（西から）と柱穴断面図　1：₃₀
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を確認しており、今回の調査で北端を検出した。これま
での調査で判明した規模は、東西約32ｍ、南北約37ｍ。
排水溝や断割トレンチの土層断面で端部を確認したた
め、正確な平面形は不明であるが、おおよそ礫敷が沈下
している範囲にあたり、西北―東南を長軸とする楕円形
に近い形をとると推定される。深さは0.7～１ｍで、調
査区西南隅付近がもっとも深い。埋土は、ほぼすべて人
為的な埋立土である。底部から５～40㎝は多量の木屑を
含む黒色粘質土で、上面に起伏がある。それより上部は
木屑を含む褐色砂質土で、第二次整地土と一連の埋立土
とみられる。
瓦溜SX₁₁₂₂₉　　沼状遺構SX10820の北肩付近に、瓦が
集中して廃棄されていた（図Ⅱ-７）。東西0.80ｍ以上、南
北1.2ｍ以上の範囲に広がる。深さは50㎝以上。
沼状遺構SX₁₁₂₂₁　　調査区東南部で検出した。東西９
ｍ以上、南北４ｍ以上。深さは30㎝。埋土に瓦や木屑を
多く含む。重複関係から、南北溝SD11223より新しい。
南は調査区外に広がり、第174次調査区の北壁Ｙ－17,617
からＹ－17,622付近で確認している落ち込み ３）につなが
る可能性がある。
沼状遺構SX₁₁₂₂₆　　調査区東南部で検出した。東西3.0
ｍ、南北2.8ｍの不整円形を呈する。深さは約30㎝。埋
土に木屑を含む。東肩付近からほぼ完形の丸瓦が出土し

た。重複関係から、南北溝SD11227より新しい。
東西溝SD₁₁₂₂₈　　調査区東南部で検出した素掘溝。幅
1.2ｍ、深さ約40㎝。約15ｍ分を確認した。東でやや北
に振れる。礫敷直下の整地土上面は、溝直上では周囲に
比べ５㎝ほど落ち込んでいる。埋土に木屑や瓦を含む。
Ｙ－17,625.5付近と調査区東壁（Ｙ－17,611）とで、溝底
の高低差はほとんどない。東はさらに調査区外に延び
る。西は沼状遺構SX10820に接続する可能性がある。
南北溝SD₁₁₂₂₃　　調査区東南部で検出した素掘溝。幅
1.1ｍ、深さ約40㎝。約４ｍ分を確認した。北でやや西
に振れる。重複関係から、沼状遺構SX11221より古い。
南はさらに調査区外に延びる。
南北溝SD₁₁₂₂₇　　調査区東南部で検出した素掘溝。幅
0.40ｍ、深さ約20㎝。約５ｍ分を確認した。西に凸の緩
い弧を描く。埋土に木屑を含む。重複関係から、沼状遺
構SX11226より古い。北は東西溝SD11228に接続し、南
はさらに調査区外に延びる。
柱列SA₁₁₂₂₄　　調査区東南部で検出した。柱穴２基が
約2.4ｍ（８尺）の間隔で東西に並ぶ。西でやや南に振れ
る。掘方は一辺約40㎝の隅丸方形を呈する。深さは約60
㎝。柱穴には柱根（東側）および柱痕跡（西側）が残る（図
Ⅱ-６）。直径はいずれも15㎝程度。さらに西に延びる可
能性がある。
柱列SA₁₁₂₂₅　　調査区東南部で検出した。柱穴２基が
約2.4ｍ（８尺）の間隔で南北に並ぶ。さらに南北に延び
る可能性がある。あるいは南側の柱穴の西4.8ｍで検出
した穴と組み、南北棟建物の東側柱筋になる可能性もあ
る。掘方は一辺約40㎝の隅丸方形を呈する。深さは約60
㎝。南側の柱穴には、直径約13㎝の柱根が遺存する。

藤原宮造営以前の遺構

斜行溝SD₁₁₂₂₂　　調査区東南部、沼状遺構SX11221の
下層で検出した西北―東南方向の素掘溝。約６ｍ分を確
認した。深さは15㎝以上。古墳時代後期の須恵器がまと
まって出土した。

図Ⅱ︲７　沼状遺構SX₁₀₈₂₀北肩と瓦溜SX₁₁₂₂₉（北西から）

図Ⅱ︲６　調査区南壁土層図　1：₅₀
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藤原宮廃絶後の遺構

井戸SE₁₀₇₆₈　　調査区西北部に位置する。第153次調
査で西側約３分の１を検出しており、今回全体を検出
した。掘方は一辺約2.5ｍの隅丸方形を呈する。井戸枠
は一辺1.1ｍの方形縦板組横桟止めで、掘方の南に寄る。
礫敷面からの深さは1.6ｍ以上。掘方から染付片が出土
しており、近世以後の遺構とみられる。

時期不明の遺構

土坑SK₁₁₂₃₁　　第160次調査で検出した土坑。南北約4.0
ｍ、東西約3.5ｍの不整長方形で、南半が今回の調査区
東北部におよぶ。断割調査の結果、礫敷面からの深さが
約60㎝であること、下層に別の土坑が重複していること
が判明した。遺物はほとんど出土していない。
土坑群　　調査区西北部において、礫敷直下の整地土上
面で、時期不明の土坑を複数検出した。一辺約30㎝の隅
丸方形を呈し、縁に幅約５㎝の灰色砂がめぐる。深さは
約20㎝。  （桑田訓也）

３　出土遺物

瓦磚類　　本調査区で出土した瓦の種類と点数を表Ⅱ-
４に示した。以下では造営期の軒瓦と礫敷層から出土し
た鬼瓦について詳述する。
　第二次整地土以前の瓦溜SX11229からは、軒丸瓦
6233A、6274A、6275H、6279B、軒平瓦6643Aa・Cのほか、
熨斗瓦、面戸瓦、隅切平瓦が出土している。礫敷広場下
層の第二次整地土では、軒丸瓦6275B、6279B、6281B、
軒平瓦6561A、6641C・E・F、6642、6647Ca、熨斗瓦、
面戸瓦が出土した。
　SX11229出土の軒瓦は、いずれも宮大垣および宮城門
所用であり、6233Aは日高山瓦窯産、6274Aは砂粒を多く
含む粗い胎土のＱグループ、6275H、6279B、6643Aa・
Cは胎土に砂粒を多く含み、クサリ礫がないN/Pグルー
プに属する。一方、第二次整地土出土の軒瓦には大垣・
宮城門所用の6279Bや6647Caを少量含むが、朝堂院所用
の6281B、6641C・E・F、朝堂院で比較的多く出土する
6561Aが目立つ。
　藤原宮造営期の遺構から出土した瓦の分析によれば、
藤原宮所用瓦は前後２時期に分けることができる ４）。造
営期前半の軒瓦は大垣・宮城門所用瓦で、日高山瓦窯、
牧代瓦窯、N/Pグループ、Ｑグループのほか、大和盆地

以外に生産地がある。造営期後半は大極殿院、朝堂院な
どの宮中枢部所用瓦の生産が開始され、その生産地は高
台・峰寺、安養寺、内山・西田中の各瓦窯が中心となる。
SX11229からは造営期前半の、第二次整地土からは造営

表Ⅱ︲４　第₁₇₉次調査出土瓦類集計表

軒丸瓦 軒平瓦 その他
型　式 種 点数 型　式 種 点数 種　類 点数
6233 A 1 6561 A 7 面戸瓦 15
6271 B 1 6641 A 1 熨斗瓦 25
6273 B 2 6641 C 3 鬼瓦 1
6273 2 6641 E 2 隅切平瓦 5
6274 A 6 6641 F 2 ヘラ描き平瓦 12
6275 A 5 6642 A 2 磚 1
6275 B 3 6642 1 不明道具瓦 4
6275 H 1 6643 Aa 4
6275 2 6643 C 2
6279 A 2 6643 D 2
6279 B 4 6643 1
6281 A 1 6646 B 1
6281 B 1 6646 E 1
6281 1 6647 Ca 1
不明 5 不明 3

計 37 計 33 計 63
重　量 丸　瓦 185㎏ 平　瓦 595㎏

図Ⅱ︲８　本調査出土の円形粘土塊（下）と第₁₆₀次調査出土の把手（上）

図Ⅱ︲９　第₂₄・₂₇次調査出土鬼瓦裏面の円形粘土塊
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期後半を中心とした軒瓦が出土している。
　礫敷層からは鬼瓦の一部が出土した（図Ⅱ-８下）。平
面形は不整円形を呈し、長径は10.5㎝、短径は9.2㎝、厚
さは4.5㎝である。これを円形粘土塊と呼ぶことにする。
　断面形はやや末広がりの台形状を呈する。底面、側面
は剥離しているが、上面には横方向に貫通する凹帯があ
り、その内面は黒色を呈する。胎土には少量の白色砂粒
とクサリ礫を含み、焼成はやや軟質である。
　この遺物は藤原宮第160次調査出土の半環状把手と接
合した（図Ⅱ-８上） ２）。また、同様の円形粘土塊は藤原
宮第24・27次調査区出土の重弧文鬼瓦の裏面にもあるこ
とから、把手と鬼瓦本体を接合する部位にあたることが
あきらかになった（図Ⅱ-９）。円形粘土塊上面の凹帯は
把手を貫通する孔の下半部である。技法の共通性からみ
て、本調査区の円形粘土塊も重弧文鬼瓦の一部とみてよ
いだろう。第160次調査区で出土した重弧文鬼瓦片 ２）も
本調査区の円形粘土塊と同一個体の可能性が高い。

（今井晃樹）

土　器　　整理箱で16箱の土器が出土した。これらは朝
堂院朝庭の礫敷と第二次整地土、沼状遺構SX10820埋土
のそれぞれから出土したものが大半を占めるものの、大
部分は小破片である。これとは別に、藤原宮造営期以前
の遺構・堆積土から完形に近い土器が若干出土したの
で、以下に記載する（図Ⅱ-10）。
　１～３は、須恵器杯Ｈとその蓋。杯Ｈ蓋（１・２）は頂
部を右回りのロクロケズリで整えるもので、口径は１が
14.0㎝、２が15.5㎝。杯Ｈ（３）は口縁部の立ち上がりが
やや短く、底部外面を右回りのロクロケズリで整形する。
受け部での口径は14.0㎝。いずれも沼状遺構SX11221より
も古い斜行溝SD11222から出土。
　４は土師器杯ＣⅠで、底部は１方向のヘラケズリを一
部に施すが、他はユビオサエのままとする。口縁部には
粗いヘラミガキがある。内面には一段放射暗文を施す。

SX10820の下層の第一次整地土より出土。
　１～４の土器は藤原宮造営にともない、沼状遺構が木
屑混じりの整地土で埋め立てられるよりも古い段階で埋
没したものである。２は６世紀後半、１・３は６世紀末
から７世紀初頭、４は飛鳥Ⅲに属するとみられる。
 （森川　実）

金属製品・木製品　　沼状遺構や斜行溝SD10801Bを中心
に大量の木屑が出土しているが、木製品そのものはほと
んど出土していない。１は、沼状遺構SX10820の北端埋
立土中から出土した、ヒノキの板目材（樹種同定は藤井裕
之による）。厚さ４㎜前後の木片で、先端を尖らせる。上
半部は欠損するが、斎串の下半部である可能性がある。
２は、調査区東北部の床土中から出土した銅鈴。直径３
㎝前後、土圧により押し潰れ当初の形状をとどめていな
い。厚さは１㎜前後。頂部に方形の紐をかしめ、腹帯は
幅１㎜前後の細い突帯を１条巡らせる。現在、表面は褐
色の錆で覆われており、鍍金の痕跡は確認できない。ま
た、内部には土が銹着しており、Ｘ線写真でも丸が残存
しているかどうかは確認できない。鈴口は紐に直交して
穿たれており、端部は丸みを帯びるが、奈良時代の銅鈴
のように円形の強い抉り込みはみられない。礫敷直上の
床土中から出土したものであるが、藤原宮期のものであ
る可能性がある。  （廣瀬　覚）

図Ⅱ︲₁₁　第₁₇₉次調査出土金属・木製品　1：２
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獣　骨　　礫敷や第二次整地土から、歯の破片が出土し
た。種まで同定できた資料は、すべてウマの歯であった。

（山﨑　健）

４　ま と め

藤原宮期の東西柱列　　藤原宮期の遺構としては、従来
検出していた朝堂院朝庭の礫敷広場SH10800、および
排水用の東西溝SD10785（礫詰暗渠）の続きを確認した。
また新たに、礫敷上から掘り込まれた東西方向の柱列
SA11220を検出した。長さは、確認できただけでも53ｍ
におよび、さらに調査区の東に延びる可能性がある。ど
のような構造物となるかは不明であるが、約３ｍ（10尺）
という柱間に比べて、柱の直径が約10㎝と細く、掘方の
深さも礫敷面から50㎝程度であることから、それほど重
厚なものは想定しがたい。簡易な塀や幔幕の支柱など、
仮設的な区画施設・遮蔽施設と考えておきたい。一方で、
朝堂院北面回廊（大極殿院南面回廊）SC9000の中軸から南
に約24ｍ（80尺）の位置にある点からは、高い計画性も
うかがえる。なんらかの儀式にともなう施設の可能性も
あるが、具体的に絞り込むことは難しい。
　朝堂院の北端で東西方向の柱列を検出した例として
は、前期難波宮と平城宮中央区を挙げることができる。
前期難波宮では、1990年度のNW90－30次調査において、
東第一堂の北約4.0ｍで東西方向の柱列SA903001を検出
している。この柱列は前期難波宮に関連する遺構の可能
性があるが、難波宮下層遺跡の可能性もある ５）。また、
1970年度の第37次調査および1972年度の第37次補足調
査において、後期大極殿の下層でSA903001の西延長部
分の可能性がある柱列SA3741を確認している ６）。平城
宮中央区では、2005年度の第389次調査において、大極
殿院南門のすぐ南で、東西柱穴列SA18800を検出してい
る。大穴と小穴が交互に並び、大穴列が塀を構成し、小
穴が塀の間柱となるとみられる。時期は不明であるが、
奈良時代の遺構の可能性もある ７）。これらの遺構は、朝
庭にともなうものか不明であり、柱穴の規模や柱間な
ど、今回の調査の事例とは異なる点も多いが、類例とし
て留意しておきたい。
造営期の様相　　礫敷広場の下層では、大小複数の沼状
遺構を検出した。沼状遺構SX10820は、従来の想定ほど
大きな広がりはもたず、SX10820の周囲に３基の沼状遺

構SX10883・SX11226・SX11221が隣接して存在する状
況が判明した。これらの沼状遺構は、平面規模や深さは
異なるものの、第一次整地土を掘り込んでいる点、木屑
を多く含む土で埋め立てられ、その上面を第二次整地土
が覆う点、肩付近に瓦を廃棄している場所がある点（特
に顕著なものがSX10820北肩の瓦溜SX11229である）などが共
通する。
　なお、従来SX10820がおよぶとされていた調査区東北
部の下層については、北排水溝および土坑SK11231断割
トレンチの土層断面で東への落ち込みが確認できること
から、別の沼状遺構が存在する可能性が高い。朝庭東北
部一帯の下層が、沼状遺構の広がる区域であるという従
来の認識には変更の必要はなかろう。
　第163次調査では、SX10820の西南隅に隣接する位
置で土坑SK10970を検出しており、両者が細い溝で
つながっていることが確認されている ８）。沼状遺構
SX10883・SX11226・SX11221についても、SX10820と
つながっている可能性がある。沼状遺構の堆積環境およ
び性格については、土壌分析の結果を待って、あらため
て検討したい。
おわりに　　今回の調査では、朝庭の空間利用のあり方
や藤原宮の造営過程を考える上で、貴重な手がかりを得
ることができた。しかしながら、東西柱列SA11220の機
能や沼状遺構の性格などの具体的な点については、不明
とせざるを得ない。周辺調査の成果を踏まえながら、今
後とも検討を続けていきたい。  （桑田）

註
１） 「朝堂院の調査―第153次」『紀要 2009』。
２） 「朝堂院回廊・大極殿院回廊の調査―第160次」『紀要 

2010』。
３） 「朝堂院朝庭の調査―第174次」『紀要 2013』。
４） 石田由紀子「藤原宮における瓦生産とその年代」『文化財

論叢Ⅳ』2013。
５） （財）大阪市文化財協会『難波宮址の研究第十三―前期・

後期朝堂院の調査―』2005。
６） （財）大阪市文化財協会『難波宮址の研究第十―後期難波

宮大極殿院地域の調査―』1995。
７） 「中央区朝堂院の調査―第389次」『紀要 2006』。
８） 「朝堂院朝庭の調査―第163次」『紀要 2011』。
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１　はじめに

　個人住宅建設にともなう発掘調査である。調査地は本
薬師寺金堂の北方30ｍに位置し、平城京薬師寺の伽藍配
置では、講堂東南隅にあたる（図Ⅱ-13）。調査区は、平
城京薬師寺と同規模の講堂が存在する可能性を考慮し、
講堂東南隅の側柱・廂・雨落溝等の検出を目的としたＬ
字形のＡ区と、浄水槽設置箇所のＢ区の２ヵ所に設定し
た。調査期間は、2013年６月11日から６月27日である。

２　調査成果

　基本層序は、地表面から、①宅地の基礎となる造成土、
②オリーブ褐色細砂層の遺物包含層、③暗黒褐オリーブ
色粗砂層の遺物包含層、④暗オリーブ褐色細砂の洪水層
順である。②・③層は部分的に検出し、遺構は④層上面
で検出した。
　Ａ区は、遺構検出面で精査したが、本薬師寺講堂に関

係する遺構は検出されなかった。Ｂ区は、浄水槽設置のた
め、地表面から1.6ｍ掘削したが、湧水が激しく遺構が確
認できなかったため、簡略な土層を記録するに止めた。Ａ
区で検出した遺構は、平安時代以降の溝１条と近世の溝２
条、中近世代の土坑14基と井戸２基などである（図Ⅱ-14）。
東西溝SD₄₅₀　　調査区南端で検出した溝で、東西に伸
びる。溝は素掘りで、④層を掘り込む。調査区外に延び
るため規模は不明だが、現状での規模は、幅0.80ｍ以上、
長さ2.3ｍ以上である。溝内には、本薬師寺創建期の瓦
が集積していたが、平安時代後期の土器も出土している
ため、掘削時期は不明だが、埋没時期は平安時代後期（10
世紀）以降とみられる。

本薬師寺旧境内の調査
－第178-1次

図Ⅱ︲₁₃　第₁₇₈︲₁次調査区位置図　1：₃₀₀₀

図Ⅱ︲₁₄　第₁₇₈︲₁次調査遺構図・土層図　1：₁₅₀

2次

1989-1次

1995-3次

1995-1次
1994-2次

1993-3次

1993-1次

1994-3次

1994-1次

1992-1次

1991-1次
1991-1次

1990-1次

1993-2次（D区）1993-2次（C区）

1993-2次（B区）

143-3次

133-2次

149-1次

149-1次

柱根出土地

A区

B区

50m0

178-1次

178-11次

5m0

①層

②層

③層

④層

Y-18,320Y-18,325Y-18,330

X-167,135

X-167,140

X-167,143

H=74.80m

H
=74.80m

H
=7

4.8
0m

SD451

SE455SE456

SK461 SK462SK460

SD452

SD450

A区

B区



91Ⅱ－２　藤原京の調査

東西溝SD₄₅₁　　調査区北端で検出した溝で、丸太と礫
と瓦を用いて護岸している。南側の護岸材には、炭化し
た棟木が転用されていた。溝の規模は、幅0.80ｍ、長さ7.1
ｍ以上である。溝内からは、中世～近世の土器と瓦が出
土している。掘削時期は不明だが、SE455より古いため、
埋没時期は近代以前とみられる。
東西溝SD₄₅₂　　SD450の北側で検出した溝で、丸太と
礫と瓦を用いて護岸している。溝の規模は、幅0.40～0.50
ｍ、長さ2.4ｍ以上である。溝内からは、弥生土器や中・
近世の土器と瓦等が出土している。掘削時期は不明だ
が、SD451と並列していることから、SD451と同時期に
機能し埋没したとみられる。
井戸SE₄₅₅　　調査区中央で検出した。井戸掘方の規模
は、東西2.4ｍ、南北1.6ｍ以上の不整円形で、井戸枠の
直径は、0.90ｍの円形。東西溝SD451を壊して据え付け
ている。井戸枠は、木枠を設置後、31×28×３㎝の磚を
木枠の上に積み上げている。井戸の掘削時期は、近代と
みられ、現代まで使用されていた。
井戸SE₄₅₆　　調査区西側で検出した井戸で、木桶の井
戸枠が残存していた。井戸の規模は、東西0.96ｍ、南北
0.80ｍの楕円形。掘削時期は不明だが、埋没時期は近代
とみられる。
土坑群　　14基検出しており、井戸SE455から西側の範
囲に集中している。土坑SK460～462からは、中世の土器
が出土しているが、その他は、近世以降の土坑である。
 （今井晃樹・荒田敬介／神戸市教育委員会）

３　出土遺物

　土器は整理用コンテナ１箱、瓦は整理用コンテナ28箱
あり、ほかに、東西溝SD451埋土から漆塗りの木椀１点、
SD451の護岸材として用いられた近世の棟木の転用材１
点、包含層から凝灰岩１点（356ｇ）を取り上げた。ここ
では、本薬師寺創建期の瓦類を報告する。
瓦　類　　本調査で出土した瓦類（表Ⅱ-５）のうち、面
戸瓦・熨斗瓦・隅切平瓦・ヘラ描き平瓦は、いずれも古
代である。東西溝SD452からは、6276・6641・6647型式
のほか、近世の軒瓦も出土し、溝の護岸にも多量の丸・

平瓦を使用していた。三重弧文軒平瓦は、東西溝SD451
から出土している。
　東西溝SD450からは、古代の瓦がまとまって出土した。
内訳は、6276Eが２点、6641Hが１点、6647Iが１点、丸
瓦10.3㎏、平瓦15.6㎏である（図Ⅱ-15）。6276E（１）は、
瓦当径14.2㎝、瓦当厚2.0㎝の薄型で、丸瓦端面の円周に
沿ってヘラ状工具で溝を入れて接合している。丸瓦部に
は、瓦当面から10㎝の箇所に方形の釘孔がある。灰白色
でやや軟質。6641H（２）は、瓦当厚5.2㎝で、顎の長さ
は不明。灰色で硬質。6647I（３）は、顎部が剥離したも
ので、段顎の長さ5.0㎝、顎の深さ0.7㎝。灰白色でやや
軟質。6641Hは本屋根用、6276Eと6647Iは裳階用の創建
瓦である。本屋根用と裳階用の丸・平瓦も出土した。完
形品はないが、本屋根用丸瓦は、段部径が16.5㎝。灰色
で硬質。裳階用丸瓦は、筒部径が13.7㎝。灰白色でやや
軟質。いずれも粘土板巻き付けつくりで、筒部と玉縁部
を一体で成形したのち段部を貼り付ける。本屋根用平瓦
は、狭端幅25.3㎝、狭端の厚み2.2㎝で、凹面は狭端から
約12㎝のところまで布目を擦り消している。灰色で硬
質。裳階用平瓦は、広端付近の幅22.2㎝、広端の厚み1.4
㎝で、凹面の布目を部分的に擦り消している。灰白色で
やや軟質。いずれも粘土板桶巻きつくりである。 （今井）

４　ま と め

　今回の調査では、平安時代後期の溝１条、近世代の溝
２条、中世～近世代の土坑14基、近代の井戸２基を検出
した。本薬師寺講堂の南東隅にあたると予想されていた
が、講堂に関係する遺構は検出されなかった。
　遺構面の④層は、井戸SE455から西側が細砂、東側が
粗砂という砂質の違いがあり、地下水位が高いことも
あって、この層下は湧水が著しい。つまり④層は、川砂
に由来する堆積層であり、湧水する④層下に基壇などの
遺構が存在する可能性は低く、④層を掘り込む東西溝
SD450も講堂に関係する遺構とは考え難い。これらの諸
点から、SD450が形成される以前に講堂が河川の氾濫に
よって流出したか、あるいは、講堂が本調査地よりも、
さらに北側に存在した可能性が考えられる。 （今井・荒田）

図Ⅱ︲₁₅　SD₄₅₀出土軒瓦　1：４

表Ⅱ︲５　第₁₇₈︲1次調査出土瓦類集計表

軒丸瓦 軒平瓦 その他
型式 種/時代 点数 型式 種/時代 点数 種類 点数
6276 Aa 3 三重弧文 1 面戸瓦 1
6276 E 4 6641 H 2 熨斗瓦 11
不明 古　代 3 6641 K 1 隅切平瓦 2
巴文 近世以降 9 6641 O 2 ヘラ描き平瓦 1

6641 ？ 1 桟　瓦 13
6647 G 1
6647 I 3
橘唐草文 近世以降 2
不明 近世以降 1

計 19 計 14 計 28
重　量 丸　瓦 48.3㎏ 平　瓦 115.7㎏

1

2

3
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１　調査経過（第₁₇₃︲₄次）

　本調査は大和平野支線水路等改修工事にともなう事前
調査である。調査対象地は、藤原京右京七条一坊にあた
り、周辺では、第62次調査で古墳時代の竪穴建物、藤原
京期の掘立柱建物や区画溝などを確認している １）。2012
年度の工事範囲は、市道飛騨町木之本線の総長約120ｍ
で、新規掘削をともなう範囲のうち、２ヵ所に発掘調査
区を設定した（東区・西区）。両区とも、掘削範囲は東西
13ｍ、南北1.3ｍであるが、３ｍ分は土盛地として使用
したため、調査面積は各13㎡、計26㎡である。それ以外
の約100ｍ分は立会調査とした。
　発掘調査期間は、2013年１月21日から１月30日、立会
調査期間は2013年２月14日から３月７日である。以下で
は、発掘調査対象とした東区・西区の調査成果について
報告する。

２　調査成果

　基本層序は、上から①アスファルト、②道路造成にと
もなう砕石・真砂土・粗砂層、③青灰色粘土層、④暗灰
色細砂層、⑤緑灰色細砂層、⑥砂層の順である。検出し
た主な遺構は、東区で南北溝１条、西区で南北溝１条、
柱穴列１条で、いずれも④暗灰色細砂層上面で検出し
た。遺構検出面の標高は、74.2～74.4ｍで、周辺の第62
次調査や第168-9次調査とほぼ一致する。

東　　区

南北溝SD₁₁₁₅₀　　調査区の中央東寄りで検出した素掘
溝。幅2.0～2.1ｍ、深さ15㎝。第168-9次調査で確認し
た南北溝SD11069から約７ｍ西に位置する。SD11150と
SD11069の溝心々距離は7.4ｍで、これらが西一坊坊間路
の両側溝となる可能性もあるが、検出範囲が狭い点、出
土遺物が少なく、詳細な時期決定ができない点など、検
討課題も多く確定できない。

西　　区

南北溝SD₆₅₁₁　　調査区の西寄りで検出した素掘溝。幅
0.45ｍ、深さ10～15㎝。第62次調査で確認している藤原
京期の南北溝SD6511の南延長部分と考えられる。

柱穴列SX₁₁₁₅₅　　調査区東寄りで検出した柱穴列。２
基の柱穴からなる。西側の柱穴は一辺35～45㎝、深さ５
㎝、東側の柱穴は一辺60㎝、深さ20㎝。いずれも一辺20
～30㎝、厚さ3.5㎝の方形の板材が出土した。
　板材は、西側の柱穴では平置きの状態で、東側の柱

右京七条一坊・藤原宮外周
帯の調査
－第173-4次・第178-2次

図Ⅱ︲₁₆　第₁₇₃︲₄・₁₇₈︲₂次調査区位置図　1：₃₅₀₀
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穴では、柱抜取穴内で斜めに立った状態で出土し（図Ⅱ
-17）、礎板として利用されていたと考える。板材の特徴
や柱穴埋土の状況はよく似る。西側の柱穴は、第62次調
査で確認した藤原京期の南北塀SA6479の柱筋や掘立柱
建物SB6480の西側柱筋と位置が揃うことから、この柱
穴列も藤原京期のものである可能性が高い。 （若杉智宏）

３　出土遺物

木製品　　柱穴列SX11155から板状木製品２枚が出土し
た（図Ⅱ-19）。１は、西側の柱穴から出土した29.5×22.5
×3.8㎝を測るヒノキの板目材である（樹種同定は藤井裕之
による）。板目面と柾目面は平滑に加工されており、幅３
～４㎝前後のチョウナ痕が多数残る。一方、木口面には
チョウナ痕は確認できず、やや荒れた状態を呈する。両

木口ともに、隅部に２㎜程度の段差が残っており、鋸に
よる切断時の痕跡とみられる。
　２は、東側の柱穴から出土したもので、23.4×17.0×3.8
㎝を測るヒノキの板目材である。加工は１と同様で、板
目面、柾目面をチョウナで削って仕上げ、木口面は鋸に
よる切断面を残す。１・２は形状のみならず、加工痕や
木目の様相も酷似しており、一連の加工により成形され
たものである可能性が高い。隣り合う柱穴から出土して
いることからも、礎板として使用されたものと推測され
る。  （廣瀬　覚）

　この他、本調査区からは、土器、瓦などが出土したが
量は少ない。土器には土師器、須恵器などがある。また、
青灰色粘土層からは馬歯が出土した。

図Ⅱ︲₁₈　第₁₇₃︲₄次調査遺構図　1：₂₅₀

図Ⅱ︲₁₉　第₁₇₃︲₄次調査　柱穴列SX₁₁₁₅₅出土木製品　１：４
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図Ⅱ︲₂₀　第₁₇₈︲₂次調査遺構図　1：₅₀₀ 図Ⅱ︲₂₁　西一坊大路・六条大路交差点付近遺構図　1：₂₅₀
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４　調査経過（第₁₇₈︲₂次）

　本調査も第173-4次調査同様、大和平野支線水路等改
修工事にともなう事前調査で、調査地は藤原京右京七条
一坊および藤原宮外周帯にあたる。周辺では、第63次
調査で藤原京期前後の掘立柱建物や素掘溝などを ２）、第
78-9次調査で条坊道路側溝を確認している ３）。本調査で
は、工事範囲の大部分が西一坊大路東側溝の想定位置に
あたるため、工事区間のほぼ全域を発掘調査対象とし
た。調査区は幅約1.5ｍ（一部2.4ｍ）、南北約110ｍで、調
査面積は、182㎡である。調査期間は、2013年８月５日
から９月13日である。
　遺構検出面の標高は73.3～73.7ｍで、南が高く、北が
低い。調査区全体にわたり、遺構検出面直上まで近現代
の攪乱がおよんでいた。遺構検出面の標高は、周辺の第
63次調査や第78-9次調査とほぼ一致する。

５　調査成果

　調査区中央付近で、東西溝を２条、調査区北側で、東
西溝を２条、南北溝を１条検出した。以下、各遺構の概
要を述べる。
東西溝SD₆₅₁₀　　調査区中央（Ｘ－166,764.5付近）で検出
した素掘溝。幅0.70～0.80ｍ、深さ５㎝。後世の削平の
ため浅く、長さも東西0.70ｍ分を確認したのみであるが、
第62・63次調査で確認した東西溝SD6510の西延長部分
と考える。
東西溝SD₁₁₂₀₁　　調査区中央（Ｘ－166,757.0付近）で検
出した素掘溝。幅1.3～1.7ｍ、深さ30㎝。東西１ｍ分を
確認した。検出位置が六条大路南側溝の想定位置とほぼ
一致しており、六条大路南側溝の可能性がある。
東西溝SD₁₁₂₀₂　　調査区北側（Ｘ－166,743.0付近）で検
出した素掘溝。幅1.5ｍ、深さ25㎝。東西0.70ｍ分を確認
した。検出位置は、六条大路北側溝の想定位置から南へ
約1.5ｍの場所である。

東西溝SD₁₁₂₀₃　　調査区北側（Ｘ－166,741.5付近）で検
出した素掘溝。幅0.35～0.65ｍ、深さ15㎝。東西0.70ｍ
分を確認した。検出位置は六条大路北側溝の想定位置と
ほぼ一致するが、幅・深さともに小さく、条坊側溝と断
定するのは難しい。
南北溝SD₁₁₂₀₀　　調査区北側（Ｘ－166,740.3～－166,710.4）
で検出した素掘溝。深さは50㎝、確認できた長さは南北
30ｍ分である。検出できたのは東肩のみで、幅は0.85ｍ
以上。検出位置は、西一坊大路東側溝の想定位置とほぼ
一致しており、西一坊大路東側溝の可能性が高い。

６　出土遺物

　本調査区からは、土師器、須恵器、弥生土器、瓦器、
瓦などが出土した。出土遺物の多くは、近現代の攪乱に
ともなうものである。

７　ま と め

　２ヵ年度にわたる調査成果をまとめると、第173-4次
調査では、２ヵ所の調査区で南北溝２条、柱穴列１条な
どの遺構を検出し、第178-2次調査では、東西溝４条、
南北溝１条を確認した。周辺の調査区の状況から、その
多くは藤原京期の遺構の可能性が高い。そのなかでも、
東西溝SD11201・SD11202、南北溝SD11200は、位置関
係から条坊道路（六条大路・西一坊大路）の側溝の可能性
がある。両調査とも、水路付け替え工事にともなう調査
で、幅１ｍ強の狭小な調査範囲ではあったが、藤原京期
と考えられる遺構の存在が確認できた。藤原京研究の進
展には、このような地道な調査成果の積み重ねが今後も
必要と考える。  （若杉）

註
１） 「右京七条一坊・二坊の調査（第58-17次等）」『藤原概報 20』。
２） 「右京七条一坊の調査（第63次等）」『藤原概報 21』。
３） 「右京六・七条二坊の調査　第78-9次」『年報 1997-Ⅱ』。

図Ⅱ︲₂₂　第₁₇₈︲₂次調査区完掘状況（X－₁₆₆,₇₂₉～－₁₆₆,₇₄₆付近　南から） 図Ⅱ︲₂₃　南北溝SD₁₁₂₀₀（X－₁₆₆,₇₂₈付近　北西から）
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１　はじめに

　今回の調査は、個人住宅建設にともなう事前調査とし
て実施した。調査地は橿原市木之本町で、藤原京左京五
条三坊にあたり、従前の調査成果によれば、東二坊大路
および五条条間路の交差点の存在が予想される位置であ
る（図Ⅱ-24）。調査区はこれらの条坊道路の側溝の検出
を主たる目的とし、東西16.0ｍ、南北7.0ｍの規模の本調
査区を設定した。その後、五条条間路両側溝を検出する
ために、新たに調査区の南側に東西3.0ｍ、南北4.0ｍの
南拡張区を、北側に東西1.5ｍ、南北5.5ｍの北拡張区を
設けた。調査面積は本調査区と南北拡張区をあわせて約
132.3㎡である。全体の発掘調査期間は2013年７月１日
から７月19日である。

２　検出遺構

基本層序　　調査区の基本層序は、地表面から順に黄褐
色砂質土（現代の造成土）、黒褐色砂質土（現代の畑耕作土）、
明褐色粘質土または褐灰色粘質土（床土）、暗灰黄色粘
質土または褐色粘質土があり、さらにその下層にはオ
リーブ褐色粘性砂質土または灰黄褐色粘性砂質土が調査
区全体にわたって堆積する。現地表面は、現代の造成土
が厚く盛られた調査区南側で標高75.0ｍ前後、現代の盛
土がない調査区北側の畑耕作土上面で標高74.3ｍ前後で
ある。今回検出した遺構のうち、古代以前に属すると考
えられる遺構は、標高73.8ｍ前後の暗灰黄色粘質土また
は褐色粘質土上面、およびその下層のオリーブ褐色粘性
砂質土または灰黄褐色粘性砂質土上面で検出している。
このうち、後述する藤原宮期前後の遺物が出土した溝等
は、いずれも暗灰黄色粘質土または褐色粘質土上面から
掘り込まれていることから、この土層は藤原京造営段階
ないし藤原京期の整地土の可能性が考えられる。
検出遺構の概要　　古代以前に属すると考えられるもの
は南北溝１条、東西溝４条、斜行溝１条、土坑７基であ
る（図Ⅱ-25・26・27）。このほか、耕作にともなう小溝が
南北方向に10条、東西方向に１条認められる。以下、各
遺構の内容を説明する。

南北溝SD₁₁₁₉₀　　本調査区中央で検出した南北方向
の素掘溝。溝の幅は1.4～1.8ｍ、深さは最大で0.3ｍ程
度が残る。長さ5.1ｍ分を検出し、さらに調査区外の南
北へ延びる。また、本調査区中央やや南よりで東西溝

左京五条三坊の調査
－第178-3次

図Ⅱ︲₂₅　本調査区全景（北拡張区設定前。北東から）

図Ⅱ︲₂₄　第₁₇₈︲₃次調査区位置図　1：₄₀₀₀
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SD11193が接続する。溝の埋土中からは藤原宮期前後の
須恵器、軒丸瓦、軒平瓦などが少量出土している。
東西溝SD₁₁₁₉₂　　本調査区東北隅で検出した東西方向
の素掘溝。溝の幅は0.7～0.8ｍ、深さは最大で0.4ｍ程度
が残る。東は調査区外へ延びるが本調査区東辺から2.8
ｍ西で途切れる。溝埋土から須恵器、土師器が出土して
いる。
東西溝SD₁₁₁₉₃　　本調査区東側で検出した東西方向の
素掘溝。溝の幅は0.7～0.9ｍ、深さは最大で0.4ｍ程度が
残る。東は調査区外へ延びるが本調査区東辺から西へ約
６ｍの本調査区中央やや南よりで南北溝SD11190に「Ｔ」
字形に接続し、そこから西へは延びない。溝埋土からは

７世紀～藤原宮期前後の須恵器、土師器が出土している。
東西溝SD₁₁₁₉₄　　南拡張区で検出した東西方向の素掘
溝。溝の幅は0.8～1.0ｍ、深さは最大で0.2ｍほどが残る。
長さ1.6ｍ分を検出し、さらに調査区外の東西へ延びる。
溝埋土からは須恵器が出土している。
東西溝SD₁₁₁₉₁　　北拡張区で検出した東西方向の素掘
溝。溝の幅は1.6ｍ、深さは最大で0.5ｍ程度が残る。長
さ1.0ｍ分を検出し、調査区外の東西へ延びる。溝埋土
からは須恵器や土師器が出土している。
斜行溝SD₁₁₁₈₉　　本調査区東側で検出した素掘溝。北
で東に約45°振れて斜行する。溝の幅は、0.3～0.9ｍ、深
さは0.4ｍ以上が残る。長さは8.0ｍ以上を検出し、さら

図Ⅱ︲₂₆　第₁₇₈︲₃次調査遺構図・土層図　1：₁₅₀
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に本調査区外の北東－南西へ延びる。溝は調査区全体に
堆積する灰黄褐色粘性砂質土またはオリーブ褐色砂質土
から掘り込まれており、藤原京造営段階ないし藤原京期
の整地土と考えられる暗灰黄色粘質土および褐色粘質土
によって覆われていたため、東西溝SD11192・11193や
耕作にともなう小溝の埋土を完全に除去した溝底面で検
出した。したがって、これらより明らかに古い時期の遺
構である。調査区内からは、古墳時代の土器や埴輪も出
土していることから、古墳時代に属する遺構である可能
性を考えておきたい。
土坑群　　本調査区東側および南北拡張区を中心に７基
の土坑を検出した。このうち一部の土坑は遺構の重複関
係から東西溝SD11193より古いと判断されるものあり、
溝掘削以前の遺構が含まれている。ただし、各土坑の性
格は不明である。  （清野孝之・山野ケン陽次郎／熊本大学）

３　出土遺物

　調査区から、土器、埴輪、瓦類、木製品、獣骨、獣歯
等が出土した。
土　器　　遺物整理用木箱３箱分の土器類が出土した。
床土出土の近代の陶器を除くと、古墳時代から中世まで
の土師器、須恵器、瓦器、埴輪などがある。多くが小片
であり、図化可能なものはほとんどない。
　南北溝SD11190、東西溝SD11193・11191から出土し

た土器には、杯Ａ、杯Ｃ、杯Ｈ、甕、ミニチュア土器な
どの土師器や、杯Ａ、杯Ｂ蓋、杯Ｇ、杯Ｈ、高杯、器台、
壺、甕などの須恵器がある。これらの土器には、飛鳥Ⅲ
以前と考えられるものや、藤原宮期以降のものもみられ
るが、かえりのない須恵器杯Ｂ蓋など、藤原宮期前後に
属すると思われる資料を確実に含む。同様のことは、藤
原京造営段階ないし藤原京期の整地土と考えられる土層
の上面から出土した土器にも指摘できる。  （大澤正吾）

瓦　類　　今回の調査により出土した瓦は、軒丸瓦１
点、軒平瓦２点、ヘラ描き平瓦１点、丸瓦８点（0.820㎏）、
平瓦19点（2.50㎏）と少ない。床土から出土した少量の
近世瓦を除くと、ほとんどが７世紀後半～藤原宮期ごろ
の瓦と考えられる。軒丸瓦では、粗く砂粒の多い胎土（N/
Pグループ）でつくられた6275Aが南北溝SD11190から出
土した（図Ⅱ-28-1）。
　軒平瓦２点のうち、１点は重弧文で藤原京造営段階な
いし藤原京期の整地土と考えられる土層の上面から出土
した。顎部分のみであるため、正確な弧線の数は不明だ
が、四重弧もしくは五重弧とおもわれる。弧線は凹凸が
低く断面が三角形状を呈する。もう１点は偏向唐草文軒
平瓦で南北溝SD11190から出土した（図Ⅱ-28-2）。貼り付
け段顎をもち、顎の長さは6.5㎝、深さは2.3㎝。凹面の
瓦当際を横方向に削る。硬質で灰色、胎土には石英・長
石粒が多く含まれる。脇区の界線が瓦当上端から下端ま

図Ⅱ︲₂₇　本調査区南半および南拡張区の状況（北東から） 図Ⅱ︲₂₈　第₁₇₈︲₃次調査出土瓦類　１：４
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で延びる点で既存の型式に該当するものがないため、新
型式の可能性があるが、焼成・技術・文様からみて時期
は藤原京期前後とみられる。  （森先一貴）

そ の 他　　東西溝SD11193からウマの臼歯、南北溝
SD11190から燃えさし、木片が出土した。

４　ま と め

　今回の調査で検出した南北溝SD11190、東西溝
SD11191・11193は、これまでの藤原京における調査成
果と比較すると、藤原京の条坊道路の側溝である可能性
を指摘できる。南北溝SD11190は東二坊大路の東側溝に、
東西溝SD11191・11193はそれぞれ五条条間路の北およ
び南側溝にあたると想定される（図Ⅱ-29）。
　東二坊大路については、これまでに左京四条三坊・
七条二坊、紀寺跡の東側で東西両側溝が検出されてい
る １・２）。南北溝SD11190はこのうちの東側溝の北側延長
線上に位置しており、埋土中に藤原宮期の土器や瓦類
を含むことや、五条条間路南側溝に比定される東西溝
SD11193と「Ｔ」字形に接続する点などから、東二坊大
路東側溝の可能性が高いと考えられる。
　五条条間路については、先行条坊（西方官衛下層）を含
めこれまでに、右京五条四坊、右京五条五坊で南北両側
溝を確認しているが、左京では同一地点で両側溝を確認
した事例がない ３～５）。このうち右京五条四坊で検出し
た五条条間路南側溝がやや南に位置するものの、その他
の南北側溝の東側延長線上にSD11191とSD11193がほぼ
重なってくる。このため東西溝SD11191が五条条間路北
側溝、東西溝SD11193が五条条間路南側溝に該当する可
能性は十分に考えられる。その場合、五条条間路の路面
幅は4.8ｍ、溝心々幅は6.1ｍとなる。
　ところが、これまでの調査で検出されている五条条間
路の幅は、右京五条四坊で路面幅が9.6ｍ、溝心々幅が
10.5ｍ、右京五条五坊で路面幅が5.4ｍ、溝心々幅が6.6
ｍである ６）。ややばらつきはあるものの、いずれも今
回検出した東西溝SD11191を五条条間路北側溝、東西溝
SD11193を五条条間路南側溝とした場合の五条条間路よ
り幅が広い。今回の調査区では五条条間路北側溝の可能
性を指摘した東西溝SD11191の検出長が短い点、加えて
これまでに左京で五条条間路の両側溝を確認した事例が
ないことを考慮すれば、今後の左京での調査成果をあわ

せ、慎重に検討を重ねていく必要がある。
　このように、今回の調査で検出した東西溝SD11191・
11193を正確に評価していくためには、今後の資料の蓄
積、研究の進展を待つ必要がある。しかしながら、五条
条間路南北側溝の可能性を指摘できる遺構を、左京にお
いて同一地点で検出したことの意義は大きい。東二坊大
路東側溝と推定できる南北溝SD11190の検出も含め、今
後の藤原京の条坊研究を進展させる上で貴重なデータを
加えることができたものといえよう。  （清野・山野）

註
１） 橿原考古学研究所編「紀寺跡第７次発掘調査概報」『奈良

県遺跡調査概報』1992。
２） 「東二坊大路・宮東面・東方官衙地区の調査（第75-13次）」

『藤原概報 25』。
３） 奈文研『飛鳥・藤原宮発掘調査報告Ⅱ―藤原宮西方官衛

地域の調査―』奈文研季報 第31冊、1978。
４） 橿原市千塚資料館編『平成４年度埋蔵文化財発掘調査速

報展　かしはらの歴史をさぐる』1993。
５） 橿原市千塚資料館編『平成８年度埋蔵文化財発掘調査速

報展　かしはらの歴史をさぐる　５』1997。
６） 奈文研『藤原京研究資料』1998。

図Ⅱ︲₂₉　今回の調査と関連する条坊遺構検出位置
■：両側溝を検出、▲：いずれかの側溝を検出
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１　はじめに

　調査は、法花寺町地内の農水路改修にともなうもの
で、第173-1次調査地（2012年度）に隣接する南側である
（図Ⅱ-30）。農水路が東二坊大路東側溝の推定地に重なっ
ており、今調査においても検出が期待された。調査区は、
水路設定予定心から、東西それぞれ1.50ｍの広さで設定
した。また、東西計７ヵ所の拡張区を設けて条坊側溝の
延長を確認した。調査面積は400㎡である。

２　検出遺構

　調査地内の基本土層は、①現耕作土、②旧耕作土、③
水路の堆積、④条坊側溝の埋土、⑤飛鳥時代以前の堆積
土の５層である。現水路により遺構面が失われている部
分が多いため、拡張区１～７を設定して、広がりを確認
しつつ調査をおこなった（図Ⅱ-31・32）。
土坑SK₁₁₂₁₀　　拡張区１西端で検出した土坑である。
一部分がみえているだけであり全体の平面形は不明であ
る。調査区内での径は1.00ｍ、深さ0.80ｍである。古墳
時代前期の土器が出土した。
南北溝SD₁₁₂₁₁　　上述の土坑SK11210の東側を壊して
おり、南北溝SD11212に東肩を壊されている。幅は残存
幅で1.60ｍ、深さは0.30ｍである。
南北溝SD₁₁₂₁₂　　拡張区１・４～７区および調査区の
壁面で確認した。両肩を確認することができた拡張区６
では、幅1.70ｍ、深さ0.30ｍとなる。拡張区１・４・５
では、東側が現水路で壊されている。
　この南北溝は、東二坊大路東側溝であると判断される。
　また拡張区７は三条条間路が想定される位置の東
側に0.50×9.00ｍの範囲で設定した。ここから南北溝
SD11212の東肩を確認できたが、三条条間路の南北側溝
は調査区外に位置し、検出できなかった。
土坑SK₁₁₂₁₃　　拡張区６で確認した土坑である。西半
は現水路によって壊されており、南北長1.00ｍ、深さ
0.25ｍである。弥生時代後期～古墳時代前期の土器が出
土している。  （南部裕樹）

左京三条三坊・東二坊大路
の調査
－第178-7次

図Ⅱ︲₃₁　第₁₇₈︲₇次調査区全景（北から）

図Ⅱ︲₃₀　第₁₇₈︲₇次調査区位置図　1：₅₀₀₀
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３　出土遺物

土　器　　本調査区から出土した土器は、整理用木箱３
箱で、古墳時代の土師器と古代の土師器、須恵器を主
体とする（図Ⅱ-33）。以下、南北溝SD11212および土坑
SK11210出土の土器について報告する。
南北溝SD₁₁₂₁₂出土土器　　土師器は、杯Ａ、杯Ｂ、杯
Ｂ蓋、杯Ｈ、杯、甕などがある。２・３は杯Ａで、２は
内面に二段放射暗文を施す。外面は磨滅が著しいが、ミ
ガキを施しているものと思われる。３はb1手法で調整
する。内面は磨滅が著しく、暗文の有無は判然としない。
復元口径は17.0㎝、器高は5.0㎝、径高指数は29.4である。
口縁端部の巻き込みが見られないが、器形上の特徴から

杯Ａに含めた。１は杯Ｂ蓋。内外面ともにヨコナデ調整。
ただし、ミガキの有無は不明。４は杯で、b0手法で調
整し、暗文は施さない。SD2300出土土器で杯Ｚとされ
ているものに似る １）。
　須恵器には、杯Ａ、杯Ｂ、杯Ｂ蓋、鉢Ｆ、甕Ａ、甕Ｃ
などがある。６は杯Ａ。口縁部はロクロナデ、底部外面
はロクロケズリで調整する。また、口縁部外面から内面
全体にかけて、自然釉が降着する。５は杯Ｂ蓋で、かえ
りをもたない。外面はロクロケズリで調整し、自然釉が
降着する。７は甕Ａ。外面に格子目文タタキ目、内面に
同心円文の当具痕を残す。８は甕Ｃ。内外面ともにタタ
キ目、当具痕の大部分をナデ消す。これらの土器は、土
師器杯Ａや須恵器杯Ｂ蓋の特徴より、藤原宮期（飛鳥Ｖ）

図Ⅱ︲₃₂　第₁₇₈︲₇次調査区遺構図　1：₄₀₀・土層図　1：₅₀

SD11212SD11212

Y-17,145 Y-17,143W E

H=69.80m

SD11212SD11212

EW
Y-17,145Y-17,146

H=69.80m

SD11212SD11212

W E
Y-17,145Y-17,147

H=69.80m

SD11212SD11212

SD11211SD11211

SK11210SK11210

H=68.70m

W E
Y-17,146Y-17,147

拡張区１

拡張区２

拡張区３

拡張区４

拡張区５

拡張区６

拡張区７

SD11211

SK11210

SK11213SK11213

S
D
1
1
2
1
2

S
D
1
1
2
1
2

東
二
坊
大
路
東
側
溝

東
二
坊
大
路
東
側
溝

X-165,800

X-165,820

X-165,840

Y-17,145

Y-17,145

X-165,840

X-165,860

X-165,880

Y-17,145

Y-17,145

0

10m

0 1m

拡張区１　北壁土層図

拡張区４　北壁土層図

拡張区５　北壁土層図

拡張区６　北壁土層図



102 奈文研紀要 2014

に属すると考えられる。
土坑SK₁₁₂₁₀出土土器　　全て土師器である。９・10は
小形丸底鉢。９は単口縁で、器壁は厚く、粗製である。
口縁部は内外面ともにナデ、胴部は外面上半をヘラケズ
リ、下半をユビオサエ、内面を板ナデにより調整する。
10は有段口縁で、器壁が薄く、精製品である。内外面は
ナデにより調整するが、外面には光沢があり、ミガキに
よるものである可能性もある。11は高杯の脚部。脚部の
外面を縦方向のヘラケズリで調整するが、ミガキは確認
できない。ケズリの稜線は比較的明瞭に残る。12は布留
式甕である。口縁部はわずかに内彎しながら外方へ延び
る。胴部外面はタテハケ、内面は横方向のヘラケズリで

調整する。13は東海系のＳ字口縁甕である。口縁部に刺
突文を施さず、口縁部から肩部にかけて内面はなだらか
に屈曲する。これらの土器は有段口縁鉢を含むことや、
Ｓ字口縁甕が廻間Ⅱ～Ⅲ式の特徴を有することから、古
墳時代前期に属するものと考えられる。  （大澤正吾）

瓦　類　　瓦は調査区内から軒丸瓦が２点、軒平瓦が１
点、その他に丸瓦24点（2.86㎏）、平瓦が65点（4.35㎏）出
土した。軒丸瓦は6276Gが２点（図Ⅱ-34は南北溝SD11212
出土）、軒平瓦は重弧文が１点である。

４　ま と め

　これまでの調査で、東二坊大路東側溝の両肩を確認で
きているのは合計４ヵ所であり、それぞれの溝心の世界
測地系に換算した座標値を表Ⅱ-６に掲載した。回帰分
析によって導きだされる方程式は

Y=－tan0°58′48.1″X－19,982.55
である。相関係数は0.99667、残差分散は0.65325であり、
１㎞を超える長さではほぼ直線とみて差し支えない。
　今年度の全長約100ｍにわたる調査で東二坊大路東側
溝を確認したことで、今後の調査に向け信頼性の高い
データを得ることができた。  （南部）

註
１） 「藤原宮東面内濠SD2300出土土器（１）―第24次調査から」

『紀要 2012』。

図Ⅱ︲₃₃　第₁₇₈︲₇次調査出土土器　１：４（１～８：SD₁₁₂₁₂　９～₁₃：SK₁₁₂₁₀）

図Ⅱ︲₃₄　第₁₇₈︲₇次調査出土軒瓦　１：４

表Ⅱ︲６　東二坊大路東側溝心座標一覧

調　査 遺　構 Ｘ Ｙ

178-7次 三条　SD11212 －165,891.00 －17,144.20

75-13次 四条　SD8310 －166,063.00 －17,141.85

178-3次 五条　SD11190 －166,339.80 －17,138.00

74次 七条　SD249 －166,965.00 －17,126.00

0

1 5
9

10

11

12

8

13

7

6
2

3

4

10㎝



図Ⅱ︲₃₅　飛鳥地域発掘調査位置図　1：₆₀₀₀
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１　はじめに

　甘樫丘は飛鳥川の西岸に位置する標高145ｍほどの丘
陵で、多数の谷が入り込む複雑な地形を呈している。『日
本書紀』には、皇極天皇３年（644）に蘇我蝦夷・入鹿親
子の邸宅が甘樫丘に営まれたことが記されている。
　甘樫丘東麓遺跡は、これまで本調査地の南に所在する
南東に開く谷で、小規模なものも含め合計９回の発掘調
査をおこなっている（図Ⅱ-36）。第71-11次調査（1993年度）

から第141次調査（2005年度）までは、国営飛鳥歴史公園
甘樫丘地区の整備にともない、遺構の有無や状況を確認
するための発掘調査を、第146次調査（2006年度）以降は、
国土交通省近畿地方整備局国営飛鳥歴史公園事務所の協
力を得て、遺跡の内容・性格を解明するための発掘調査
をおこなった。その結果、７世紀から８世紀初頭にかけ
て、谷を大規模に造成し、活発な土地利用をおこなって
いること、尾根の中腹には柱列がめぐり、谷の奥には石
垣・建物・塀などが展開するが、入口付近では工房的な
施設が存在した可能性が高く、場所により土地利用の様
相が異なること、などがあきらかとなっている。また、
３時期の遺構変遷を把握しており、Ⅰ期が７世紀前半か
ら中頃まで、Ⅱ期が７世紀後半、Ⅲ期が７世紀末から８
世紀初頭までにあたる。
　今回の調査は、国営飛鳥歴史公園甘樫丘地区の整備に
ともなうもので、Ａ～Ｃ区の３ヵ所の調査区を設定し
た。Ａ区は丘陵の尾根上、Ｂ区はその東に降る斜面、Ｃ
区はさらに東で南東に開く谷に位置する（図Ⅱ-36）。
　Ａ区・Ｂ区の調査は、2012年12月３日に開始し、2013
年１月17日に終了した。いずれも、古代の明瞭な遺構は
確認できなかった １）。また、周辺では、第133-10次調査

（2004年度）で、Ｃ区の北側の丘陵の尾根上を調査してい
るが、近年の重機による削平が著しく、古代に遡る遺構
や遺物は確認されていない。
　以下、Ｃ区の調査成果を述べる。調査区は、南北31ｍ、
東西30ｍで、北側の斜面地の一部に幅2.7ｍ、長さ９ｍ
のトレンチを設定した。調査期間は、2013年１月10日か
ら３月27日までおこない、途中約２ヵ月間の中断を経

て、2014年６月３日から再開し、12月６日に終了した。

２　調査成果

基本層序

　調査地は、北西から南東に傾斜する谷地である。調査
の結果、谷の斜面を切土・盛土し、平坦面を造成してい
たことがあきらかとなった。基本層序は、上から、表土、
遺構廃絶後の堆積土、整地土、谷の埋立土、地山である。
調査地南東部の３分の１ほどは、後世の土地利用によっ
て大きく削平を受けており、すでに遺構面は失われてい
た。遺構は、整地土（黄褐色粘質土）、谷の埋立土、地山
各上面で検出した。

地山面および谷埋立土上面の遺構

上段平坦面SX₂₇₀・下段平坦面SX₂₇₁　　調査区西半で
は、斜面地を谷の地形にあわせて地山を削り、高低差約
２ｍの上下２段の段を造り出し、それぞれ平坦面を造
る。上段の平坦面SX270は、南半は幅２～３ｍで北に向
かって広くなり、調査区北辺では幅６ｍ以上となる。下
段平坦面SX271は、切土に加え、谷の低い部分を埋め立
てることによって、東西20ｍ以上、南北30ｍ以上の広い
平坦面を造り出す。
　谷の埋め立ては、埋土が厚い単位で斜めに堆積してい
ること、途中に平坦な整地面などが確認されないことか
ら短期間におこなわれたとみられる。埋立土は、上部は
灰褐色系を中心とし、部分的に炭が混入する層もある。
下層は青灰色の砂質土を中心とする。遺物は、主として
土器が多く、下層からは有機物も確認された。埋立土を
取り除いた谷の底面は、よくしまった明橙色土で、これ
以下は遺物を含まないことから、自然堆積土であると判

甘樫丘東麓遺跡の調査
－第177次

図Ⅱ︲₃₆　第₁₇₇次調査区位置図　1：₃₀₀₀
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断した（図Ⅱ-38・40）。なお谷底では、遺構検出面から
約3.6ｍの深さで自然堆積土を確認したところで安全上
の理由から掘削を中止し、地山は確認していない。
掘立柱建物SB₂₇₅　　調査区北部中央で検出した掘立柱
建物。後述の素掘溝SD280の埋土を除去し底面で検出し
た（図Ⅱ-37・39）。
　東西３間、南北３間の総柱建物で、柱間寸法は約1.5ｍ、
北側と南側の１間は約1.2ｍである。正方位に対して、東

で北に振れる。柱掘方は布掘りで、柱の一部は抜き取ら
れ、径約0.2ｍの柱痕跡をもつ柱穴もある。掘方は、側
柱筋は南東隅とその西の柱穴の間を開き、それ以外は連
続して掘る。入側柱は東西の２穴ずつを一連の布掘りと
する。柱穴部分は布掘りの方向に対して長い楕円形を呈
し、長径1.1～1.3ｍ、短径0.8～1.0ｍである。柱穴と柱穴
の間は、狭いところで幅0.4ｍ、深さは浅いところで0.1ｍ
を測り、柱穴部分のみを深く掘り、それ以外の接続部分

図Ⅱ︲₃₇　第₁₇₇次調査C区遺構図　1：₂₀₀
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は狭く浅く掘る。抜取穴は平面不整形で、遺構検出面（H

＝117.80ｍ）からの残存深さは0.8～1.2ｍと一定ではない。
　側柱筋から約0.8ｍ外側には、幅約0.7ｍの溝がめぐり、
SB275にともなう雨落溝とみられる（図Ⅱ-41）。東雨落
溝SD276・北雨落溝SD277・西雨落溝SD278の３条を確
認し、SD276・SD278の南半と、南雨落溝は削平されて
いる。深さは、もっとも深いところで0.1ｍ程度が残存
するのみである。
掘立柱建物SB₂₇₉　　調査区中央で検出した掘立柱建物。

桁行３間、梁行２間の東西棟建物で、東で北に振れるが、
SB275とは揃わない。柱穴４基を検出し、１基は断面観
察用畔で確認した。柱間寸法は、桁行1.8ｍ、梁行1.5ｍ
である。柱穴の掘方は一辺約0.5ｍの隅丸方形のものと、
直径約0.5ｍ程の円形のものがある。一部直径0.2ｍの柱
痕跡をもつものもある。
素掘溝SD₂₈₀　　調査区西北部で検出した。切土した地
山の斜面裾に沿って掘られている。南から北に延び、東
に折れ溝幅が大きく広がる。東に進むにつれ溝の南肩は
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図Ⅱ︲₃₈　谷埋立土堆積状況（南東から） 図Ⅱ︲₃₉　建物SB₂₇₅（北東から）

図Ⅱ︲₄₀　谷埋立土断面図　１：₁₀₀

図Ⅱ︲₄₁　建物SB₂₇₅遺構平面図・断面図　１：₁₀₀
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徐々に緩やかとなり、調査区の東半では南肩を判別し難
い。溝幅は、南半の斜面裾の部分で約0.8ｍ、溝幅を広
げる部分では最大7.0ｍを測り、さらに広がるとみられ
る。掘立柱建物SB275が廃絶した後の遺構である。
土坑SK₂₈₁～₂₈₆　　調査区中央で検出した。重複関係が
認められるものもあるが、建物などとしてはまとまらない。
炭溜SX₂₈₇～₂₈₉　　素掘溝SD280の南東で検出した（図

Ⅱ-42）。埋土に炭を多量に含む。被熱した状況は認めら
れない。上記土坑群とあわせ、SD280を造る時期にその
南東で何らかの土地利用があったことを示すが、用途は
不明である。

下段平坦面SX₂₇₁を覆う整地土上面の遺構

　素掘溝SD280を埋め立て、平坦面SX271を整地する。
大土坑SK₂₉₀　　調査区南半で検出した。南北約3.5ｍ、
東西5.4ｍ以上の不整形平面を呈し、深さは0.3ｍである。
埋土はいくつかの単位に分けられ、土器を多量に含むも
の、炭が混じるものなどがあるが、短期間に埋め立てら
れたと考えられる。整地後に周辺で不要となったものを
投棄したものであろう。
土坑SK₂₉₁～₂₉₃　　調査区西北部で検出した。南北1.4
～2.0ｍ、東西約0.8ｍ、深さ0.4～0.5ｍで南北に長い長方
形を呈する。

その他の遺構

石群SX₂₉₅　　遺構面を覆う堆積土中で確認した（図Ⅱ

-43）。径0.1～0.3ｍの石を主体とし、調査区西部で南北

約14ｍ、東西約７ｍの範囲に広がる。面を揃えるなどの
様子はなく、外部より投棄もしくは崩落したものであろ
う。調査区西側の尾根上に何らかの施設があり、それが
崩壊した可能性も考えられる。  （大林　潤）

３　出土遺物

土器・土製品

　今回の調査では、整理木箱31箱分の土器・土製品が出
土しており、その大部分は古代の土師器・須恵器である。
ここでは、下段平坦面SX271の造成に関わる、調査区東
南部に広がる谷の埋立土から出土した土器群と、建物等
の廃絶に関わる、掘立柱建物SB275や素掘溝SD280を覆
う堆積土から出土した土器群、また石群SX295を覆う堆
積土から出土した土馬について報告する。
谷埋立土出土土器　　谷の埋立土から出土した土器には、
土師器杯Ｃ・杯Ｇ・杯Ｈ・小皿・高杯Ｃ・高杯Ｈ・鉢・
甕・甑など（図Ⅱ-44）、須恵器杯Ｈ・高杯・壺・甕など（図

Ⅱ-45）がある。
　１・２は杯Ｃ。１は口縁端部が内傾する。器面の磨滅
が著しく、暗文の有無は不明。ｂ手法で調整し、底部に
はヘラミガキを施した痕跡がある。２は口縁端部を丸く
おさめ、内面には一段放射暗文を施す。調整はb0手法。
　３・４は杯Ｇ。両者とも口縁端部を丸くおさめる。３
は胎土に径１㎜ほどの砂粒が目立つ。４は内面にタール
状の黒色付着物がみられる。

図Ⅱ︲₄₂　素掘溝SD₂₈₀と土坑群（北から） 図Ⅱ︲₄₃　石群SX₂₉₅（北東から）
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　５～10は杯Ｈ。口径は11.2～14.0㎝。器形には、口縁
部の外反が強いもの（５）、口縁部と底部の境に弱い稜
をもつもの（９・10）、その境が不明瞭なもの（６～８）

などがある。５・８は胎土に赤色粒子を多く含む。
　11・12は杯Ｘ。器形は異なるが、類例が少ないため、
ここでは「杯Ｘ」と一括して報告する。11は内面に放射
暗文を施し、調整はa0手法。12は平底に近く、口縁端部
はわずかに内に肥厚する。底部外面にはハケ目を施す。
　13は小皿。調整はb0手法。内面には広範囲に漆が付
着し、パレットとして使用したことがわかる。
　16～18は高杯Ｃ。16は口縁部と底部の境に稜をもち、
内面には放射暗文を施す。17は脚柱部の内外面に絞り目
が残る。18は脚部でほぼ完存。裾部内面には指オサエの
痕跡が多くみられる。
　14・15は高杯Ｈ。14は底部外面にケズリを施し、胎土
に赤色粒子を多く含む。15は中実の脚部内面を円錐状に
削り取る。外面は、ケズリにより面取りがなされる。
　19・20は鉢。19はｂ手法で調整し、胴部外面にミガキ
を施す。20は胎土に赤色粒子が目立つ。
　21～24は甕。21・22の口縁端部はわずかに内に肥厚す

る。21は胎土に赤色粒子を多く含む。23は口縁部外面に
粘土接合痕が残る。胎土には雲母を多く含む。24は器壁
が厚い粗製品。胴部内面はケズリ調整である。胎土には
径２～３㎜の砂粒を多く含む。
　25は甑。胴部外面を目の粗いハケ目で調整し、内面も
全面にハケ目を施す。胎土には赤色粒子と径１㎜ほどの
砂粒を多く含む。口縁部の歪みが大きい。
　26～33は杯Ｈ蓋。口径は12.0～15.2㎝。いずれも口縁
端部を丸くおさめ、頂部はロクロケズリで調整する。
26・27は口縁部と頂部の境に凹線が巡る。26・30は灰白
色を呈す。
　34～43は杯Ｈ。口径（蓋があたる部分の直径）は、35が
18.6㎝と大きいが、他は12.6～14.2㎝。いずれも口縁端部
は丸くおさめる。底部の調整は、35・36はロクロナデ、そ
れ以外はロクロケズリである。40の底部外面にはヘラ記号
がみられ、38の底部外面には文様風の墨書が確認できる。
　44は杯Ｘ。底部外面はヘラ切り不調整。
　45は蓋。頂部外面には凹線が一条めぐる。頂部はロク
ロナデ調整で、焼成はやや不良。
　46～49は高杯。口径は12.8～14.0㎝。46は脚部に透孔

図Ⅱ︲₄₄　第₁₇₇次調査谷埋立土出土土師器　１：４
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があくが、49は透孔をもたない。47は口縁部外面に凹線
がめぐり、48は口縁部外面に小さな段をつくる。杯底部
外面は、47・49がロクロケズリ、46・48がロクロナデ。
　50・51は短頸壺。50は頸部内面に絞り目が残る。51は
口縁端部に面をつくる。焼成が不良で、器面の磨滅が著
しい。
　52は壺Ｋで、長い口頸部がつくと考えられる。肩部と
胴部中位に凹線を入れ、その間に櫛状工具による連続刺
突文を施す。
　53・54は甕。53は口縁部外面に小さな段をつくり、54
は玉縁状の口縁部をもつ。
堆積土出土土器　　SB275やSD280を覆う堆積土からは、
土師器杯Ｃ・皿・高杯・甕、須恵器杯Ｈ・杯Ｈ蓋・杯Ｇ
蓋・高杯・平瓶・甕などが出土した（図Ⅱ-46）。
　55・56は杯Ｃ。55は一段放射暗文をもち、56は器面の
磨滅が著しいが、内面に放射暗文が確認できる。

　57は皿。口縁端部に面をつくる。内面の磨滅が著しく、
暗文の有無は不明。b0手法で調整する。
　58・59は高杯。58は大型の特異な器形で、口縁部内面
に三段の放射暗文とループ暗文、底部内面に格子状暗文
がみられる。口縁部外面にはヘラミガキを施す。59は脚
柱部外面にハケ目状の条線が確認できる。
　60は長胴甕。胴部の外面調整はハケ目ののちヘラケズ
リ、内面はハケ目調整である。胎土に径１㎜ほどの砂粒
を多量に含む。
　64～66は杯Ｈ蓋。口径は10.8～11.0㎝。頂部は、65が
ロクロケズリ調整、64がヘラ切り不調整である。66は頂
部にロクロケズリを施すが、中央付近にケズリはおよば
ない。66は頂部にヘラ記号がみられ、65の胎土には黒色
粒子が多く入る。
　67～71は杯Ｈ。口径（蓋があたる部分の直径）は10.9～
12.1㎝。底部外面は、68・69がロクロケズリ調整、67・

図Ⅱ︲₄₅　第₁₇₇次調査谷埋立土出土須恵器　１：４
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図Ⅱ︲₄₆　第₁₇₇次調査堆積土出土土器・土製品　１：４（₇₆・₇₇は１：３）
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70・71がヘラ切り不調整。69は外面に自然釉の降着が著
しく、68の底部外面にはヘラ記号がみられる。
　61～63は杯Ｇ蓋。口径（身があたる部分の直径）は、9.6
～10.3㎝。頂部の調整は62・63がロクロケズリ、61はロ
クロナデである。
　72は高杯脚部。透孔は２段で３方向にあく。上下の透
孔間に、２条の凹線がめぐる。
　75は平瓶。口緑部以外は完存する。狭い平底で、肩の
張りは弱い。底部に手持ちヘラケズリを施し、それ以外
はロクロナデ調整。２条一組の凹線が、口頸部、頂部、
肩部にそれぞれめぐる。頂部内面には円盤閉塞の痕跡が
確認できる。灰白色を呈し、胎土に黒色粒子を含む。器
形や胎土の特徴から東海地方産と考えられる。
　73・74は甕。ともに短い口縁をもち、体部外面はタタ
キ調整ののち、カキ目を施す。74は内面の当て具が車輪
文となる。また、焼成が不良で、胎土に黒色粒子を含む。
土　馬　　石群SX295を覆う堆積土から、残存状態が良
好な土馬が出土した（76・77）。これらは、出土状況から、
SX295を形成する多量の石が投棄されるのとほぼ同時期
に廃棄されたと考えられる。両者とも７世紀代の所産。
　76は胴部がほぼ完存するが、それ以外を欠く。幅の狭
い鬣をもち、胴部断面は円形である。
　77は前脚以外が完存する。鬣は幅が広く、背中には鞍
をもつ。手綱と尻繋は線刻により表現される。四肢の接
合は差し込みによる。
各土器群の位置づけ　　谷の埋め立ては、土層の状況か
ら短期間におこなわれたと判断できる。そのため、谷埋
立土出土の土器群にはある程度の一括性を認めうる。
　谷埋立土から出土した土師器には杯Ｃが存在し、高杯
Ｃの杯部が深い。須恵器では、杯Ｈの口径（蓋の口径また

は身の蓋があたる部分の直径：以下同じ）は13～14㎝を中心
とし、小さいもので12.0㎝を測る。頂部・底部の外面は
大部分がロクロケズリ調整で、ヘラ切り不調整のものは
みられない。ケズリの範囲が広いものも散見する。また
須恵器に杯Ｇは認められない。これらの特徴から、谷埋
立土出土土器は、飛鳥Ⅰ段階のうちでも古相に位置づけ
られる。古相の段階は実年代を考える資料に乏しいが、
飛鳥寺下層や山田道第３次黒褐色土層出土土器よりやや
新しく、７世紀初頭を中心とした年代を考えておきたい。
　またこの谷埋立土出土土器は、本調査区より南の谷

でおこなった第157次調査 ２）の石垣埋立土出土土器より
は古い様相をもつ。このことから、第157次調査の石垣
SX100の造成～機能時期と本調査区での谷の埋立時期が
併行関係にあると考える。
　一方、SB275やSD280を覆う堆積土から出土した土器
群については、土師器に皿が認められ、須恵器では杯Ｇ
が確実に存在する。須恵器杯Ｈの口径は11～12㎝が中心
で、頂部・底部がヘラ切り不調整のものがみられる。出
土層位が「堆積土」という性格であるため、一括性は低
いが、SB275・SD280の上層から出土したこれらの土器
群の様相は、下段平坦面に展開する遺構の廃絶時期を考
える上でひとつの目安となる。飛鳥地域の基準資料と
比較すると、山田寺下層SD619および整地層出土土器に
もっとも近い。下段平坦面で検出した遺構の廃絶は、こ
れから大きく隔たらない時期と考えられ、若干年代に幅
をもたせたとしても、７世紀半ばには廃絶していたと考
える。  （若杉智宏）

瓦 磚 類

　丸瓦142点（15,630ｇ）、平瓦606点（44,630ｇ）、軒丸瓦３
点、軒平瓦１点、ヘラ描き平瓦２点、このほか壁土20点

（150ｇ）、榛原石３点（2,580ｇ）が出土した。

図Ⅱ︲₄₇　第₁₇₇次調査出土軒丸瓦　１：４
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　軒丸瓦３点のうち２点を図示した（図Ⅱ-47）。１は破
片であるが、直径23㎝程度に復元される大型品である。
素弁八弁蓮華文で中房蓮子は中央の１顆とその周囲を巡
る１顆のみ残る。蓮弁と比べ間弁と外縁が非常に高く、
中房は低く膨らむ。これまでの甘樫丘東麓遺跡の調査で
は同笵品は出土していない。黒褐色を呈し焼成がやや甘
く軟質である。調査区西部の石群SX295と遺構廃絶後の
堆積土で出土した２点が接合した。
　２は、素弁十一弁蓮華文で、中房蓮子は１＋５。飛鳥
寺Ⅲａと同笵である。瓦当裏面は中央を中高に作り、丁
寧なナデをほどこす。褐白色を呈し焼成は良好である。

大土坑SK290から出土。もう１点の軒丸瓦は単弁蓮華文
と想定されるが小片であり表面が摩滅するため詳細は不
明である。堆積土から出土。  （清野孝之）

木製品・銭貨・骨製品ほか

木製品　　調査区南東の谷埋土から加工棒や燃えさしな
どが整理箱２箱分出土した。
銭　貨　　石群SX295を覆う堆積土から神功開寶（初鋳

765年）が１点出土した（図Ⅱ-48）。脆弱なため付着土を
除去できないが、Ｘ線写真によって銭文を確認できる。
直径2.35㎝、方孔は内寸で一辺0.60㎝。
骨製品　　谷埋立土下層から、刻み目をもつ骨製品が１
点出土した（図Ⅱ-49）。近位端は欠損しているが、遠位
端の滑車形状からウマの中足骨（右側）と同定できる。
全長17.4㎝、最大幅3.5㎝。骨全体を平滑に加工したうえ
で、骨の上半部10.5㎝の範囲に多条の平行沈線を施す。
沈線は３面に及び、全周しない。沈線の断面形は凹状を
呈し、深さ0.1～0.2㎝である。平行沈線の中央部には擦
痕が認められ、凹みがなくなるほど擦り減っている箇所
もある。使用痕の可能性があろう。こうした刻骨は弥生
時代以降にみられ ３）、簓状の楽器あるいは祭祀品とする
見解も示されているが、その機能は不明である。
鉄滓・焼土　　整地土上面を覆う堆積土から鉄滓345ｇ、
焼土323ｇが出土した。焼土のなかには、スサ混じりの
ものが散見される。

４　自然科学的分析

動物遺存体

　谷埋立土からはウマの大腿骨近位端、ニホンジカの大
腿骨、馬歯など13点の動物骨が出土した。いずれも人為
的な加工は認められない。また、大土坑SK290から種不
明の焼骨片が１点出土した。

大型植物遺存体

　谷埋立土下層から桃核６点が出土した。また、後述す
る土壌サンプルの一部について、２㎜および１㎜の篩に
よる選別をおこなった。その結果、試料No.４からヤマ
アイの炭化種実、試料No.５からはヤマアイとブドウ属
の炭化種実をわずかに確認した。

小型植物遺存体

　小型植物遺存体は古植生や堆積環境の復元に欠かせな
いものであり、本調査でもその回収と分析を実施するこ

図Ⅱ︲₄₈　神功開寶　１：１

図Ⅱ︲₄₉　ウマ中足骨製の刻骨
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図Ⅱ︲₅₀　谷埋立土における花粉分布図

図Ⅱ︲₅₁　谷埋立土における植物珪酸体分布図

樹木花粉は樹木花粉総数、草本花粉・胞子は産出花粉胞子総数を基礎として百分率で算出する。
＊は樹木花粉 100 個未満の試料について算出した分類群を示す。

図Ⅱ︲₅₂　谷埋立土における珪藻化石分布図

すべての分類群を表示する。
＊は 50 個体未満の試料について検出した分類群を示す。
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ととした。小型植物遺存体は通常の発掘調査手法では回
収できないので、土壌サンプルを採取して株式会社パレ
オ・ラボに分析を委託した。試料採取にあたっては花粉
や珪藻化石が遺存している可能性が高い場所を検討し、
調査区東南部の谷埋立土を選定した。具体的には、谷
の北壁および東壁に６ヵ所の試料採取地点を設け（図Ⅱ

-40）、各試料について花粉分析、プラント・オパール分析、
珪藻分析を実施した。花粉分析およびプラント・オパー
ル分析は森将志（パレオ・ラボ）が担当し、珪珪藻分析は
藤根久（同）がおこなった。なお、各分析方法 ４）は詳述
しないが、2012年度の第171次調査時と同じ方法である。
　株式会社パレオ・ラボより提出された報告書をもと
に、分布図を提示して分析結果を簡略に記しておく。た
だし、今回の分析試料は谷埋立土であり人為的な影響を
考慮しなければならないため、分析結果から導き出され
る古植生を調査区周辺のそれと断定することはできな
い。分析結果の解釈には慎重を期すべきであり、ここで
は分析結果を提示するにとどめておきたい。
花粉分析　　検出された花粉と胞子の分類群数は、樹木
花粉21、草本花粉15、シダ植物胞子２の総計38である（図

Ⅱ-50）。ただし、全体的に花粉化石の遺存状態が良好で
はなく、試料No.２・４・６については充分な量の樹木
花粉を検出できなかった。なお、試料No.１からは栽培
植物のソバ属とベニバナ属がわずかに産出している。
プラント・オパール分析　　７種類の機動細胞珪酸体を
確認できた（図Ⅱ-51）。試料No.１・２からはイネ機動細
胞珪酸体とイネ穎片が産出している。花粉分析において
も、両試料ではイネ科花粉の増加が認められる。
珪藻分析　　検出された珪藻化石は、淡水種20分類群11
属17種である（図Ⅱ-52）。試料No.６からは珪藻化石がまっ
たく検出されなかった。   （和田一之輔）

５　ま と め

　調査の結果、以下の遺構変遷が認められた。
ア：谷を切土・盛土し平坦面SX270・271を造り、掘

立柱建物SB275・279を建てる。
イ：SB275が廃絶し、素掘溝SD280・土坑群などを造る。
ウ：SD280を埋め立てSX271に盛土を施し整地し、長
方形土坑群が掘られる。

エ：すべての遺構が廃絶し、堆積土で覆われる。

　下段平坦面SX271を造る谷の埋立土からは７世紀初頭
の遺物が出土していることから、アの造成は７世紀前半
のうちには実施されたとみられる。一方で、エの堆積土
のうち、遺構面を覆う土から出土した土器の多くは、７
世紀前半～中頃に位置付けられるものであることから、
ア～ウの遺構が廃絶した年代は７世紀中頃をあまり降ら
ない頃とみられる。したがって、調査地は７世紀前半に
造成された後、ある程度の期間使用され、７世紀中頃に
廃絶したと考えられる。
　このように、本調査地では７世紀初頭以降に谷を大規
模に造成して平坦面を造り、建物を建てるなどの土地利
用がおこなわれていたことがあきらかとなった。SB275
は布掘掘方をもつ総柱建物で、高床の建物の可能性が考
えられる。布掘掘方をもつ建物は甘樫丘東麓遺跡では初
めての検出である。SB275廃絶後は、SD280とその周囲
を中心に何らかの施設が造られるが、全体的に遺構が少
なく、調査地の性格を特定するものはなかった。
　本調査地が位置する谷は、これまで継続して調査をし
てきた南の谷と比較して、面積が狭いが同じ様に切土・
盛土などの造成をおこない、様々な施設を造り活発に利
用していたことがあきらかとなった。また、本調査地の
造成の年代が７世紀初頭～前半とみられることと、南の
谷の造成時期が７世紀前半と推定できることから、甘樫
丘東麓全体が大規模に造成・利用され始めるのは、７世
紀前半であったと言えよう。その後、南の谷が７世紀中
頃に埋め立てられ再利用されるのに対し、本調査地は７
世紀中頃に廃絶し、以後は利用されなかったとみられ
る。今後周辺の遺構の広がりを調査していく中で、本調
査地及び遺跡全体の性格が解明されることを期待した
い。  （大林）

註
１） 「甘樫丘東麗遺跡の調査　―第171・177次」『紀要 2013』。
２） 「甘樫丘東麗遺跡の調査　―第157・161次」『紀要 2010』。
３） 木村幾多郎「刻骨」『弥生文化の研究８』雄山閣出版、

1987。松山友子「館収蔵の刻骨」『黎明館調査研究報告』
第３集、鹿児島県歴史資料センター黎明館、1989。大竹
憲治「卜占に係る刻み目痕を持つ骨角製文物考」『地域と
学史の考古学』杉山博久先生古稀記念論集刊行会、2009。

４） 森将志・藤根久「３ 花粉分析」「４ プラント・オパール
分析」「５ 珪藻分析」『蒲船津江頭遺跡Ⅲ』福岡県教育委
員会2011。
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図Ⅱ︲₅₃　檜隈寺周辺の地形図　1：₁₅₀₀₀
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１　はじめに

　キトラ古墳は、明日香村大字阿部山字ウエヤマに所在
する二段築成の小規模な円墳である。1983年以降の調査
で、各壁に四神や十二支などの彩色画が描かれているこ
とが判明し、2000年には高松塚古墳に次ぐ我が国２例目
の極彩色壁画古墳として特別史跡に指定された。
　2011年６月に実施した石室内調査（第170次調査）では、
床面の漆喰上で棺台痕跡の存在を追認し、石室石材に描
かれた朱線を新たに14本分確認した。また石室の構造や
石材の加工状況などにつき、新たな知見を得た １）。
　今回は、第170次調査の後におこなった２度の考古学
的調査（第173-8・178-6次調査）の成果について報告する。
　第173-8次調査は、2004年５月に盗掘孔に設置された
石室進入装置を取り外し、装置により覆われていた盗掘
孔周囲の状況確認を主な目的として実施した。調査期間
は2013年２月18日から２月27日である。
　第178-6次調査は、2013年度内に予定されていた石室
の埋め戻し作業に入る前の最終的な調査として実施し

た。第126・130次調査（2002・2003年度実施）の埋め戻し
土を除去し、墓道部の３次元レーザー測量をおこなうと
ともに、墓道部遺構面の状況を再精査した。調査期間は
2013年９月17日から９月25日である。
　両調査とも、奈良文化財研究所都城発掘調査部、奈良
県立橿原考古学研究所、明日香村教育委員会の３者が共
同で実施した。
　なお、第178-6次調査終了後、2013年９月から10月に
文化庁により石室の閉塞作業がおこなわれた。また2013
年11月から12月には、文化庁の委託を受け、奈良文化財
研究所が石室南側の墓道部埋め戻し作業をおこなった。

２　調査成果

朱　線（図Ⅱ︲₅₄）　　第173-8次調査で石室内の朱線を再
精査したところ、新たに51ヵ所で朱線を確認した。第
170次調査の時より石室内が若干乾燥状態にあり、朱線
の観察に適していたためである。第170次調査の成果と
あわせると、確認できた朱線の総数は117ヵ所になる。
そのうち、最長のものは41.2㎝で、最短のものは１㎜で
ある。同一直線上にのるものを１本として算出すると、
今回新たに４本分を追加し、確認できた朱線の合計は24
本分になる。

キトラ古墳の調査
－第173-8次・第178-6次

図Ⅱ︲₅₄　天井朱線位置図　1：₁₅

0 50㎝
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梃子穴（図Ⅱ︲₅₅）　　第178-6次調査において、南壁石南
面下辺の西寄りで、梃子穴の一部を確認した。場所は、
南壁石西辺から30㎝ほど東で、南壁石と床石の間に詰め
られた漆喰の隙間からその存在を確認することができ
た。これまでの調査で一番南側の天井石１の東西両面に
梃子穴を確認していたが、今回新たに南壁石南面下辺に
も梃子穴が存在することがあきらかとなった。高松塚古
墳でも同様の位置に梃子穴があり、床石と組み合った状
態で穿たれ、南壁石の開閉に使用されたことが判明して
いる ２）。今回発見したキトラ古墳の南壁石下辺の梃子穴
も、高松塚古墳と同じく、南壁石の開閉に使用されたと
考える。
石室南側の柱穴（図Ⅱ︲₅₇）　　第178-6次調査で、石室の
すぐ南にある柱穴SX504・505（第130次調査検出）において、
今回新たに柱の抜取穴を確認した。柱穴は隅丸方形で、
大きさは55～80㎝。深さは、SX505で20㎝である。抜取
穴の大きさから、柱の太さは10㎝ほどであったと推定で
きる。コロレール痕跡との重複関係から、石室を閉鎖し
た後に穴を掘り、柱を立てたことがわかる。柱を立てた
目的は不明であるが、墓道を埋める直前の墓前祭祀に関
わるものである可能性が考えられる。同様の柱穴は、高
松塚古墳（径50～60㎝、深さ15㎝） ３）、石のカラト古墳（径

20㎝、深さ20㎝） ４）でもみつかっている。
地震痕跡（図Ⅱ︲₅₆）　　第178-6次調査において、石室か
ら約２ｍ南にあるSD506が、墓道部を東西に横断する地
割れ痕跡であることを確認した。そのため、以下では
SX506とする。SX506は、幅60㎝、深さ30㎝以上でＶ字状
に開くと考えられ、内部には上部の版築層が落ち込んで
いる。SX506の南側では、墓道床面が25㎝ほど落ち込ん
でおり、北側から延びるコロレール痕跡が高さを違えて
検出された。過去の調査では、このＶ字状の落ち込みを
東西方向の溝と認識していたが ５）、高松塚古墳の墓道部
にも同様の地割れを確認していることから ６）、地震による
地割れと判断した。また、土層観察用に畔として残して
いる墓道部版築層にも地震によると考えられる多数の亀
裂を確認した。これらは、高松塚古墳と同じく、90～150
年周期で近畿地方を襲う南海地震の爪痕と考えられる。

３　ま と め

　石室内および墓道部でおこなった再精査により、以上

のような成果を得ることができた。
　石室内では新たに４本分の朱線を確認し、南壁石の下
辺では、１ヵ所ではあるが、梃子穴の位置を特定するこ
とができた。また、石室南側の柱穴では柱抜取穴を検出
し、径10㎝ほどの柱を立てていたことが判明した。高松
塚古墳や石のカラト古墳でも石室南側で同様の柱穴を確
認していることから、同時期の終末期古墳の祭祀行為を
復元する上で重要な成果である。さらに墓道部では、Ｖ
字状に開く落ち込みを含む多数の地割れを確認でき、地
震により墳丘が損傷していることがあきらかとなった。

図Ⅱ︲₅₅　南壁石南面下端の梃子穴（南から）

図Ⅱ︲₅₆　地割れ痕跡SX₅₀₆と段状になるコロレール痕跡（西から）
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キトラ古墳の墳丘は南側が大きく崩れているが、この崩
落の主な要因も地震であったと推測できる。
　第178-6次調査をもって、漆喰取り外し後のキトラ古
墳の考古学的調査は終了した。今後、古墳は墳丘整備の
工程へと進む。これまでの調査成果を総合し、７世紀末
の終末期古墳の実態解明を目指すとともに、キトラ古墳
の整備活用へ反映させていきたい。  （若杉智宏）

註
１） 「キトラ古墳の調査―第170次」『紀要 2012』。
２） 「高松塚古墳の調査―第147次」『紀要 2008』。
３） 猪熊兼勝「特別史跡高松塚古墳保存施設設置伴う発掘調

査概要」『月刊文化財』143号、1975。
４） 奈文研『奈良山発掘調査報告Ⅰ』2005。
５） 文化庁他『特別史跡キトラ古墳発掘調査報告』2008。
６） 「高松塚古墳の調査―第147次」『紀要 2007』。

図Ⅱ︲₅₇　墓道部遺構図　1：₄₀

0 2m

X-171,802

X-171,807

Y-17,897 Y-17,893

SX504SX504
SX505SX505

SX506SX506

SXSX
501501

SXSX
500500

SXSX
502502

SXSX
503503



119Ⅱ－３　飛鳥地域等の調査

調査の概要　　本調査はキトラ古墳周辺に計画された国
営飛鳥歴史公園の整備にともなう発掘調査である。調査
は国土交通省の委託を受け、2008年度から実施している
もので、今年度はその７ヵ年目にあたる。調査区は、丘
陵斜面部（Ａ区）と丘陵上の金堂南東（Ｂ区）に設定した。
　Ａ区は、檜隈寺の回廊東南隅に南接し、檜隈寺の伽藍
配置の一端を解明する目的で設けた。Ｂ区は、金堂南面
の未調査区で、塔の東西中軸線の南方に設けた。この中
軸線上では、塔の南方およそ100ｍの位置で、平安時代
後期の幢竿支柱と推定される柱穴SX950が発見されてい
る １）。檜隈寺では、平安時代後期に塔跡に十三重石塔が
建立され、講堂基壇の改修がおこなわれていることか
ら、建立当初だけではなく古代末～中世における檜隈寺
の実態を知る手がかりを得ることも目指した。
　調査は2014年１月９日から開始し、３月17日に終了し
た。調査面積はＡ区195㎡、Ｂ区100㎡、合計295㎡である。
詳細は次年度の紀要において報告することとし、以下に

その成果の要点を述べる。
調査の成果　　斜面部のＡ区は、現代まで棚田として利
用されていたため相応の地形改変を受けてはいるが、丘
陵中腹の比較的平坦な面において、地山上面で一辺70～
90㎝をはかる隅丸方形の柱穴からなる掘立柱建物・掘立
柱南北塀を検出した（図Ⅱ-58）。これらの建物方位は檜
隈寺伽藍の振れに概ね一致する。塀は南北の調査区外
に延び、その南延長部分の柱穴１基が４次調査（1982年）

で検出されている。
　Ｂ区では小型の柱穴からなる掘立柱建物３棟と、土坑
の周囲に石を配置した大型の遺構等を検出した。これらは
いずれも平安時代末～中世に降る遺構であり、この時期に
おける檜隈寺の利用に新たな知見を追加するものである。
なお、Ｂ区では古代の遺構はほとんどみられなかった。
　これまでの調査では、伽藍南方での遺構の発見が乏し
くその利用状況があきらかではなかったが、今回検出し
た調査区外に延びる遺構が、その解明の糸口となること
が期待される。  （森先一貴）

註
１） 「檜隈寺周辺の調査―第172次」『紀要 2012』。

檜隈寺周辺の調査
－第180次

図Ⅱ︲₅₈　第₁₈₀次調査Ａ区で検出した建物と塀（東から）
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鬼　瓦　　飛鳥藤原第179次調査で出土した円形粘土塊
は、鬼瓦本体と半環状把手を連結する部位であることが
判明した（本書86頁図Ⅱ-８（下））。同様の遺物は、第24・
27次調査出土の鬼瓦にもみられる（図Ⅱ-59-1）。この鬼瓦
は『藤原概報９・10』で報告されているが、半環状把手
と円形粘土塊には、言及していない。今回、この２種の
遺物の用途を認識するため、完形に近い第24・27次調査
出土の鬼瓦の製作技法を改めて検討した。
　鬼瓦は藤原宮東面大垣北門付近の外濠SD170から出土
した。右上隅を欠くが、平面形は長方形で上辺両隅を斜
めに切り落とし、下端にはやや浅い半円形の刳りがあ
る。大きさは縦42.5㎝、横31.8㎝、厚さ6.5㎝をはかる。
三重弧文を飾り、裏面には半環状の把手を取り付ける。
胎土には石英や長石などの白色鉱物とクサリ礫を少量含
み、焼成はやや軟質で、色調は灰白色（5Y7/1）を呈する。
　遺物の観察から製作技法を以下のように推測した。最
初に厚さ３㎝ほどの粘土板を用意する。外縁部分と重弧
文部分に相応の太さの粘土紐を貼り付ける。鋭利な工具
を使い、外縁部分は断面方形に、重弧文部分は断面三角
形に整える。最後に重弧文部分をヘラ状工具で粗くナデ
調整し、外縁部分は平坦に仕上げる。円形粘土塊を用意
し、粘土板裏面の所定の位置に据えて、円形粘土塊を埋
め込むように粘土を貼り足して鬼瓦全体の厚みを増す。
鬼瓦裏面および側面の調整法は不明。裏面には縦方向の
直線的な凹凸がある。なにかの圧痕か。最後に、半環状
把手を用意し、円形粘土塊上面と鬼瓦裏面に接合する。
把手の接合部には薄く粘土を加えてナデつけている。
　SD170出土鬼瓦の円形粘土塊は、第179次調査出土品と
大きさ形態とも類似する。この用途について推測してみ
たい。把手は鬼瓦裏面に貼り付けるが、接合粘土が極め
て薄い。一方、円形粘土塊は瓦当裏面に埋め込まれてい
るために外れにくい。把手は円形粘土塊と接合すること
によって、鬼瓦本体との接合を強化したと考えられる。
　鬼瓦を棟に固定するために半環状把手を使用する例は
日本では極少だが、統一新羅初期（７世紀後半～８世紀初

頭）の鬼瓦には例がある １）。ただし、新羅の把手は端部
を鬼瓦裏面の穴に挿入し、接合粘土で固定する ２）。技法

は異なるが、藤原宮の時期とも符合するため、朝鮮半島
との関係も考慮する必要があろう。
面戸瓦　　藤原宮朝庭SK11121から出土した面戸瓦は、
『紀要 2013』（以下前報告と表記）で報告したが、その後
の調査で隅棟用であると判断したので再度報告する。
　面戸瓦は両端を欠くが、舌部と袖部がよくのこる（図

Ⅱ-59-2）。現存する長さは43.2㎝、舌部の幅は20.3㎝、舌
部中央の厚さは2.3㎝ある。焼成前の丸瓦を成形した切
り面戸瓦である。凹面には粘土紐の痕らしきものがあ
り、粘土紐作りの可能性が高い。凹面側縁を幅広く面取
りし、凸面は縦位の縄タタキ後に横位のハケメを施す。
胎土には砂粒とクサリ礫を少量含み、硬質で、凸面は全
体に灰色（N5/0）、一部、暗灰色（N3/0）を呈する。
　前報告では、両端が欠けているため、大棟用のかぶせ
面戸と隅棟用の登り面戸の可能性を考えた。しかし、左
右対称のかぶせ面戸ならば全長は50㎝以上となる。藤原
宮大極殿院、朝堂院所用の軒平瓦の幅は最大でも33㎝ほ
どであるから、大棟用ではないだろう。
　隅棟用の場合、隅棟は屋根に対して45度の角度をなし、
軒平瓦の最大幅33㎝とすると、面戸瓦の全長は33√2＝
47㎝、軒平瓦の左右数㎝ずつ空けたとしても50㎝ほどに
復原できる。類似の面戸瓦で袖端部が残存する例では、
袖部の長さは15～17㎝となる。この個体の袖部の長さを
15㎝とすると、全長は48.6㎝となり、もう一方の端部が
数㎝ほどで納まれば、全長約50㎝に復原できる。
　隅棟用と考えるもう１つの特徴は、舌部凹面の面取り
幅が左右で異なる点である。舌部右半（袖側）では幅が
3.5㎝もあるが、舌部左半では1.5㎝ほどである。これは、
丸瓦に対して面戸瓦を斜めに置くために、丸瓦との接触
面積が左右で異なることから生じたと考えたい。
　以上から、この面戸瓦は、全長約50㎝で片袖をもつ隅
棟用の登り面戸瓦と判断した。今後、隅棟用面戸瓦を認
定して、出土地点から使用建物を限定できれば、藤原宮
内の屋根景観（寄棟造あるいは入母屋造）を推測する手が
かりとなるだろう。今回の出土品は、出土位置から朝堂
東第一堂の可能性が考えられる。  （今井晃樹）

註
１） 井内功「古代棟端飾瓦の固定方法」『井内古文化研究室報』

２、1969。　
２） 梁淙鉉「慶州地域新羅時代鬼面文棟端装飾瓦考察」『先史

と古代』37、2012（韓国語）。

藤原宮出土の鬼瓦と面戸瓦
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図Ⅱ︲₅₉　SD₁₇₀出土の鬼瓦とSK₁₁₁₂₁出土の面戸瓦　１：４
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１　はじめに

　2008年度に刊行した『特別史跡キトラ古墳発掘調査報
告』（以下、報告書とする。）では、キトラ古墳石室内から
出土したガラス小玉６点の分析結果について報告してい
る。本調査ではその際には分析資料として含まれていな
かった色調である淡緑色ガラス破片を含む、分析可能な
ガラス小玉12点、破片資料１点に対して非破壊分析調査
を実施したので報告する。

２　分析資料

　分析に供した資料は、報告書Fig.54に掲載されている、
資料番号No.71～ No.76、No.79の透明淡青色ガラス小玉
７点、No.81、82の不透明黄色ガラス小玉２点、No.85～
87の青紺色ガラス小玉３点、No.88の透明淡緑色ガラス
破片１点の計13点である。本調査では色調表記などは報
告書記載のままとした。
　分析資料および透過Ｘ線撮影画像について各色調の代
表的な資料を図Ⅱ-60に示す。顕微鏡観察から淡青色ガ
ラス資料No.71～ No.76、No.79は、孔に平行な方向に並
ぶ気泡列や紡錘形の気泡が観察できるなど、引伸法に
よって製作されたと考えられる。黄色ガラス資料No.81、
82は、内部に黄色粒子が残存し、孔に平行な方向に粒子
列や気泡列が観察される。青紺色ガラス資料No.85～87
は細かいガラス小片が観察されるため鋳型法により製作
された特徴を示している。色調によるガラスの特徴は報

告書と同様であり、資料数の増加によりそれを補強する
結果となった。

３　分析方法

　蛍光Ｘ線分析は、表面観察から風化の影響の少ないと
考えられる部分を測定した。非破壊分析のため、表面風
化層を含んだ測定となり風化の影響による組成の変動は
大きいものと考える。
　使用した装置は、エダックス製蛍光Ｘ線分析装置
EAGLEⅢ、測定条件は管電圧20kV、管電流200μA、
Ｘ線照射径50㎛、測定時間300秒、真空雰囲気中である。
定量分析の標準試料には、NIST（National Institute of 

Standards and Technology）発行の89、620、1412、BAS
（Bureau of Analyzed Samples Ltd.）発行のSGT-7、8、コー
ニングガラス博物館標準試料CMG-A、B、C、および
産業技術総合研究所地質調査総合センター岩石標準試
料JB-1a、JGb-2を用い、検出元素の各酸化物の合計が
100wt%になるよう規格化しFP（ファンダメンタル・パラ

メーター）法により定量値を求めた。分析箇所は顕微鏡
下でできるだけ風化の程度が少ない箇所を選択し、３ヵ
所（鋳型法と考えられる青紺色ガラス小玉は６ヵ所）を測定し
平均値をとった。

４　分析結果

　表Ⅱ-７に今回調査したガラス資料13点の蛍光Ｘ線分
析結果を示す。資料は未報告であったガラスも含めすべ
てソーダ石灰ガラスであった。顕微鏡観察から風化がよ
り進行していると考えられる青紺色および淡緑色ガラス
資料の酸化ナトリウム（Na2O3）含有量が少ない傾向を示

キトラ古墳出土ガラス小玉
－第135次

図Ⅱ︲₆₀　色調が異なるガラス資料写真およびＸ線透過画像（左から資料₇₅、₈₁、₈₅、₈₈）
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している。鋳型法と考えられる青紺色ガラス小玉は、基
礎ガラスの異なる小破片が混在しているかどうかを調べ
るため、６ヵ所測定し破片ごとの組成の相違を確認した
が、今回は測定箇所による大きな相違は検出できなかっ
た。淡青色ガラスは銅（Cu）による着色で、同じ銅着色
と考えられる淡緑色と比べると酸化鉛含有量（PbO）は
少ない傾向を示す。黄色ガラスは報告書では鉄による着
色としたが、鉛及び錫（Sn）を検出していることから人
工の黄色顔料である錫酸鉛により着色していると判断さ
れる。青紺色ガラスは、マンガン（Mn）およびコバルト

（Co）による着色である。またストロンチウム（Sr）とジ
ルコニウム（Zr）の積分強度比が、黄色・青紺色ガラスと、
淡青色・淡緑色ガラスとでは強度比の大小が逆になるこ
とから、使用された原料が異なることを反映していると
考えられる。
　図Ⅱ-61に三角ダイアグラム（MgO-K2O-Al2O）を作成
した。これは規格化により３成分の和が１となるよう
に表示している。風化の程度が異なるため、一概には
いえないものの、淡緑色ガラスのNo.88、黄色ガラスの
No.81、82は淡青色資料とは分布範囲がやや異なり、青
紺色ガラスの値はやや散在する傾向を示すといえる。淡
青色ガラスの値はまとまり、資料の共通性を示している
といえる。

５　ま と め

　キトラ古墳から出土したガラス小玉について透過Ｘ線
撮影と蛍光Ｘ線分析をおこなった。資料はすべて酸化ア
ルミニウム含有量の多い高アルミナソーダ石灰ガラスで
あった。キトラ古墳の造営時期と考えられている７世紀
末から８世初頭には、一般的に存在しているガラス小玉

であるという従来の報告と、今回新たに追加されたガラ
ス小玉も同様の特徴を示すことから、より補強する結果
となった。淡緑色ガラスは銅による着色であり、一般的
にアルカリガラスでは銅着色は青色系のものが多い。淡
緑色ガラスの銅の濃度は淡青色ガラスと違いがみられな
いことから、銅の濃度の違いによるというよりも、ガラ
ス融解時の影響（溶融温度が高い）や本資料に微量に含ま
れるTi・Pbの関与などにより淡緑色を呈していること
が考えられる。SrとZrの積分強度比に相違がみられた
ことから、原料産地の特徴が反映されている可能性も考
えられ、特徴の異なるガラス資料が埋納されたことが確
認できた。  （降幡順子）

参考文献
文化庁他『特別史跡キトラ古墳発掘調査報告』2008。
肥塚隆保・田村朋美・大賀克彦「材質とその歴史的変遷」『月
刊文化財』566号、文化庁文化財部2010。
伊藤彰『ガラスにおける炎と色の技術』アグネ技術センター、
1996。

表Ⅱ︲７　蛍光Ｘ線分析結果（wt%、tr；微量、n.d.；検出限界以下、Sn；定性分析（○；検出）、Sr/Zr；積分強度比）

淡青色 黄色 青紺色 淡緑色
No.71 No.72 No.73 No.74 No.75 No.76 No.79 No.81 No.82 No.85 No.86 No.87 No.88

Na2O 14.2 10.3 11.3 10.0 13.5 13.1 11.8 14.1 14.5 6.4 3.5 9.6 5.0
MgO 0.53 0.54 0.63 0.46 0.58 0.64 0.46 0.88 1.1 0.76 1.0 0.90 0.72
Al2O3 6.5 6.1 6.7 6.5 6.4 6.6 6.0 10.5 8.9 6.3 8.1 6.1 8.5
SiO2 71.6 73.9 74.1 73.4 72.2 72.4 72.3 64.5 66.5 77.3 74.7 73.0 78.9
K2O 2.7 2.9 3.0 2.9 2.7 2.8 2.8 2.6 2.2 2.4 2.1 2.9 0.72
CaO 2.2 4.2 2.0 4.3 2.3 2.1 4.5 2.8 2.3 4.1 7.4 4.2 2.9
TiO2 0.41 0.39 0.41 0.38 0.42 0.41 0.39 0.31 0.47 0.41 0.20 0.33 0.72
MnO 0.06 0.06 0.06 0.05 0.06 0.06 0.05 0.06 0.08 0.27 0.25 1.3 0.10
Fe2O3 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.93 1.7 2.6 1.5 2.1 1.3 1.9
CoO n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.06 0.15 0.09 n.d.
CuO 0.71 0.52 0.69 0.70 0.72 0.74 0.59 n.d. n.d. 0.18 0.26 0.24 0.52
PbO 0.07 0.06 tr 0.05 0.05 0.05 0.05 2.5 1.3 0.17 0.30 0.15 0.11
Sn n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ○ ○ n.d. n.d. n.d. n.d.

Sr/Zr 0.56 0.61 0.55 0.71 0.70 0.58 0.69 1.5 1.0 1.4 2.1 2.5 0.48

図Ⅱ︲₆₁　三角ダイアグラム

88

82 81
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１　はじめに

　甘樫丘は飛鳥川西岸に位置する標高145ｍほどの丘陵
で、『日本書紀』には、皇極天皇３年（644）には蘇我蝦夷・
入鹿親子の邸宅がこの地に営まれていたことが記されて
いる。甘樫丘東麓遺跡は、その名の通り甘樫丘の東麓に
位置し、奈良文化財研究所によってこれまで10回の発掘
調査がおこなわれている。一連の調査を通じて、丘陵の
南東に開く谷部を中心に、７世紀代における土地利用の
様相があきらかにされてきた。
　2011年９月から翌年４月までおこなわれた飛鳥藤原第
171次調査において、植物遺体を多く含むと考えられる
谷部の炭層などの土壌に対する浮遊選別をおこない、多
くの植物遺体を回収した １）。本稿では、これらの植物遺
体のうち、炭化材の破片を用いて、甘樫丘東麓遺跡の年
代に関し、自然科学的方法から検討をおこなう。
　飛鳥藤原地域においては、すでに高精度なタイムス
ケールとしての土器編年が組み立てられている。甘樫丘
東麓遺跡の遺構変遷はⅠ期からⅢ期に分かれるが、この
うちのⅠ期に関しては、この編年に照らし、紀元後７世
紀前半から中頃という年代が与えられている。
　本稿では、上記とは異なる方法により年代を検討する
ことで、年代値の比較をおこなって相互の信頼性を高め、
さらには14C（放射性炭素）年代測定法によってどの程度
年代を絞ることが可能かどうかを検討する。 （庄田慎矢）

２　試料と方法

　第171次調査では、調査区西南の谷部の底近くで遺構
が密集して検出された。本稿で分析対象とする炭化材
は、それらの遺構群の中でも最下層に位置する溝SD235
から出土した、長さ3.2㎝、直径3.6㎝の小片である（図Ⅱ

-62）。樹種は未同定であるが、肉眼観察からは広葉樹の
環孔材であることが知られる。この小片を実体顕微鏡で
観察したところ、最外年輪の外側に樹皮の残存が確認さ
れた（図Ⅱ-63）。そのため、本試料の最外年輪には、こ
の木が枯死した年の年輪が残されているということとな
る。年輪数の合計はわずか７年輪であったが、３年ずつ

の間隔をおいて心・中間（最外年輪から４年輪目）・最外年
輪の３試料を採取し、それぞれについてAMS14C年代測
定をおこない、その結果をウイグルマッチングした。試
料の種類や状態、前処理の詳細は表Ⅱ-８の通りである。
　ウイグルマッチング（Wiggle matching）とは、１年ず
つ順次形成される木材の年輪のように、互いに年代差・
順序のわかった一連の試料に対する14C年代測定結果を
較正曲線上に配置することによって、より精度の高い較
正年代を得る方法である ２）。複数の試料を用いるぶん、
単独で測定した場合よりも年代幅を絞り込める。通常は
５年～10年ごとに１試料を採取して数10年～100年程度
の年代幅で測定をおこなうことが多いが、今回は年輪数
の少ない試料を用いて分析をおこなった。なお、試料の

図Ⅱ︲₆₃　樹皮残存部分の実体顕微鏡写真

14C 年代ウイグルマッチン
グによる甘樫丘東麓遺跡の
年代学的検討 －第 171 次

図Ⅱ︲₆₂　年代測定試料とした炭化材片

1mm
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選定を庄田が、試料の観察を星野・降幡・庄田が、試料
の切り分けを星野が、それぞれおこなった。また年代測
定は、パレオ・ラボAMS年代測定グループによって試
料の調製（詳細は表Ⅱ-８参照）後、加速器質量分析計（パ

レオ・ラボ、コンパクトAMS：NEC製 1.5SDH）を用いてお
こなわれ、得られた14C濃度について同位体分別効果の
補正をおこなった後、14C年代、暦年代を算出した。 

（星野安治・降幡順子・庄田）

３　年代測定とウイグルマッチングの結果

　表Ⅱ-９に、ウイグルマッチング試料の同位体分別効
果の補正に用いる炭素同位体比（δ13C）、同位体分別効
果の補正をおこなって暦年較正に用いた年代値、較正に
よって得られた年代範囲、慣用にしたがって年代値と誤
差を丸めて表示した14C年代、ウイグルマッチング結果を
示す。
　14C年代はAD1950年を基点にして何年前かを示した
年代である。14C年代（yrBP）の算出には、14Cの半減期
としてLibbyの半減期5568年を使用した。暦年較正に用

いた年代値は下１桁を丸めていない値であり、今後暦
年較正曲線が更新された際にこの年代値を用いて暦年
較正をおこなうために記載した。暦年較正とは、大気
中の14C濃度が一定で半減期が5568年として算出された
14C年代に対し、過去の宇宙線強度や地球磁場の変動に
よる大気中の14C濃度の変動、および半減期の違い（14C

の半減期5730±40年）を較正して、より実際の年代値に近
いものを算出することである。14C年代の暦年較正には
OxCal3.10（較正曲線データ：IntCal13） ３）を使用した。
　また、14C年代誤差（±１σ）は、測定の統計誤差、標
準偏差等に基づいて算出され、試料の14C年代がその14C
年代誤差内に入る確率が68.2％であることを、（±2σ）

は同じく95.4％であることを示す。つまり、この木材
が枯死した年がAD615～640の間である確率が68.2％、
AD605～645の間である確率が95.4％である。

（パレオ・ラボAMS年代測定グループ・庄田）

４　考　　察

　以上のように、甘樫丘東麓遺跡出土の炭化材に対する

表Ⅱ︲８　ウイグルマッチング測定試料および処理

表Ⅱ︲９　放射性炭素年代測定、暦年較正、ウイグルマッチングの結果

測定番号 遺跡データ 試料データ 前処理

PED-22258
遺跡名：甘樫丘東麓遺跡
試料No.SH-6
その他：最外年輪

種類：炭化材（1年輪分）
試料の性状：最終形成年輪
状態：dry

超音波洗浄
酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2N，水酸化ナトリ
ウム：1.0N，塩酸：1.2N）

PED-22259
遺跡名：甘樫丘東麓遺跡
試料No.SH-7
その他：SH-6より3年古い

種類：炭化材（1年輪分）
状態：dry

超音波洗浄
酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2N，水酸化ナトリ
ウム：1.0N，塩酸：1.2N）

PED-22260
遺跡名：甘樫丘東麓遺跡
試料No.SH-8
その他：SH-7より3年古い

種類：炭化材（1年輪分）
状態：dry

超音波洗浄
酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2N，水酸化ナトリ
ウム：1.0N，塩酸：1.2N）

測定番号 δ 13C
（‰）

暦年較正用年代
（yrBP ± 1 σ）

14C 年代
（yrBP ± 1 σ）

14C 年代を暦年代に較正した年代範囲

1 σ暦年代範囲 2 σ暦年代範囲

PED-22258
試料No.SH-6 －27.37±0.17 1449±18 1450±20 600AD（68.2%）640AD 575AD（95.4%）650AD

PED-22259
試料No.SH-7 －28.34±0.20 1438±18 1440±20 605AD（68.2%）640AD 585AD（95.4%）655AD

PED-22260
試料No.SH-8 －27.36±0.26 1427±18 1425±20 615AD（68.2%）650AD 595AD（95.4%）655AD

最外試料年代 615AD（68.2%）640AD 605AD（95.4%）645AD
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14C年代ウイグルマッチングにより、同遺跡の造営年代
と関わる具体的な年代値を得ることができた。その結果
は、土器編年の示す年代である７世紀前半から中頃とい
う年代と整合的なものであった。
　また、今回測定対象とした小木が枯死後に長い期間

（例えば数十年以上にわたって）保管されていたとは考えに
くいことから、出土遺構である溝SD235の埋没年代と、
得られた年代とはかなり近接していることが想定され
る。同遺構は、この遺跡での生産活動と関連する硬化面
SX234など、谷部に展開する一連の遺構よりも下層に位
置するので、谷部に展開する遺構群の上限年代が、すな
わち上述した年代に対応すると想定できる。
　今回の測定で、わずか７年輪という限られた年輪数に
も関わらず、２σで40年間という狭い時期幅まで絞り込
めたことは、７世紀代の較正曲線に比較的平坦面が少な

く、年代が絞り込みやすいことと関連する。すなわち、
較正曲線が平坦化して年代の絞りにくくなる８世紀とは
対照的に、７世紀は14C年代によって年代が絞りやすい
時期である。今後、より多数の年輪を含む試料を分析す
ることで、本稿で得られた値よりもさらに絞り込んだ年
代が得られることが期待される。
　14C年代測定は、その前提と限界を理解した上で運用
されるのであれば、年代記録のない先史時代の遺跡の年
代比定に有効であるばかりでなく、年代記録のある歴史
時代についても、得られる年代値を高精度化すること
で、歴史的事象との対比が可能になるなど歴史研究の有
力な方法となりうる。しかし、現状ではその認知度は高
いとはいえない。
　本稿は極めて初歩的な取り組みにとどまったが、それ
でもこの方法の有効性は十分に示されたと考える。今
後、ウイグルマッチングを用いた測定結果の高精度化へ
の取り組みとともに、歴史時代の遺跡出土試料に対する
積極的な運用を重ね、信頼性を高めていくことが望まれ
る。  （庄田）

謝辞　試料の年代測定にあたっては、（株）古環境研究所の
杉山真二氏に格別のご配慮を賜りました。記して感謝いたし
ます。
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Years cal BP. Radiocarbon, 55（４）.

図Ⅱ︲₆₄　ウイグルマッチングの結果
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表Ⅲ︲１　₂₀₁₂・₂₀₁₃年度　都城発掘調査部（平城地区）発掘調査一覧

調査次数 調査地区 遺　跡 調査期間 面　積 調査地 担当者 調査要因 掲載頁
（2012年度）
503次 6ALR-G　

6ALQ-H
平城宮東院地区 2012.12.17～2013.5.22 1,015㎡ 奈良市法華寺町 小田裕樹 学術調査 130

505次 6BSD-P 西大寺旧境内（重点地区） 2012.2.12～2013.4.26 262.5㎡ 奈良市西大寺小坊町 諫早直人 共同住宅建設 144
（2013年度）
510次 6AFJ-H 平城京左京三条一坊九坪 2013.4.1～2013.4.5 33㎡ 奈良市二条大路南 松下迪生 住宅建設 161
511次 6BFO-E 平城京左京一条二坊十五坪 2013.4.2～2013.4.8 25㎡ 奈良市法華寺町 川畑　純 住宅建設 163
512次 6BFK-G 阿弥陀浄土院 2013.4.8～2013.4.11 36㎡ 奈良市法華寺町 松下迪生 住宅建設 165
513次 6ASA-A･B 平城宮北方 2013.4.17～2013.4.25 45㎡ 奈良市佐紀町 松下迪生 住宅建設 128
514次 6BFK-F･G 平城京左京二条二坊十五坪 2013.4.23～2013.6.4 461㎡ 奈良市法華寺町 神野　恵 住宅建設 167
515次 6AFI-R 平城京左京三条一坊一坪 2013.5.16～2013.5.31 264㎡ 奈良市二条大路南 川畑　純 建物建設 173

6AFJ-Q･P･R 平城京左京三条一坊八坪 2013.11.5～2013.11.29 450㎡ 奈良市二条大路南 小田裕樹 建物建設 173
516次 6BKF-E 興福寺西室 2013.6.3～2013.10.11 985㎡ 奈良市登大路町 川畑　純

番　　光
学術調査 179

517次 6ACD-J･K
6ACF-E
6ABG-L

平城宮中央区朝堂院 2013.8.5～2012.8.29 212㎡ 奈良市佐紀町 芝康次郎 建物建設 128

518次 6AGA-A, 
6AGC-I

平城京右京一条二坊四坪 2013.7.29～2013.9.13 230㎡ 奈良市二条町 神野　恵
馬場　基
箱崎和久

建物建設 189

519次 6BYS-M 薬師寺十字廊 2013.9.17～2014.2.28 872㎡ 奈良市西ノ京町 庄田慎矢 学術調査 191
520次 6ABQ-H 平城宮第一次大極殿院 2014.1.7～2014.3.18 476㎡ 奈良市佐紀町 海野　聡 学術調査 142
521次 6BSD-P･Q 西大寺旧境内（重点地区） 2013.12.3～2014.2.7 396㎡ 奈良市西大寺小坊町 小田裕樹 住宅建設 144
522次 6AFJ-Q･P･R 平城京左京三条一坊一坪 2013.12.16～2014.3.28 1,953㎡ 奈良市二条大路南 山本祥隆 建物建設 173
523次 6SNY 中山瓦窯 2014.1.21～2014.2.10 135㎡ 奈良市中山町 石田由紀子 建物建設 128

川畑　純
524次 6BFK-E 平城京左京二条条間路 2014.2.3～2014.2.18 48㎡ 奈良市法華寺町 青木　敬 宅地造成 128
525次 6BKA-C 海龍王寺境内 2014.2.19～2014.2.28 30㎡ 奈良市法華寺町 青木　敬 建物建設 128
526次 6BFO-C･D 法華寺旧境内 2014.3.6～2014.3.18 30㎡ 奈良市法華寺町 青木　敬 住宅建設 128

表Ⅲ︲２　₂₀₁₃年度　都城発掘調査部（平城地区）小規模調査等の概要

調査次数 遺　跡 調　査　の　概　要
513次 平城宮北方 個人住宅建設にともなう調査。東西９ｍ、南北５ｍの調査区を設定した。地表下約40㎝（Ｈ＝78.5ｍ）で地山を

検出し、地山上面で遺構を検出した。調査区北壁際で東西長約3.5ｍ、深さ約0.5ｍの性格不明の土坑を検出し、埋
土下半から奈良時代の軒平瓦や15世紀後半～16世紀前半頃の羽釜が出土した。その他、調査区西辺では近世の耕
作に関わるとみられる南北小穴列２条を検出した。

517次 平城宮中央区朝堂院 調査は中央区朝堂院東北部（Ａ区）、同西南部（Ｂ区）および第一次大極殿院西南の２ヵ所（Ｃ南北区）でおこ
なわれた。Ａ区では、H=65.3ｍの地山上の木屑を含む砂層で奈良時代の瓦だまりを検出した。遺構検出面が西側
の朝堂院建物群の検出面よりも約１ｍ低く、堆積土が砂質であることから小さな谷地形に落ち込んだ流路由来の
瓦だまりと考えられる。Ｂ区では、自然流路のみを検出し明確な遺構は検出されなかった。Ｃ区では、南北区と
もにH=67.2～3ｍ付近で小穴および溝状遺構を検出した。

523次 中山瓦窯 個人住宅建設のための擁壁工事にともなう事前の発掘調査である。調査地は1972年に７基の瓦窯が調査された地
区のすぐ北方に位置する。調査の結果、奈良時代の瓦窯を３基検出した。いずれも窖窯である。１基は大きく攪
乱を受けているものの焚口から煙道までを検出した。他の２基は一部が調査範囲外におよぶものの、それぞれ焼
成室から煙道にかけての範囲と、燃焼室から焼成室にかけての範囲を検出した。灰原や窯本体からは奈良時代前
半の軒瓦や鬼瓦が出土した。

524次 平城京左京二条二坊十四坪 宅地造成にともなう事前調査で、東西３ｍ、南北16ｍの調査区を設定した。現地表下1.2ｍで奈良時代の遺構面を
確認し、素掘りの東西溝２条、掘立柱列２条などを検出した。このうち、北側の東西溝は二条条間路南側溝と考
えられる。また、南側の東西溝は奈良時代前半の所産とみられ、木簡・木製品・土器・瓦などが出土した。

525次 海龍王寺境内 写経道場新築にともなう事前調査で、東西３ｍ、南北10ｍの調査区を設定した。現地表下0.3ｍで遺構面を確認し、
海龍王寺西回廊の西縁部や、中世以降の所産とみられる建物や土坑などを検出した。西回廊は、地覆石がなく凝
灰岩製羽目石を直接据え付けていたと考えられる。基壇外装の0.3ｍ西側で乱石組雨落溝の残欠を検出し、これら
の調査成果から従来の回廊復元案を追認した。

526次 法華寺旧境内 共同住宅新築にともなう事前調査で、東西３ｍ、南北10ｍの調査区を設定した。現地表下0.4ｍで遺構面を確認し、
東二坊坊間路東側溝と考えられる素掘りの南北溝や、中世以降とみられる小規模な南北塀などを検出した。東二
坊坊間路東側溝は幅0.6ｍ以上、深さ0.4ｍ以上、調査区東側へ広がることを確認した。

表Ⅲ︲３　₂₀₁₃年度　都城発掘調査部（平城地区）現場班編成　※総担当

　春 　夏 　秋 　冬
　小池　伸彦（考古第一） 　芝　康次郎（考古第一） ※庄田　慎矢（考古第一） 　青木　　敬（考古第二）
　神野　　恵（考古第二） 　石田由紀子（考古第三） 　小田　裕樹（考古第二） 　渡辺　丈彦（考古第三）
※川畑　　純（考古第三） 　渡辺　晃宏（史　　料） 　馬場　　基（史　　料） ※山本　祥隆（史　　料）
　松下　迪生（遺　　構） ※番　　　光（遺　　構） 　箱崎　和久（遺　　構） 　海野　　聡（遺　　構）

　三好　勇太（香川県綾川町：研修） 　諫早　直人（考古第一：藤原）
　大澤　正吾（考古第二：研修）
　三好　勇太（香川県綾川町：研修）

統括：副所長　小野　健吉 　写真担当：企画調整部写真室



Ⅲ－１ 平城宮の調査

図Ⅲ︲１　平城宮発掘調査位置図　1：₈₀₀₀
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１　はじめに

　平城宮は、その東辺に東西約250ｍ、南北約750ｍの張
り出し部をもち、その南半約350ｍの範囲を東院地区と
よんでいる。『続日本紀』などの文献から、皇太子の居
所である東宮や天皇の宮殿がおかれたことが知られる。
天平勝宝６年（754）の「東院」、神護景雲元年（767）に
完成した「東院玉殿」や宝亀４年（773）に完成した「楊
梅宮」は、この地にあったと考えられている。
　2006年度以降は、東院中枢部と推定される地域の調査
を重点的におこなっており、2012年度もこの一環とし
て、第423次調査区（2007年度）の北、第446次調査区（2009

年度）の東に調査区を設定した（図Ⅲ-２）。調査対象面積
は1,015㎡（東西29ｍ×南北35ｍ）で新規調査面積は832㎡
である。調査は2012年12月17日に開始し、2013年５月22
日に埋戻しを完了した。

２　周辺の調査成果

　本調査区の南および南東に位置する第401・421・423
次調査区では複数時期の四面廂建物や回廊を検出してお
り、ある時期の東院中枢部を構成する建物や区画施設で
ある可能性が指摘されている １・２）。第421・423次調査
では柱筋をそろえる長大な南北棟建物を検出しており、
本調査区に続く。本調査区の西にあたる第446次調査区
では、東西道路や東西塀を確認し、これらの遺構を境に
空間が南北に分かれる可能性が示された ３）。さらに、調
査区北西に位置する第469・481次調査では、東院西北部
に比較的小規模な建物が展開すること、出土遺物などか
ら東院中枢部のバックヤードにあたる性格をもつことが
指摘された ４・５）。
　また、第446・469次調査では、東院西北部の遺構変遷
について、第421・423次調査までの５期区分から、６期
に区分する新たな変遷案を提示した。第481次調査では
区画施設の変遷から、１～３期までの建物配置が４期に
東西道路を廃して東西塀により区画する異なる配置をと
ること、５期には建物配置の大きな改変をおこない、６
期に南北80尺の区画が並ぶ整然とした建物配置をとるよ

うになるとして、東院地区の空間利用の変遷についての
整理がなされている。

３　基本層序

　調査区は旧水田の段差により、西側の低い面と東側の
一段高い面に分かれる。調査区西側では、表土（厚さ約

10㎝）、旧耕土・床土（20～30㎝）が堆積し、直下で黄褐
色粘質土（地山）に達する。この黄褐色粘質土上面（標

高約66.1ｍ）で遺構検出をおこなった。
　調査区東側では、表土（約10㎝）、平城宮跡整備盛土

（20～25㎝）、旧耕土・床土（約50㎝）が堆積し、その下に
奈良時代の整地土である褐色砂質土（10～55㎝）および
古墳時代の遺物包含層である暗褐色粘質土（約10～25㎝）

が堆積し、地山である黄褐色粘質土に達する。遺構検出
は主に褐色砂質土上面（標高66.2～66.4ｍ）においておこ
なった。

４　検出遺構

　検出した遺構のうち奈良時代の遺構は、建物、塀、溝、
土坑、壇状遺構などである（図Ⅲ-３）。このうち建物お

東院地区の調査
－第503次

図Ⅲ︲２　第₅₀₃次調査区位置図　1：₂₀₀₀
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よび塀はすべて掘立柱の構造である。これらの各遺構は
周辺の調査成果を併せて６期に区分できる。以下、各時
期の遺構を古い順に記述し、さらに時期の位置づけが困
難な遺構と奈良時代より前、奈良時代より後の遺構につ
いて記述する。

１期の遺構

南北棟建物SB₁₈₇₅₆　　調査区西南で検出した桁行10間、
梁行２間の南北棟建物。南の第423次調査区から続き、
東北隅柱穴を新たに検出した。SB18756の北端には西側

に桁行12間以上、梁行１間の回廊状東西棟建物SC19335
が取り付き、東側には東西塀SA19575が取り付く。柱間
は約3.0ｍ（10尺）。
南北棟建物SB₁₉₅₁₅　　調査区西北で検出した桁行10間、
梁行２間の南北棟建物。北西の第481次調査区で西側柱
列を検出しており、今回建物の南妻部分を検出した。こ
の南妻は後述の東西塀SA19332から約12ｍ（40尺）北側
にあたる。柱間は約3.0ｍ（10尺）。
東西溝SD₁₉₅₇₁　　調査区東南で検出した東西溝。幅約

図Ⅲ︲３　第₅₀₃次調査区遺構図　1：₂₀₀
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0.6ｍ、深さ約20㎝で、約５ｍ分を検出した。SB19115の
柱掘方と重複し、SD19571が古い。断面形状は逆台形を
呈し、埋土に流水を示す砂などの堆積はみられない。長
軸方向を南北に向けた状態の磚が数点出土しており、底
に磚を敷いていた可能性がある。
東西溝SD₁₉₅₇₂　　調査区中央東側で検出した東西溝。
幅約0.5ｍ、深さ約20㎝。長さ約６ｍ分を検出した。埋
土に１～３㎝大の礫を含む。
東西道路SF₁₉₃₄₄　　後述の東西塀SA19332および東西
塀SA19575に挟まれた幅約15ｍ（50尺）の道路。調査区
を東西方向に横断する。
　なお、SF19344の東側で、東西溝SD19571から東西溝
SD19572までの南北約12.5ｍの間には、特徴的な黄色砂
質土を含む土が存在し、断面観察からはこの黄色砂質土
と褐色砂質土を厚さ５～10㎝の単位で積んだ状況が認め
られる。西辺は削平により確定できないが、道路にとも
なう何らかの施設の可能性がある。
東西塀SA₁₉₃₃₂　　調査区中央で検出した東西塀。西の
第446次調査区から続き、さらに調査区東へ続く。今回
10間分を新たに検出した。柱間は2.8～3.0ｍ。西から４
基目の柱抜取穴とその周辺には土器が多く廃棄されてい
た。
東西塀SA₁₉₅₇₅　　SB18756の東北隅に取り付く東西塀。
４間分を検出したが、東端は後述の総柱建物SB19115や
南北棟建物SB19586の柱穴と重複するため、あきらかで
ない。柱間は2.6～3.0ｍ。

２期の遺構

総柱建物SB₁₉₅₂₅　　調査区西北で検出した総柱建物。
西側の第446・481次調査区でも検出しており、東西２間、
南北３間となる。柱間は約2.1ｍ（７尺）。
東西塀SA₁₉₁₀₁　　調査区東南で検出した東西塀。調査
区の東側へ延びる。第423次調査では北側へ展開する建
物と考えていたが、今回北側で柱列が検出されなかった
ため、塀とみられる。柱間は約3.0ｍ（10尺）。

３期の遺構

東西棟建物SB₁₉₃₈₀　　調査区中央西側で検出した桁行
３間、梁行２間の東西棟建物。西側の第423次調査区か
ら続き、規模が確定した。柱間は約2.4ｍ（８尺）。

壇状遺構SX₁₉₅₇₀　　調査区東北で検出した（図Ⅲ-４・

５）。外周に幅約0.8ｍ、深さ約15㎝の溝SD19610をコの
字形にめぐらせ、この溝の埋没後に平瓦を、凸面を上に
して長軸方向に並べる。平瓦は外側の側面が接地するよ
うに傾斜させて並べており、平瓦を設置する時点で、内
側に高まりがあったことを示す。また、瓦列内側の土は
５～10㎝前後の礫や瓦片を多く含み、外側とは土の状況
が異なる。以上の状況から、この遺構は壇状をなし、外
装に平瓦を用いた可能性が考えられる。平瓦列は亀腹状
の土壇を保護するために並べたとみられる。現存する高
さは最大で14㎝ほどである。規模は、北側の瓦列が残っ
ていないため、瓦列外周の溝の端で測ると南北約10.5ｍ、
東西は西側が旧水田により削平されており、3.2ｍ以上
となる。断割調査によると、SD19610を掘り、水成堆積
を示す砂で埋没した後に土を積んで壇を築成し、その後
再度外周に溝SD19611を掘って平瓦を据えた過程が観察
される（図Ⅲ-４）。壇状遺構にともなう礎石の据え付け・
抜き取りの痕跡や柱穴などは検出されていない。
　SX19570の外周溝SD19610と接続する南北溝SD19576・
東西溝SD19574が１期の東西溝SD19572よりも新しい
こと、SX19570南側の東西方向の瓦列が、東西棟建物
SB19380の南妻と揃うことから３期の遺構に位置づけた。
SX19570の東北部は、５～15㎝大の石を多く含む土坑
SK19582により壊されている。この土坑を掘り下げた壇
状遺構の下層で柱穴SX19577を検出した。一辺約1.3ｍで、
深さ約140㎝である。埋土に礫を多く含む。
東西溝SD₁₉₅₇₄　　調査区中央東側で検出した東西溝。
幅約0.3ｍ、深さ15㎝で埋土に砂と１～３㎝大の礫を含
む。調査区の東側へさらに続き、西は大土坑SX19605に
壊され不明である。調査区東壁から約４ｍ付近で南北溝
SD19576とＴ字状に接続する。
南北溝SD₁₉₅₇₆　　調査区中央東側で検出した南北
溝。幅約0.6ｍ、深さ約10㎝で埋土に灰色砂質土を含
む。南側で東西溝SD19574と接続し、北側では壇状遺構
SX19570南の東西方向の平瓦列を据えた外周溝SD19610
に接続する。東西溝SD19572と重複し、SD19572を埋め、
整地した後にSD19574・SD19576を掘削する。
礫敷SX₁₉₅₇₈　　調査区中央東側で検出した。南北約3.0

図Ⅲ︲４　壇状遺構SX₁₉₇₅₀土層図　1：₃₀
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ｍ、東西約4.2ｍの範囲に分布し、調査区の東側へさら
に広がるとみられる。北側に５～10㎝大の礫を密に敷く
が、南側の礫はやや細かく、分布も粗い。
方形土坑SK₁₉₅₈₀　　調査区中央西寄りで検出した土坑。
南北棟建物SB19585の柱穴と重複し、SK19580が古い。
東西約2.3ｍ、南北約2.0ｍで、深さ約20㎝である。灰色
粘質土で埋められている。須恵器杯Ｂ１点と大型皿Ａ２
点が出土した（図Ⅲ-６）。

４期の遺構

総柱建物SB₁₉₁₁₅　　調査区東南で検出した総柱建物。
南北２間、東西３間以上である。南の第423次調査区か
ら続き、調査区の東へさらに展開する。北側柱列の柱掘
方は一辺約1.5～２ｍ、深さ約120㎝と大きく、埋土に黄
色砂質土を含む特徴がある。柱間は約3.0ｍ（10尺）。柱
抜取穴からは磚が多く出土し、北側柱列西から３基目の
柱穴には柱根が遺存していた（図Ⅲ-８）。柱根は残存長
約75㎝、直径約35㎝で、エツリ穴を穿つ。
東西棟建物SB₁₉₃₅₅　　調査区中央西側で検出した桁行
５間、梁行２間の東西棟建物。西の第446次調査区から
続く。今回新たに東妻部分を検出し、規模が確定した。
柱間は約3.0ｍ（10尺）。
南北棟建物SB₁₉₅₈₅　　調査区中央で検出した南北棟建
物。桁行６間以上、梁行２間で調査区の北へさらに展開
する。柱間は約3.0ｍ（10尺）である。柱の掘方が一辺1.5
～２ｍと大きく、掘方の形状が横長のものと正方形に近
いものがある。埋土に礫を多く含む特徴があり、柱抜取
穴から磚、凝灰岩、根石などに使用された安山岩が出土
した。また、南西隅柱の柱穴は一辺約1.0ｍとやや小さく、
柱抜取穴から瓦が多量に出土した（図Ⅲ-７-Ｅ）。南妻の
柱筋がSB19355の南妻と揃う。
東西塀SA₁₉₃₃₆　　調査区中央で検出した東西塀。西の
第446次調査区から続く。今回新たに９間分を検出し、

調査区の東へさらに延びる。総長22間（約67ｍ）以上に
わたる塀である。柱間は約3.0ｍ（10尺）。
南北塀SA₁₉₅₈₁　　調査区東側で検出した南北塀。７間
分を検出した。南側は東西塀SA19336に取り付き、調査
区の北へさらに延びる。３期の礫敷SX19578を壊してお
り、柱の抜取穴に瓦を多く含む特徴がある。柱間は約3.0
ｍ（10尺）。
南北塀SA₁₉₅₈₃　　調査区西側で検出した南北塀。５間
分を検出し、調査区北へさらに展開するとみられる。柱
掘方が一辺0.5～0.6ｍ前後、深さ30㎝と小さい。埋土に
炭片を含む特徴がある。柱間は約3.0ｍ（10尺）。南北棟
SB19585と柱筋を揃え、SB19585の西側柱筋からの距離
は約3.4ｍである。

５期の遺構

南北棟建物SB₁₉₅₈₆　　調査区中央南側で検出した南北
棟建物。桁行５間以上、梁行２間。後述する６期の回廊
SC18936・SC19600と重複する。柱間は約3.0ｍ（10尺）。
断割をおこなった柱穴はいずれも深さ約110～150㎝前後
と深い。また、６期の回廊柱穴と重複する北妻柱では、
柱抜取穴を厚さ５～10㎝の単位で黄色粘質土と褐色砂質
土を互層に丁寧に埋め戻す（図Ⅲ-７-Ｂ）。南妻柱は検出
できず、南の第423次調査区に展開する可能性が高い。
総柱建物SB₁₉₅₉₀　　調査区北側で検出した総柱建物。
東西３間、南北１間分を検出し、調査区の北へさらに展
開する。柱穴は一辺1.3～1.5ｍで、深さ70～80㎝、柱間
は約3.0ｍ（10尺）。柱抜取穴に瓦を多く含む特徴があり、
凝灰岩製の羽目石と葛石が出土した（図Ⅲ-７-Ｃ）。４期
の南北棟建物SB19585より新しく、柱抜取穴から出土し
た瓦から５期に位置付けた。

６期の遺構

回廊SC₁₈₉₃₆・SC₁₉₆₀₀　　調査区南側で検出した回
廊。南の第421・423次調査区で検出した南北に長い建物

図Ⅲ︲５　壇状遺構SX₁₉₇₅₀（南東から） 図Ⅲ︲６　方形土坑SK₁₉₅₈₀・南北棟建物SB₁₉₅₈₅（北から）



134 奈文研紀要 2014

図Ⅲ︲８　総柱建物SB₁₉₁₁₅柱根出土状況（東から） 図Ⅲ︲９　土坑SK₁₉₆₀₄土器出土状況（北西から）

図Ⅲ︲７　柱穴断割土層図　1：₄₀
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SB18936が調査区中央で東に折れ、回廊であることが新
たにわかった。これにより、遺構記号をSCと変更する。
SC18936の南北の規模は18間（約54ｍ）である。東西方
向のSC19600は６間（約18ｍ）分を検出し、調査区の東
にさらに展開する。柱間は桁行約3.0ｍ（10尺）で、梁行
約6.0ｍ（20尺）となる。柱穴は一辺約1.2ｍで、深さ80㎝。
内側柱の北西隅柱穴は40㎝大の石を礎盤として置き、周
囲を瓦・磚で囲む（図Ⅲ-７-Ａ）。なお、第423次調査で
はSC18936北半部で床束を検出し、床張建物であるとし
たが、本調査区内では確認できなかった。

時期不明の遺構

東西棟建物SB₁₉₅₉₁　　調査区西南で検出した桁行３間、
梁行２間の東西棟建物。柱掘方は一辺0.5～0.6ｍ前後、
深さ30㎝で、柱間は約1.5ｍ（５尺）。
東西棟建物SB₁₉₅₉₂　　調査区東北で検出した桁行２間
以上、梁行２間の東西棟建物の西妻部分とみられ、調
査区の東へさらに展開する。柱間は南北約2.7ｍ（９尺）、
東西約2.4ｍ（８尺）である。４期の南北塀SA19581より
古い。
東西塀SA₁₉₅₉₃　　調査区中央で検出した３間の東西
塀。柱間は中央が約2.7ｍ（９尺）で東西両端が約2.4ｍ（８

尺）である。３期とした壇状遺構SX19570を壊した後に
造られた塀であり、４期の南北棟SB19585とも共存し得
ないことから５期以降とみる。
東西塀SA₁₉₅₉₄　　調査区東南で検出した３間以上の東
西塀。調査区の東へさらに延びる。柱抜取穴に瓦を多く
含む。柱間は約3.0ｍ（10尺）。４期の総柱建物SB19115よ
り新しい。
東西塀SA₁₉₅₉₅　　調査区中央西側で検出した５間の東
西塀。西側の第446次調査区から続く。柱間は約2.5ｍで
ある。南北塀SA19583と重複し、４期以前と考えられる。
東西溝SD₁₉₅₇₃　 　調査区南側で検出した幅約0.5ｍ、深
さ約15㎝の東西溝。長軸方向を南北に向けた状態の磚が
数点出土しており、底石として敷かれていた可能性があ
る。溝の形状や磚の出土状況は東約４ｍに位置する１期
の東西溝SD19571と似るが、５期の南北棟建物SB19586
よりも新しい。回廊SC18936を横断する暗渠状施設の可
能性がある。
東西溝SD₁₉₃₄₈　　調査区南側で検出した東西溝。幅
約0.3～0.4ｍ、深さ約15㎝。埋土に炭・土師器片を含

む。第446次調査区から続き、第423次調査区から続く
南北溝SD19104と重複する。南北棟建物SB19586、回廊
SC18936より新しい。

奈良時代より前の遺構

竪穴建物SI₁₉₆₀₁　　調査区中央で検出した。南北約3.2
ｍ、東西約3.4ｍで、西側に張り出し部がある。竪穴建
物とみられるが削平によりカマドの位置などは不明で
あった。
斜行塀SA₁₉₆₀₂　　調査区西北で検出した方位が西で約
15度北にふれる塀。西の第446次調査区でも検出してお
り、４間分の塀となる。柱間は約2.4ｍ（８尺）。
斜行塀SA₁₉₆₀₃　　調査区中央西側で検出した方位が西
で約15度北にふれる塀。斜行塀SA19602の南約10ｍに位
置する。東西塀SA19332と重複し、SA19603が古い。西
の第446次調査区でも検出しており、５間分の塀となる。
柱間は約2.4ｍ（８尺）。
土坑SK₁₉₆₀₄　　調査区中央南側で検出した小型の円形
土坑。径約0.6ｍ、深さ50㎝で、土師器甕・壺・椀、須
恵器𤭯と５～30㎝大の礫が詰まった状態で出土した（図

Ⅲ-９）。古墳時代後期の遺構である。
奈良時代以後の遺構

瓦敷SX₁₉₅₇₉　　調査区中央東側で検出した。南北約10
ｍ、東西約６ｍの範囲に平瓦・丸瓦の破片が集中的に分
布する。礫敷SX19578の上面や回廊SC19600の柱抜取穴
を覆う。平安時代以降の遺構と考えられる。
大土坑SX₁₉₆₀₅　　調査区中央東側で検出した大型の土
坑（図Ⅲ-10）。二段の掘り込みがあり、上段は南北約3.5
ｍ東西約2.7ｍの隅丸方形で、深さ80㎝、下段は土坑南

図Ⅲ︲₁₀　大土坑SX₁₉₆₀₅（西から）
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寄りに南北約1.2ｍ、深さ60㎝の掘り込みをおこなう。
下段の埋土には植物質などの有機質遺物を多く含み、下
段が埋まった後、上段底面に砂層が堆積する。この砂層
上に、黒色粘質土で一気に埋め立てた状況が認められる
が、埋め立ての最初の段階にあたる黒色粘質土最下層か
ら、北宋銭ほか銭貨11枚が出土した。銭貨は標高65.30
～65.40ｍの範囲から出土し、出土位置も近接するが、
複数枚が連なる様相は認められず、ばらまかれたような
状況を示す。最上層の掘方埋土は茶褐色粘質土で礫を多
く含む。これら各層の埋土および有機質遺物については
自然科学分析を依頼中である。  （小田裕樹）

５　出土遺物

土 器 類

　整理用コンテナ37箱分の土器が出土した。奈良時代の
須恵器・土師器が大半で古墳時代、中世の土器を一部含
む。平安時代の土器はほとんどみられない。
　図Ⅲ-11、１は東西溝SD19574出土の土師器杯Ａ。口
縁端部を丸くおさめる。内面に一段放射暗文とラセ
ン暗文を施し、外面はa1手法である。２～４は南北塀
SA19581の柱抜取穴から出土した。２は土師器杯Ｃ。丸
底気味の底部から丸みをもって口縁部が立ち上がる。口
縁端部を丸くおさめる。外面調整はa0手法。３は杯Ａ。
平底の底部からやや内弯気味に口縁部が立ち上がる。外
面調整はｃ手法。４は須恵器杯Ｂ蓋。平坦な頂部から屈
曲して口縁部が伸びる。口縁端部は小さく下方に折り曲
げる。頂部外面にロクロ削り調整を施し、中心にボタン
状のつまみを貼り付ける。５は東西塀SA19332の柱抜取
穴出土。平坦な頂部から口縁部が緩やかに降る。口縁端
部を短く折り曲げ、強い横ナデ調整を施す。頂部外面に
ロクロ削り調整を施し、中心に径2.9㎝の宝珠つまみを
貼り付ける。６～８は方形土坑SK19580出土。６は須恵

器杯Ｂ。口縁部が外反しつつ立ち上がる。底部外寄りに
低い高台を貼り付ける。底部外面はヘラ切り後ナデ調整
を施す。７・８は大型の須恵器皿Ａ。これほどの大型品
は他に例を見ず、盤の可能性もある。７は平底の底部か
ら口縁部が直線的に立ち上がる。口縁端部を丸くおさめ
る。底部外面と口縁部外面下位にロクロ削り調整を施
す。口径42.7㎝。８はやや丸みをもった底部から、内弯
気味に口縁部が立ち上がる。口縁端部に横ナデ調整を施
し、丸くおさめる。径約36㎝の粘土円盤で底部をつくり、
その上に口縁部の粘土を積むため、底部と口縁部の境に
段がつく。口縁部外面下位にロクロ削り調整を施す。口
径41.8㎝。

瓦 磚 類

　第503次調査出土の瓦磚類は表Ⅲ-１のとおり。100㎡

図Ⅲ︲₁₁　第₅₀₃次調査出土土器　１：４

表Ⅲ︲１　第₅₀₃次調査出土瓦磚類集計表

型式 種 点数 型式 種 点数 点数
6131 A 1 6663 A 9 丸瓦（刻印） 1
6133 C 1 B 3 平瓦（刻印） 1
6138 B 2 C 1 磚（緑釉） 2
6144 A 1 ? 2 面戸瓦 2
6151 A 5 6664 D 2
6282 C 1 6688 A 1

E 1 6691 A 1
G 1 6695 A 1

6284 E 5 6719 A 2
? 1 6721 E 1

6285 ? 1 G 4
6308 A 2 H 1
6311 A 1 ? 4

B 2 6726 ? 1
6313 ? 1 6732 A 2
6314 A 1 ? 1

30 6760 A 1
時代不明 1 ? 1

6768 B 1
型式不明（奈良） 10
中世 1

58 50 6

平瓦 凝灰岩
重量 668.893kg 145.137kg
点数 11539 71

軒丸瓦 軒平瓦 その他
種類

計 計 計
丸瓦 磚

216.234kg 87.482kg

2407 43

型式不明（奈良）
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あたりの瓦出土量は87.2㎏で、南方の第423次調査区の
43.3㎏、西方の第446次調査区の44.8㎏の約２倍。一方、
第446次調査区北方の第469次調査区では100㎡あたり
333.0㎏で、その1/3程度となる。これまでの東院地区の
調査では第469次調査での瓦の出土量が特に多かったが、
第503次調査は周辺の調査と第469次調査との中間的な様
相といえる。ただし、本調査区での瓦の出土量は検出し
た建物遺構数を考えれば決して多くは無く、本調査区内
で総瓦葺建物の存在は考えにくい。調査区ごとの単純な
比較検討の有効性は判断が難しいが、本調査区より北方
に総瓦葺建物など瓦の使用量の多い建物の存在の可能性
が指摘できる。なお、磚の出土量では、第503次調査の
87.482㎏は第469次調査の80.675㎏を上回り、周辺の調査
区と比較してあきらかに多い。磚を底に敷いた溝や磚を

用いた何らかの施設の存在も想定できるがその詳細な使
用法は不明である。緑釉磚も２点出土している。
　出土した軒瓦は平城宮瓦編年のⅠ-１期からⅣ-２期に
およぶ。型式の種別が判明したものでは、Ⅰ期は３点と
少なく、Ⅱ期が全体の半数近い24点、Ⅲ期が11点、Ⅳ
期が12点で、Ⅴ期のものはない。これまでの東院地区
の調査と同様にⅡ期の軒瓦が多い。Ⅳ-２期の6151A－
6760Aの組合せは東院玉殿所用瓦とされ緑釉のものも知
られるが、本調査では施釉のものはない。以下、各遺構
から出土した軒瓦を中心に報告する。
　１期～３期の遺構出土の軒瓦はない。
　４期のSA19581の柱抜取穴からは図Ⅲ-12、１・２

（6284Eb、6721G）などが出土。出土軒瓦の時期はⅠ-１期
からⅢ-１期である。SB19585の柱掘方からは３（6664D）

図Ⅲ︲₁₂　第₅₀₃次調査出土瓦　１：４
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が、柱抜取穴からは４（6311B）が出土。いずれもⅡ-１期
である。SB19355の柱抜取穴からはⅢ-１期の５（6282G）

が出土。
　５期のSB19590の柱抜取穴からは６～９（6138B、6695A、

6732A、6760A）が出土。出土軒瓦の時期はⅢ-１期から
Ⅳ-２期である。SB19586の柱抜取穴からはⅢ-１期の10

（6282E）が出土。
　６期のSB18936の柱掘方からは11（6285A）が、柱抜
取穴からは12（6721E）が出土。SC19600の柱掘方からは
13・14（6151A、6314A）などが出土。出土軒瓦の時期は
Ⅱ-１期からⅣ-２期である。  （川畑　純）

６　遺構変遷

　今回の調査で検出した各遺構の変遷を整理する（図Ⅲ

-13）。
１　期　　東西方向の２条の塀SA19332・SA19575に挟
まれた範囲は西から続く東西方向の通路SF19344であ
る。この通路により、東院西北部は南北に区画される。
東西溝SD19571・SD19572は塀のやや内側にあり、調査
区東端で検出したこれらの溝に挟まれた範囲の特徴的な
土を基壇土とすれば、これが通路に開く門などの施設の
基壇であった可能性がある。門であった場合、調査区の
東方に中枢施設が展開していたことが考えられる。
２　期　　調査区の南方を中心に総柱建物や四面廂建
物が建ち並ぶが、今回の調査区では小規模な総柱建物
SB19525が建つほか、同時期の建物は少ない。
３　期　　平瓦を外装に用いる壇状遺構SX19570が造ら
れる。この時期の中枢部は調査区の南東方に位置する回
廊SC19112・SC19113に囲まれた区画と推定され、内部
には四面廂建物や南北棟建物が建つことがあきらかに
なっている。今回の調査で検出した壇状遺構はこの中枢
部の背後にあたる。
４　期　　東西塀SA19336を建て、南北を区画する。
SA19336の北側は東西棟建物と南北棟建物が建ち並ぶ
区画であり、この塀に取り付く南北塀SA19581により、
さらに細かく空間を区画する。このうち、南北棟建物
SB19585は大型の柱掘方をもつが、第446次調査区で
SB19585と南妻を揃える大型の南北棟建物SB19350を検
出しており、両者の関連性が注目される。またSB19585
は東西棟建物SB19355とも南妻を揃え、両建物間に南北

塀SA19583を配する。SA19336より南側では総柱建物
SB19115などが建ち、北側とは異なった空間利用がなさ
れる。これらの４期建物群は柱筋が揃う特徴がある。
５　期　　東西塀SA19336を廃し、南北棟建物SB19586
や総柱建物SB19590が建つ。この時期の建物配置に規則
性は認めがたい。５期の中枢部は調査区の南東方に位置
する回廊SC19050 ６）に囲まれる空間と想定されており、
また、調査区の西方では大規模な総柱建物が南北に整然
と建ち並ぶことが判明している。今回の調査区は両者の
間に位置し、異なった空間利用がなされていたと考えら
れる。
６　期　　中枢施設を取り囲む回廊SC18936・SC19600
が造られる。この回廊および回廊に囲まれた空間につい
ては次節で検討する。東院西北部では掘立柱塀による南
北約47.2ｍ（160尺）の区画が南北に整然と並び、中枢部
との区画の違いが明瞭となる。これらの区画間は幅約
13.5ｍの南北通路となり、東西方向の通路と接続する。

７　東院６期遺構群について

　今回の調査では、回廊SC18936・SC19600を検出し、
６期の東院中枢部が掘立柱の単廊で区画されていたこと
があきらかになった。また、回廊の北西隅を検出したた
め、当該期の中枢施設が調査区南東に位置することが推
定できるようになった。東院６期は奈良時代末の宝亀年
間（770～780）頃に比定されている。今回の調査でも回
廊SC18936の柱堀方底面にⅣ-２期の軒瓦が敷かれてい
たことから、この年代観とは矛盾しない。奈良時代末頃、
東院地区には宝亀４年（773）に完成した光仁天皇の「楊
梅宮」があったと考えられ ７）、今回検出した回廊は、こ
の「楊梅宮」を区画する施設である可能性が高い。既往
の調査成果をふまえ、６期遺構群を整理し「楊梅宮」の
構造について検討する。
６期遺構群の再検討　　回廊SC18936は第401・423次調
査区から続く一連の建物である。また、SC18936の南側
には桁行10間、梁行２間の南北棟建物SB18935が存在す
る。両建物は柱筋が揃う点や10尺の柱間寸法による柱配
置などからみて、一連の回廊と判断される。
　次に、この回廊に囲まれた内部に存在する建物群を抽
出する。従来の調査でも指摘されてきた回廊との柱筋や
10尺の造営尺の共通性に加え、６期遺構は奈良時代にお
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図Ⅲ︲₁₃　遺構変遷図
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ける遺構群の中でもっとも新しい遺構であることから、
遺構の重複関係でもっとも新しいものを条件とした。
　その結果、第401・423次調査で検出した桁行７間の
南北棟建物SB19116、桁行15間以上、梁行２間の南北棟
建物SB18916、第421次調査で検出した桁行９間、梁行
３間で床束をもつ可能性がある北廂付きの東西棟建物
SB19090、東西塀SA19045が回廊に囲まれた空間内部を
構成する建物と考えられる。
既調査所見の変更点　　既往の検出遺構の解釈について、
以下の点を変更する。第401次調査では回廊SC18936と
SB18935間の距離を5.7ｍ（19尺）とみたが、柱抜取穴など
柱位置で再計測すると6.0ｍ（20尺）と判断される。これは
回廊間の馬道にあたると考えられる。次に、SB18935は、
東南隅柱に東へ２間、北へ６間の逆Ｌ字形の廂SA18941
が取り付くとされる。しかし、『紀要2007』でも指摘する
とおり、類例の乏しい廂付建物とするよりも、SB18935
とSA18941は別遺構とみて、SA18941の南北柱列および
SB18935に取り付く１基の柱穴は第401次調査区の南方
へ続く別遺構を構成する可能性を考えたい。
　また第401次調査では、南北棟建物SB18916と南北棟
建物SB18935について、東西溝SD18927がSB18916より
後出し、SB18935より先行するとして、別時期の遺構
とする。これは、SD18927が東区でSB18916と、西区で
SB18935と重複し、それぞれの前後関係をもとに遺構の
時期を位置づけているが、SD18927は東区では石組溝、
西区では元来素掘溝であったとされ、東西で同じ溝であ
るかどうかは、検討の余地が残る。今回の再検討では
SD18927を東西で別の遺構とみて、SB18916とSB18935
を同時期の遺構とみた。SB18916は重複する奈良時代の
建物の中ではもっとも新しい建物である。
６期遺構群の建物配置　　以上を踏まえた上で建物配置
を検討する。東西棟建物SB19090の中軸が東院中門のＣ
期礎石建物 ８）の中軸線とほぼ一致することから、抽出
した遺構群は東院中門の中軸を基準とする建物配置計画
で割り付けられたと判断される。そこで、これらの建物
を東院中門中軸線で対称の配置になるとみて折り返すと
図Ⅲ-14のような建物配置が復元できる。

　６期の中枢施設は、東西約96ｍ、南北約90ｍ以上の回
廊で囲まれた空間と考えられる。回廊に囲まれた内側で
は、南北棟建物２棟ずつと中軸線上に東西棟建物と塀を
配置する。中軸線上の東西棟建物SB19090は北廂をもつ
建物であり、北方に相対する建物の存在が推測される。

「楊梅宮」と６期遺構群　　「楊梅宮」に関連する記事（表

Ⅲ-２）をみると、楊梅宮は宝亀４年（773）に高麗朝臣
福信の造作により完成し、正月節会などに際して五位以
上らに宴する施設であったことがわかる。これらの史料
から、楊梅宮は天皇が御する「安殿」があり、出羽の蝦
夷・俘囚を饗す「朝堂」を有した構造とみられる。
　以上をふまえると、今回復元した回廊に囲まれる６期
遺構群は、「楊梅宮」の「安殿」を取り巻く施設または「朝
堂」に関わる施設の２つの可能性が考えられる。
　「安殿」とみる場合、北廂をもつSB19090に相対する
正殿建物が回廊に囲まれた空間内に存在すると考えられ
る。また、今回の調査区東方、回廊に囲まれる空間の北
方には、南北約45～50ｍ、東西約62ｍの大きな畦畔（巻

頭図版７上、図Ⅲ-２点線範囲、現在は仮整備されている。）が
ある。この大型畦畔が正殿を囲む区画を反映する遺存地

表Ⅲ︲２　楊梅宮関係略年表

年（西暦） 月日 事　項

宝亀３（772） 12.23 楊梅宮において、彗星出現の災厄を除くため、僧百人を呼んで斎会を行う。

宝亀４（773） 2.27 高麗朝臣福信が造宮卿として造営を担当した楊梅宮が完成し、天皇が楊梅宮に移る。

宝亀５（774） 1.16 天皇が楊梅宮安殿に出御し、五位以上に対して踏歌の節の宴を催す。また、出羽の蝦夷・俘囚に対しては、朝堂にお
いて饗宴を催す。〈年中行事抄〉

宝亀６（775） 1.7 天皇が楊梅宮安殿に出御し、五位以上に対して、白馬の節の宴を催し、衾を賜る。〈袖中抄ほか〉

宝亀８（777） 6.18 楊梅宮南池に一茎二花の蓮が生える。

※特記以外は『続日本紀』による

図Ⅲ︲₁₄　東院６期遺構群復元案　1：1,₅₀₀
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割とみて、現在の水路を境に、２つの区画が対置する構
造も考えられる。この場合、今回復元した回廊に囲まれ
る空間が楊梅宮の「朝堂」であり、大型畦畔の部分に「安
殿」に関わる施設が存在すると考えられる。
　これらの詳細は今後の調査に拠るところが多く、回廊
に囲まれた内部施設や周辺の調査をふまえ、「楊梅宮」
の実態をあきらかにする必要がある。
東院地区における単廊による区画　　回廊SC18936・
SC19600は掘立柱の単廊である。梁行約6.0ｍ（20尺）の
異例の規模であり、同様の単廊は東院３期（４期まで

およぶ可能性がある）の中枢施設を囲む回廊SC19112・
SC19113のみである。また、東院５期の中枢施設を囲む
回廊SC19050も梁行は約3.0ｍ（10尺）であるが掘立柱の
単廊である。これらから、東院地区の中枢部では３期以
降、規模や位置を変えながらも、掘立柱の単廊で区画す
る施設が建てられていたことがあきらかになった。これ
は、複数回の建て替えにも関わらず、掘立柱の単廊で囲
まれた空間が継続的に使用されたことを示し、３～５期
の中枢施設群と６期遺構群との連続性を示唆する。「楊
梅宮」以前に東院地区では「東院」や「東院玉殿」の存
在が考えられており、これらの施設群の構造や性格を考
える上でも重要な手がかりになると考えられる。

８　ま と め

　第503次調査の主な成果は以下の通りである。
　南の第401・423次調査区で検出した長大な南北棟建
物が、東西方向へと続く掘立柱の単廊であることがあ
きらかになった。これは６期の中枢部を区画する回廊
SC18916・SC19600であり、その北西隅を確認したこと
となる。これにより、６期の東院中枢部が回廊に区画さ
れていたこと、中枢施設が今回の調査区の南東側や北東
側に位置することが考えられるようになった。
　また、東院地区の中枢部では、３期以降、複数回の建
て替えにも関わらず、単廊形式の回廊で区画する施設が
建てられていたことがあきらかになった。これは、規模
や位置を変えながらも、回廊で囲まれた空間が継続的に
使用されていたことを示し、儀式や饗宴の場として利用
された東院地区中枢部の性格の一端を示唆する。
　次に、平瓦を外装とする壇状遺構SX19570を確認した。
平城宮内において、平瓦を外装とする壇状遺構の検出は

初めてである。亀腹状の土壇を保護するための手法とみ
られる。SX19570については、礎石の据え付け・抜き取
り痕跡など建物の柱位置に関する痕跡はなく、上部構造
は不明である。また、規模が比較的小規模であり、性格
については、さらなる検討が必要である。
　最後に、今回の調査では、東院地区西辺部と、回廊に
囲まれる中枢部との空間利用の違いがあきらかになり、
両者の規模や建物配置が時期により変化していることが
あきらかになった。また、６期遺構群は東院中門との中
心軸を揃える建物配置であるが、５期以前では、東院中
軸と建物配置とは対応していないこともあきらかになっ
た。これは東院地区内部の配置計画を復元する上で重要
な事実である。これらの成果は、東院地区全体の空間利
用の実態を解明する上で重要な手がかりとなる。今後も
継続的な調査を積み重ねることで、東院地区の歴史的意
義がより明確になることが期待される。  （小田）

註
１） 「東院地区の調査―第401次」『紀要2007』。
２） 「東院地区の調査―第421・423次」『紀要2008』。
３） 「東院地区の調査―第446・469次」『紀要2011』。
４） 前掲註２。
５） 「東院地区の調査―第481次」『紀要2012』。
６） 前掲註１。
７） 岩本次郎「楊梅宮考」『甲子園短期大学紀要』10、1991。
８） 「東院地区の調査　第243・245-1次」『平城概報1993』。

図Ⅲ︲₁₅　回廊SC₁₈₉₁₆・SC₁₉₆₀₀（北西から）
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調査の概要　　奈良文化財研究所では、第２次調査（1959

年）以来、第一次大極殿院の調査を継続的におこなって
きた。今回の調査区は第72次調査（1971年）と第217次調
査（1990年）の両調査区に挟まれた場所に位置し、調査
面積は東西34ｍ、南北14ｍの476㎡である。調査は2014
年１月７日に開始し、３月18日に終了した。詳細は『紀
要2015』において報告することとし、ここでは概要を述
べたい。
調査の成果　　今回の調査では、奈良時代前半、後半、
平安時代初期以降の３時期の遺構を検出した。主な遺構
は奈良時代後半・平安時代初期以降のもので、礫敷広場、
掘立柱建物、桟敷風の遺構と解釈してきたSB7141の延
長部分、凝灰岩の石敷列、土坑などを検出した。また排
水溝の断面などで、奈良時代前半の第一次大極殿院の礫
敷や南北通路の西側溝を確認した。
　特筆すべき遺構はSB7141で、奈良時代後半（西宮）の
時期の遺構とみられ、今回の調査で新たに各列４基、計
８基を検出した。柱穴は東西約3.0ｍ、南北約1.0～1.2ｍ

の楕円形で、柱間寸法は約6.0ｍ（20尺）等間。それぞれ
の柱穴に３本の抜取穴を確認した。
　今回の調査で、南北の柱穴列で、掘方や抜取穴ともに
埋土や規模が異なることを確認した。柱穴の形状は平城
宮第二次大極殿院や長岡宮大極殿前庭で検出された、幢
旗と推定されている遺構と共通点が多い。
　また『延喜式』には、元日朝賀の際に、３本の宝幢と
四神旗、計７本の幢と旗（幡）（以下、幢旗とする。）を、「二
丈」（６ｍ）の間隔で立てるとされており、今回の調査で
検出した遺構と数、間隔と一致する。さらに「文安御即
位調度之図」（12世紀頃）に描かれた幢旗は、中央柱の両
脇に２本の脇柱を持つ構造で、今回、検出した３本の抜
取穴と特徴を同じくする。
　以上を総合的に判断すると、SB7141は桟敷風の遺構
ではなく、時期を異にする２列に並ぶ幢旗の遺構の可能
性が高いと考えられる。
　今回の調査により、奈良時代後半の西宮において、重
要な儀式に幢旗が用いられたことが考古学的に裏付けら
れた。これらの成果は平城宮の中枢部のみならず、古代
の儀式空間の実態を解明する上で、重要な手がかりとな
ろう。  （海野　聡）

第一次大極殿院広場の調査
－第520次

図Ⅲ︲₁₆　第₅₂₀次調査区全景（南西から）
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１　はじめに

　その法灯を今日まで伝える西大寺は、天平宝字８年
（764）に称徳天皇（当時は孝謙太上天皇）の発願により建立
された官大寺である。創建当初は東大寺に匹敵する広大
な寺域を有していたにもかかわらず、現在は当初の伽藍
の大部分が市街地化し、伽藍中枢部の正確な範囲すらま
だ確定できていない。ここに報告する平城第505・521次
調査の調査地は、平城第409・422次調査（『紀要2007』、『紀

要2008』）で確認された薬師金堂の近隣に位置する（図Ⅲ

-18）。宝亀11年（780）成立の「西大寺資財流記帳」（以下、

「資財帳」）の記載によれば、薬師金堂の東西には軒廊が取
りつき、さらにその周りを回廊がめぐっていたとされる。
両調査区内でもそれら金堂院に関連する遺構の存在が予
想された。  （諫早直人・小田裕樹）

２　第₅₀₅次調査

はじめに

　第505次調査は奈良市西大寺小坊町内でのマンション
建設に先立つ発掘調査である。調査地は平城京右京一条
三坊十坪内にあたり、西大寺薬師金堂の西端から西方約
10ｍに位置する。建設予定地において、約262.5㎡（南北

17.5ｍ×東西約15ｍ）の調査区を設定した。掘削にともな
う土置場の関係上、まず東半部分（南北17.5ｍ×東西７ｍ）

の調査をおこない、東半部分を埋め戻しながら西半北部
（南北8.5ｍ×東西８ｍ）、そして西半南部（南北９ｍ×東西約

８ｍ）の調査を順次おこなった。調査は2013年２月12日
に着手し、４月26日をもって終了した。

基本層序

　第505次調査区内には、上から現代の駐車場整備盛土
（約80㎝）、旧耕土（約20㎝）、床土（約30㎝）、西大寺造営
にともなう整地土および基壇土（20～30㎝）、西大寺造営
以前の整地土（30～50㎝）、灰色粘土ないし灰褐色粗砂か
らなる地山の順に堆積する。西大寺に関連する遺構の検
出面の標高は74.9～75.1ｍで、地山の標高は74.1～74.6ｍ
である。西大寺造営以前の整地も整地土出土遺物から奈
良時代になされたとみられるが、遺構の重複関係などか

ら一度になされたものではなく、遷都後、西大寺造営に
至るまで複数回におよんでいる。

検出遺構

①西大寺金堂院に関連する遺構

　西大寺造営にともなう茶褐色ないし赤褐色粘質の整地
土が10～30㎝の厚さで調査区全面に広がる。西大寺金堂
院に関連する遺構は基本的にこの整地土よりも上面で検
出した。
金堂院軒廊SC₁₀₈₀　　調査区中央で、一辺100～150㎝ほ
どの方形の礎石据付穴を４基検出した（ロ１・ロ２・ハ２・

ニ２）。調査区東方で確認されている薬師金堂SB1000と
ほぼ柱筋を揃え、薬師金堂の西妻に取りつく軒廊を構成
する礎石据付穴とみられる。柱間は、梁行12尺（3.6ｍ）、
桁行13尺（3.9ｍ）である。後述する軒廊南雨落溝SD1085
北肩と軒廊北雨落溝SD1090南肩の間、10.9ｍの範囲には
西大寺造営にともなう整地土上に黄褐色粘質土が10～15
㎝確認され、基壇土とみられる。基壇土内には施釉瓦磚
を含む多量の瓦片、凝灰岩片などが含まれていた。礎石
据付穴は断割調査の結果、軒廊西妻に相当する３基（ロ

２・ハ２・ニ２）は、50㎝ほどの大きな石を含め大小さま
ざまな根石を据えており、遺構検出面からの深さも30～
40㎝と深かった（図Ⅲ-20）。一方、軒廊の南側柱にあた
るロ１は根石が確認できず、遺構検出面からの深さも10
～15㎝と浅かった。またロ１の北側の柱想定位置につい
ては、断割調査によっても礎石据付穴を検出することが
できなかった。遺構検出面の標高にほとんど差がないこ
とをふまえると、西面回廊と接続する西妻部分のみ特に

西大寺旧境内の調査
－第505・第521次

図Ⅲ︲₁₈　第₅₀₅・₅₂₁次調査地位置図　1：₂₀₀₀
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深く掘って大きな根石を据えた可能性が高い。根石の石
材は多様で、遺構検出面で大きな根石が３石確認された
ロ２をみると、花崗岩、安山岩、チャートとそれぞれ異
なる石材が用いられていた（本調査の石材分析はすべて脇谷

草一郎・田村朋美による）。なお基壇外装は出土しなかった
が、東西溝SD1081・1082は、基壇外装の抜取痕跡の可
能性がある。

軒廊南雨落溝SD₁₀₈₅　　調査区の南部で検出した幅約
120㎝、深さ約10㎝の素掘り溝である。西端で後述する
西面回廊東雨落溝SD1105・石敷き南北溝SD1110と接続
し、軒廊SC1080の南雨落溝とみられる。SD1105との接
続部分まで約8.3ｍを検出した。埋土は炭混じりの灰褐
色細砂で、後述する金堂院所用瓦をはじめとする多量の
瓦を含む。

図Ⅲ︲₁₉　第₅₀₅次調査区遺構平面図　1：₁₀₀
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軒廊北雨落溝SD₁₀₉₀　　調査区北部で検出した幅約100
㎝、深さ約10㎝の素掘り溝である。西端で西面回廊東
雨落溝SD1095・石敷き南北溝SD1110と接続し、軒廊
SC1080の北雨落溝とみられる。SD1095との接続部分ま
で約7.8ｍを検出した。埋土は炭混じりの灰褐色粗砂で、
金堂院所用瓦をはじめとする多量の瓦を含む。
金堂院西面回廊SC₁₁₀₀　　調査区西側で、一辺約120㎝
の方形の礎石据付穴を５基検出した（イ３・ロ３・ハ３・

ニ３・ホ３）。軒廊SC1080や薬師金堂SB1000と柱筋を揃
え、金堂院の西面回廊の東側柱を構成する礎石据付穴と
みられる。柱間は、西面回廊SC1100の桁行が12尺（3.6

ｍ）で軒廊SC1080と柱筋を揃え、SC1080との接続部分
が13尺（3.9ｍ）である。西面回廊東雨落溝SD1095・石敷
き南北溝SD1110の西肩よりも西側3.5ｍの範囲には西大
寺造営にともなう整地土上に黄橙色粘土が確認され、基
壇土とみられる。基壇土は調査区北端では約30㎝遺存す
るが、南ほど薄くなり、X-144,764付近より南では完全
に削平されてしまっている。基壇土内には薬師金堂所用
軒丸瓦を含む多量の瓦片、凝灰岩片などが含まれてい
た。礎石据付穴は断割調査の結果、SC1080との接続部
分にあたるハ３・ニ３は50㎝ほどの大きな根石を含め、
大小さまざまな石が据えられており、遺構検出面から
の深さも30～40㎝と深かった（図Ⅲ-20・21）。これに対
し、接続部分以外の礎石据付穴（イ３・ホ３）は根石が
疎らで遺構検出面からの深さも10～15㎝と浅かった。遺
構検出面の標高にほとんど差がないことをふまえると、
SC1080と接続する部分のみ特に深く掘って大きな根石
を据えた可能性が高い。根石の石材は多様で、断割調査
をおこなったハ３をみると、底面にまず安山岩の大きな
根石を据え、ある程度土で埋めた後に花崗岩や片麻岩な
どの小さな栗石を敷いていた。なお基壇外装は出土しな
かったが、南北溝SD1084は基壇外装の抜取痕跡の可能
性がある。
西面回廊東雨落溝SD₁₁₀₅　　調査区南端で検出した
幅約120㎝、深さ約20㎝の素掘り溝である。北端で南
北溝SD1110、軒廊南雨落溝SD1085と接続し、西面回
廊SC1100薬師金堂前庭部側の東雨落溝とみられる。
SD1110との接続部分まで約2.0ｍを検出した。埋土上層

は灰褐色砂質土で多量の瓦を含み、埋土下層は粗砂で、
遺物をあまり含まない。
西面回廊東雨落溝SD₁₀₉₅　　調査区北端で検出した幅約
100～120㎝、深さ約20㎝の素掘り溝である。南端で南
北溝SD1110および軒廊北雨落溝SD1090と接続し、西面
回廊SC1100弥勒金堂前庭部側の東雨落溝とみられる。
SD1110との接続部分まで約3.7ｍを検出した。埋土上層
は浅黄色砂質土で金堂院所用瓦をはじめとする多量の瓦
を含み、埋土下層は粗砂で、遺物をあまり含まない。
　なおSD1095の直下で、西大寺造営にともなう整地
土を掘り込む幅約50㎝、深さ約20㎝の南北素掘り溝
SD1094を検出した。埋土は粗砂で、遺物をほとんど含
まない。南のSD1110やSD1105の下では確認されず、調
査区北方へ延びていく。SD1094とSD1095の間には弥勒
金堂前庭部側から広がる整地土が堆積しており、金堂院
造営過程に掘削され、完成以前に廃絶したものとみられ
る。
石敷き南北溝SD₁₁₁₀　　調査区西側中央で検出した幅約
120㎝、深さ約20㎝の石敷き溝である（図Ⅲ-22）。南端
で西面回廊東雨落溝SD1105および軒廊南雨落溝SD1085
と、北端で西面回廊東雨落溝SD1095および軒廊北雨落
溝SD1090と接続する。軒廊と西面回廊の接続部分を横
断する石敷きの暗渠状遺構とみられる。長さは石敷きの
範囲で約11.1ｍをはかる。溝底面に10～30㎝の玉石を面
を揃えて敷き詰めている。石敷きには多様な石材が用い
られており、チャートがもっとも多く安山岩がそれに次
ぐ。石敷きのいくつかは抜き取られていた。埋土は、基
壇土に由来するとみられる黄橙色粘土や、土器片、瓦片、
凝灰岩片などを含む炭混じりの灰褐色砂質土で、埋土の
一部に基壇外装に由来するとみられる凝灰岩の切石片が
集積していた。雨落溝に堆積していた砂は、雨落溝との
接続部分以外はほとんど認められない。また側石や側板
などの痕跡は確認されず、上部構造については不明であ
る。石敷き南端の標高が北端よりも10㎝ほど高く、南か
ら北へ排水したとみられる。
瓦敷きSH₁₀₈₆　　調査区の北東部、西面回廊東雨落溝
SD1095の東側、軒廊北雨落溝SD1090の北側に東西7.5
ｍ、南北3.8ｍの範囲で確認した厚さ５～10㎝の瓦堆積

Ｈ=75.20ｍ Ｙ-20,290

Ｅ ＷSC1080 SD1110 SC1100ハ２

基壇土 西大寺造営時の整地礎石据付穴埋土 SD1110埋土

0 2ｍ

ハ３

Ｙ-20,293

下層１・２期下層３期

図Ⅲ︲₂₀　中央部東西断割断面図　1：₅₀
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層。５～10㎝の平瓦片からなる。下には粗砂が５～10㎝
堆積している。弥勒金堂前庭部側に広がるとみられる
SH1086がいつ形成されたかは不明であるが、瓦の堆積
状況からみて西面回廊東雨落溝SD1095や軒廊北雨落溝
SD1090の埋土上層よりは古い。
土坑SP₁₀₉₁～₁₀₉₃　　調査区の北東部で検出した一辺

（直径）50～70㎝、深さ10～20㎝ほどの方形ないし円形の
土坑。瓦敷きSH1086下の粗砂直下で確認され、西大寺
造営にともなう整地土を掘り込んでいる。埋土には瓦の
細片を多量に含んでおり、SH1086形成以前に破損した
瓦片を廃棄したものとみられる。
②西大寺創建以前の遺構

　西大寺創建にともなう整地土・基壇土の下に、少なく
とも３時期の整地面とそれらを掘り込む柱穴を確認し
た。これらの下層遺構に対する調査は、部分的なものに
留まるが、整地土や柱抜取穴には瓦や奈良時代の土器な
どを含み、いずれも奈良時代の整地とみられる。ここか
らは時期の古いほうから順に下層１～３期と表記する。
下層１期の遺構　　地山ないし灰茶褐色粘質の整地土

（標高74.5～74.6ｍ）で検出した遺構である。掘立柱建物
SB1068・1075・1077や炭溜りSU1073などがこの時期に
該当するとみられる。出土遺物からいずれも奈良時代
とみられる。SB1075の２基の柱穴から出土した柱根は、
どちらも直径15㎝で断面六角形に加工されており、下部
に長方形孔をあける。柱間は11尺（3.3ｍ）をはかる。こ
のほかに掘立柱建物SB1068が柱間10尺（3.0ｍ）で東西に
柱筋を揃え、掘立柱建物SB1077が柱間７尺（2.1ｍ）で南
北に柱筋を揃える。いずれも調査区外に展開するため規
模は不明だが、建物の一部とみられる。
下層２期の遺構　　灰褐色ないし暗灰色粘質の整地土（標

高74.7～74.8ｍ）で検出した遺構である。下層２期の整地
土は下層１期の整地土とよく似るが、整地土内に確実に
瓦片を含み、一部炭が混じる。掘立柱建物SB1069など
がこの時期に該当する。SB1069は柱間11尺（3.3ｍ）で南

北に柱筋を揃える。
下層３期の遺構　　黄灰色粘質の整地土（標高74.8ｍ）で
検出した遺構である。掘立柱建物SB1070、掘立柱東西
塀SA1065などがこの時期に該当する。SB1070とSA1065
は柱穴の掘方が一辺80～100㎝と、下層１・２期の柱
穴（一辺40～50㎝）に比べて大きい。SB1070の柱間は12
尺（3.6ｍ）等間、SA1065の柱間も12尺で柱筋を揃える。
SB1070の北西隅の柱抜取穴からは木簡や金付着半円棒
をはじめとする木製品が多量に出土した。  （諫早）

その他の遺構　　調査区の北東隅、南北2.5×東西1.5ｍの
範囲で、下層３期の整地直下（標高74.6～74.7ｍ）から樹
皮敷きSX1096（図Ⅲ-23）が面的に確認された。幅１～
２㎝ほどに細く裂いた樹皮を何重にも敷き詰めている。
調査区の一部で確認されるにとどまるが、下層３期の整
地をするにあたって、とくに地盤が軟弱なところに局所
的な地盤補強をおこなっていた可能性がある。
　なお樹種などをあきらかにするため、10×10㎝の範囲
でサンプリングをおこない水洗したところ、樹皮に木片
が付着しているものが複数点確認された。プレパラート
を作製し生物顕微鏡で観察した結果、仮道管、樹脂細胞、
放射柔細胞からなる針葉樹材で、早材から晩材への移行
は緩やかで晩材部の幅が狭く、ヒノキ型の分野壁孔が１
分野に１～３個存在することなどから、ヒノキ属と同定
される。また本資料には直径約0.1㎜程度の孔が複数あ
いており、その中には虫糞と考えられる粒状の塊が充填

図Ⅲ︲₂₁　SC₁₁₀₀礎石据付穴ハ３断割（北から）

図Ⅲ︲₂₂　SD₁₁₁₀北半検出状況（南から）
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されている箇所も観察された。なお本資料については、
下層３期の年代をあきらかにするために放射性炭素年代
測定を実施した（本書206頁参照）  （諫早・星野安治）

③西大寺金堂院廃絶以後の遺構

井戸SE₁₀₉₉　　調査区北部中央で検出した直径1.7ｍ、
深さ1.5ｍの素掘りの井戸である。軒廊北雨落溝SD1090
および下層３期の掘立柱建物SB1070北西隅の柱穴と重
複し、これらより新しい。埋土からは、金堂院所用瓦を
含む多量の瓦片や古代から中世の土器片、青磁片、曲物
などの木製品といった多様な遺物が出土した。金堂院一
帯が寺域ではなくなった後に設けられ、中世には廃絶し
たとみられる。
南北溝SD₁₁₀₁　　調査区東部で全面にわたって検出し
た幅２ｍ以上、深さ最大0.6ｍの南北水路である。軒廊
南雨落溝SD1085・軒廊北雨落溝SD1090などと重複し、
これらより新しい。溝底の標高からみて南から北へ流れ
ていたとみられる。埋土からは、古代から近世の瓦片や
土器・磁器片など多様な遺物が出土した。金堂院一帯が
寺域ではなくなった後に設けられ、近世には廃絶したと
みられる。  （諫早）

出土遺物

土器・土製品　　整理用コンテナ25箱分の土器・土製品
が出土した。奈良時代の土師器・須恵器を中心とし、中
近世の土師器皿、瓦器椀、瓦質土器などが出土した（図

Ⅲ-24）。また陶硯・土馬・埴輪などの土製品も少量出土
した。
　金堂院に関連する遺構から出土した土器は少量である
が、奈良時代後半の須恵器杯Ｂ蓋や土師器椀Ａを含む。
西大寺創建以前の遺構のうち、下層１期の遺構・整地土

からはまとまった量の土器が出土した。
　１～４は土師器。１・２は杯Ａである。１は平底の底
部から外方に口縁部が開き、口縁端部は内側に巻き込
み、上方に面をなす。内面に一段放射暗文を施す。外面
はａ手法で調整する。２は口縁端部を丸くおさめる。内
面は内底面に螺旋暗文を施す。口縁部は剥落が著しく暗
文は不明。外面はｂ手法で調整する。３は椀Ｄ。底部か
ら内弯する弧を描きながら口縁部が斜め上に大きく開
く。口縁端部は丸くおさめる。底部外面にヘラ削りを施
す。４は皿Ａ。底部から丸みをもって口縁部が立ち上が
り、口縁端部を小さく肥厚する。
　５～14は須恵器。５は蹄脚円面硯。硯部と脚部を別作
りするＡ類である。硯面は厚く、海部は断面Ｕ字形を呈
する。外面に突帯を一条貼り付け、脚柱部を貼り付ける。
脚頭は上面が広く脚節に向かってすぼまる形態で、貼り
付け後に工具で側面を整える。内面および外面の突帯・
脚頭下面に降灰がみられることから倒位で焼成したこと
がわかる。硯面・海部に墨が付着し、よく使いこまれて
いる。杯Ｂ蓋（６・７）はいずれも扁平な形態で、平坦
な頂部から屈曲して口縁部が続く。中央がわずかに高ま
る幅広のつまみを貼り付ける。口縁端部は短く折り返
し、断面が三角形を呈する。杯B（８）は底部と口縁部
の境に丸みをもち、底部内寄りに高台を貼り付ける。底
部外面はヘラ切り後未調整である。９は皿Ｅ。丸底気味
の底部から丸みをもって口縁部が立ち上がる。口縁端部
は外反し、丸くおさめる。底部はヘラ切り後未調整であ
る。10は皿Ａ。平底の底部から直線的に口縁部が開き、
口縁端部内面に凹線状の段をもつ。皿B（11）は復元口
径28.4㎝。やや軟質の焼成である。12は杯Ｂ。外面に２
条の沈線を施す。13は壺Ｍ。体部はやや肩が張り、底部
外寄りに低い高台を貼り付ける。底部はヘラ切り後未調
整である。内面に漆が付着する。14は甕Ｃ。口頸部が短
く、くの字状に屈曲する。外面は平行叩きの後、ナデ調
整を施し、内面は横方向のナデ調整を施す。
　これらの土器は１・２の特徴や土師器椀Ａ片が一部含
まれることから、平城宮土器Ⅲを主体とする時期に位置
づけられる。
　下層２・３期の整地土から出土した土器は破片が多
い。15は下層２期整地土から出土した須恵器杯Ｂ蓋。頂
部が平坦で口縁端部が屈曲し、嘴状を呈する。頂部はロ

図Ⅲ︲₂₃　SX₁₀₉₆検出状況（東から）



149Ⅲ－２　平城京と寺院等の調査

クロナデ調整を施す。下層２・３期整地土出土の杯Ｂ蓋
は、このタイプのものが多く、奈良時代後半まで降ると
判断されるが、土器の型式差から２・３期の時期差は見
出しがたい。
　16は下層３期のSB1070北西隅の柱抜取穴から出土し
た須恵器椀Ｂ。口縁部が直線的に外方へ開く。底部外寄
りに低い高台を貼り付ける。計量器などにも用いられる
器形である。容量は約139㎖である。
　また、整地土各層からは多量の製塩土器が出土してい
る。いずれも破片であるが、砲弾型をなす神野分類１
類 １）が主体であり、回転台成形のものはない。この他、
墨が付着した転用硯や大型皿Ｂ・皿Ｂ蓋、鉄鉢である外
面にヘラミガキを施した鉢Ａなどが出土している。
　井戸SE1099からは龍泉窯系青磁椀（17）が出土した。
高台の削り出しが浅く、底部が厚みをもつ。内外面に施
釉するが、高台内面のみが露胎である。釉調は青みが
かった緑色を呈する。内面は片彫りにより５分割し、見
込みに花文を印刻する。外面にも縦方向の片彫りを施
す。この他、瓦質土器の鉢や土師器羽釜が出土した。な
おこの井戸抜取穴からは、須恵器杯Ｂ、土師器皿Ａなど

まとまった量の奈良時代の土器も出土している。 （小田）

瓦磚類　　軒丸瓦53点、軒平瓦49点、丸瓦5617点（674.2

㎏）、平瓦25281点（1562.6㎏）、磚40点（17.8㎏）が出土し
ている。奈良時代の軒丸瓦で、型式の判別した資料は29
点であり、その内訳は6133型式Ｒ種２点、6135型式Ａ種
１点、6139型式11点（Ａ種10点、種不明１点）、6236型式14
点（Ａ種12点、種不明２点）、6308型式Ｄ種１点である。一
方、軒平瓦で型式の判別した資料は26点であり、その内
訳は6682型式Ａ種１点、6732型式25点（Ｋ種11点、Ｑ種３

点、Ｒ種５点、Ｘ種１点、種不明５点）である。
　出土比率が高い軒瓦は、6139型式Ａ種、6236型式Ａ種、
6732型式Ｋ・Ｑ・Ｒ種である（図Ⅲ-25）。そのほとんど
は、軒廊南雨落溝SD1085、北雨落溝SD1090、西面回廊
東雨落溝SD1105・1095からの出土であり、創建時の軒
廊SC1080および西面回廊SC1100に用いられた金堂院所
用軒瓦と推定される。従来、創建時の薬師金堂所用の軒
瓦の組み合わせは、6133型式Ｒ種－6732型式Ｍ・Ｎ種、
西塔は6139型式Ａ種－6732型式Ｋ種、東塔は6236型式Ａ
種－6732型式Ｑ種とされており ２）、創建時の西面回廊お
よび軒廊所用の軒瓦は、東西両塔と同様とみてよい。「資

図Ⅲ︲₂₄　第₅₀₅次調査出土土器　１：４
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財帳」などの記述から、東西両塔の建立は薬師金堂に遅
れるとされていること ３）、創建時の薬師金堂所用軒丸瓦
である6133型式Ｒ種が、西面回廊SC1100造営前の整地
土と基壇土の間から出土していることもあわせて考えれ
ば、金堂院の造営はまず薬師金堂にはじまり、軒廊およ
び西面回廊は一定期間をおいた後に設置された可能性が
高い。
　なお、これまでの西大寺金堂院周辺での発掘調査と同
様に、本調査でも施釉瓦磚類の出土がめだち、緑釉軒丸
瓦（6133型式Ｒ種）１点、緑釉丸・平瓦８点、緑釉磚９点、
施釉円形垂木先瓦１点、三彩垂木先瓦１点、緑釉垂木先
瓦１点などが出土している。  （渡辺丈彦）

木製品　　コンテナ４箱分が出土している（図Ⅲ-26）。
遺構にともなうものは、下層３期の掘立柱建物SB1070
北西隅の柱抜取穴と井戸SE1099の埋土からまとまって
出土している。前者からみていく。１は全長15.8㎝、幅
1.1㎝、厚さ0.25㎝、断面偏半円形の棒である。表側のみ
先端から6.8㎝の範囲に金が付着しており、蛍光Ｘ線分
析によっても確かめられた（材質分析は田村朋美による）。
３と４は扁平な板状の柄先に割れ目を入れ、柄先付近の
両側にＶ字形の切欠きを入れる形態的特徴から刷毛の柄
部とみられる。柄先に何らかの毛を挟みこみ、切欠きに
紐を巻き緊縛したものとみられる。３は小型で残存長8.7
㎝、最大幅1.2㎝、最大厚0.5㎝で、柄の断面は隅丸長方
形を呈する。４は大型で全長43.7㎝、最大幅4.0㎝、最大

厚1.0㎝で、柄の断面は長方形を呈する。２は逆截頭円
錐形の紡錘車である。直径5.3㎝、高さは中央部で1.7㎝、
端部で0.5㎝をはかる。中央部に上面から直径0.8㎝の円
孔を穿孔しており、ここに糸巻棒を通したとみられる。
なおこの柱抜取穴からは、このほかにも部材片やノミ削
片、ノコギリによる切断痕が残る木端や檜皮片、木炭な
どが出土しており、建物解体に由来する可能性がある。
　次に井戸SE1099の埋土出土のものについてみる。６
は曲物柄杓の身で、直径9.8㎝、高さ8.0㎝。柄は出土し
ていないが、側板にあけられた柄孔の大きさや位置か
ら、先端を尖らせた断面長方形の角棒を斜めに挿し込ん
でいたとみられる。側板の綴じ合わせは１箇所、１列上
外下内５段綴じで、綴じ合わせた後に、内側にもう一
枚薄板をあてている。７は６の底板で直径8.8㎝、厚さ
0.5㎝をはかる。側板と底板を結合する木釘などの痕跡
はなく、底板を側板にはめ込むことで固定したものとみ
られる。側板の内側に当てた薄板は底板を固定するため
のものであろうか。８は漆器皿である。全体に薄手のつ
くりである。底部と外傾し端部が外反する口縁部とから
なり、底部外縁にわずかに立ち上がる高台をつくる。細
片化し、また土圧等により大きく変形しているものの、
直径9.8㎝、器高1.7㎝（高台0.3㎝）に復元される。全面に
黒漆を塗布し、内面中央付近に朱線で文様を描いてい
る。５は蓋板片である。円板状で復元径約19㎝、最大
厚は0.8㎝である。中央やや端部寄りに直径0.3㎝の紐孔

図Ⅲ︲₂₅　第₅₀₅・₅₂₁次調査出土の主要な軒瓦　１：４
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図Ⅲ︲₂₆　第₅₀₅次調査出土木製品　１：２（４のみ１：４）
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を穿っている。上面は平坦で、下面は端部付近が丸みを
もつ。なお井戸SE1099は西大寺金堂院廃絶後に設けら
れ、埋土に含まれる土器からみて中世に廃絶したとみら
れるが、軒廊北雨落溝SD1090やその下層の掘立柱建物
SB1070北西隅柱穴を一部壊しており、出土遺物の中に
はそれらに由来するものが含まれている可能性がある。
金属製品　　鉄釘２点、飾金具１点、宋銭（元符通寶）１
点などが出土した（図Ⅲ-27）。
　２点の鉄釘はいずれも断面方形の角釘である。ほぼ完
形の１は方頭で、残存長7.6㎝、基部の最大厚は1.5㎝を
はかる。木炭片や瓦片が銹着している。２点とも西面回

廊東雨落溝SD1095埋土出土軒丸瓦の凹面部に落ち込ん
だ状態で出土したが、瓦釘にしては短く太い。
　３は平面隅丸梯形を呈し、緩やかに弯曲した飾金具で
ある。下層１～２期の整地土内から出土した。上辺寄り
に直径1.5㎜の孔をあけており、本来何かに懸垂してい
たとみられる。全長3.3㎝、最大幅2.9㎝、厚さ0.2～0.4㎜。
色調は光沢のある黄褐色で、蛍光Ｘ線分析によれば、銅
と錫を主成分とし、わずかにヒ素を含み、鉛は検出限界
以下であった（材質分析は降幡順子・田村朋美による）。非
破壊分析のため腐食などの影響を考慮する必要はあるも
のの、佐波理（高錫青銅）と判断される。  （諫早）

木簡　　木簡は下層３期の掘立柱建物SB1070北西隅の
柱抜取穴から、多くの木製品や木端などともに13点（う

ち削屑８点）出土した。
　このうち意味のまとまりが判読できるのは、紹介する
１点のみである（図Ⅲ-28）。腐蝕が進み墨痕の遺存状況
が悪いが、「一升二合」「二升」など、米の支給量とみら
れる記載が読み取れ、食料支給に関わる数段にわたる記
録が書かれた大型の帳簿木簡の断片であろう。「荒人」
は個人名であるが、一行目は人名が入る余地はなく、労
働の統括者としての「領」への支給の可能性が高い。多
人数を組織した役務を窺わせる木簡である。 （渡辺晃宏）

３　第₅₂₁次調査

はじめに

　第521調査は、奈良市西大寺小坊町内でのマンション
建設に先立つ発掘調査である。調査地は平城京右京一条
三坊九坪内にあたる。建物建設予定地において、約336
㎡の調査区（南北24ｍ×東西14ｍ）を設定し調査を開始し
た。その後、西大寺金堂院に関係する遺構が良好に検出
されたことから、遺構群の広がりを確認するため、調査
区西・北東・東側に約124㎡の拡張区を設定した。最終
的な調査面積は約460㎡である。調査は2013年12月３日
に開始し、2014年２月７日に終了した。

基本層序

　上から、現代の駐車場整備盛土（約20㎝）、旧耕作土・
床土（約20㎝）、中近世の遺物を含む遺物包含層（約10㎝）、
奈良時代の整地土（30～60㎝）、暗褐色粘質土（10～15㎝）

および灰褐色粗砂からなる地山の順に堆積する。
　奈良時代の整地土は西大寺に関するものと西大寺造営

図Ⅲ︲₂₈　SB₁₀₇₀出土木簡釈文と赤外線写真

図Ⅲ︲₂₇　第₅₀₅次調査出土金属製品　１：２
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図Ⅲ︲₂₉　第₅₂₁次調査区遺構平面図　1：₁₅₀
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以前のものとがある。西大寺に関連する遺構を検出した
整地土の標高は74.9～75.1ｍで、西大寺以前の整地土の
標高は74.6～74.7ｍ、地山の標高は74.3～74.5ｍである。

検出遺構

① 西大寺に関連する遺構

金堂院東面回廊SC₁₁₂₀　　調査区中央で検出した梁行２
間、桁行６間以上の複廊形式の回廊である。西側柱列の
位置が、第505次で確認した金堂院西面回廊東側柱列の
座標を薬師金堂中軸線で折り返した位置にあたることか
ら、金堂院の東面回廊と判断される。柱間寸法は桁行・
梁行とも12尺（約3.6ｍ）等間である。
　基壇は黄褐色系の粘質土を厚さ10㎝前後で積み重ねて
おり、40～50㎝の厚さで残存していた。基壇土の中には、
拳大の凝灰岩の塊や瓦片、灰色砂質土が多く含まれる層
がみられ、これが回廊造営時の作業面であった可能性が
ある。基壇外装は残存しておらず、抜取痕跡らしき溝を
一部検出した。基壇の東西幅は抜取溝の内側間で約10.5
ｍである。
　礎石は遺存していなかったが、一辺1.2～1.4ｍ、深さ
約60㎝前後の方形の礎石据付穴を検出した。掘方に、人
頭大～40㎝大の石を黄褐色系の粘質土で埋める壺地業を
施している。地山が砂層にあたる場所では深さ約1.1ｍ
に達する据付穴もある。検出面では、３～４個の石が表
出しており、これらの石が礎石を直接支える根石であっ
た可能性がある。根石の石材は花崗岩、安山岩、凝灰岩、
片麻岩、チャートと多様な石材が用いられていた（本調

査の石材分析はすべて田村朋美による）。
東面回廊西雨落溝SD₁₁₁₁　　調査区西部で検出した南北
溝。西肩が調査区外にあたるため、幅は不明だが、深さ
約30㎝で南北約23.5ｍ分を検出した。凝灰岩製の側石が
据えられていた可能性があるが抜き取られている。溝の
埋土は暗褐色粘質土で、大ぶりの瓦片を多く含む。また、
SD1111は調査区西北隅で途切れており、ここで金堂院
北面回廊の南雨落溝に接続すると想定される。とぎれる
部分より北側には、灰色砂質土の混じる黄褐色粘質土を

埋土とする浅い溝SD1121が掘削されており、これは北
面回廊を貫く南北暗渠の可能性がある。
東面回廊東雨落溝SD₁₁₁₂･₁₁₁₃　　調査区中央東部で検出
した南北溝。調査区北方で東西溝SD1115と接続し、こ
れより以北のSD1112は凝灰岩製の側石が遺存しており、
側石間の幅は約60㎝である。また、SD1115との合流点
より南のSD1113は幅約1.7ｍと広くなる。SD1113では溝
西肩において側石の抜取痕跡とみられる凝灰岩片を含む
浅い溝を検出したが、溝東肩では同様の痕跡は確認でき
ず、東側石の存在については明確でない。溝底の標高差
から、雨落溝の水は北から南へと流れていたとみられ
る。この雨落溝は、瓦片や焼土を含む埋土で埋まった後、
再度幅50～70㎝の南北溝SD1123として掘りなおされて
いる。
東西溝SD₁₁₁₅　　調査区西北部で検出した東西溝（図

14）。回廊東雨落溝SD1113に合流する。幅約90㎝、残存
する深さ約10㎝で、埋土に瓦片や焼土を含む。東端は南
北大溝SD1116に壊されており不明である。
下層南北溝SD₁₁₁₄　　回廊東雨落溝SD1112・1113の下
層には幅50㎝～１ｍ、深さ10～30㎝の南北溝が存在す
る。土層の観察から、SD1114が基壇土に由来する黄褐
色系の粘質土で埋め立てられた後、金堂院外側の整地が
なされ、SD1112・1113が掘り込まれたとみられる。こ
の溝の性格は、金堂院全体の造営計画線などに関わって
掘削された区画溝の可能性が考えられる。
礎石建物SB₁₁₃₀　　東拡張区において検出した基壇をも
つ礎石建物である（図Ⅲ-29）。基壇は拡張区よりもさら
に南北と東側に延びており、南北16.5ｍ以上、東西8.7ｍ
以上の規模である。基壇は、金堂院外側の整地土上に黄
褐色系の粘質土を積んでおり、残存する基壇の高さは
25～45㎝である。西面の基壇外装や雨落溝は南北大溝
SD1116により壊されており、確認できなかった。
　建物は礎石据付穴を検出し、東西２間、南北３間以上
の規模と想定される。桁行の柱間寸法は12尺、16尺、12
尺となる。拡張区南壁では礎石据付穴らしき土層断面を

図Ⅲ︲₃₀　第₅₂₁次調査区断割断面図　1：₈₀　右頁へ続く
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確認しており、建物はさらに南へ続くとみられる。礎石
据付穴は一辺1.1～1.3ｍの方形で、掘方中央に人頭大～
40㎝大の石を集中させ、黄褐色系の粘質土で埋めてい
る。深さは約40㎝と回廊の据付穴に比べると浅い。北側
の据付穴２基と南側の据付穴２基の柱筋が若干ずれるこ
とから、別棟の可能性も残るが、基壇は一連のものであ
り、間に雨落溝などの遺構は確認されなかった。
　また、SB1130と金堂院東面回廊SC1120の礎石据付穴
の様相を比較すると、SB1130は回廊と柱筋が揃わない
点、礎石据付穴が浅く断面が逆台形状を呈する点、根石
を掘方中央に集中して据える点などの違いがみられる。
これらの違いが建物構造によるものか、造営の時期差に
よるものかなど、関連遺構の精査をおこないながら検討
する必要がある。
　なお、本調査区の北方約50ｍの地点でおこなった第
242-19次調査 ４）でも礎石建物を検出しており、関連が
注目される。また、SB1130は想定西三坊坊間路上に位
置するが、SB1130の下層では、側溝などの条坊関連遺
構は確認できなかった。
②西大寺創建以前の遺構

整地下層落ち込みSX₁₁₃₅　　調査区中央において、西大
寺金堂院造営以前に遡るとみられる東・南方向への大規
模な落ち込みを確認した。この落ち込みは青灰色粘土や
暗灰色砂質土が混じる土で一気に埋め戻されている。こ
の落ち込み底面で直径約30㎝、長さ約1.6ｍと約2.6ｍの
筏穴を穿った丸太材２点と、建築部材の未成品とみら
れる材および丸太の半裁状の材各１点が出土した（図Ⅲ

-33）。落ち込みの範囲およびその性格はあきらかでない。
落ち込み底面の標高は73.8～74.0ｍである。
下層柱穴SX₁₁₃₄　　調査区中央において西大寺造営以前
の整地土から掘り込む柱穴１基を確認した。一辺約70
㎝、残存する深さ約60㎝の掘方をもつ。東西南北に断割
を入れ、組み合う柱穴を探したが確認できず、遺構の性
格は不明である。
③西大寺金堂院廃絶以後の遺構

井戸SE₁₁₂₅　　調査区中央東部で、瓦組井戸を検出し

た。南北溝SD1123埋没後に標高73.5ｍ前後の粗砂層まで
掘方を掘り、底面に人頭大の石を据え、その上に丸・平
瓦片を円形に配しながら積み上げる。高さ10～15㎝ごと
に軒丸瓦や軒平瓦、角石などを据えており、これらが構

図Ⅲ︲₃₁　SD₁₁₁₂・₁₁₁₃・₁₁₁₅検出状況（北東から）

図Ⅲ︲₃₂　SB₁₁₃₀検出状況（北から）
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築の単位となっている。掘方埋土から瓦質の擂鉢が出土
し、14世紀後半から15世紀前半頃に構築されたとみられ
る。なお、調査期間の制約から、写真計測法を用いて遺
構実測をおこなった（本書44頁参照）。
南北大溝SD₁₁₁₆　　東拡張区西部を南北に流れる幅約
3.6ｍ、深さ約80㎝の溝である。土層断面の観察による
と、複数時期に分かれる。十分に掘り下げることができ
なかったが、中近世に位置づけられる土師器羽釜や瓦質
の火鉢などが出土している。また、土層観察によると同
位置において金堂院外側の整地土に覆われる溝状の落ち
込みも観察できることから、想定位置とはずれるが、西

三坊坊間路西側溝の可能性も考えられる。
大土坑SK₁₁₂₆　　調査区西部で検出した南北約６ｍ、東
西約３ｍ、深さ約50㎝の不整楕円形の大土坑。調査区北
部で検出したＬ字状の溝が接続しており、この大土坑は
水溜めとしての機能が考えられる。大土坑の埋土から
は、西大寺の瓦が大量に出土した。

出土遺物

土器・土製品　　須恵器・土師器・奈良三彩など整理用
コンテナ13箱分の土器・土製品が出土した（図Ⅲ-34）。
金堂院に関わる遺構からの出土は少なく、大半は遺物包
含層、後世の耕作溝からの出土である。１・２は奈良三
彩盤。１は南北溝SD1123から出土した。平底の底部か
ら内弯気味に口縁部が立ち上がる。底部と口縁部の境に
稜をなす。緑釉と白（透明）釉を施釉し、外面は両者を
交互に塗り分け、内面は連弁を表現する。２は調査区東
南の遺物包含層から出土した。器面の剥落が著しい。底
部から丸みをもって口縁部が立ち上がる。１と同様に
緑釉と白（透明）釉を塗り分ける二彩である。３は井戸
SE1125掘方出土の瓦質摺鉢。直線的な体部と内弯する
口縁部をもつ。底部を破損するが、器面の剥離状況から、
穿孔した可能性がある。  （小田）

瓦磚類　　第521次調査では、軒丸瓦77点、軒平瓦62点、
丸瓦5,272点（664.2㎏）、平瓦2,811点（2250.7㎏）、磚３点（2.6

㎏）が出土している。奈良時代の軒丸瓦で型式の判別し
た資料は41点であり、その内訳は、6133型式９点（Ｏ種

１点、Ｒ種４点、Ｓ種４点）、6138型式Ｉ種１点、6139型式
Ａ種11点、6236型式21点（Ａ種17点、Ｈ種２点、種不明２点）、
6308型式Ｄ種１点である。一方、軒平瓦で型式の判別
した資料は47点あり、そのすべてが6732型式（Ｋ種５点、

Ｍ種１点、Ｎ種１点、Ｑ種１点、Ｒ種１点、種不明19点）である。
　出土比率の高い軒瓦は、東面回廊の東雨落溝SD1113
と西雨落溝SD1111を中心に出土した6139型式Ａ種、
6236型式Ａ種、6732型式Ｋ・Ｑ種であり、創建時の東面
回廊所用瓦と考えられる（図Ⅲ-25）。これら主体を占め
る軒瓦の型式・種は、東西両塔の創建時所用瓦と共通し
た傾向をもつ第505次調査とほぼ同様である。このこと
から、東面回廊の設置は、西面回廊と一体としておこな
われ、その時期は前述のとおり、薬師金堂建立後の一定
期間をおいた後と考えられる。なお、第505次調査でま
とまって出土した施釉瓦磚類は、本調査区では１片のみ

図Ⅲ︲₃₃　SX₁₁₃₅木材出土状況（北西から）

図Ⅲ︲₃₄　第₅₂₁次調査出土土器　１：４
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の出土であった。  （渡辺丈）

建築部材　　整地下層落ち込みSX1135より木材・建築部
材４点が出土した。これらは現在調査中である。 （小田）

４　西大寺金堂院の復元

　ここから平城第505・521次調査の成果をふまえ、西大
寺金堂院の復元案を提示したい（図Ⅲ-35・36）。
既往の復元案と「資財帳」　　西大寺金堂院の復元案とし
て主要なものに、大岡實 ５）、宮本長二郎 ６）による案が
ある。両者とも、「資財帳」の記載、東西塔跡から得ら
れる金堂院の推定中軸線、遺存地割などをもとに、東大
寺など同時代の類例と照らしあわせることで案を提示し
た。「資財帳」では、金堂院について、以下のように記
す（『奈良六大寺大観 第14巻 西大寺 全』による。底本は西大寺

蔵写本で、〔 〕は内閣文庫本の記載による。〈 〉は割注である）。
「金堂院
　　薬師金堂一宇　長十一〔五〕丈九尺。広五丈三尺。
　　　・・・（中略）・・・
　弥勒金堂一基〈二重長十〔廿〕丈六尺。広六丈八尺。〉
　　　・・・（中略）・・・
　　雙廊一周〈一百十七丈二尺。東西各軒廊。〉
　　中門一宇〈長七丈八尺。広三丈。〉
　　東西脇門二宇〈各長二丈。広二丈八尺五寸。〉
　　中大門一基〈二重。長九丈。広三丈七尺。〉在鐸八口。
　　東西楼門二基〈各長二丈六尺。広二丈。〉
　　塔二基〈五重。角十五丈。〉
　　・・・（略）・・・」
　既往案の相違は、ここに記載される「弥勒金堂」に「雙
廊」が接続するか否か、１周1,172尺をどう配分するか、
などという点から生じたものである。
　なおこれまで西大寺伽藍の復元では、平城京右京の
条坊の国土方眼方位に対する振れ「北で０°19’50”西偏、
西で０°18’58”南偏」が採用されてきた ７）。今回の調査
成果でも、これ以上に妥当性のある値は求め難く、以下
ではこの値を採用して論を進める。造営尺についても同
様で、１尺=0.296ｍを採用する。
金堂院の東西規模　　今回検出した西面回廊SC1100、東
面回廊SC1120は、前述の通り、桁行、梁行とも12尺等
間で、薬師金堂中軸を挟んで対称であることが確認でき
た。これにより金堂院の東西の規模が確定し、東西面回

廊の棟通り心々間で305尺（90.28ｍ）、外側柱の心々間で
329尺（約97.38ｍ）となる。
軒廊の計画寸法　　薬師金堂に接続する軒廊SC1080は、
薬師金堂とほぼ棟通りをあわせる複廊形式で、桁行13尺、
梁行12尺である。検出されたのは、礎石据付穴で、関連
する遺構として、南雨落溝SD1085、北雨落溝SD1090が
ある。軒廊の計画心を求める蓋然性が高い方法は、南北
雨落溝の溝心の中間点を求めることであろう。もっとも
遺構の残存状況が良好な点で心を求めると、SD1085の
心はY－20,285.800で、X－144,766.368となり、SD1090の
心はY－20,287.000で、X－144,754.403となる。その中間
はY－20,286.400で、X－144,760.386で、「西で０°18’58”
南偏」を考慮すると、薬師金堂西軒廊SC1080の計画心は、
X=tan０°18’58”Y-144,648.461・・・Ⓐ
となる。この計画心については、接続する薬師金堂の心
とほぼ揃うと述べたが、厳密に検討するとずれが生じて
いる可能性がある。薬師金堂の梁行規模については、「資
財帳」に奥行５丈３尺の記載があり、発掘調査の成果を
ふまえた復元案では検出遺構もこれと齟齬が生じず、梁
行４間、総長５丈３尺で、柱間を身舎14.5尺（約4.29ｍ）、
廂12尺（約3.55ｍ）とみた ８）。検出された遺構が礎石抜取
穴と地業に据えられていた凝灰岩であるから、厳密な
寸法の検討には向かないが、この復元案に則り、各柱
位置に２枚据えられる凝灰岩の中心に柱が据えられる
ものと仮定し、心を測定すると、Y－20,250.655で、X－
144,760.632となる。同じＹの値をⒶに当てはめて求めら
れるＸ-144,760.189と比べると、約1.5尺南になる。
　この点については、①金堂の心あるいは計画寸法の算
定が誤っている、②凝灰岩の心と柱位置が一致しない、
③金堂と軒廊の心が一致しない、などの解釈が可能であ
ろう。さらに①を想定した場合、梁行総長を「資財帳」
に記される53尺ではなく、52尺とし、身舎の柱間寸法を
14尺とすると、ずれが小さくなり、遺構との齟齬も生じ
ず、むしろ礎石抜取穴との関係は柱間14尺とした方が検
出した遺構の心に近づく。今回の成果のみでは断言し難
いが、今後も金堂院の復元検討にあたっては、「資財帳」
の記載について、批判的な検討が求められる。ただし、
薬師金堂の南北方向の中軸線が西大寺伽藍の南北中軸と
一致し、一条条路の推定心から約400尺北に位置するこ
と自体は否定されるものではない。
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金堂院の南北規模　　今回の調査区内では南北面回廊
に直接関連する遺構は検出されなかったが、その位置
を推定する上での材料を得ることができた。東面回廊
SC1120は第521調査区外の北へ延び、どこかで西へと折
れ北面回廊となる。東面回廊の西雨落溝と考えられる
SD1111が調査区北部でとぎれることから、同位置で西
へと曲がるものと考えられる。
　そこで東面回廊SC1120が12尺等間で北へもう１間延
びたところで、北面回廊に接続すると考えた場合、想定
される東西溝の北肩から北面回廊の南側柱心までの距離
は10尺（約3.0ｍ）となり、東面回廊の推定柱心から西側
雨落溝までの距離が５尺（約1.5ｍ）であることよりも長
くなる。この点についても、いくつか解釈可能で、①
SD1111に接続する東西溝を北面回廊の軒の出よりも南
に離れた排水溝とみる、②北面回廊が東面回廊よりも梁
行規模が大きい、③東面回廊が北面回廊に接続する部分
の桁行柱間が12尺等間とならないこと、などが想定でき
る。本稿ではひとまず①にもとづき、論をすすめ、その
妥当性について検証したい。
弥勒金堂の位置　　弥勒金堂の位置については、北面回
廊の外とする案 ９）と、北面回廊が接続する案 10）がある
が、前者とした場合、回廊の南北長が極端に短くなるこ
とが想定されるため、後者の蓋然性が高いと考える。弥
勒金堂と回廊の接続関係について他の寺院の講堂と回廊
の関係を参考にすると、①弥勒金堂の心と回廊の心をあ
わせる、②弥勒金堂の南入側柱筋の心と回廊の心をあわ
せるなどの方法が想定される。本稿では薬師金堂と軒廊
の関係に倣い、①を採用する。この場合、現在の地割、
特に弥勒金堂想定位置の北東に残る細い道の折れ曲がり
と、北面回廊から北へ突出する弥勒金堂の関係がよく重
なり、以上の想定が一定の妥当性を持つことを示す。
　さらに金堂院の東では、金堂院中軸から約500尺の位
置に中軸を持つ食堂院が検出されている。このうち食堂
跡（市12次）は礎石据付穴を８基検出するのみであるの
で、精度の高い検討は難しいが、仮に南北心を求め（Y

－20,090.000で、X－144,696.150）、西へと延伸すると、弥勒
金堂の中軸＝北面回廊の中軸は、金堂院の中軸におい
て、約4.1尺南と算出され、ほぼ東西に並ぶといえる数
値を示す。なお薬師金堂から北面回廊＝弥勒金堂の心々
寸法は218尺となる。

北面回廊の柱配置　　前述の通り、東西面回廊外側柱の
心々間距離は329尺で、また弥勒金堂の桁行総長は「資
財帳」の記載より、116尺と想定される。北面回廊を桁
行柱間12尺等間で割り付けると、東西とも入隅から６
間、72尺で、弥勒金堂の側柱との柱間は15.5尺となる。
弥勒金堂は「資財帳」の記載から二重と考えられ、大岡
は桁行・梁行とも、側柱・入側柱間を13尺とみている。
基壇の側柱からの出も、同程度と考えられ、回廊の金堂
寄りの柱は基壇際に立つことになる。
東西面回廊北半の柱配置　　金堂院の東西面回廊のうち、
まず薬師金堂に接続する軒廊以北の柱配置を検討する。
前述の通り、検出した遺構からは桁行柱間が12尺と考
えられる。しかし、西面回廊SC1100の最北の柱痕跡と、
東面回廊SC1120の最南の柱位置の南北間寸法は86尺（約

25.5ｍ）ある。これを12尺等間で割り付けると、７間で
84尺となり、２尺余る。この点については、①ある１間
のみ14尺となる、②ある２間のみ13尺となる、③ある範
囲が完数尺とならない等間で割り付けられる、などの解
釈が可能である。本稿では①と考え、軒廊との接続部か
ら北に３間目と想定し、穴門などの小門が設けられるも
のと推測する。
東西面回廊南半・南面回廊の柱間寸法　　金堂院の南限、
つまり南面回廊や中門に関連する遺構は、これまで検出
されておらず、その位置は「資財帳」の解釈や伽藍全体
の寸法計画から想定するよりほかにない。本稿では、既
往案と同様、桁行20間の東西小門が東西面回廊に開くと
想定し、長1172尺を回廊外周の桁行長さの合計と考え、
これに接続する弥勒金堂・薬師金堂軒廊・東西脇門・中
門の寸法は含まないものとし、さらに桁行柱間ができる
だけ12尺等間と考えたものを提示する。
　まず東西面回廊を軒廊との入隅柱から南面回廊との入
隅部まで12尺等間で10間とし、その中央に20尺の東西脇
門が開くとした。また南面回廊を東西面回廊との入隅柱
から12尺等間で７間とし、さらに中門よりに桁行８尺の
１間分が延びるものとみた。この場合、中門の東西妻面
の柱筋と回廊の柱との柱間は9.5尺となる。中門は単層
切妻造と考えられ、桁行方向の基壇はこの範囲におさま
るものと考えられる。
　以上の柱配置で総長を計算すると、東西半ともに、
12尺×８間（北面）＋12尺×16間＋14尺×１間（東西面北
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半）＋12尺×２間（軒廊接続部）＋12尺×13間（東西面南半）

＋12尺×９間＋８尺×１間（南面東西半）=586尺（1172尺

×1/2）となる。
小　結　　以上のように、今回の調査成果により、西大
寺金堂院の東西規模が確定した。さらに「資財帳」の記
載や遺存地割を検討することで、南北の規模や回廊の柱
配置についても、新たな案を提示することができた。同
時に議論の余地は多くあり、さらなる検証が求められ
る。  （鈴木智大）

５　ま と め

　平城第505・521次調査を通じてあきらかになった点は
以下の通りである。
第₅₀₅次　　薬師金堂の西妻に取りつく軒廊と西面回廊
に関連する遺構が検出された。軒廊・西面回廊の位置が
確定したこと、軒廊が従来想定されていた単廊形式では
なく複廊形式であることなどは、これまで「資財帳」な
どから類推するほかなかった金堂院の規模や構造を考え
る貴重な手がかりとなった。また、瓦磚の出土状況から
軒廊や西面回廊の造営が薬師金堂よりも遅れることがあ
きらかとなったことは、金堂院、ひいては西大寺全体の
創建過程を考える上で重要な知見である。
　また、西大寺に関連する遺構面の下層に３期にわたる
整地面を確認した。部分的な調査に留まるため各期の詳
細は不明であるが、出土遺物からいずれも奈良時代の整
地である。右京一条三坊十坪に位置する調査地一帯に、
平城遷都後、複数次に及ぶ大規模な整地がなされ、西大
寺創建までの間、宅地として利用されていたのであろう。
第₅₂₁次　　東面回廊および礎石建物を検出した。東面
回廊西雨落溝の状況から、北面回廊や弥勒金堂の位置に
ついても手がかりが得られた。第505次調査の成果と併
せることで、金堂院の規模について遺構にもとづいた復
元案を提示できたことは、極めて高い学術的意義をも
つ。また金堂院東方の礎石建物は、「資財帳」に記載さ
れていない建物とみられ、従来の西大寺伽藍復元案では
想定されてこなかった新たな知見といえる。
　さらに遺構・整地土の重複関係から、西大寺金堂院の
造営は、下層落ち込みを埋め立てた後に、Ａ. 回廊基壇
縁外側の位置に区画溝（下層溝）を掘削し、造営計画線
を設定する、Ｂ. 金堂院東面回廊の基壇を積み上げる、Ｃ. 

金堂院外側の整地を施す、Ｄ. 東面回廊の雨落溝を掘削・
設置する、Ｅ. 金堂院東側の基壇建物を構築する、（厳密

にはＤ・Eの前後関係は不明）という順序で進められたこと
があきらかとなった。これは、西大寺金堂院ひいては南
都の大寺の中心施設の造営過程の実態を考古学的にあき
らかにするうえで、非常に重要な成果である。
　これまでの西大寺旧境内の調査においては、薬師金堂
跡を除くと金堂院に直接関連する遺構は確認されたこと
がなかった。しかしながら第505・521次の調査成果をふ
まえれば、市街化が進んでいるこの一帯に金堂院に関連
する遺構が良好に遺存していることは、もはや疑いの余
地がない。また平城遷都後、複数回にわたって整地がな
され西大寺創建に至るまでの間、宅地として活発に利用
されていたこともあきらかとなった。西大寺中枢伽藍の
建立された調査地付近の位置的重要性はあきらかであ
り、今後も周辺地の調査においては、遺構の確認と保存
に細心の注意が払われるべきであろう。  （諫早・小田）

註
１） 神野恵「都城の製塩土器」『塩の生産・流通と官衙・集落』

奈良文化財研究所、2013。
２） 小澤毅「西大寺創建瓦と復興期の瓦」『西大寺防災工事・

発掘調査報告書』西大寺、1990など。
３） 前掲註１。
４） 「西大寺旧境内の調査　第242-19次」『1993度平城概報』。
５） 大岡實「西大寺」『南都七大寺の研究』中央公論美術出版、

1966。
６） 宮本長二郎「奈良時代における大安寺・西大寺の造営」

『日本古寺美術全集 第６巻 西大寺と奈良の古寺』小学館、
1983。

７） 小野健吉「遺跡の地形と造営」『西大寺防災施設工事・発
掘調査　報告書』西大寺、1990など。

８） 林正憲「４　まとめ―薬師金堂復元案―」『奈良文化財研
究所紀要2008』。

９） 前掲註５。
10） 前掲註６。

参考文献
太田博太郎「西大寺の歴史」『奈良六大寺大観 第14巻 西大寺 
全』岩波書店、1973。
大林潤「西大寺伽藍の造営計画に関する研究」『文化財論叢Ⅳ』
奈良文化財研究所、2012。
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左京三条一坊九坪の調査
－第510次

１　はじめに

　個人住宅の建設にともなう調査である。調査地は、平
城宮南辺に接する平城京左京三条一坊九坪の中央付近に
位置する。南北11ｍ、東西３ｍの調査区を設定した。調
査は2013年４月１日に着手し、４月５日に終了した。
　九坪内の調査区の近隣では、第245-5・303-5・343次
調査がおこなわれているが、いずれも小規模のため坪の
性格を決定づけるにはいたっていない。いっぽう第230
次調査では、十五・十六坪で大型建物を複数確認し、２
つの坪が一体として官衙に利用されていたと推定されて
いる １）。また第304次調査では、十坪の西半部で建物跡
を確認しているが、十坪の性格については明確になって
いない ２）。

２　基本層序

　現地表を含む厚さ約30㎝の現代の造成土の下に、旧耕
作土・床土が約30㎝堆積し、その下が黄灰色粘質土の地
山である。遺構は地山上面で検出され、標高は61.1ｍ。
調査区中央から北は、現代の廃材投棄穴３基により攪乱
を受けている。

３　検出遺構

土坑SK₁₀₄₇₀　　調査区南東隅で検出した性格不明の土
坑。土坑は調査区外に広がるため規模は不明であるが、
東西30㎝、南北80㎝分検出した。埋土からは弥生時代前
期の土器と磨製石斧１点が出土した。
東西溝SD₁₀₄₇₁・南北溝SD₁₀₄₇₂　　調査区南寄りで幅約
1.4ｍの東西溝と、調査区西壁際でこれに接続する南北
溝を検出した。これらは、それぞれさらに東と北へ延び
るが、東西溝SD10471が西方へ延びるかは不明。出土遺
物から、近世に開口、近代には埋没した水路もしくは濠
の可能性が高い。  （松下迪生）

４　出土遺物

土　器　　整理箱１箱分の土器が出土したが、奈良時代
の土器は極めて少ない。弥生土器は土坑SK10470からほ

図Ⅲ︲₃₇　第₅₁₀次調査区位置図　1：₃₀₀₀

図Ⅲ︲₃₈　第₅₁₀次調査遺構平面図　1：₁₀₀
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ぼ１個体分出土したが、残存状態は良くない。弥生時代
前期の器壁が薄い甕で、口縁部外面に６条の沈線を巡ら
す。平城宮兵部省下層 ３）で比較的まとまって出土した
土器に類する。東西溝SD10471・南北溝SD10472からは
土釜、瓦質擂鉢、天目茶碗、染付などが出土したが、明
治時代に下るものはない。  （神野　恵）

瓦磚類　　出土した瓦磚類を表Ⅲ-３に示した。軒瓦の
出土は、上層で検出した中世以降の溝SD10473からの軒
丸瓦6225Ａ型式１点のみで、軒平瓦の出土はない。6225
ＡはⅡ-１期に位置づけられているが、平城還都後の第
二次大極殿・朝堂院にも用いられているおり、その他、
西隆寺の境内や左京三条二坊の長屋王邸など京内の各地
からも多量に出土している。また、隅木蓋瓦とみられる
瓦片が１点出土している。  （川畑　純）

石　器　　磨製石斧、砥石片、安山岩製の剥片などが出
土した。図Ⅲ-40、１は磨製石斧の基部である。刃部は
欠失する。表面は丁寧に研磨され､ 敲打整形の痕跡がほ
とんど見られない。製作痕跡ではないが片面にあばた状
の敲打痕を残す。残存長6.8㎝、同幅5.6㎝、同厚さ3.7㎝。
土坑SK10470出土。同図２は第510次調査区から南へ約

120ｍ離れた第490次調査区の性格不明土坑から出土した
太形蛤刃石斧 ４）。基部を欠失するが全面丁寧に研磨され
る。残存長12.0㎝、刃部幅6.1㎝、厚さ4.4㎝。両者の石
材は酷似し、玄武岩あるいは安山岩製である。

（芝康次郎）

５　ま と め

　今回は奈良時代の遺構は認められなかったが、調査区
南東部で検出した弥生時代前期の遺物をともなう遺構が
注目される。調査地北西に位置する兵部省地区から南西
にかけての一帯は、自然流路にはさまれた微高地で、弥
生時代前期から古墳時代にかけて集落が形成されたと考
えられている ５）。本調査では、兵部省下層の集落の広が
りを考えるうえで興味深い成果を得た。  （松下）

註
１） 「左京三条一坊十・十五・十六坪の調査　第230次」『1992

平城概報』。
２） 「平城京左京三条一坊十坪の調査―第304次」『年報2000-Ⅲ』。
３） 『平城報告ⅩⅥ』2005。
４） 「左京三条一坊十坪の調査―第490次」『紀要2013』。
５） 前掲註３。

表Ⅲ︲３　第₅₁₀次調査出土瓦磚類一覧

図Ⅲ︲₃₉　第₅₁₀次調査出土瓦　１：４

図Ⅲ︲₄₀　磨製石斧実測図（１：第₅₁₀次、第₄₉₀次）　１：３
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１　はじめに

　奈良市法華寺町内での個人住宅建設に先立つ発掘調査
である。調査地は法華寺旧境内に北面する左京一条二坊
十五坪の南辺にやや近い東西中央付近に位置する（図Ⅲ

-41）。調査面積は東西５ｍ、南北５ｍの25㎡である。調
査期間は2013年４月２日から４月８日までである。

２　基本層序

　現地表土は宅地造成にともなう真砂が敷きつめられて
いる。その下に、現代の廃棄物を多量に含む黒色土が30
～80㎝ほど堆積する。調査区内の西部ではその黒色土の
直下が奈良時代の整地層であり遺構検出面である。
　調査区東部では部分的に耕作土の床土が20～40㎝ほど
堆積しており、その下が遺構検出面である。遺構検出面
の標高は調査区西端で約68.4ｍ、調査区東端で約68.2ｍ
である。
　なお、調査区西南角の攪乱坑を利用した断割調査によ
り、標高約67.6ｍで古墳時代以前とみられる旧表土層を
検出している。調査区東端では標高約67.8ｍで地山面を
検出している。そのため、奈良時代の整地層は80㎝ほど
の厚さにおよんでいたことがわかる。

３　検出遺構

坪内道路SF₁₀₃₇₅・東側溝SD₁₀₃₇₆　　調査区の西半で検
出した、十五坪を東西に二分する南北道路とその東側溝
である（図Ⅲ-42）。坪内道路SF10375は調査区内の範囲
で東西幅3.4ｍを検出したが、西側溝は調査範囲外のた
め本来の路面幅は不明である。厚さ50㎝ほどの精良な粘
質土をもちいた整地土（整地土下層）の上に、砂礫をや
や多く含む整地土（整地土上層）が厚さ約20㎝ほどみら
れる。この整地土上層の土は坪内道路SF10375上でしか
みられず、また砂礫をやや多く含むことから、、舗装用
の土であったとみられる。
　東側溝SD10376は、整地土上層からの深さ約60㎝で、
東西幅は約80㎝である。東肩の一部には径20～30㎝の礫
が積み重なるように遺存しており、護岸としてもちいら

れていたものとみられる。埋土は上下２層にわかれ、下
層の埋土は水性の堆積で、溝が機能していた段階の堆積
とみられる。下層埋土は厚さ５㎝ほどとそれほど厚くな
いため、溝はきちんと手入れがなされていたのであろ
う。上層埋土は一連で堆積しており、溝の廃絶時に埋め
立てられたものとみられる。なお、上層埋土からは黒色
土器が出土しているが、溝の廃絶年代は平城京廃絶後そ
れほど下らない範囲におさまるとみられる。
土坑SK₁₀₃₇₇　　調査区中央で検出した東西1.7ｍ、南北
1.8ｍの円形の土坑。東側溝SD10376の埋土上層から掘削
されている。埋土から14世紀代の土器が出土した。なお、
ほかにも調査区の北端や東端でも同様の埋土をもった土
坑を検出している。

４　出土遺物

　出土遺物は非常に少なく、東側溝SD10376の埋土下層
から軒丸瓦6282Ca、6282Ha、軒平瓦6679A、6721Fbが
出土した（図Ⅲ-43）。6282-6721の組み合わせは平城還都
後に京内各所でもちいられたとされる。近在する十五坪
南面の築地などにもちいられたものであろうか。
　また、先述のとおり土坑SK10377の埋土から14世紀に
位置づけられる土器片が出土している。

左京一条二坊十五坪の調査
－第511次

図Ⅲ︲₄₁　第₅₁₁次調査区位置図　1：₃₀₀₀
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５　ま と め

　限られた調査面積ではあったが、左京一条二坊十五坪
を東西に二分する坪内道路とその東側溝を検出した。坪
内道路には一部で舗装とみられる土が遺存しており、ま
た東側溝では一部ではあるものの護岸が遺存しているな
ど、遺構の遺存状態も比較的良好であった。平城京の条
坊を復元する上でのひとつのデータを得ることができた
といえる。  （川畑　純）

図Ⅲ︲₄₂　第₅₁₁次調査遺構平面図・土層断面図　1：₄₀
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図Ⅲ︲₄₃　第₅₁₁次調査出土軒瓦　１：４
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１　はじめに

　本調査は奈良市法華寺町における個人住宅建設にとも
なう発掘調査である。調査地は、阿弥陀浄土院跡とされ
る平城京左京二条二坊十坪の北東部にあたり、法華寺中
心伽藍中軸線と東二坊坊間東小路の間に位置する（図Ⅲ

-44）。同坪における既調査としては、坪の北西隅で第80次
調査および坪の北半中央付近で第183-21・282-6次調査
がおこなわれており、いずれにおいても掘立柱建物跡等
が見つかっている。また、坪の南半でおこなわれた第312
次調査では、護岸や石敷などの園池遺構を確認してお
り、当坪が阿弥陀浄土院であることが確実となった １）。
　今回の調査地では、南北４ｍ、東西９ｍの調査区を設
定した。調査は2013年４月８日に着手し、４月11日に終
了した。

２　基本層序

　厚さ約90㎝の現代造成土および埋立土の下に旧耕土約
30㎝、砂礫混灰色粘土の遺物包含層約30㎝が堆積し、そ
の下が黄灰色砂質土の地山で、地山上面で遺構を検出し
た。地山は西から東に向かって下がり、調査区の西端で
は標高約62.7ｍ、東端では標高約62.4ｍとなる。

３　検出遺構

柱穴SP₁₀₄₇₅　　調査区南東隅で柱穴１基を検出した。
柱掘方は一辺70～80㎝、深さ約60㎝で、長径約70㎝、深
さ約50㎝の柱抜取穴が認められた。調査区内ではこれ以
外に柱穴は確認していないので、調査区外の東方・南方
へ建物が展開すると考えられる。出土遺物から奈良時代
の遺構と考えられる。
東西溝SD₁₀₄₇₆　　長さ約9ｍにわたり幅約1.4ｍの東西
溝を確認した。この溝は、出土遺物から近世の流路とみ
られる。  （松下迪生）

４　出土遺物

土器・土製品　　奈良時代の須恵器少量と室町時代後半
の土器類が多数出土した。奈良時代の土器としては、柱

法華寺阿弥陀浄土院跡の
調査
－第512次

図Ⅲ︲₄₄　第₅₁₂次調査区位置図　1：₃₀₀₀

図Ⅲ︲₄₅　第₅₁₂次調査遺構平面図　1：₁₀₀
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穴SP10475から転用硯の杯Ｂ蓋が１点出土している。
東西溝SD10476からは室町時代後半の擂鉢を含む瓦質土
器、大和Ｈ型・Ｉ型の土釜が比較的まとまって出土し、
赤土器・白土器も若干含む。上層の遺物包含層からは江
戸時代の灯明皿や染付け等が出土しており、第514次調
査とあわせ、法華寺町の集落が室町時代後半には形成さ
れていた可能性を示唆するものといえよう。 （神野　恵）

瓦磚類　　第512次調査出土の瓦磚類を表Ⅲ-４に示す。
軒瓦は6225A、6311Ba、6320Abと中世の巴文軒丸瓦が
１点ずつ出土した。奈良時代の軒丸瓦はいずれも東西溝
SD10476最上部からの出土である。軒平瓦は出土してい
ない。その他に三彩の丸瓦が１点出土した。
　6225Aは平城瓦編年のⅡ-１期。図Ⅲ-47、１の6311Ba
はⅡ-１期で、法華寺旧境内に南面し、平城宮東院と北
西隅を接する左京二条二坊十一坪からまとまって出土し
ており、ほかにも朝集殿や内裏地区などからの出土も知
られる。同図２の6320AbはⅡ-２期で、これまでにも法
華寺旧境内における調査で数点が出土している。
 （川畑　純）

５　ま と め

　本調査では柱穴１基のみを検出したにとどまるが、奈
良時代の遺構が残っていることが確認できた。周辺では
宅地化が急速に進行しているが、阿弥陀浄土院の様相を
あきらかにするために、今後も当該坪において調査を積
み重ねていく必要がある。  （松下）

註
１） 「法華寺阿弥陀浄土院の調査―第312次」『年報2000－Ⅲ』。

図Ⅲ︲₄₆　第₅₁₂次調査東壁・南壁土層断面図　1：₁₀₀
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図Ⅲ︲₄₇　第₅₁₂次調査出土瓦　１：４

型式 種 点数 点数

6225 A 1 丸瓦（三彩） 1

6311 Ba 1

6320 Ab 1

巴（中世） 1

4 1

平瓦

重量 35.654kg
点数 229

その他

12.135kg

軒丸瓦

種類

丸瓦 磚

その他計軒丸瓦計

74

0

0

表Ⅲ︲４　第₅₁₂次調査出土瓦磚類一覧
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１　はじめに

　平城京左京二条二坊十五坪は、法華寺阿弥陀浄土院が
所在する十坪の東隣にあたる。十五坪は、阿弥陀浄土院
の前身西南角院に対し、東南角院といえる位置にあり、
法華寺そして藤原不比等邸の一郭であった可能性が考え
られてきた。第281次調査では、十坪と十五坪の間の東
二坊坊間東小路の位置で、二条条間路に向かって開く門
SB7110を検出しており（図Ⅲ-48）、位置的にみて法華寺
全体の南門の可能性が考えられることから、十五坪が法
華寺域である可能性がより高くなってきている。
　しかし、これまでの十五坪の調査は概して小規模なも
のが多く、坪の東辺でおこなった第357次調査で64点の
施釉瓦が出土したのが特筆される程度であった。当該地
については昨年度、宅地造成に先行して道路部分の発掘
調査（第501次）をおこない、今次は個人住宅の建設に先立
ち、学術調査として宅地部分の発掘調査をおこなった。

２　基本層序と遺構

　調査区はＡ～ G区の７カ所に設定した（図Ⅲ-48・49）。
基本層序は、上から昨年の造成による盛土が１ｍほどあ
り、その下に旧染織工場の造成土が30㎝程度、耕土・床
土、さらに部分的に遺物包含層や整地土を挟んで、地山

（黄灰粘土、北側で礫混じり橙色土や明白シルト～粗砂）となる。
北方のＣ区では地山がやや複雑な様相を呈し、西側では
黄灰色粘土、東側で礫混じり橙色土や明白シルト～粗砂
が混在する。
　遺構検出面は南北で比高差が大きく、南側で40～60㎝
低い。そのため、北側のＣ区で検出した掘立柱穴は1.3
ｍ程度が残存しているのに対し、南側のＤ区では15～20
㎝程度しか残っておらず、削平を受けている。

奈良時代の遺構

　数棟の掘立柱建物や塀を検出し、もっとも遺構が密な
Ｆ区の状況からみて、少なくとも奈良時代において３期
の変遷は想定できる。しかし、いずれの建物も部分的な
検出にとどまり、第501次調査の成果とあわせても、坪
内の全体的な配置等は不明と言わざるを得ない。

掘立柱塀SA₁₀₃₈₅　　Ｂ区の東よりで検出した東西塀。
さらに東に伸びる可能性がある。
掘立柱建物SB₁₀₃₈₆　　Ｂ区の西寄りで掘立柱の柱穴を
２基検出した。南側の排水溝では確認できず、東西塀の
可能性もあるが、Ｄ区で柱筋を同じくする位置に柱穴１
基を検出しているため、南北５間以上、東西２間以上と
推定される。SB10387と重複し、これより新しい。
掘立柱塀SA₁₀₃₈₇　　Ｂ区とＦ区にまたがる。
土坑SK₁₀₃₈₈　　Ｆ区の西南で検出した。土器少量と瓦
を多く含む。三彩瓦を多く含み、土器には暗文を施す土
師器杯Ａや黒漆を塗った須恵器鉢Ａなどがみつかった。
掘立柱建物SB₁₀₃₈₉　　SK10388と重複して、これより
新しい。Ｆ区で２基の柱穴を検出したが詳細は不明。
掘立柱建物SB₁₀₃₉₀　　Ｆ区で検出した。土坑SK10388
と重複し、これより古い。西南に展開する建物であろう。
掘立柱塀SA₁₀₃₉₁　　Ｆ区中央付近の東西塀。南北に組
合う柱穴がないため、東西に伸びる掘立柱塀であろう。
掘立柱塀SA₁₀₃₉₂　　D区と第501次調査区にまたがる南
北塀。坪の推定東西心からは、約２ｍ西に位置する。
掘立柱建物SB₁₀₃₉₃　　長さ約30㎝程度に切った薄い板
材を礎盤とする掘立柱で、柱根が２基残っていたが、い
ずれも高さ約15～20㎝しか残存しない。第501次調査で
も同様の工法の柱跡を検出しており、柱筋も合うことか
ら同一の建物であろう。Ｄ区の南端でも柱穴をみつけて
おり、総柱の建物と考えられる。柱穴掘方から小片なが
ら暗文を施す土師器皿が出土した。
掘立柱建物SB₁₀₃₉₄　　Ｇ区の南寄りで２基検出した。
北側には展開せず、南に展開する建物の可能性がある。
掘立柱建物SB₁₀₃₉₅　　北側のＣ区の南東寄りでみつ
かった。西側の柱は抜き取られていたが、東側は残存し

左京二条二坊十五坪の調査
－第514次

図Ⅲ︲₄₈　第₅₁₄次調査区位置図　1：₃₀₀₀
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図Ⅲ︲₄₉　第₅₁₄次調査区遺構平面図・土層断面図　1：₁₀₀
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ていた。後述するが、柱の規模は大きく、比較的大規模
な建物の一部と推定できる。

中世後期の遺構

　主に調査区の東側を中心に、縦横に流れる溝を検出し
た。埋土からは室町時代の赤土器・白土器をはじめ、土
釜、箸、下駄、曲物、漆器や鉄滓などの鍛冶関連遺物が
出土した。
南北溝SD₁₀₄₀₀　　Ｃ区の西端を南へ流れる。
東西溝SD₁₀₄₀₁　　Ｇ区の北側を東西方向に流れる。東
から西へ流れ、南北溝SD10400と合流するのであろう。
南北溝SD₁₀₄₀₂　　南北溝SD10400、東西溝SD10401が
合流してＤ区に流れ込むとみられる。
東西溝SD₁₀₄₀₃　　南北溝SD10402が直角に東に向きを
変え、SD10403になる。Ｅ区に続き、さらに東に延びる
可能性がある。SD10402とSD10403の接続部分には、両
岸に小規模な掘立柱を２本検出した。簡便な作りの橋脚
であろう。Ｄ区の東端で、南に伸びる南北溝SD10404に
合流するが、分岐点がもっとも深く、十数本の杭を打っ
たしがらみを検出した（巻頭カラー図版８左下の手前部分）。
南北溝SD₁₀₄₀₄　　東西溝SD10403から南に流れる溝。第
501次調査で検出した土坑SK10325・SK10326もSD10404
の一部であろう。Ｂ区でとくに鉄滓など鍛冶関連遺物が
多く出土した。
土坑SK₁₀₄₀₅　　埋土から14世紀頃の大和Ｈ型の土釜の
上半と石や鉄滓が出土した。

３　遺　　物

土　器　　古代のものとしては、土師器、須恵器のほか、
奈良三彩、緑釉などが出土した。土師器の供膳具は、い
ずれも小片であるが、暗文をもつものが多い。須恵器の
中では漆付着土器や左上がりの放射状暗文をもつ杯Ａな
どがある。また、奈良三彩陶器が12点、緑釉の香炉片が
２点出土した。もっとも多いのは室町時代のもので、溝
SD10400～ SD10404を中心に出土した。埋土は１～５層
に分けて取り上げた。土器の内容は漸移的に変化するも
のの、14世紀後半から15世紀中頃の年代幅に収まる。青
磁など陶磁器や土釜、瓦質土器を含むが、ここでは土師
器皿を中心に報告する。土師器皿には赤土器と白土器が
あり、赤土器の胎土はやや暗赤茶色に近い。図Ⅲ-50、
１～３は１層出土の赤土器。４・５は２層出土で、４は

赤土器、５は白土器。８は３層出土の白土器。６・７・
９は４層出土の赤土器。10も赤土器で５層出土。３・４
が明確に口縁端部を折り曲げるのに対し、９・10は口縁
端部を強くヨコナデし、やや古い様相を残す。11は大和
Ｈ型の土釜。12は粗い胎土で、火を受けた痕跡が残り、
火鉢か火容れであろう １）。  （神野　恵）

瓦磚類　　出土瓦磚類は表Ⅲ-５のとおりである。軒瓦
では奈良時代と中世のものが多い。三彩には、軒平瓦
6667D３点、型式不明の軒平瓦７点、面土瓦１点、鬼瓦
１点、多数の丸瓦・平瓦があり、Ｆ区を中心に多く出土
した（巻頭カラー図版８右下）。鬼瓦は南都七大寺Ⅴ式の小
型品である。また、土坑SK10388からは奈良時代の完形
の平瓦が多数出土した。ここでは奈良時代の軒瓦と中世
の軒瓦を中心に報告する。
　図Ⅲ-51、１～10は奈良時代の軒瓦。１は6138BでＥ
区の東西溝SD10403出土。２は6282A。３は6285A。ど
ちらもＦ区の土坑SK10388出土。6285Aは平城瓦編年の
Ⅱ-１期で、同じくSK10388出土の６の6667Aとともに
光明子邸所用とされる。４は6320AでＤ区包含層出土。
５は6664CでＢ区の土坑SK10396出土。７は6691Aで皇
后宮所用とされる。Ｄ区の掘立柱塀SA10392出土。８は
6713AでＢ区の土坑SK10396出土。９は6768AでＤ区の
包含層出土。10は6768BでＣ区の土坑SK10397出土。
　11～24は中世の軒瓦。11は鎌倉時代のもので「法」の
古体字を配する。Ｂ区の包含層出土。薬師寺や海龍王寺
に同笵例がある。12～15は巴文軒丸瓦。巴頭が互いに接
するまたは尖り気味の12・13がやや古く、巴頭が丸みを
もつ14・15がやや新しいか。12はＤ区の包含層、13はＢ
区の包含層、14・15はＤ区の南北溝SD10404出土。16～

図Ⅲ︲₅₀　第₅₁₄次調査出土土器　１：４
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19は鎌倉時代の軒平瓦。16・17の接点は無いが同笵品と
みられ、類例が興福寺、当麻寺などにある。17はＢ区の
SD10404出土。18はＤ区の包含層出土で、興福寺食堂出
土例と同笵か。19はＤ区の掘立柱塀SA10392と重複する
穴から出土し、類例が海龍王寺、秋篠寺にある。20～24
は室町時代の軒平瓦。20はＢ区のSD10404出土で、西大
寺に類例がある。21はＢ区の包含層、22はＣ区の南北溝
SD10400に壊される穴から出土したもので、海龍王寺や
不退寺に類例がある。23はＤ区の南北溝SD10402、24は
Ｇ区出土。  （川畑　純）

木　器　　室町時代後期の東西溝SD10403から、漆器椀
２、漆器皿２、下駄１、曲物側板２、箸９、板14、板

材20、加工棒３、東西溝SD10401から、加工板14、板
23、箸35、加工棒３が出土した。この他、暗灰土から、
漆器椀１、曲物底板１、加工棒１がそれぞれ出土した。
SD10403、SD10401から出土した箸は45点あり、完形品
も15本を数える（図Ⅲ-52上）。これらの長さは、23㎝、
20㎝、17㎝前後の３つに区分できる。いずれも厚さは0.6
㎝前後で、断面形は多角形から円形である。中央部の径
が最大となり、両端に向かって細くなるように加工され
ている。上下端の加工の程度や径は同じであり、両者の
区別はないようである。一部に加工痕が認められないも
のもあり、未製品と考えられる。中世の鎌倉などでも、
大量のかわらけと共に箸が使い捨てられる事例が報告さ

図Ⅲ︲₅₁　第₅₁₄次調査出土瓦磚類　１：４
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れており ２）、南都における事例として興味深い。漆器で
は、椀は破片ながら高台の付くものがあり、皿は口径9.0
㎝で器高0.7㎝の挽物で、中央部に赤漆で草花の文様が
描かれる（図Ⅲ-52左下）。下駄は、長軸両端が欠損するが、
連歯下駄で残存長21.1㎝、幅11㎝、高さ３㎝。このほか
多数出土した板は、厚さ0.5㎝以下のものが多いが性格
は不明である。暗灰土出土の曲物底板は、直径11.8㎝、
厚さ0.5㎝、木釘の痕跡が残る（図Ⅲ-52右下）。
冶金関連遺物　　羽口が調査区の各所から出土した。ほ
とんどが小片だが、土坑SX10405では先端が残る直筒の
ものがあり、外径5.8㎝、孔径2.8㎝。南北溝SD10404か
らは黒褐色、灰褐色、褐色椀形鉄滓が10個体以上のほか、
焼土粒が出土した。椀形鉄滓は、完形のもので径８～10
㎝、厚み２～３㎝程度で、重さは250～450ｇ程度の沸か
し鍛練鍛冶滓。  （芝康次郎）

木　簡　　Ｇ区の東西溝SD10401から１点出土している。
表裏に墨痕があるが、判読できない。  （渡辺晃宏）

柱　根　　Ｃ区SB10395柱穴から、径約35㎝、残存長1.3
ｍの芯持ちの柱根が出土した。下方ほどチョウナ痕が明
瞭に確認でき、底面には十字に引かれた墨線やぶんまわ
し針穴が明瞭に残る。樹種はコウヤマキ ３）。 （松下迪生）

４　ま と め

　奈良時代の遺構は部分的な検出にとどまったものの、
残存する柱材の大きさは平城宮内のものに匹敵し、建物
規模の大きさをうかがわせる。初例ともなる三彩鬼瓦を
はじめ、この坪内での三彩瓦の出土は平城宮内において
も見出しがたいほどである。出土した土師器に暗文を施
すものが目立つ点などから、おもに奈良時代前半に大規
模な建物群が展開していたことが想定される。阿弥陀浄
土院や法華寺の位置関係からみて、十五坪が法華寺、あ

るいはその前身の藤原不比等邸と一連の占地であったこ
とを裏付けるものといえよう。
　また、今次調査であきらかとなった室町時代後半の溝
は、狭い範囲を縦横に巡らされていた。出土した遺物
は多様で、周辺に集落が形成されていた可能性を示唆
する。大和における中世の環濠集落は187カ所に及ぶと
され ４）、成立時期は南北朝以後の動乱期と推定されてい
る ５）。こういった環濠集落には「垣内」などの字名を残
すことが多いことも指摘されている ６）。調査区周辺の小
字名をみると、当該地より北の法華寺寄りで寺垣内や城
ノ内、南西の平城宮東院寄りでは宮垣内など、「垣」や
「城」を残す小字が目立つ点は興味深い。
　絵図として残るものは、法華寺が所蔵する江戸時代中
頃のものが唯一例で ７）、南側に東西方向の大濠が描かれ
ており、当該地には人名が記され、すでに宅地となって
いることがわかる。今回の調査は、中近世の法華寺集落
の形成などを考えるうえで、きわめて重要な成果といえ
よう。  （神野）

註
１） 梅川光隆『平安京の器』白沙堂、2001。
２） 藤原良章「中世の食器・考―〈かわらけ〉ノート―」『列

島の文化史５』日本エディタースクール出版部、1988。
３） 樹種同定は、年代学研究室大河内隆之による。
４） 堀部（秋山）日出雄「大和環濠集落の史的研究」『橿原考

古学研究所紀要　考古学論攷一』1954。
５） 金田章裕『条里と村落の歴史地理学研究』大明堂、1985。
６） 前掲註４。
７） 歴史研究室吉川聡による。

表Ⅲ︲５　第₅₁₄次調査出土瓦磚類一覧

図Ⅲ︲₅₂　第₅₁₄次調査出土木製品

型式 種 点数 型式 種 点数 点数
6131 A 1 6572 C 1 丸瓦（三彩） 6
6134 C 1 6663 E 1 平瓦（三彩） 46
6138 B 2 6664 C 16 　　　（ヘラ書） 1
6282 A 1 M 1 　　　（刻印） 1
6284 A 1 6667 A 8 隅切平瓦 2
6285 A 4 D 4 面戸瓦 6
6301 B 2 6691 A 7 　　　（三彩） 1
6320 A 1 6713 A 2 熨斗瓦 2
型式不明（奈良） 10 6714 A 3 鬼瓦（三彩） 1
古代 1 6721 C 2 鬼瓦（近世） 1
中世 8 6767 A 4 伏間瓦 1
近世 2 6768 A 1 雁振瓦 6
時代不明 2 B 4 隅木蓋 3

型式不明（奈良） 6 用途不明道具瓦 4
7 土管 1

古代 3 レンガ 1
中世 11
時代不明 1

36 82 83

平瓦 凝灰岩
重量 864.968kg 0.031kg
点数 6335 1

　　　　　（三彩）

232.792kg 22.563kg

1730 19

軒丸瓦計 軒平瓦計 その他計
丸瓦 磚

軒丸瓦 軒平瓦 その他
種類
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１　はじめに

　当調査は、国土交通省による平城宮跡展示館建設予定
地の事前調査であり、2010年度から奈良文化財研究所が
継続して発掘調査をおこなっている。調査地は史跡平城
京朱雀大路跡に隣接する緑地公園として整備されていた
朱雀門南東の一帯で、平城京左京三条一坊一・二・八坪
にあたる。
　当研究所や奈良市により周辺の発掘調査がなされてお
りその結果、一坪では奈良時代前半に鉄鍛冶工房４棟と
それに関連する可能性がある建物数棟が存在したことが
わかっている。工房の廃絶後は、奈良時代前半のうちに
整地がなされ、整地後は顕著な建物群は建てられず、一
坪の周囲には築地塀などの遮蔽施設も認められていない
ことから、広場のような使用がなされたとされている。
　第515次調査は、北区・南区・東区の３カ所を対象と
した（図Ⅲ-53）。ここでは、各調査区ごとに報告し、第
522次調査を西区として報告する。ただし、第522次調査
による西区は調査終了後間もないため概要の報告に留
め、詳細は来年度の紀要で報告する。

２　北　　区

調査の概要

　北区では120㎡（南北10ｍ×東西12ｍ）の調査区を設定
した。調査は2013年５月16日に開始し、５月27日に終了
した。ただし、調査区の北端と西側では幅2.5ｍのボッ
クスカルバートの埋設により遺構面が大きく損なわれて
いた。そのため、調査区壁面の法面確保の必要性から、
ボックスカルバートの西側では遺構面にまで掘削を進め
ることができなかった。そのため実際の遺構検出面は攪
乱を受けていない東側の東西幅約6.0ｍほどである。

基本層序

　現地表土は奈良シルクロード博にともなって整備され
た造成土で、1.5ｍほど堆積する。その下に畑地耕作土や
水田耕作土が0.5ｍ、耕土床土が0.2ｍほど堆積する。床土
の下が奈良時代の遺構検出面である。遺構検出面は精良
な粘土をもちいた整地土と砂質土の地山層からなり、標

高は63.4ｍである。
検出遺構

　奈良時代の溝１条などを検出した。
南北溝SD₁₀₄₁₀　　調査区東端で検出した南北溝。遺構
検出面からの深さは0.2ｍ以上。現状で東西0.6ｍを検出
したが、東側は調査区外におよぶため幅は不明である。
北側は後世の土坑の堀込みにより破壊されており、失わ
れている。
その他の土坑　　調査区中央から北側で南北に並ぶ２基
の土坑を検出した。心々間は約3.0ｍ（10尺）であり、掘
立柱建物の柱穴となる可能性があるが、どちらの土坑も
柱の抜取痕は不明瞭である。また、北側の穴の掘方の深
さは検出面から0.3ｍと浅いなど、柱穴掘方としてはや
や判然としない部分もある。掘立柱建物の柱穴と考えた
場合、南側の土坑から東側と南側3.0ｍの位置には同様
の土坑がみられなかったため、西側に展開する可能性が
高い。

小　　結

　北区では奈良時代の整地土が良好に遺存しており、遺
構の検出標高はこれまでの西方での調査と同様であっ
た。一坪では西側から東側までかなり良好に奈良時代の
遺構面が遺存していることが判明した。なお、顕著な出
土遺物はみられなかった。

左京三条一坊一・二・八坪
の調査
－第515次・第522次

図Ⅲ︲₅₃　第₅₁₅・₅₂₂ 次調査区位置図　1：₄₀₀₀
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３　南　　区

調査の概要

　南区では144㎡（南北12ｍ×東西12ｍ）の調査区を設定
した。調査は2013年５月20日に開始し、５月31日に終了
した。

基本層序

　基本層序は北区と同様である。ただし、部分的に耕土
床土が0.5ｍほどと北区と比べて厚く堆積しているとこ
ろがある。遺構検出面は精良な粘土をもちいた整地土か
らなり、標高は63.0ｍである。

検出遺構

　三条条間北小路とその南側溝、古墳の周濠を検出した
（図Ⅲ-54）。
三条条間北小路SF₉₆₇₀・南側溝SD₉₆₇₂　　調査区中央部
から北側にかけて検出した。これまでにも奈良市による
調査や第478・495次調査などでも検出されている。三条
条間北小路SF9670は南北約2.1ｍを検出したが北側は調
査区外のため幅は不明。南側溝SD9672の検出面での幅
は南北約2.2ｍで、第495次調査の東側で検出したSD9672
の幅は約0.9ｍであったことから、かなり幅が広い。な

お、調査区西端でも連続するとみられる溝を検出してい
るが、検出した標高は62.4ｍと低い。検出範囲が狭いた
め確定はできないが、上層埋土は精良で、整地土の可能
性もあり、整地土に先立つ別個の溝の可能性もある。ま
た、後述するSD10415に連続する可能性もある。
　なお、南側溝SD9672の南肩から１ｍと３ｍ南で一辺
0.5～0.7ｍの土坑を検出している。第495次調査では二坪
北辺の築地塀想定位置で、築地塀にともなう足場穴や添
柱穴の可能性がある小穴列SX10080とSX10085を検出し
ており、距離は離れているものの同様の性格のものの可
能性がある。
古墳SZ₁₀₄₁₅・周濠SD₁₀₄₁₆　　調査区西部で検出した、
古墳時代後期前半の円墳とその周濠。古墳SZ10415の墳
丘本体は失われており、周濠SD10416のみが遺存する。
周濠SD10416は東肩が円弧状をなすが、西肩はボックス
カルバートに破壊されており幅は不明である。北側は三
条条間北小路南側溝によって破壊されており、埋土から
埴輪が大量に出土した。検出範囲が限られるため確定は
できないが、周濠の外周は10ｍ程度に復元できる。
 （川畑　純）

図Ⅲ︲₅₄　第₅₁₅次調査北区（左）・南区（右）遺構平面図　1：₂₀₀
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出土遺物

土器・埴輪　　第515次調査南区では、整理用コンテナ計
10箱分の土器が出土した。内訳は、土師器、須恵器、埴
輪などからなるが、埴輪が大半を占める。そのうち、古
墳周濠SD10416出土の須恵器と埴輪について報告する。
　SD10416出土品の多くは円筒埴輪だが、石見型埴輪な
どの器財埴輪片とみられる破片も数点確認した。ここで
は、形態や製作技術など製作時期を考える上で重要な属
性が良好に把握できる円筒埴輪３点分を図化した（図Ⅲ

-55-１～３）。さらに共伴した須恵器杯H１点についても
あわせて図化した（図Ⅲ-55-４）。
　１は、口縁部からその下の突帯周辺まで残る破片で、
復元口径28.6㎝、残存高18㎝、器壁の厚さ８㎜前後をは
かる。円形透孔を有するが、各段の透孔の数や配列は不
明。窖窯焼成と考えられ、外面は青灰色を呈し、硬く焼
き締まる。外面全体に右下から左上方向のタテハケ調整
をおこない、その後突帯を貼り付ける。ハケメ１単位の
幅は２㎝前後。突帯は、連続ナデによって貼り付ける。
内面は、右下から左上方向に指ナデ調整するが、口縁部
から2.5㎝前後下った部分に棒状の物体によるとみられ
る圧痕が確認できる。圧痕は、ほぼ同じ高さで２～４㎝
間隔で計６ヵ所確認できた。これらの圧痕は、内面を全
周していた可能性があり、圧痕が付く方向が指ナデの方
向とほぼ合致するため、指ナデにともなう道具が当たっ
たのかもしれない。また、指ナデ痕の後に圧痕が付くた
め、あるいは埴輪の乾燥にともなう何かしらの道具の付
着痕の可能性も否定できないが、いずれにせよ推測の域
を出るものではない。
　２は、残存部最大径26.2㎝、残存高18.2㎝の個体。窖
窯での焼成とみられ、内外面とも灰色を呈し、須恵質で
焼き締まっている。胎土には径１㎝前後の大粒の石英粒
を含む。円形透孔を有し、穿孔方向は逆時計回りである。
外面は、右下から左上方向にタテハケ調整をおこない、
ハケ調整後に突帯を付す。ハケ目１単位あたりの幅は1.8
㎝前後。突帯は、断続ナデによって貼り付けられ、上部
に爪の擦痕を残す。断続ナデは、貼り付け後横ナデに
よって突帯を調整する断続ナデＡ。推定できる突帯間の
距離は、上の段で約10㎝、下の段で約12㎝と一定しない。
内面は、右下から左上へ向けて指ナデするが、あまり丁
寧な仕上げではなく、一部に粘土紐巻き上げ痕を残す。 図Ⅲ︲₅₅　SD₁₀₄₁₆出土埴輪・土器　１：４
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　３は、残存部最大径20.2㎝、残存高20㎝をはかる個体。
１・２と同じく窖窯焼成と推定されるが、全体が黄褐色
を呈し、焼成もよくない。胎土は、２と同じく径１㎝前
後の石英粒を含む。１・２と同じく外面は右下から左上
方向にタテハケ調整をおこない、ハケ調整後に突帯を貼
り付ける。ハケ目１単位の幅は最大2.3㎝。突帯の貼り
付けと調整は、２と同じく断続ナデＡであり、突帯上部
に爪の擦痕を残す。
　４は、須恵器杯Ｈの身。復元口径13.8㎝、最大径16.0㎝、
残存高2.9㎝。青灰色で、焼成良好。口縁部の立ち上が
り角度や高さなどの特徴から、本個体は陶邑田辺編年の
MT15～ TK10型式の所産と考えられる。
　SD10416出土円筒埴輪は、製作技法の特徴から川西宏
幸のいうⅤ期、すなわち６世紀前半頃に位置づけられ
る １）。またこれら円筒埴輪は、突帯により区画された各段
間の長さが一定するといった規格性をそなえるなどのⅣ
期以前の要素が消失している。また、出土遺物は一括性
が高く、４の須恵器からみた年代観と、円筒埴輪から導
出した年代観とは、いずれも整合的である。 （青木　敬）

小　　結

　南区では三条条間北小路SF9670とその南側溝SD9672
を確認した。ただし調査区の西端では想定される位置で
東西溝を確認したものの、検出面は整地土の下の可能性
があり、これまでの調査での検出状況とは異なる。今後
の調査による検討が必要である。また、周濠のみの遺存
ではあったが古墳を１基検出した。出土した埴輪や土器
から古墳時代後期前半の円墳とみられる。周濠の埋土は
埴輪を含む土で一度に埋められたとみられ、間層がみら
れず南側溝SD9672が切り込んでいることから、平城京
の条坊設定と整地にともなって古墳は削平され、その埋
土で周濠が埋め立てられたと考えられる。  （川畑）

４　東　　区

調査の概要

　東区では450㎡（南北75ｍ×東西６ｍ、18㎡は502次南区と

重複）の調査区を設定した。調査は2013年11月５日に開
始し、11月29日に終了した。

基本層序

　上から、旧建物の建設にともなって入れられた地盤改
良剤による硬化土（厚さ約50～60㎝）、旧北新大池の堆積 図Ⅲ︲₅₆　第₅₁₅次調査東区遺構平面図　1：₄₀₀
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図Ⅲ︲₅₇　SD₁₀₄₂₀・₁₀₄₂₁ 遺構平面図・土層図　1：₈₀

図Ⅲ︲₅₈　SD₁₀₄₂₀出土土器　１：４
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土（約10～15㎝）、灰色砂層（約10～30㎝）が堆積し、標高
61.0～61.4ｍで地山である灰色細砂層、黒褐色粘質土層
に達する。遺構検出面の標高は61.0～61.5ｍである。

検出遺構

　弥生時代の溝２条、時期不明の流路２条を検出した。
東西溝SD₁₀₄₂₀　　調査区南側で検出した弧状に曲がる
東西溝。幅約2.3～2.5ｍ、深さ約0.7～0.9ｍ。溝底の標高
は60.6ｍ。埋土は３層に分かれ、上から黒色粘質土層（厚

さ約0.4ｍ）、灰色細砂層（約0.1～0.3ｍ）、黒色粗砂層（約0.2ｍ）

が堆積する。黒色粘質土層は、溝が埋没する過程で再度
溝状に掘り込んでおり、弥生土器や種子を含む有機質遺
物が多く出土した。
東西溝SD₁₀₄₂₁　　調査区南側で検出した弧状に曲がる
東西溝。SD10420から約0.8ｍ隔てた南方に位置し、同
じく弧状に曲がる。幅約1.5～2.2ｍ、深さ約0.3～0.5ｍ。
溝底の標高は60.8ｍ。埋土は２層に分かれ、上から黒色
粘質土層（約0.2ｍ）、灰色粗砂層（約0.2ｍ）が堆積する。
SD10420と同時期の弥生土器が少量出土した。
流路NR₁₀₄₂₂　　調査区中央で検出した時期不明の流
路。幅約2.6～3.0ｍで深さ0.4ｍ。自然木１点が出土した。
流路NR₁₀₄₂₃　　調査区北側で検出した時期不明の流
路。幅約８ｍで、標高63.3ｍまで掘削したが、湧水が激
しく、底面は確認できなかった。自然木３点が出土した。

出土遺物

土　器　　東西溝SD10420・SD10421から整理用コンテ
ナ５箱分の弥生土器が出土した。特にSD10420黒色粘質
土層から多く出土した（図Ⅲ-58-6）。両溝ともに弥生土
器Ⅴ様式の特徴を示す。  （小田裕樹）

植物種実　　東西溝SD10420、SD10421からは、植物種
実が多量に出土した。そのため、２㎜目と１㎜目の篩を
用いてこれらを採取した。計数は終了していないので、
概要を述べる。両溝ともにモモ核、メロン仲間、ブドウ
属、キイチゴ属、クヌギやアラカシなどのコナラ属（幼果、

殻斗含む）、タデ科などが検出された。前の４つのように
食用のものと、後２者のように自然に混入したと考えら
れるものがある。特にメロン仲間、ブドウ属、コナラ属、
タデ科は３層に分かれた各層で認められる。SD10420で
は、３層のうち黒色粘質土層からのみ、炭化コメ、ヒョ
ウタンが出土している。  （芝康次郎）

小　　結

　本調査で検出した弥生時代後期の遺構は周辺に当該期
の集落が分布していたことを示す点で重要である。な
お、平城京左京三条一坊八坪に関わる古代の遺構は後世
の削平により確認できなかった。  （小田）

５　西　　区

調査の概要

　西区では1,953㎡（南北93ｍ×東西21ｍ）の調査区を設定
した。調査は2013年12月16日に開始し、2014年３月28日
に終了した。調査区の位置は、第478次調査の東側で、
第515次北区と南区の間にあたる。詳細な報告は来年度
におこなう。

６　ま と め

　今回の調査では、北区では奈良時代の整地土を確認
し、南区ではこれまでにも検出されていた三条条間北小
路SF9670とその南側溝SD9672の延長部分を検出するな
ど、北区と南区では奈良時代の遺構面が比較的良好に遺
存していることが判明した。東区では奈良時代の遺構面
は完全に失われていたものの、弥生時代の溝を検出し、
南区で検出した古墳とともに、平城京造営以前の土地利
用の一端が明らかとなったといえる。
　北区では詳細は不明ながら南北に軸を揃える土坑を検
出しており、西側へ展開する建物の柱穴となる可能性が
高い。一方、南区では整地土の下で溝が確認されるなど、
これまでの調査とは異なる知見も得られている。これら
については、来年度報告する西区の状況の精査とあわせ
て検討を進めていく必要がある。  （小田・川畑）

註
１） 川西宏幸「円筒埴輪総論」『考古学雑誌』64-2、1978。
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１　はじめに

　興福寺では「興福寺境内整備基本構想」（1998年）に基
づき、寺観の復元・整備が進められている。この整備事
業にともない、奈良文化財研究所では1998年以来、中金
堂院、南大門、北円堂院の発掘調査を継続しておこなっ
ている。本調査もその一環として、西室（西僧房）を対
象として調査をおこなった。調査区は西室の南半分に設
定した（図Ⅲ-59） １）。北円堂院との間の遺構の状況を確
認するため西側中央付近に西拡張区を、西室の東南隅お
よび基壇外装を確認するため東南隅に東拡張区を設け
た。調査面積は985㎡である。調査は2013年６月３日に
開始し10月11日に終了した。

２　西室の概要と既往の調査

西室の概要　　僧房とは僧侶が生活する建物で、桁行の
長い建物を仕切って多くの小部屋を造る。大寺では梁行
の大きな大房と、梁行の小さな小子房とが、柱筋を揃え
て並行して建てられた。興福寺は、中金堂と講堂の西・
東・北をコの字型に取り囲む三面僧房を有しており、西
僧房は「西室」、北僧房は「北室」、東僧房は「中室」と
呼ばれている。西室と中室は大房と小子房からなり、北
室は上階僧房、小子房、下階僧房の３棟が並列してい
た。西室の建立年代はあきらかではないが、諸史料から
中金堂院の他の建築と同じ720年代とみられる。西室は、
建立以後８度罹災したとみられ、最後の焼失は享保２年

（1717）で、以後再建されることはなかった。また、江戸
時代中頃の絵画資料には、西室大房は描かれるが小子房
は描かれていないものがあり、小子房は大房より早く廃
絶していたとみられる。
既往の調査と復元　　興福寺の僧房にかかる調査として
は、1955年におこなわれたガス管埋設工事の際、西室大
房の東・南・北面で基壇外装（凝灰岩の地覆石および羽目石）

確認している ２）。1956年におこなわれた食堂発掘調査の
際に、中室小子房の東・南面で基壇外装（凝灰岩の地覆

石、羽目石および葛石）とその外周に石敷きを検出してい
る ３）。これらの調査はトレンチによる部分的なものにと

どまっている。興福寺の西室に対する本格的な調査は、
今回が初めてである。
　西室の建物規模については『興福寺流記』など複数の
史料に記述がみられるが、史料により異なる点も多い。
従来の復元は『興福寺流記』と地表に露出している礎石
の実測をもとにしたもので、大岡実による案 ４）と鈴木
嘉吉による案 ５）がある。大房について、両案とも梁行
方向は４間、総長45尺とし、『興福寺流記』の記述と同
じであるが、桁行方向の復元が異なる。大岡案は桁行９
間、総長は202.5尺、柱間寸法は22.5尺等間としており、
北室との規則性を重視した案である。鈴木案は桁行11
間、総長は210尺、柱間寸法は北６間は22.5尺、南５間
は15尺とする。

３　基本層序と検出遺構

地形と基本層序

　調査開始前の調査地の地形はおおむね平坦で、調査区
の北西部では北西に向けてわずかに傾斜している。地表
面には複数の礎石が露出していた。調査区東面と南面は
興福寺境内の道路に面し、西室大房の東側柱筋想定位置
は道路の路面にあたる。調査区内にはマツ等の樹木が
あったが、大木の根以外は調査前に撤去した。
　基本層序は以下のとおりである。上から表土、黒褐色
砂質土（カワラケを多く含む、近世の包含層）、明黄褐粘土
あるいは黄褐色砂礫土の地山である。南北溝SD10434の

興福寺西室の調査
－第516次

図Ⅲ︲₅₉　第₅₁₆次調査区位置図　1：₂₅₀₀
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図Ⅲ︲₆₀　第₅₁₆次遺構図　1：₂₅₀
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東側、西室大房の基壇の範囲では灰褐色砂質土の整地土
を確認した部分もあるが、基本的には地山上面で遺構を
検出した。遺構検出面はSD10434の東側より西側が0.3ｍ
ほど低く、東側ではほぼ平坦なのに対し、西側では北に
向けて緩やかに標高を下げる。また、調査区西端から北
円堂院に向けて削平が大きく、遺構検出面はSD10434付
近と比べて0.3ｍほど低い。遺構検出面の標高は調査区
東南隅で95.31ｍ、北西隅で94.60ｍ、西拡張区で94.50ｍ
である。

検出遺構

西室大房SB₁₀₄₅₀　　梁行４間の南北棟礎石建物で、桁
行７間分を確認した（図Ⅲ-60）。礎石（調査前にすでに地表

に露出しているものも含む）および礎石据付穴・抜取穴を
検出した。東側柱筋の礎石は境内道路を敷設した際にす
べて失われたとみられ、東拡張区で東南隅の礎石据付掘
方のみを確認した。また、境内道路際に並ぶ東入側柱筋
の礎石はすべて落とし込みの穴をともなっており、出土
遺物から近代に原位置から動かされたと考えられる。
　今回の調査で建物の北端は確認できていないが、1955
年の調査および調査区外で地表面に露出している礎石
位置を根拠とすると、SB10450の建物規模は南北62.54ｍ

（212尺）、東西11.8ｍ（40尺）、桁行10間、梁行４間に復元
される。柱間の寸法は、桁行の南端２間が4.72ｍ（16尺）、
以北が6.64ｍ（22.5尺）等間、梁行は2.95ｍ（10尺）等間と
なる（１尺＝0.295ｍとする）。
　礎石は、大きさが長径約90～115㎝の安山岩の自然石
で、柱座などの造り出しはもたない。礎石は上面が赤変
しているものもあり、火を受けた痕跡とみられる。これ
らの礎石のうち、近代に動かされた東入側柱筋のものを
除く８石（ニ一、ホ一、ニ三、ホ三、ニ四、ホ四、二五、ホ七）は、
抜取痕跡や据え直し痕跡が認められない。また、礎石据
付埋土が精良であり遺物が含まれないことから創建当初
の位置を保っているとみられる。一方、礎石抜取穴の埋
土には瓦や拳大の礫が多く含まれていた（図Ⅲ-63右）。「ニ
七」の礎石は、下に瓦を差し込んだ状態で検出されてお
り、礎石を抜き取る際に下に瓦を差し込んで石を浮かせ
ようとした可能性も考えられる。
　桁行の各柱間に２基ずつ、長径約45～60㎝ほどの小型
の礎石および礎石据付穴・抜取穴を確認した。これらの
多くはいずれかの時期の再建の際、据え直したとみられ

るが、「ニ五」の北側に位置する小型の礎石は原位置を
保っている。石を２段に積んで後に高さを調整したとみ
られる箇所もあった。
基　壇　　西室大房SB10450の基壇は砂礫を含む明黄褐
色粘土からなる地山を削り出し、上面にわずかに積み土
をして築成したとみられる。東拡張区では、西室大房東
南隅の基壇外装と雨落溝を検出した。いっぽう西面の基
壇外装想定位置では、基壇外装や雨落溝などの痕跡は検
出されなかった。礎石上面の標高は約95.5ｍ、基壇外装
地覆石上端の標高が約95.0ｍであり、基壇上面と礎石上
面との比高を約10㎝と仮定すると、基壇高は約45㎝に復
元できる。
基壇外装　　基壇南面と東面の地覆石および羽目石の一
部が残存していた（図Ⅲ-62）。石材はいずれも凝灰岩で
ある。南面は比較的残りが良いが、東面は後世の削平を
受けて地覆石・羽目石とも外側が大きく削り取られてい
た。側柱筋と地覆石外側の距離は、南面が2.1ｍを確認
し、東面が2.7ｍに復元できる。また、1955年の調査で、
南北基壇地覆石外角の距離は66.44ｍと確認されており、

図Ⅲ︲₆₁　SB₁₀₄₅₀基壇外装・SD₁₀₄₅₁（南西から）
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図Ⅲ︲₆₃　SB₁₀₄₅₀礎石据付穴（ニ五）・抜取穴（ロ一）・SB₁₀₄₄₀柱穴　断面図・写真

図Ⅲ︲₆₂　第₅₁₆次東拡張区遺構図　1：₄₀
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上述の復元建物規模から、北面の基壇の出は1.8ｍと復
元できる。地覆石は計６石残っており、幅30㎝、高さ16
㎝、長さは80㎝。上面の基壇側を８㎝幅で深さ１㎝ほど
切り欠き、羽目石の仕口とする。羽目石は幅17㎝で、高
さは最大15㎝、長さは最大69㎝が残る。葛石や束石は確
認できなかった。また、地覆石・羽目石の内側にこれら
の据付掘方を検出した。据付掘方は幅52㎝、深さは検出
面から22㎝が残る。
石組溝SD₁₀₄₅₁　　基壇外装の南面と東面に接して石組
みの溝を検出した（図Ⅲ-62）。西室大房の雨落溝にあた
るとみられる。南面には外側の側石が立ち上がるところ
まで残存する部分がある。幅40㎝、深さ10㎝。20㎝程度
の上面の平らな自然石を２列並べ底石とする。部分的に
10～15㎝の石を敷き詰めた部分があり、時期は不詳なが
ら、後世に補修した形跡とみられる。
掘立柱建物SB₁₀₄₄₀　　桁行７間以上、梁行２間の南北
棟掘立柱建物。西室の西側柱筋から約2.5ｍ西の位置に
西室と梁行方向の柱筋を揃えて建つ。柱間寸法は、桁行
は南端２間が約4.8ｍ、以北が約6.6ｍであり、梁行は約2.6
ｍである。据付掘方は一辺0.8～1.2ｍの隅丸方形で、深
さは検出面より0.8～1.0ｍが遺存する。３基の据付掘方
で柱痕跡を確認しており、柱径は約20㎝である（図Ⅲ-63

左）。また、桁行方向の柱間を三等分する位置に小型の
柱掘方を検出した。大きさ、平面形状、深さともに不揃
いだが、間柱または床束の痕跡である可能性がある。
　建物の創建時期は、据付掘方埋土に遺物をほとんど含
まないため詳細は不明である。据付掘方の埋土が地山由
来とみられる礫混じりの黄褐色砂質土であるなど、西室
大房の礎石据付穴の埋土の様子とよく似ており、古代ま
でさかのぼると考えられる。建物の廃絶時期は、後述の
土管暗渠SD10430・10431・10432が敷設されるより前で、
据付掘方を被覆する包含層の遺物より室町時代が下限と
なる。

その他の遺構

穴SP₁₀₄₄₁　　調査区北西で検出した小土坑。径50㎝、
深さ25㎝。内部には丸瓦が径約15㎝の礫とともに詰めら
れており、平安時代の須恵器杯、鉢、双耳壺が出土した。
土管暗渠SD₁₀₄₃₅・₁₀₄₃₆・₁₀₄₃₇　　調査区南西で検出し
た土管暗渠。SD10435は南北方向の暗渠で長さ約８ｍ、
SD10436・10437は東西方向の暗渠でそれぞれ長さ約４
ｍと約６ｍ分を検出した。SD10436は西端が、SD10437
は東端がSD10435と接続し、一連のものになるとみら
れる。削平が激しく大半の土管が失われているが、幅
40㎝程度、深さ20㎝程度の素掘り溝に瓦質の土管を据

図Ⅲ︲₆₅　土管暗渠SD₁₀₄₃₀とSD₁₀₄₃₂（北から）図Ⅲ︲₆₄　土管暗渠SD₁₀₄₃₅南端とSD₁₀₄₃₂（南西から）
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え、その上に平瓦を載せていたとみられる。SD10435は
調査区南端で凝灰岩片を用いて補強されており、この部
分を後述するSD10432に壊されている（図Ⅲ-64）。また、
SD10436もSD10432に壊されている。SD10435・10436に
は行基式の丸瓦円筒土管が使用されている。
土管暗渠SD₁₀₄₃₈　　調査区西端で検出した東西方向の
土管暗渠。長さ0.8ｍ分が残存する。土管暗渠SD10435・
10436と同様、行基式の丸瓦円筒土管が使用されており、
一連の暗渠になる可能性がある。
土管暗渠SD₁₀₄₃₀　　調査区中央を南北に縦断する土管
暗渠（図Ⅲ-65）。幅40㎝程度、深さ25㎝程度の素掘り溝
に瓦質の土管を設置し、その上に平瓦または丸瓦を載
せ、土で埋めて暗渠とする。土管の繋ぎ口の方向が場所
により異なること、土管の繋ぎ口が２種類あること、傾
斜の方向が場所により異なることなどから、後世に改修
された部分が多いのはあきらかである。土管の下から平
瓦・丸瓦を並べた深さ20㎝程度の溝が検出された部分も
ある（図Ⅲ-66）。土管は繋ぎ口が２種類あり、14～16世
紀のものとみられる。また、土管の上に乗せられていた
平瓦・丸瓦の一部には刻印があり、室町時代のものとみ
られる。
土管暗渠SD₁₀₄₃₁　　土管暗渠SD10430の約１ｍ西側で
検出した南北方向の土管暗渠。SD10430同様、素掘り溝
に瓦質の土管を設置し、土で埋めて暗渠とする。幅40㎝、
深さ20㎝、長さ約17ｍ。南北両端はゆるやかに西へ曲が
り、SD10430に接続する。
土管暗渠SD₁₀₄₃₂　　調査区の南端で検出した北東－南
西方向の暗渠。長さ約5.8ｍを検出した。北端は土管暗
渠SD10430と接続し、南端で東西方向に折れ曲がる。幅
40㎝、深さ25㎝の素掘り溝に瓦質の土管を設置し、上
に平瓦または丸瓦を載せる。SD10430との接続部分では

SD10430を一部分壊して取り付けている。南端は土管暗
渠SD10435を補強している凝灰岩片ごと壊して設置され
ている。また、掘立柱建物SB10440の西南隅の柱穴と重
複関係があり、これより新しい。
土管暗渠SD₁₀₄₃₃　　東拡張区で検出した北東－南西方
向の暗渠（図Ⅲ-62）。幅45㎝、深さ45㎝の素掘り溝に瓦
質の土管を設置する。土管は２種類あるが、直径25～30
㎝と大型で、近代のものである。
土器溜SU₁₀₄₄₂・₁₀₄₄₃・₁₀₄₄₄　　調査区の北端で検出
した３基の浅い土坑。いずれも大きさは長径1.4ｍ程
度、深さ20㎝程度。埋土から大量の土師器が出土して
おり、まとめて廃棄したものとみられる（図Ⅲ-67）。出
土した土器の年代は、SU10442・10443が13世紀中頃、
SU10444が室町時代に属する。
土坑SK₁₀₄₄₅　　調査区中央よりやや北よりで検出した
円形土坑。径1.2ｍ、深さ50㎝。東側は土管暗渠SD10430
の据付掘方を壊す。埋土から瓦と土器が出土しており、
土器の年代は江戸時代とみられる。
土器溜SU₁₀₄₄₆　調査区中央よりやや北よりで検出した
不整形な浅い土坑。南北2.2ｍ、東西1.6ｍ。埋土から完
形を含む土器が出土した。後述の南北溝SD10434と遺構
の重複関係がありこれより古く、掘立柱建物SB10440の
間柱柱穴より新しい。出土土器の年代は13世紀中頃とみ
られる。
土器溜SU₁₀₄₄₇　　調査区中央よりやや南よりで検出し
た不整形な土坑。東西1.2ｍ、深さ10～20㎝。この土坑
の底から掘立柱建物SB10440の柱穴を検出した。埋土に
は13世紀から室町時代の土器を含む。　
土坑SK₁₀₄₅₃　　調査区東南隅で検出された小土坑。長
径30㎝、深さ15㎝。埋土から鋳型片、銅滓などが出土し
ており、鋳造に関する遺構とみられる。SK10453の西隣

図Ⅲ︲₆₆　土管暗渠SD₁₀₄₃₀下層の瓦（北東から） 図Ⅲ︲₆₇　土器溜SU₁₀₄₄₂・₁₀₄₄₃・₁₀₄₄₄（南東から）
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で甑炉の底部になる可能性がある遺構が検出され、調査
区南部では遺構にともなわないが坩堝片などが出土して
おり、何らかの金属生産がおこなわれていたとみられ
る。
南北溝SD₁₀₄₃₄　　調査区中央を南北に縦断する近代の
素掘り溝。幅70㎝、深さ30㎝程度。調査区の南側では土
管暗渠SD10430のすぐ東に位置し、その据付掘方を壊す。
調査区の中央付近で東にクランクし、これ以北では東に
2.4ｍずれた位置にある。  （番　光）

４　出土遺物

土器・土製品

　調査区全域から鎌倉時代から室町時代にかけての土師
器皿が大量に出土した。ほぼ完形に近い状態で出土した
皿は、鎌倉時代の橙褐色を呈する土師器皿が中心で、室
町時代の赤土器・白土器も一定量出土したものの、ほと
んど破片であった。その他、若干ながら古代の須恵器、
緑釉陶器も出土した。以下、遺構にともなうものの概要
を述べる。
穴SP₁₀₄₄₁　　須恵器杯A、鉢、双耳壺が出土した。図
Ⅲ-68、１はほぼ完形の杯A。２はやや小型で平底の鉢。
３は肩部の対称位置に耳がつく双耳壺。耳は細丸く伸ば
した粘土紐を貼付ける。土師器がともなわず、詳細な時

期は決めがたいが、双耳瓶の耳の造形や鉢の器形などか
ら平安時代に入る可能性もある。
土器溜SU₁₀₄₄₆　ほぼ完形の土師器皿が多数出土した
が、大皿の方が多い。小皿（４・５）は10.0～10.5㎝、大皿（６

～10）は口径約15～16㎝。大皿は口縁端部を二段ナデし、
上段のナデは端部を内側に折り込む。小皿はいずれも一
段ナデで、灯明の痕跡を残すものもある。10はやや大型
で、底部外面にケズリ調整を加える点で珍しい。調整技
法と口径から13世紀中頃であろう。瓦器椀（11）は口径
約15㎝、高台は矮小化している。川越編年のⅢ段階Ｂ型
式に属する。
土器溜SU₁₀₄₄₂　　完形の土師器皿は大皿（13～20）が多
く、小皿（12）は少ない。いずれも口縁部は一段ナデ。
口径は大皿が13～14㎝。小皿9.5㎝。13世紀後半頃であ
ろう。
土器溜SU₁₀₄₄₃　　土器溜SU10442と同様、完形の土師
器皿が一定量出土したが、対照的に大皿（30・31）が少
なく、小皿（21～29）が多い。口縁部のナデは一段。口
径は大皿が13.8㎝、小皿が8.2～10.0㎝で、SU10442と同
時期であろう。  （神野　恵）

瓦磚および土管類

　本調査区出土の瓦磚類および土管の数量は表Ⅲ-６に
示した。

図Ⅲ︲₆₈　第₅₁₆次出土土器　１：４
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瓦磚類　　本調査区からは奈良時代から江戸時代まで多
くの瓦が出土した。特に軒丸瓦では中世のものが多く、
古代や近世以降のものは少ない。軒平瓦では古代のもの
と中世のものがほぼ同数で、近世以降のものが少ない。
　遺構にともなって出土したものは少なく、包含層出土
のものが大半を占める。奈良時代の軒瓦では興福寺創建
瓦の6301Aが11点と多くみられるが、セットとして用い
られたとみられる6671Aの数はやや少ない。また、平安
時代以降の軒瓦についても特定型式の偏在はみられない
ため、いずれの時期においても西室に用いられた軒瓦の
組み合わせは確定できない。
　西室大房SB10450基壇土直上の包含層からは室町時代
以前の軒瓦のみが出土しており、江戸時代以降のものが
含まれないことは、西室大房の廃絶年代を考える上でも
示唆的である。また、土管暗渠SD10430からは円形に蓮
華文を持つ刻印瓦をはじめ、室町時代以前の軒瓦が出土
しており、江戸時代以降のものは含まれない。SD10430
は西室の廃絶後、室町時代の間に設置されたものと考え
られる。以下、遺存状態の良好なものと遺構にともなっ
て出土したものを中心に述べる。
　図Ⅲ-69、１・４・９・10は表土ならびに包含層出土。
１は奈良時代の6301A。４は鎌倉時代。９は奈良時代の
6671J。10は平安時代。２・３・５はSB10450の礎石抜取

穴出土で、いずれも平安時代。この他にも礎石抜取穴か
らは数点の軒瓦が出土しているが、奈良時代から鎌倉時
代のものに限られる。７・11は土管暗渠SD10430、８は
SD10430の抜取溝出土で、鎌倉～室町時代。６は掘立柱
建物SB10430の柱抜取穴出土で、鎌倉時代か。12は土坑
SK10439、13は南北溝SD10434出土でいずれも室町時代。
  （川畑　純）

土　管　　本調査区では、土管を用いた暗渠を複数検出
した。土管の形態は遺構により異なる（図Ⅲ-70）。
　土管暗渠SD10435・10436・10438には行基式丸瓦円筒
土管を用いる。１はSD10438出土。粘土板技法で、内面
の布目が粗く、吊り紐痕はない。平安時代以前とみられ
る。
　２・３は土管暗渠SD10430出土。SD10430では、玉
縁式丸瓦円筒土管（以下、玉縁土管）と、片側がソケッ
ト状に開く土管（以下、ソケット土管）とを混用する。
SD10430には、玉縁土管列の中に部分的にソケット土管
が入る箇所があり、後者が後世の補修である。２は玉縁
土管。広端部内面を約５㎝の幅で大きく削り、土管が連
結しやすいようにする。内面には吊り紐痕が残り、吊り
紐が布袋内面に通し縫いされていること、吊り紐の内外
の比率が１：５～１：７であることから、14世紀中頃
から後半のものであろう ６）。このほかにも玉縁土管とし

図Ⅲ︲₆₉　第₅₁₆次出土軒瓦　１：４
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ては内面の吊り紐痕が玉縁部と胴部の２ヵ所にあり、狭
端内面を段状に削るものがある。２と同時期と考えられ
る。３はソケット土管で、丸瓦円筒を転用したものでは

なく、専用の土管である。粘土紐技法で、外面にはカキ
目をもつ。奈良市古市城で出土した16世紀の土管と形態
や製作技法が類似しており、近い同時期のものと考えら
れる ７）。
　このほか、土管暗渠SD10431には玉縁土管が、土管暗
渠SD10432にはソケット土管が用いられていた。また、
SD10430・10431・10432には、土管保護のため上面に丸・
平瓦を載せている。これらの一部には菱形や菊花形、円
形等の刻印が確認でき、室町時代の瓦にみられる特徴と
して注目できる ８）。  （石田由紀子）

金属製品・石製品

鉄製品　　表土、包含層などから鉄釘が52点、鉄鎹５点
鉄刀片２点などが出土した。鉄釘には、丸釘や角釘の両
方が含まれる。角釘には方頭釘が３点みられる。遺構に
ともなうものもあるが、それらは小片で頭部形状などを
うかがうことはできない。鉄鎹は、表土からではあるが
完形品が出土しており、長さ14.2㎝、幅4.1㎝を測る。
冶金関連遺物　　土坑SK10453からは、鋳型片、銅取瓶
片、銅滓、粒状滓、鍛造剥片などが出土した。これらの
大部分は、埋土を水洗選別したことによって検出された
もので、いずれも小片である。また表土からではあるが、
坩堝片が出土した。坩堝片の出土位置はその他の冶金関
連遺物とは若干離れているものの、いずれも調査区南東
部から出土しており、西室大房廃絶後にこの付近におい
て、何らかの金属生産活動がおこなわれていたと考えら
れる。
石器・石製品　　砥石片、石硯片、滑石製石鍋片（底部

片）などが出土した。砥石はいずれも小片で、表土、包
含層からの出土である。硯は粘板岩製で、上側辺部分が
残存し墨堂の一部が認められる。側縁部は連弧状に整形
する。西室大房SB10450南妻中央の柱の礎石抜取穴から
出土。  （芝康次郎）

５　ま と め

西室大房SB₁₀₄₅₀の規模　　西室大房SB10450の創建当初
の建物規模がわかる礎石、礎石据付穴、基壇外装、雨落
溝などの遺構を確認した。また、再建の際には創建建物
の位置と規模を踏襲していることが判明した。
　建物規模は南北62.54ｍ（212尺）、東西11.8ｍ（40尺）、
桁行10間、梁行４間、柱間寸法は桁行の南端２間が4.72

図Ⅲ︲₇₀　第₅₁₆次出土土管

表Ⅲ︲６　第₅₁₆次出土瓦磚類・土管一覧

型式 種 点数 型式 種 点数 丸瓦（刻印） 20

6234 Ab 1 6671 A 2 丸瓦（ヘラ書） 3

6235 F 1 J 1 平瓦（刻印） 31

6301 A 11 L 1 隅切平瓦 5

I 1 ? 4 鬼瓦 2

6307 J 1 6682 D 4 面戸瓦 36

奈良 2 6732 Fa 1 熨斗瓦 3

古代 23 6739 A 1 磚（線刻） 1

中世 22 6763 C 2 桟瓦（刻印） 1

近世～ 4 古代 26 雁振瓦 4

巴（古代～中世） 12 中世 40 伏間瓦 1

巴（中世） 80 近世 13 隅木蓋 1

巴（中世～近世前半）11 時代不明 4 目板瓦 6

巴（近世後半～） 14 瓦製円盤 1

巴（時期不明） 2 99 用途不明道具瓦 12

時期不明 4 土管 64

種類 点数

近世 3

189 軒桟瓦計 3 191

平瓦 凝灰岩

重量 1325.82kg 139.949kg

点数 15737 2215292 8 1

丸瓦 磚 レンガ

682.721kg 19.605kg 0.425kg

軒丸瓦 軒平瓦

軒丸瓦計

軒平瓦計

その他計

軒桟瓦

その他

1

3

2

20㎝0
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ｍ（16尺）、以北が6.64ｍ（22.5尺）等間、梁行は2.95ｍ（10

尺）等間に復元される。基壇外装は凝灰岩製で、地覆石
と羽目石が残存する。妻柱筋柱心から地覆石外側までの
寸法は南面で2.1ｍであった。東面は2.7ｍに復元できる。
北面は1.8ｍとなり、基壇の出が南面と北面で異なるこ
とになる。基壇の高さは、基壇上面に礎石が10㎝出てい
たと仮定すると、約45㎝に復元できる。
　今回の調査で得られた西室大房の建物規模は、冒頭に
述べた従来の復元案とは異なる。ただし、『興福寺流記』
をはじめとする諸資料に記述される建物規模と異なる点
があること、建物西面の基壇外装やその痕跡を確認でき
なかったことなど、課題も残されている。
掘立柱建物SB₁₀₄₄₀の解釈　　西室大房SB10450の西側
に古代に属するとみられる掘立柱建物SB10440を確認し
た。桁行７間以上、梁行２間で、桁行方向の柱割りが
SB10450と揃っており、西室大房と同時併存していた建
物とみるのが自然である。創建時期を明確に判断できる
遺物などは確認できなかったが、西室小子房であった可
能性がある。ただし、SB10440を西室小子房と判断する
には以下のようないくつかの問題点がある。
　まず、1959年の調査では中室小子房の基壇外装を検出
し、礎石の痕跡は基壇上面の削平により確認できなかっ
たとしている ９）。つまり、小子房が礎石建物と判断され
ているのである。中室と西室は講堂を挟んで対になる僧
房であり、その小子房の仕様が大きく異なっていたとは
考えにくい。つぎに、一般的に僧房において、礎石建物
の大房に掘立柱建物の小子房が併存するのかという問題
がある。そして、検出した遺構も桁行方向の柱間が約6.6
ｍと広いため、側柱筋では構造的に間柱が必要であった
と思われるが、間柱と想定される柱穴は大きさ、形、深
さが不揃いである。また、SB10450とSB10440の間は柱
心々距離で約2.5ｍと狭く、軒の形状や雨仕舞について
は課題が残る。このほか、西室大房と小子房の両方が描
かれる絵画資料には、鎌倉時代後期の「興福寺堂舎図」

（氷室神社蔵）や、室町時代の「春日社寺曼荼羅」（奈良国

立博物館蔵）などがあるが、いずれも両者の間には３～
４間の繋廊が描かれており、今回検出した軒を接するよ
うな遺構とは様子が異なっている。
　このように、SB10440を小子房と断定するには問題点
もある。SB10440が小子房でなかった場合、興福寺伽藍

成立以前の建物であった可能性も指摘できるが、桁行方
向の柱間が南端２間のみ狭いという柱割りをとる理由が
不明となり、いずれにせよ課題が残る。興福寺をはじめ
とする古代寺院僧房の調査事例の増加、および興福寺を
描いた絵画をはじめとする諸資料の調査の進展をまちた
い。
土管暗渠・土器溜と建物との関係　　本調査区では複数時
期にわたる土管暗渠と土器溜を検出した。これらの遺構
の年代は、西室大房SB10450、掘立柱建物SB10440の廃
絶時期と関わるので、この関係を整理しておきたい。土
管暗渠は少なくとも３時期に敷設されている。土管暗渠
SD10435・10436・10437の一連が最も古く、SB10440の
範囲と重複するが、柱穴との重複関係はない。土管暗
渠SD10430・10431・10432の一連はSB10440廃絶後に敷
設したものである。SU10442・10443・10444をはじめと
する土器溜はSB10440と重複しており、一部の柱掘方は
この土器溜りを完掘したのち検出されている。つまり、
SB10440は13世紀後半ごろには廃絶していたとみられ
る。いっぽう、SB10450はこれらの土管暗渠、土器溜と
は重複せず、SB10440より後まで建物が存続していたと
みられる。
　なお、2014年度には西室北端の調査をおこなう予定で
ある。上述の西室大房や掘立柱建物の規模およびその創
建と廃絶の年代については、その成果をあわせて改めて
報告することとしたい。  （番）

註
１） 図中の伽藍復元図は、大岡実『南都七大寺の研究』中央

公論美術出版社、1966に基づく。
２） 奈文研『奈良時代僧房の研究』1957。
３） 奈文研『興福寺食堂発掘調査報告』1959。
４） 前掲註１。
５） 前掲註２。
６） 奈文研『中世瓦の研究』2000。
７） 奈良市教育委員会「古市城の調査」『奈良市埋蔵文化財調

査報告書』1989。
８） 藪中五百樹「南北朝・室町時代に於ける興福寺の造営と

瓦」『立命館大学考古学論集Ⅱ』2001。
９） 前掲註３。
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１　はじめに

　奈文研庁舎建て替えに先立つ事前調査である。当該地
は平城宮佐伯門から西一坊大路をはさんで隣接し、一条
南大路をまたいで、平城京右京一条二坊四坪と二条二坊
一坪に相当する（図Ⅲ-71）。庁舎周辺の６ヵ所に調査区
を設定して発掘調査をおこなった。調査期間は2013年７
月29日から９月13日。調査面積は230㎡。

２　調査区ごとの基本層序

Ａ　区　　庁舎西北の狭隘な調査区。現地表下1.2ｍ付近
（標高68.9ｍ）で旧耕土・床土を検出した。その下に奈良
時代の遺物を含む遺物包含層が10㎝程度堆積し、その下
は灰色粘質土（地山）となる。
Ｂ　区　　庁舎西の中庭部分にあたる。現地表下1.0～1.5
ｍの造成土の下に、旧耕土・床土をはさんで標高68.0ｍ
より下は黄灰色粘質土が沼状に厚く堆積する。この黄灰
色粘質土は、奈良時代の土器を比較的多く含む。
Ｃ　区　　庁舎の西南寄りの調査区。現地表下1.3ｍ（標

高67.1ｍ）まで造成土があり、その下部には旧耕土・床土
がひろがる。さらに標高66.0ｍ付近まで瓦器片を含む沼
状の包含層が堆積する。さらに部分的に掘り下げたが、
奈良時代の遺物包含層や遺構面は確認できず、現地表下
2.7ｍ（標高65.7ｍ）付近で古墳時代の土師器が出土した。
Ｄ　区　　庁舎東北のＬ字の調査区。現地表下1.1ｍ（標

高67.4ｍ）付近で明黄褐色粘質土を検出し、その上面で数
条の溝、穴等の遺構を検出した。
Ｅ　区　　庁舎南の調査区。現地表下1.6ｍ（標高67.0ｍ）

付近まで造成土が厚く堆積する。その下に旧耕土が堆積
し、その下に奈良時代から中世の遺物包含層（沼状堆積

土）がある。明確な遺構面は検出できないが、現地表面
下2.5ｍ（標高66.0ｍ）より下は奈良時代以前の遺物のみ含
む暗黄灰色の沼状堆積土が厚く広がっている。断割調査
の最深部（標高64.5ｍ）で、植物遺体を多く含む面を検出
し、沼状堆積の最下部に近いと考えられる。
Ｆ　区　　庁舎東側中央付近の調査区。現地表下1.6ｍで
旧耕土を検出（標高66.8ｍ）、部分的に掘り下げたところ、

暗黄灰色粘質土の沼状堆積が厚くあることがわかった。
沼状堆積の検出面は現地表下2.2～2.6ｍ（標高65.80～66.20

ｍ）付近。

３　検出遺構

南北溝SD₂₅₃₀　　Ｄ区の東南部で検出した幅1.7ｍの素
掘溝。位置からみて第248-12次（1994年）調査で検出し
た西一坊大路西側溝の延長であろう。
南 北 溝SD₃₂₀₀　　Ｄ区を縦断する素掘溝。南北溝
SD3201と重複し、これより古い。幅約4.5㎝、深さ約5㎝
程度しか残存していない。
南北溝SD₃₂₀₁　　Ｄ区を縦断する素掘り溝。南北溝
SD3200より新しい。幅約40㎝、残存深さ約10㎝。
南北塀SA₃₂₀₂　　南北溝SD3200・3201の東側で検出し
た掘立柱塀。規模が小さく、簡易的なものである可能性
もあるが、SD3200・3201とあわせ、右京一条二坊四坪
の東辺を画す施設にともなう遺構の可能性もある。
沼状遺構SX₃₂₀₃　　Ｂ区南半で検出した沼状堆積。奈良
時代の土器を比較的多く含む。
沼状遺構SX₃₂₀₄　　Ｃ・Ｅ・Ｆ区で検出した沼状遺構は、
堆積の状況等が似るため、一連の遺構と考えられる。中
世の瓦器椀などを若干含む。

４　ま と め

　本調査によって、庁舎敷地南半部では中世以降の沼状
遺構が広がり、奈良時代の遺構面は残っていないこと、
東北部では条坊側溝など奈良時代の遺構がある程度は残
ること等を確認した。2014年度におこなわれる庁舎解体
後の全面的な発掘調査によって、敷地全体の遺構の状況
があきらかにしていきたい。 （神野　恵・箱崎和久・馬場　基）

右京一条二坊四坪・二条二
坊一坪の調査
－第518次

図Ⅲ︲₇₁　第₅₁₈次調査区位置図　１：₂₅₀₀
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図Ⅲ︲₇₂　第₅₁₈次遺構平面図・断面図
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１　はじめに

　今回の調査は、2011年から始まった薬師寺旧境内保存
整備計画の一環としておこなったものである。十字廊の
全容を解明すべく、過去に奈良文化財研究所（2000年以

前は奈良国立文化財研究所）が発掘調査をおこなった十字
廊西部の既調査区に一部重ね、十字廊の中央部以東を主
たる発掘調査対象とした。あわせて、十字廊と東小子房
の関係を明らかにするため、東西約39ｍ、南北約21ｍの
調査区を設定した（図Ⅲ-73）。さらに、調査の過程で十
字廊基壇の北端が設定した調査区よりも北方に想定され
たため、これを明らかにする目的で、南北17ｍ、東西３
ｍの細長い調査区を北方に拡張した。調査面積は合計約
872㎡で、そのうち新規発掘部分は約768㎡となる。
　十字廊は、国内はもとより海外でも同じ名称の施設は
見当たらず、その機能は明らかではない。しかし、『薬
師寺縁起』によれば食殿とも呼ばれていたことがわかり、
この別称からうかがえるように、廊としての機能だけで
なく、食堂に付帯する機能をもっていた可能性もある。
同書によれば、十字廊の規模は、東西14丈１尺、南北５
丈６尺、柱高９尺２寸とされる。
　十字廊は、天禄４年（973）に「食殿堂童子宿所」から
出火した火災により焼失した １）。その後、寛弘２年（1005）

に再建されたと記録されているが、それ以後は十字廊に
関する文献史料はみられず、いつまで存続したかは不明
である。延宝２～４年（1674～76）の作とされる『伽藍
寺中并阿弥陀山之図』など江戸時代の絵図には十字廊が
描かれていないので、遅くともこの頃までには廃絶して
いたのであろう。

２　既往の発掘調査

　十字廊の西半は、昭和52年度に奈文研によって発掘調
査され、十字廊が食堂の背後に存在することが判明し
た ２）。この調査では、十字形の平面のうち東西に長い東
西廊西半の桁行４間、梁行１間分の礎石据付痕跡と、南
北に長い南北廊の西側柱１間分の礎石据付痕跡を検出し
た。さらに、基壇外装は、凝灰岩製の羽目石を直接地面

に立て並べる形式であったことも確認した。また、十字
廊の基壇西北に掘られた井戸が基壇築成にあたって西側
に造り替えられており、その時期が出土遺物から奈良時
代中頃と推定されるので、十字廊の建立時期を奈良時代
後半頃に求めた。これらの発掘調査成果と『薬師寺縁起』
に書かれた規模をもとに、十字廊の建物は、桁行11間・
梁行２間の東西棟（東西廊）の中央から、正面（南方）に
３間、背面（北方）に１間の張り出し（南北廊）のある十
字形平面の建物であると想定された。
　一方、薬師寺では大房・付属屋・小子房からなる西僧
房が昭和52年度の発掘調査で確認されている。東小子房
にはこれまで発掘調査がおよんでいなかったが、昭和
44、45年度に発掘調査された東僧房の大房が西僧房の大
房と同規模・同形式であるため、東小子房もまた、西小
子房と同規模・同形式と想定された。十字廊の北方につ
いても、昭和50年度に発掘調査をおこなっており、奈良
時代の掘立柱建物２棟を検出している。２棟とも南北２
間、東西４間以上の東西棟建物と考えられ、遺構が重複
することから建て替えたものとみている ３）。
　また、今回の調査区に南接する食堂は、発掘調査（平

城第500次調査）の結果、基壇規模が東西47.1ｍ（159.1尺）、
南北21.6ｍ（73.0尺）、桁行11間・梁行４間の東西棟礎石
建物であることが明らかになっている ４）。

３　基本層序

　近現代における土地利用のため、基本層序は調査区の
東西で大きく異なる。近現代の耕作により上部を削平さ
れた東半部では、近現代の整備盛土（厚さ約60㎝）およ
び耕作土（約30㎝）の直下に、瓦片を多量に含む時期不
明の包含層（約20㎝）、その下に遺構検出面である整地土

薬師寺十字廊の調査
－第519次

図Ⅲ︲₇₃　第₅₁₉次調査区位置図　1：₃₀₀₀
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（約10～30㎝）が堆積し、地山に至る。西半部の基本層序は、
表土（約20㎝）、近現代の整地土（約60㎝）、十字廊の基壇
土および整地土（約10～40㎝、奈良～平安時代）、地山である。
以下では、十字廊に関連する遺構、十字廊と同時期と考
えられる遺構、十字廊建立以後の遺構に分けて記述する
が、いずれも奈良時代の整地土および地山上で検出され
た遺構である（図Ⅲ-74）。

４　十字廊の遺構

　今回の調査では、十字廊SB3100の中央部から東部に
かけての基壇および礎石据付痕跡を検出した。
礎石の据付痕跡　　十字廊SB3100の礎石は調査区内には
遺存していなかったが、１辺1.1～1.5ｍの隅丸方形の礎
石据付痕跡を21ヵ所（うち４ヵ所は旧調査で確認済み）で確
認した。特に調査区西北の入隅部では、礎石据付のため
に壺地業を施した痕跡を確認した。厚さ10～20㎝程度の
砂質土や粘質土を層状に積む版築をおこなったり、10
㎝角程度の瓦片を意図的に敷き詰めたりしている。礎
石据付痕跡からは薬師寺の創建軒平瓦（薬師寺201型式、

6641G）を含む奈良時代の瓦片が出土したが、平安時代
以降のものはみられない。
　これらの礎石据付痕跡の配置と過去の成果を総合する
と、SB3100は基壇をもつ礎石建物で、東西廊が桁行11
間、梁行１間、南北廊が桁行４間以上、梁行１間、その
規模は東西41.7ｍ（141尺、『薬師寺報告』の薬師寺造営尺で

ある１尺＝29.6㎝として算出、以下同様）、南北14.5ｍ（49尺）

以上であることが明らかになった。これは、前述の『薬
師寺縁起』に記された十字廊の規模と近似する。東西廊
と南北廊は、東西廊の中心すなわち東西両側から６間
目、南北廊の南から３間目で互いに接続する。
　『薬師寺報告』では、南北廊は接続部より南側に３間、
北側に１間と想定しているが、今回の調査では接続部よ
り南に２間、北に１間を確認した。ただし、南北廊東面・
西面の基壇外装や雨落溝はこれより北または南にのびる
ため、南北廊については南側に２間ないし３間および北
側に１間ないし２間と修正される。また、東西廊の梁行
は２間と想定されていたが、東妻中央の礎石据付痕跡は
確認できなかったため、１間の可能性が大きい。
　柱間寸法は、壺地業の規模が大きいため柱心の位置を
特定しにくいが、東西廊の桁行は中央間が約5.0ｍ（17尺）、

その外側各２間が約3.8ｍ（13尺）、両端各３間が約3.5ｍ（12

尺）、梁行は約5.0ｍ（17尺）と想定できる。南北廊は、桁
行が接続部より北１間で約3.5ｍ（12尺）、接続部が約5.0
ｍ（17尺）、接続部より南２間が約3.0ｍ（10尺）、梁行は約5.0
ｍ（17尺）である。
基壇および基壇外装　　遺構の遺存状況の良い調査区西
南部では、現地表面下約30㎝で版築による基壇土を検出
した。雨落溝底石上面からの残存高は10㎝未満で、標高
は60.08ｍである。東西廊の基壇南辺や、東西廊と南北
廊の接続部の大部分は、中近世の水路や導水管等を埋設
するための溝SD3109・SD3122・SD3144により破壊され
ている。
　基壇の規模は、東西廊では、昭和52年度の調査で検出
した東西廊西面基壇外装の羽目石外側から今回の調査
で検出した同東面基壇外装SX3141の羽目石外側までの
距離で、東西44.4ｍ（150尺）である。南北は調査区西部
で検出した東西廊北面西側の基壇外装SX3129と同南面
西側の基壇外装SX3128の羽目石外側間で、8.3ｍ（28尺）

である。南北廊では、東西の幅は東面南側の基壇外装
SX3139と西面南側の基壇外装SX3126の羽目石外側間の
距離で東西8.3ｍ（28尺）である。南北の長さは、南北廊
の北端および南端が後世の削平のため明確ではないが、
基壇土および基壇外装の残存部分から推定すると、およ
そ21ｍ（70尺）である。基壇の築成にあたっては、地山
上の整地土、あるいは地山を10㎝程度掘り込んで基壇範
囲と周辺とを一体的に整地した後、周辺とは異なる基壇
土（凝灰岩の細屑を部分的に多量に含む）を版築によって積
み、基壇外装を整える。
　整地土および基壇土の厚みの単位は10～15㎝程度であ
る。南北廊基壇南端想定位置で地山を掘り込んだ痕跡を
確認したが、この層の境界を平面および断面で東西に追
跡したところ、整地範囲は十字廊の平面形に合わせたも
のではなく、付近一帯に広くおよんでいた。また、基壇
土が礎石据付痕跡の掘方の一部を覆い、掘方を確認でき
ない箇所もあるため、礎石の据え付けと基壇の積み上げ
が一部並行しておこなわれたことがわかる。
　基壇外装は、凝灰岩製の羽目石を直接地面に立て並べ
る形式で、その外側には10㎝程度の間隔をあけて雨落
溝が設けられている。羽目石を地面に直接立てる形式
の基壇は、薬師寺においては、中門や回廊で用いられ
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図Ⅲ︲₇₄　第₅₁₉次調査および周辺の遺構平面図　1：₃₀₀
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ている。羽目石そのものを検出したのは、南北廊西面
南側（SX3126、図Ⅲ-76）、同東面南側（SX3139）、同東面
北側（SX3130）、同西面北側（SX3143）、東西廊北面西側

（SX3129）、同北面東側（SX3145）、同東面（SX3141）である。
羽目石列の外側に、それぞれにともなう雨落溝SD3127

（ 図 Ⅲ-76）、SD3140、SD3136、SD3131、SD3142を検出
した。また、Ｌ字形に接続するSD3138およびSD3125は
東西廊北面東側および南北廊東面北側の基壇外装の据付
溝および抜取痕跡で、内部からは細かな凝灰岩片や瓦片
が出土した。
　羽目石を設置した後、あるいはこれと並行して、雨落
溝の据付溝を掘削し、川原石を置く。据付溝の外肩は基
壇の外側に施された整地土によって覆われている。な
お、一部では瓦片を羽目石の下部に挿入している部分が
ある（図Ⅲ-78）。これらは、羽目石上端の不陸調整のた
めに意図的になされたものと判断される。
　雨落溝は、南北廊東・西面の南側では20～40㎝大の川
原石を敷いて造られている。これらを溝の底面に２～３

列敷きつめ、両側に側石をおいて、側石上端を底石上面
より15㎝程度高くする。南北廊西面北側（SD3131）およ
び東面北側、東西廊北面（SD3136）・東面（SD3142）では
石を敷いた痕跡はなく素掘りで、東西廊の北面と南面で
は雨落溝の仕様が異なる。雨落溝の幅は、東西廊より南
側では側石内々で60～70㎝、北側では40～50㎝である。
東西廊南面の西側には、板をあてて杭で固定し堰板とし
た溝SD3121（図Ⅲ-79）を検出したが、これは従来東西
廊の雨落溝が存在した場所を踏襲し、後世に改修したも
のと考えられる。SD3121は南北廊の基壇を横断し東方
へと続くが、遺構としては確認できなかったものの、排
水の便を考えると、南北廊を分断するこの位置にもとも
と暗渠があった可能性もある。  （庄田）

　なお、SD3121の護岸に用いられていた板の樹種同定
および年輪年代調査をおこなったところ、樹種はヒノキ
で、西暦554年以降に伐採されたことを把握した。ただ
し、辺材が確認されていないことから、この年代はあく
まで上限年代を示すものである。  （星野安治・児島大輔）

図Ⅲ︲₇₅　十字廊SB₃₁₀₀基壇南北断面図　1：₆₀　右頁に続く

図Ⅲ︲₇₆　南北廊西面南側基壇外装（北から） 図Ⅲ︲₇₇　南北廊西面南側基壇外装断面図　1：₅₀
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　薬師寺十字廊の羽目石には、二上山山麓や春日山の地
獄谷で産出する凝灰岩が用いられていた。肉眼および
ルーペで観察し、高温型石英の有無に基づいて分類して
産地推定をおこなった結果、南北廊西面南側のSX3126
に地獄谷産の凝灰岩が集中的に用いられているのに対
し、その他の大半の箇所では二上山産の凝灰岩が用いら
れていることを把握した。食堂の調査では地獄谷産の凝
灰岩は据え替えとみているが ５）、今回の調査で検出され
た羽目石は、据え替えの痕跡がみられないことからすべ
て当初のものと考えられる。  （脇谷草一郎・庄田）

５　十字廊と同時期と考えられる周辺の遺構

東小子房SB₃₁₂₀　　西端の桁行１間分、梁行２間分を
検出した（図Ⅲ-80）。棟通りの柱想定位置は近世の溝
SD3122が深く掘り込んでいるため、遺構が確認できな
い。柱間寸法は桁行が約3.0ｍ（10尺）、梁行が約2.1ｍ（７尺、

検出したのは２間分で約4.2ｍ）であり、昭和52年度に調査
された西小子房のそれと同じである。
　礎石の据付痕跡は、長辺1.0～1.5ｍ、短辺0.8～1.4ｍの
隅丸方形ないし不整円形で、内部には15～30㎝大の川原
石を入れこんでいる。残存深さは、確認した部分で８～
24㎝と極めて浅い。SB3120西妻の柱筋は南に並立する
東大房の西妻と、北側の柱筋は十字廊の東西廊南側柱筋
と、それぞれ同一直線上に並ぶ。十字廊SB3100と東小
子房SB3120を含めた東僧房が、統一された設計のもと
で建設されたことがうかがえる。なお、東小子房の南

側には、２基の柱穴からなるSB3119が検出されている。
西僧房の発掘成果を踏まえると、これが大房と小子房の
間に建つ付属屋の遺構である可能性もあるが、検出範囲
が狭小であり詳細は不明である。
南北塀SA₃₁₃₇　　東小子房SB3120の西妻の北方で柱筋
を揃える掘立柱塀。直径1.0～1.3ｍの四つの柱穴が並ぶ
遺構で、柱間寸法は約2.7ｍ（９尺）である。東小子房
SB3120の西妻と同一直線上に位置するため、これらと
同一の設計下で建てられたものであろう。東小子房北方
の空間を東西に隔てる塀と考えられる。
石敷SX₃₁₁₀　　十字廊の北方で検出した、南北長さ約
6.9ｍ、東西残存幅約0.5ｍの石敷（図Ⅲ-81）。東北端お
よび東辺の残存状況は良好であるが、西側は近世の溝
SD3109で破壊されている。石の抜取痕跡を残存部分の
西側および南側で検出したことから、石敷はさらに西や
南に広がるものとみられる。SX3110と十字廊との間に
は、後世の溝SD3108が東西を横断するため、両者の直
接的な層位のつながりは確認できない。しかし、南北廊
東面北側およびその外側と共通する整地土上にSX3110
が据え付けられていることから、十字廊と同時期に存在
したものと判断した。遺構の検出範囲が狭いため性格は

図Ⅲ︲₇₉　基壇外装SX₃₁₂₈と東西溝SD₃₁₂₁（西から）図Ⅲ︲₇₈　基壇外装SX₃₁₂₈下部の瓦片の挿入（南西から）
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明らかでないが、南北を結ぶ石敷通路と考えておく。薬
師寺伽藍中心部において発掘された石敷の通路として
は、講堂から食堂に向かう３列の石敷があり、「講堂・
食堂間参道」と呼称されている ６）。
礎石建物SB₃₁₀₁　　石敷SX3110の北方で南北１間分を
検出した礎石建物。柱間寸法は約3.6ｍ（12尺）。礎石の
据付痕跡はいずれも隅丸方形で、ともに南北1.1ｍ、東
西0.8ｍ以上。この柱筋は、石敷SX3110の東辺と礎石据
付痕跡の心をほぼ揃えている。北方の礎石据付痕跡には
長さ26㎝、幅22㎝の礎石を残す。これらの礎石据付痕跡
には15～35㎝の根石が各５～10石据えられている。ま
た、南方の礎石据付痕跡は、この上から掘りこまれる礎
石抜取穴によって一部破壊されている。
　礎石据付痕跡の検出面は石敷SX3110の北端に接す
る厚さ約10㎝の整地土上であることから、厳密には
SB3101はSX3110よりも一段階後行することになるが、
両者の配置を考慮に入れるならば、一連の計画下で造ら
れた可能性も十分に考えられる。SB3101の礎石上面の
標高は59.48ｍであり、これは石敷SX3110の上面の標高
である59.17～ .24ｍよりも30㎝前後高い。なお、基壇外
装に相当する遺構は検出できなかった。
　この２つの礎石据付痕跡の伽藍中軸線 ７）からの距離
は、約3.6ｍ（12尺）である。また、東方の既調査区（昭

和50年度）では、これと連続する遺構は検出していな
い。したがって、中軸線から東西２間ずつ、合計４間程
度の建物の可能性が考えられる。十字廊SB3100と石敷
SX3110でつながれた、何らかの施設と考える。
掘立柱建物SB₃₁₀₂・SB₃₁₀₃　　石敷SX3110の北方で検
出した東西棟掘立柱建物。検出したのは２基の柱穴で、
北方の柱穴が南北0.8ｍ、東西0.6ｍ、南方の柱穴が南北
0.8ｍ、東西0.9ｍ。今回の調査区の東方でおこなった昭
和50年度の発掘調査で検出した２棟の奈良時代の掘立柱
建物と柱列をそれぞれ揃えることから、これらと同一
の建物の柱穴と考えられる。北方の建物がSB3102、南
方がSB3103で、既往の調査によりSB3102が古いことが

判明している ８）。同報告においてSB3102は桁行４間以
上、梁行２間、柱間寸法がいずれも8.5尺の建物とされ
ていたが、今回検出した遺構により、桁行６間以上、梁
行２間、桁行柱間が約８尺の建物と考えられる。また、
SB3103は『薬師寺報告』で桁行４間、梁行２間、柱間
寸法はすべて10尺の建物とされていたが、今回の検出に
より桁行５間以上、梁行２間、桁行柱間が約9.0～9.5尺
の建物と考えられる。
　SB3103は今回の調査区内で西妻の柱を検出しなかっ
たため、西方へと続く可能性が高く、礎石建物SB3101
とは同時併存しない。SB3102・3103は奈良時代の建物
であるが、礎石建物SB3101を十字廊と同時期と見なす
のであれば、これらの掘立柱建物が十字廊の建立された
奈良時代後半以前に遡る可能性も考えられる。
掘立柱建物SB₃₁₀₄　　石敷SX3110の南部東方において、
これと同一面で検出した南北に並ぶ２基の掘立柱穴で、
柱間寸法は2.9ｍ（約10尺）である。柱穴の規模は南北0.4
ｍ以上、東西0.4ｍ、残存深さ９㎝（北）、南北0.7ｍ以上、
東西0.8ｍ、残存深さ29㎝（南）。北方ではこれらに組み
合う柱穴が検出できなかったため、南方にもう１基柱穴
が存在した可能性があるが、想定位置は東西溝SD3108
が深く掘りこんでおり、遺構が検出できなかった。東方
は既往の調査区を含め建物跡が未検出である。規模・性
格は不明であるが、ここでは南北の柱筋を揃えるため、
同一の掘立柱建物の柱穴としておく。10世紀後半の土器
が出土した土坑SK3107によって破壊されるため、それ
以前の遺構と考えられる。

６　十字廊建立以後の遺構

土坑SK₃₁₃₂　　十字廊の東北入隅部の外側で検出した。
雨落溝SD3136から40～80㎝の距離を置いて掘り込まれ
る。東西5.3ｍ、南北3.9ｍ以上の隅丸方形で、検出面か
らの深さは約30㎝である。薬師寺創建瓦を含む多量の瓦
が、須恵器円面硯や土師器皿など少量の土器とともに高
密度で廃棄されていた。

図Ⅲ︲₈₀　東小子坊SB₃₁₂₀遺構検出状況（北西から） 図Ⅲ︲₈₁　石敷SX₃₁₁₀
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土坑SK₃₁₀₆　　北側の拡張区中央部で検出した南北3.8
ｍ、東西0.7ｍ以上、検出面からの深さ44㎝の土坑。創
建瓦を含む多量の瓦が高密度で廃棄されていた。厚さ10
～18㎝の粉炭層が最下部に堆積する。
土坑SK₃₁₀₇　　北側の拡張区で検出した東西0.9ｍ以上、
南北3.1ｍ以上の隅丸方形の土坑で、残存深さ44㎝。黒
色土器椀や土師器羽釜など10世紀後半から末頃の土器が
出土した。
土坑SK₃₁₁₇　　十字廊の北東、東小子房の北方に位置
する、東西1.2ｍ、南北0.9ｍ、残存深さ36㎝のすり鉢状
の土坑。土師器皿など10世紀末頃の土器が重ねられた
状態で多量に廃棄されていた（図Ⅲ-82）。出土状況から、
複数の廃棄単位が復元できる。
土坑SK₃₁₁₈　　SK3117の西に接する、東西1.2ｍ、南北0.9
ｍ、残存深さ22㎝のすり鉢状の土坑。土師器皿など10世
紀末頃の土器が多量に廃棄されていた。出土状況から複
数の廃棄単位が復元できるが、特にうち１つは、ほぼ同
形同大の土師器皿を24枚重ねて廃棄していた（図Ⅲ-82）。
土坑SK₃₁₁₂　　十字廊SB3100基壇内の東北入隅部付近
で検出した。十字廊の基壇および礎石据付掘方、土坑
SK3114を破壊し、土坑SK3113によって壊されている。
東西1.1ｍ、南北2.0ｍ以上の楕円形で、残存深さ21㎝。
土器細片、瓦片および多量の炭が出土した。
土坑SK₃₁₁₃　　土坑SK3112および後述するSK3114を掘
り込む土坑。東西1.6ｍ、南北1.9ｍ以上の楕円形で、残
存深さ36㎝。瓦器碗など11世紀の土器が、多量の炭や瓦
とともに出土した。
土坑SK₃₁₁₄　　前述したSK3112・SK3113の下層にあ
る、東西2.2ｍ、南北1.2ｍ以上、SK3113底面からの深さ
35㎝の土坑。土坑SK3112およびSK3113に壊されている。
螺髪と考えられる銅製品および土師器甕・杯など10世紀
後半の土器が、瓦片や多量の炭とともに出土した。
 （庄田）

７　出土遺物

土器・土製品

　整理用コンテナ22箱分の土器・土製品が出土した。奈
良・平安時代の土師器・須恵器・灰釉陶器・黒色土器、
中近世の土師器皿、瓦器椀、瓦質土器などがあるが、奈
良時代のものは少量であり、土坑SK3117・SK3118をは

じめとする10世紀後半から11世紀代の土器が中心であ
る。以下、十字廊の廃絶および周辺の空間利用の実態を
考える上で重要な資料を中心に述べる。
土坑SK₃₁₁₈出土土器　　SK3118出土土器は土師器杯・
皿類を積み重ねて廃棄した状況が復元できる一括資料で
ある。これらは複数の廃棄単位を復元でき、土坑に廃棄
する際に、口径の近いもの、同形態の器種ごとに積み重
ねて廃棄したとみられる。また、椀・杯・皿の供膳形態
に限られる点、灯火器として使用されたものが多い点が
特徴である。これらの様相は隣接する土坑SK3117出土
土器と同様である。SK3118の代表的な土器を図Ⅲ-83に
示した。２～４は杯。口径は10～12㎝前後にまとまる。
丸底の底部から丸みをもって口縁部が立ち上がるもの

（２）と、口縁部と底部の境に段を持つもの（３・４）が
ある。４は口縁部にススが付着しており、灯火器として
使用されたことがわかる。５～８は皿。口径９～10㎝前
後と12～14㎝前後の大・小の法量分化が認められる。８
は口縁端部に強いナデ調整を施し、端部は内側に小さく
折り曲げる。これらの杯・皿はすべて口縁端部以下をヨ
コナデで調整するｅ手法である。１は鉢。平底の底部か
ら口縁部が大きく外反しながら開く。内外面にヨコナデ
調整を施す。９は黒色土器Ｂ類椀。半球形を呈し、口縁
端部に沈線状の段をなす。内外面に横方向の密なヘラミ
ガキを施す。やや外方へ開く高い高台を貼り付ける。

図Ⅲ︲₈₂　土坑SK₃₁₁₇およびSK₃₁₁₈　1：₃₀
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　これらの土器は、皿に器壁の厚いものが目立つ点や
杯・皿の口径が矮小化し、杯の法量分化が不明瞭になる
点から、西僧房床面出土土器群よりもわずかに新しい様
相をもち、10世紀後半から末頃に位置づけられる。
土坑SK₃₁₁₃出土土器　　土師器杯・皿とともに瓦器椀が
出土した。10は瓦器椀で、内外面に横方向の密なヘラミ
ガキを施す。川越編年 ９）の第Ⅰ段階にあたり、11世紀
代のものである。11は高台付皿。口縁部が外方に開き、
高い高台を貼り付ける。
土坑SK₃₁₀₇出土土器　　12は黒色土器Ａ類椀。器壁が薄
く、底部から丸みをもって口縁部が立ち上がる。断面三
角形のごく小さな高台を貼り付ける。13は土師器羽釜。
胴部が張る形態で、口縁部がくの字状に屈曲し、端部を
内側に丸く折り返す。幅広の鍔を貼り付ける。鍔下部お
よび胴部にはススが厚く付着し、内面にも喫水線とみら
れる水平方向の変色範囲がある。10世紀後半から末頃に
位置づけられる。
土坑SK₃₁₃₂出土土器･土製品　　14は圏足円面硯。堤部径
14.0㎝、器高6.0㎝である。硯面が薄く、海部が浅い溝状
を呈する。外面に突帯を巡らせ、脚端部は折り返し丸く
おさめる。脚部外面に穿孔とヘラ描きを組み合わせて装
飾を施す。穿孔は径６～７㎜の円孔を穿ち、３点を山形
に配して三つ星とする。これを上向きと下向きに交互に
配する。また、円孔の下端付近から２条の波状のヘラ描
き沈線を施す。これらの装飾は雲文を表現したものであ
ろう。また、突帯には径約１㎝の円孔を穿っており、筆
立てとしている。外面の降灰状況から正位で焼成したこ
とがわかる。15は灰釉陶器皿。体部が直線的に開き、口
縁端部をわずかに外反させる。外面は底部から口縁部下
位までロクロ削りを施し、断面が四角でわずかに外に
開く高台を貼り付けている。内面全体に灰釉を施釉す
る。猿投窯編年の黒笹14号窯式に位置づけられる。なお

SK3132からは、高台の断面形状が三日月形を呈する黒
笹90号窯式に位置づけられる皿も出土しており、複数型
式の灰釉陶器が混在して廃棄されていることがわかる。
  （小田裕樹）

瓦 塼 類

　コンテナ約2100箱もの膨大な量が出土した。これらは
現在も整理作業中であり、ここでは主要な軒瓦および鬼
瓦、隅木蓋瓦について報告する。
軒丸瓦　　図Ⅲ-84、１～12は奈良時代の複弁蓮華文軒
丸瓦。１～３は本薬師寺および薬師寺の創建瓦。１は
薬師寺２ａ（6276Aa）型式。土坑SK3132出土。２は薬
師寺２ａ型式の笵を彫り直した薬師寺２ｂ（6276Ab）型
式。最も多く31点出土した。３は薬師寺３（6276Ｅ）型
式。小型で裳階用の軒丸瓦。溝SD3111出土。４は外縁
が素文になる薬師寺６型式。５は薬師寺９（6225Ｅ）型式。
外縁と外区の境に２重の界線をめぐらす。土坑SK3133
出土。６は薬師寺13（6282Ha）型式。７は6284Eb型式。
土坑SK3118出土。6284Ｅ型式は薬師寺では出土例が
なかったが、本調査で３点出土した。８は薬師寺18ａ

（6304Ea）型式。溝SD3122出土。９は薬師寺18ａ型式の
笵を彫り直した薬師寺18ｂ（6304Eb）型式。本調査では
薬師寺２ｂ型式に次いで26点出土した。10は薬師寺19

（6307Ｃ）型式。小型の軒丸瓦。11は薬師寺33型式。12は
薬師寺35型式。13～19は平安時代の蓮華文軒丸瓦。13
は薬師寺37型式で中房の蓮子を不規則に配する。土坑
SK3132出土。14は薬師寺38型式。15は薬師寺39型式。
土坑SK3107出土。寛弘２年（1005）に再建された食堂の
所用瓦である 10）。本調査では４点出土した。16は薬師寺
44型式。17は薬師寺61型式。18は薬師寺68型式。19は食
堂の調査（第500次）で初めて出土した新型式 11）。ただし
興福寺で同笵瓦がある。溝SD3123出土。20・21は室町
時代の巴文軒丸瓦。20は三巴右巻文の薬師寺128型式。

図Ⅲ︲₈₃　第₅₁₉次調査出土土器　１：４
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中央に珠点が痕跡程度残る。21は三巴左巻文の薬師寺
170型式。
軒平瓦　　図Ⅲ-85、22～29は奈良時代。22～25は本薬
師寺および薬師寺創建瓦。22は薬師寺201（6641Ｇ）型
式。22は土坑SK3134出土だが、薬師寺201型式は十字廊
の壺地業掘方や羽目石据付溝SX3126からも出土してい
る。また、平瓦部凸面に朱線のあるものがある。本調査
の中では最も多く90点出土した。23は薬師寺202（6641Ｈ）

型式。土坑SK3106出土。薬師寺201型式と同様凸面に朱
線のあるものがある。薬師寺201型式に次いで数が多く、
36点出土した。24は薬師寺203（6641Ｉ）型式。やや小型
で裳階用と考えられる。25は薬師寺209型式。型挽きの
三重弧文軒平瓦である。土坑SK3118出土。26は薬師寺
214（6663H）型式。上下外区脇区と内区の境に二重の界
線をもつ。SK3118出土。27は薬師寺218（6664Ｏ）型式。
６点出土。28は薬師寺224（6685Ｆ）型式。29は6801Ａ型

図Ⅲ︲₈₄　第₅₁₉次調査出土軒丸瓦　１：４
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式。修理司製作の瓦であり、薬師寺では初の出土である。
ほかにも修理司関連の瓦として、丸瓦に刻印された「理」
ｃが出土した 12）。30・31は平安時代。30は薬師寺252型
式。31は薬師寺255型式。溝SD3122出土。32は平安時代
末から鎌倉時代の薬師寺285型式。瓦当面に左から梵字
で風・水・地・火・空を意味する「カ・バ・ア・ラ・キャ」
を配する。土坑SK3135出土。33～35は鎌倉時代。33は
薬師寺307型式。東院堂の瓦で瓦当面にある「薬師寺東
院弘安辛巳」の銘から、弘安４年（1281）のものである。
34は薬師寺314型式。瓦当面に珠文をもつ。35は瓦当面
に「唐招提寺」の銘をもつ軒平瓦。薬師寺に出土例はな
いが、唐招提寺79型式と同笵 13）。36は室町時代の瓦で薬
師寺359型式。中心飾りに宝珠文をもつ。

鬼瓦・隅木蓋瓦　　37・38は奈良時代の鬼瓦。37は鬼身
文鬼瓦１。体部の巻き毛と右足部分の破片。溝SD3124
出土。他にも同一箇所の破片が１点出土した。38は鬼面
文鬼瓦Ａ。右頬から口、巻き毛の顎髭および外縁の珠文
が一部残存する。西大寺に同笵品があり 14）、創建年代か
ら奈良時代後半とわかる。溝SD3122出土。鬼瓦は他に
も中近世の小片が出土している。39は奈良時代前半の隅
木蓋瓦。前面に花雲文をもつ。側面にも粘土を貼り付け
顎部状に作り出す。同笵で形状の異なるものが平城宮第
一次大極殿院西楼の調査で出土している 15）。
　今回の調査では、奈良時代から近代までの瓦が出土し
たが、なかでも奈良時代の量の多さが際立つ。十字廊の
壺地業や基壇外装SX3126など造営期の遺構からは薬師

図Ⅲ︲₈₅　第₅₁₉次調査出土軒平瓦・鬼瓦・隅木蓋瓦　１：４
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寺201型式をはじめとする奈良時代の瓦以外出土してお
らず、十字廊の造営が奈良時代であることを示している。
　軒瓦に関しては、軒丸瓦は薬師寺２ｂ・18ｂ型式、軒
平瓦は薬師寺201・202型式が多い。十字廊の所用瓦とし
てまずこれらが候補になる。しかし、これらの瓦笵の製
作年代はいずれも奈良時代前半までであり、奈良時代後
半とする十字廊の造営年代とは一見齟齬がある。ただ
し、特に薬師寺２ｂ、18ｂ型式は改笵されたうえ、全体
的に笵の痛みが激しい。これは長期間に渡る瓦笵の使用
を物語る。したがって、薬師寺２ｂ・18ｂ型式と薬師寺
201・202型式が十字廊造営まで製作された可能性は十分
ある。現時点ではこれらの軒瓦の組合せを十字廊所用瓦
として想定しておきたい。  （石田由紀子）

そ の 他

銅製品　　螺髪と考えられる銅製品１点が土坑SK3114
から出土した（図Ⅲ-86）。高さ7.8㎜、幅8.6㎜、重さ1.2ｇ。
表面に明るい赤銅色の金属光沢をとどめる。先端部には
孔があく。径２㎜弱の棒状の銅を巻いて成形する。蛍光
Ｘ線分析を実施した結果、材質は不純物の少ない銅製と
判断された。  （田村朋美・庄田）

鉄製品　　鉄釘や鉄鎹が合計16点出土したが、十字廊と
関連するのは土坑SK3132出土の鉄釘１点のみである。
木製品　　近世以降の漆器椀や下駄、竹製の導水管や木
製継手が溝SD3122からそれぞれ数点出土したが、十字
廊と直接関連するものは出土していない。
石製品　　石鍋片、碁石が各１点あるが、いずれも表土

ないし耕作土出土である。
銭　貨　　寛永通宝が１点、近世の溝SD3144から出土
した。古寛永（1636-1659年）に分類される。
植物遺体　　自然木のほか樹皮や草茎、種実などが出土
した。種実遺体では、土坑SK3114からヤマモモ炭化核
とカヤ種子が各１点、溝SD3122からモモ核とウメ核、
コナラ属果実が各１点、遺物包含層からマツ属球果が６
点出土した。  （庄田）

８　おわりに

　今回の発掘調査により、薬師寺十字廊の建物と基壇の
規模がほぼ確定した。また、十字廊周辺の北方や東方の
空間利用についても、新たな知見を得た。最後に、十字
廊の上部構造および造営・廃絶の時期についてまとめる
とともに、他の寺院との比較を通して十字廊の特徴につ
いて述べる。
十字廊の上部構造　　柱配置からは切妻造の屋根と考え
られ、南北廊と東西廊の梁行規模が同じであることか
ら、両者の棟高や軒高は同じとみられる。南北廊南側
における柱位置と雨落溝の関係から、軒の出は1.8～2.5
ｍ（6.0～8.5尺）であり、少なくとも手先の出ない組物を
備えた建物と考えられる。なお、前述のように建物南北
端の柱位置が不明のため、現状では南北廊基壇の南辺お
よび北辺の柱位置からの出は過大となっている。また、
出土瓦の種類と量からみて、本瓦葺であることは疑いな
い。
十字廊の造営年代　　十字廊の遺構は一時期分しか検出
しておらず、これが建立当初のものとみられる。前述の
ように『薬師寺縁起』には再建の記述があるが、昭和52
年度の発掘調査同様、今回も明確な建て替えの痕跡は確
認されなかった。ただし、後述するように、十字廊基壇
を壊す土坑SK3114からは多量の炭とともに10世紀後半
の土器が出土しており、973年にあったとされる火災後
の片づけとの関連性を検討課題として残す。

表Ⅲ︲７　第₅₁₉次調査出土瓦磚類一覧

図Ⅲ︲₈₆　銅製品のＸ線透過写真（１・２）および実測図（３）

0 1㎝

1

2 3

軒丸瓦 軒平瓦 その他
型式・種 点数 型式・種 点数 種類 点数

薬２ａ（6276Ａａ） 7 薬201（6641Ｇ） 90 近世菊丸 1
薬２ｂ（6276Ａｂ） 31 薬202（6641Ｈ） 36 丸瓦（刻印） 5
薬３（6276Ｅ） 5 薬203（6641Ｉ） 3 丸瓦（ヘラ書） 4
薬９（6225Ｅ） 2 薬214（6641Ｈ） 2 平瓦（刻印） 6
薬13（6282Ｈａ） 1 6663 2 隅切平瓦 27
6284Ｅｂ 3 薬218（6664Ｏ） 6 鬼身文鬼瓦１ 2
薬18ａ（6304Ｅa） 7 薬224（6685Ｆ） 3 鬼面文鬼瓦Ａ 1
薬18ｂ（6304Ｅb） 26 薬229（6702Ｇ） 1 鬼瓦（中近世） 1
薬18(6304Ｅb) 4 6801A 1 鬼瓦（近世） 3
薬19（6307Ｃ） 1 薬209 3 鬼瓦 3
6309 2 薬236? 1 面戸瓦 3
薬006 1 薬239 1 平面戸瓦? 1
薬033 2 薬243 1 熨斗瓦 3
薬034 1 薬245 1 隅木蓋 1
薬035 1 薬252 3
薬037 4 薬255 3
薬038 2 薬264 1
薬039 4 薬285 1
薬043 1 薬297 2
薬044 1 薬298 1
薬052 1 薬307 1
薬068 1 薬314 1
薬128 1 薬359 1
薬149 1 古代 19
薬167 1 平安 3
薬170 2 中世 5
薬192 2 近世 14
巴（中世） 17 近代 3
巴（近世） 12 時代不明 1
巴（近代） 2
古代 33
平安 8
中世 2

軒丸瓦計 189 軒平瓦計 210
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　『薬師寺報告』において、十字廊の造営年代は奈良時
代後半頃とされていたが、今回の調査結果もこれと整合
的である。建立当初の基壇外装の羽目石の一部が地獄谷
産であることは、平城宮内において、奈良時代前半には
二上山産を用い、同後半に多く春日山（地獄谷）産を用
いるという傾向 16）とも付合する。
十字廊の廃絶年代　　十字廊の基壇を壊す土坑群から
炭とともに出土した土器の年代は、十字廊の廃絶や再
建年代を考える手がかりとなる。土坑SK3114は十字廊
SB3100基壇内に位置し、10世紀後半の土師器が出土し
ている。ただし、同遺構は土坑SK3112・SK3113、溝
SD3109によって上部を掘りこまれているため、SK3114
の掘削後、十字廊SB3100が再建されたかどうかは検証
できない。
　また、SK3114の上層に位置し、十字廊基壇を破壊す
るSK3113からは、SK3114よりやや時代の下る11世紀代
の瓦器が出土しており、十字廊の存続時期の下限を考え
る参考になる。ただし、本稿で扱った出土遺物はごく一
部に過ぎない。これらの土坑群の性格や時期的な位置づ
けについては、遺構・遺物に対する十分な検討をへてお
こないたい。
十字廊の周辺　　今回の調査により、十字廊の東方には、
想定通り東小子房SB3120が存在し、この北側柱列が十
字廊東西廊の南側柱列の延長線上に位置することが判明
した。これは西僧房の様相と酷似しており、一部の発掘
にとどまるが、対称性が高いとみてよいだろう。
　十字廊の北東では、東小子房の西妻から北に延びる南
北塀SA3137を検出した。西大寺において、宝亀11年（780）

成立の『西大寺資財流記帳』にある「殿」に比定できる
礎石建物の東方で、食堂院を南北に仕切る掘立柱塀が検
出されているが 17）、SA3137がこれと類似した機能を持っ
ていた可能性もある。
　十字廊の北方では参道と推定される石敷SX3110と、
さらにその北方に位置する礎石建物SB3101を検出した。
また、これらの東方では掘立柱建物SB3102、SB3103、
SB3104を合わせて検出した。いずれの遺構も検出範囲
が狭小であるため、性格を議論するには十分でない。た
だし、規則的な配置関係を示す石敷SX3110と礎石建物
SB3101が、十字廊と無関係とは考えがたい。十字廊を
含む食堂と関連する建物群が、さらに北に広がって展開

していたと想定できる。
他の寺院との比較　　古代寺院において、食堂背後の空
間が明らかになっている事例は少ない。資財帳の内容と
あわせ発掘調査によって「食堂院」の様相が具体的に判
明した西大寺の例では、南から食堂・殿・大炊殿が中軸
を揃えて並び、食堂と殿は３本、殿と大炊殿は１本の軒
廊によって結ばれる 18）。食堂院には東西の檜皮厨や甲双
倉などの他の建物も存在していた。
　このほか資財帳から食堂背後の様相を知ることができ
る興福寺・元興寺・大安寺・東大寺などの事例 19）も参
考にすると、古代寺院においては、食堂がその機能を果
たすためのさまざまな施設が群をなして食堂背後に存在
し、中でも「殿」や「食殿」、「廊」といった建物が食堂
に付属していたことがわかる。「食殿」とも呼ばれた薬
師寺十字廊もこうした建物の一つと考えられるが、これ
が梁行の大きな東西棟建物ではなく、東西方向の建物と
同規模の南北廊が接続して十字形を呈している点が、特
徴的といえるであろう。  （箱崎和久・庄田）
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１　はじめに

　本報告は、第440次調査（2008年度）において廃棄土坑
SK19189から出土した木製品の追加報告である。この土
坑の土壌は、１ｍメッシュで区分され、コンテナ約2500
箱分が採取された。この水洗選別作業は現在も継続中
で、2014年２月現在で1200箱分が終了している。
　檜扇などの一部は『紀要2009』で報告済だが、その後
の水洗選別によって、確認されたものを含めて特徴的な
ものを報告する。なお、樹種については、別途報告の機
会を得たい。

２　SK₁₉₁₈₉の概要と出土木製品

　廃棄土坑SK19189は、東西約11ｍ×南北約７ｍ、深さ
約１ｍの不整形の大型土坑で、奈良時代後半を中心とす
る土器、瓦、宝亀年間の年紀をもつ木簡やその削り屑、
木製品などが大量に含まれる。土坑の堆積土は３層に区
分され､木製品の大半は、最下層の木屑層から出土した。
木製品の内容は多彩で、以下に述べるように、祭祀具、
服飾具、遊戯具、紡織具、農具、武器、容器、食事具、
部材、雑具などがある。
祭祀具　　図Ⅲ-87、１は人形。頭部から頸部のみが残
存する。薄い板目材を鏨状のもので楕円形状に整形し、
その中に顔の輪郭、眉、目、鼻、口、髪、髭が墨書きさ
れる。残存長3.6㎝、幅2.0㎝、厚さ0.1㎝。２は立体人形。
直径1.6㎝の棒状の材の一端を加工し、頭部を削り出す。
他端は若干細くなり、尖る。長さ14.1㎝、最大径1.6㎝。
これのみSK19200（SK19189に隣接）から出土。
服飾具　　３は檜扇の骨と考えられる。薄い柾目板を短
冊状に整形する。下半部を欠損する。表面上部には、松
の絵が流麗な調子で描かれる。中央部には長さ0.8～1.5
㎝ほどの直線が９本書かれ、裏面にも９本書かれてい
る。残存長10.1㎝、幅2.5㎝。４は檜扇の骨５枚が重なっ
たもの。骨は薄い柾目板を短冊状に整形する。骨の幅は
1.5～1.8㎝である。要部分には直径0.3㎝の円形の穴が穿
たれる。11は横櫛。長方形で肩が丸みを帯びる。３㎝あ
たりの歯数23枚を挽き出す。残存幅7.7㎝で、同一個体

の歯から復元できる高さは5.0㎝。厚さ0.8㎝。12・13は
耳かき。棒状に加工した材の下端を匙状に整形する。
遊戯具　　５～８は賽子。やや厚みのある柾目板を立方
体状に裁断する。５、６は裁断後に角を取っているが、
７は裁断後に整形されていない。５、６は対面する目の
和が七になるが、８はそれぞれ六、九、六となる。８は
賽子の削片である。
紡織具　　９・10は糸巻の横木。９は、加工が粗く、中
央に枘孔が開いていないので未製品と考えられる。長さ
11.5㎝、幅2.5㎝、厚さ0.9㎝。10は横木の一端が残存す
るもの。残存長5.1㎝、復元幅1.9㎝、厚さ0.8㎝。
農　具　　14は木錘。円筒状の材の中央部を細く加工す
る。幅5.6㎝、最大径2.7㎝。中央部の径は1.8㎝。
武　器　　15は鳴鏑。心持材を刳りぬいて、８面体のイ
チジク形にかたどる。それぞれの面の上よりに円孔をあ
ける。基部に段を付ける。残存長3.8㎝、復元径2.5㎝。
雑　具　　16は草箒。ホウキグサを束ね、蔓でしばって
固定している。柄の基端は束ねたあとに角を取るように
整形される。現存長17.2㎝、緊縛部径3.3㎝。
容　器　　19は釘接合曲物の底板。板目材を用い、表面
を丁寧に面取りする。結合釘は４か所でほぼ均等に配す
る。径15.2㎝×15.9㎝。厚さ1.0㎝。
食事具　　17・18は箸と考えられる。端と中央部の径が
ほぼ同じである。断面は多角形あるいは円形。完形品
17の長さは、18.2㎝、径0.5㎝前後。図Ⅲ-88、20～22は
杓子状木器。身の先縁を直線的に作るもの（20・21）と、
半円形に作るもの（22）がある。加工は概して丁寧である。
両側縁にも面が形成され、身部、柄部ともに長方形にな
る。23～27は匙形木器。身の先縁を直線に作るもの（23・

26）、半円形に作るもの（24）、身の幅が狭く細長いもの
（25・27）がある。23・24は柄部先端が直線的であるのに
対して、26・27は山形となる。23・26の身部側縁は面を
もつが、それ以外の断面は凸レンズ状になる。
部　材　　28は机などの支脚の補強用に取り付ける横桟
か。柾目板を用いて両端に枘を設ける。中央下部に弧状
の繰り込みを入れる。長さ30.1㎝、高さ7.0㎝、最大厚1.4
㎝。29は机などの脚か。板目材を用いて、上部に枘を作
りだす。上部から中央に向かって逆台形状になるが、脚
部に向かって撥形に開く。中央は波状に成形する。長さ
9.5㎝、幅6.0㎝、厚さ1.2㎝。  （芝康次郎）

平城宮東方官衙地区
SK19189 出土の木製品
－第440次
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図Ⅲ︲₈₇　平城宮東方官衙地区出土木製品１　１：２
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図Ⅲ︲₈₈　平城宮東方官衙地区出土木製品２　１：３
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１　はじめに

　本稿は、2012年度におこなわれた薬師寺食堂（第500次）

と西大寺金堂院（第505次）の発掘調査において出土した
炭化物および木片の放射性炭素年代測定（AMS）結果の
報告である。両寺院は、奈良時代の創建以後、度重なる
罹災によって焼失や再建を繰り返していたことがわかっ
ている。これらの年代は、文献史料に記されている場合
もあるが、そうでない場合も多い。薬師寺食堂について
は、造営年代と最終的な廃絶年代が不明で、特に後者は
遺物からも手かがりが少ない状況にあった。また、西大
寺金堂院についても、『七大寺巡礼私記』によれば12世
紀半ばにはすでに廃絶していたようであるが、廃絶の具
体的な時期については不明であった。そのため、これら
の問題に関わると考えられる遺構の埋土の炭化物を複数
採取し、加速器分析研究所に依頼して、放射性炭素年代
測定を実施した。なお、次章および図表は、加速器分析
研究所の報告書を再構成したものである。
 （芝康次郎・諫早直人）

２　年代測定の方法

化学処理工程　　①メス・ピンセットを使い、根・土等
の付着物を取り除く。②酸-アルカリ-酸（AAA：Acid 

Alkali Acid）処理により不純物を化学的に取り除く。そ
の後、超純水で中性になるまで希釈し、乾燥させる。
AAA処理における酸処理では、通常1mol/ℓ（１Ｍ）の
塩酸（HCl）を用いる。アルカリ処理では水酸化ナトリ
ウム（NaOH）水溶液を用い、0.001Mから１Ｍまで徐々
に濃度を上げながら処理をおこなう。アルカリ濃度が１
Ｍに達した時には「AAA」、１Ｍ未満の場合は「AaA」
と表Ⅲ-８に記載する。③試料を燃焼させ、二酸化炭素

（CO2）を発生させる。④真空ラインで二酸化炭素を精製
する。⑤精製した二酸化炭素を鉄を触媒として水素で還
元し、グラファイト（C）を生成させる。⑥グラファイ
トを内径１㎜のカソードにハンドプレス機で詰め、それ
をホイールにはめ込み、測定装置に装着する。
測定方法　　加速器をベースとした14C-AMS専用装置

（NEC社製）を使用し、14Cの計数、13C濃度（13C/12C）、14C
濃度（14C/12C）の測定をおこなう。測定では、米国国立
標準局（NIST）から提供されたシュウ酸（HOxⅡ）を標
準試料とする。この標準試料とバックグラウンド試料の
測定も同時に実施する。
算出方法　　①δ13Cは、試料炭素の13C濃度（13C/12C）を
測定し、基準試料からのずれを千分偏差（‰）で表した
値である。
　②14C年代（Libby Age：yrBP）は、過去の大気中14C濃
度が一定であったと仮定して測定され、1950年を基準
年（0yrBP）として遡る年代である。年代値の算出には、
Libbyの半減期（5568年）を使用する １）。14C年代はδ13C
によって同位体効果を補正する必要がある。補正値を
表Ⅲ-８に、未補正の値を表Ⅲ-９に示した。14C年代と
誤差は、下１桁を丸めて10年単位で表示される。また、
14C年代の誤差（±1σ）は、試料の14C年代がその誤差範
囲に入る確率が68.2％であることを意味する。
　③pMC （percent Modern Carbon）は、標準現代炭素に
対する試料炭素の14C濃度の割合である。pMCが小さい

（14Cが少ない）ほど古い年代を示し、pMCが100以上（14C

の量が標準現代炭素と同等以上）の場合Modernとする。
　④暦年較正年代とは、年代が既知の試料の14C濃度を
もとに描かれた較正曲線と照らし合わせ、過去の14C濃
度変化などを補正し、実年代に近づけた値である。暦年
較正年代は、14C年代に対応する較正曲線上の暦年代範
囲であり、１標準偏差（1σ＝68.2％）あるいは２標準偏
差（2σ＝95.4％）で表示される。グラフの縦軸が14C年代、
横軸が暦年較正年代を表す。暦年較正プログラムに入
力される値は、δ13C補正をおこない、下１桁を丸めな
い14C年代値である。ここでは、暦年較正年代の計算に、
IntCal09データベース ２）を用い、OxCalv4.2較正プログ
ラム ３）を使用した。暦年較正年代は、14C年代に基づい
て較正（calibrate）された年代値であることを明示する
ために「cal BC/AD」（または「cal BP」）という単位で表
される。 （加速器分析研究所報告書より）

３　測定試料と年代測定の結果

薬師寺食堂（₅₀₀次︶　　採取した試料は５点である。３
点は食堂基壇の周囲をめぐる石敷の埋土から出土した炭
化物である。２点は南面石敷SX3055、１点は北面石敷

薬師寺食堂と西大寺旧境内に
おける放射性炭素年代測定
－第500次・第505次
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SX3056から得られたものである。残りの２点は、食堂
基壇版築中に見られた炭層から出土した木炭である。前
者３点からは、食堂の廃絶年代が、後者２点からは同創
建年代が得られることが期待された。測定の結果、前者
３点のうち、２点ついては化学処理の過程で十分な炭素
量が得られず、測定できなかった。１点は、測定年代で
1680±20yrBPが得られ、暦年較正で４～５世紀の年代
となった。後２者は、1440±20、1300±20 yrBPが得られ、
暦年較正で１つは７世紀半ば、もう１つは７世紀半ばか
ら８世紀半ばの年代となった。  （芝）

西大寺金堂院（₅₀₅次︶　　採取した試料は７点である。５
点は西大寺金堂院と関連する遺構から出土したもので、
金堂院軒廊南雨落溝SD1085埋土から出土した炭化物２
点と、軒廊と西面回廊の接続部分を横断する石敷き南北
溝SD1110埋土から出土した木炭３点である。残りの２
点は下層３期の整地直下で確認された樹皮敷きSX1096
から出土した木炭と樹皮付着木片（ヒノキ属）である。
前者５点からは西大寺金堂院の廃絶年代が、後者２点か
らは西大寺造営直前にあたる下層３期の整地がおこなわ
れた年代が得られることが期待された。測定の結果、前
者５点は古いもので1820±20yrBP、新しいもので1330
±20yrBPが得られ、暦年較正で２世紀から７世紀後半
の年代となった。後者２点は1270±20yrBP、1340±
20yrBPが得られ、暦年較正で７世紀後半から８世紀第
３四半期の年代となった。  （諫早）

４　年代測定の結果とその解釈

薬師寺食堂（₅₀₀次︶　　石敷上面から得られた炭化物の
測定結果は較正年代で４～５世紀であり、期待された廃
絶年代よりも古い値となった。石敷上面には粗砂層が
のっており、測定された木炭が何らかの作用で流れてき
たものであった可能性がある。一方、食堂の造営年代が
期待された、版築土中の木炭から得られた測定結果は較
正年代で７世紀半ばと、７世紀半ば～８世紀半ばの比較
的長い年代を示した。想定される８世紀前半に矛盾はな
い。前者はやや古い値を示すが、木炭に使用された木材
が古い可能性が考えられる。後者の長い年代範囲を示す
要因は、８世紀前半付近で較正曲線カーブが緩やかにな
るためと考えられる。  （芝）

西大寺金堂院（₅₀₅次︶　　軒廊南雨落溝から出土した炭

化物と、軒廊と西面回廊の接続部分を横断する石敷き南
北溝から出土した木炭の測定結果は、較正年代で２世紀
から７世紀後半であり、期待された年代よりも古い値と
なった。ただし、共伴する瓦磚類同様、試料が西大寺金
堂院の創建伽藍を構成していた建築部材に由来するとみ
れば矛盾はない。一方、下層３期の整地直下で確認され
た樹皮敷きから出土した木炭と木片は較正年代で７世紀
後半から８世紀第３四半期という年代を示した。これは
下層３期の存続時期の下限が764年の西大寺の造営開始
に求められる層位学的知見と整合する。ただし伐採年代
に近い値を示しているとみられる樹皮付着木片の値は、
西大寺造営直前という下層３期に想定される年代よりも
若干古い値を示していることが注意される。これについ
ては試料がヒノキ材であることをふまえれば、建築部材
用に伐採され、一定期間を経て製材されたものに由来す
る可能性も考慮すべきだろう。  （諫早）

５　おわりに

　今回の年代測定は、薬師寺食堂および西大寺金堂院の
造営および廃絶年代に迫るために実施した。廃絶年代に
ついては、残念ながら期待された値は得られなかった
が、造営年代については、層位的所見と矛盾がない値が
得られた。ただし、測定年代が想定よりもかなり古い値
を示したり、長い年代範囲を示す場合があった。この要
因として、前者は、採取した炭化物が巨木の心材片に由
来する可能性が挙げられ、後者は、較正曲線の平坦面あ
たるため、暦年較正をおこなう際に年代の絞り込みにく
い時期であるということが挙げられる。これらの問題解
決には、採取時における試料の吟味が必須であり、14Ｃ
ウイグルマッチクング法も積極的に取り入れる必要があ
ろう。  （芝・諫早・星野安治）

註
１） Stuiver, M. and Polach, H.A. 1977 Discussion: Reporting  

of 14C data. Radiocarbon 19(3).
２） Reimer, P.J. et al. 2009 IntCal09 and Marine09 radiocarbon 

age calibration curves, 0-50,000 years cal BP. Radiocarbon 
51(4).

３） Bronk Ramsey, C. 2009 Bayesian analysis of radiocarbon 
dates. Radiocarbon 51(1).
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表Ⅲ︲8　放射性酸素年代測定結果（δ₁₃Ｃ補正値）

測定番号 遺跡名 採取場所 試料形態 処理方法 δ13Ｃ(‰ )（AMS）
δ13Ｃ補正あり

Libby Age
(yrBP) pMC(%)

－ 薬師寺食堂 南雨落溝埋土 炭化物 測定できず。
－ 薬師寺食堂 南雨落溝埋土 炭化物 測定できず。
IAAA-130306 薬師寺食堂 北側雨落溝埋土 炭化物 AaA －24.50±0.43 1,680±20 81.08±0.24
IAAA-130307 薬師寺食堂 版築層中の木炭 炭化物 AaA －25.06±0.35 1,440±20 83.61±0.23
IAAA-130308 薬師寺食堂 版築層中の木炭 炭化物 AAA －24.33±0.39 1,300±20 85.09±0.25
IAAA-130309 西大寺旧境内 軒廊南雨落溝埋土 炭化物 AaA －21.88±0.43 1,520±20 82.72±0.22
IAAA-130310 西大寺旧境内 軒廊南雨落溝埋土 炭化物 AaA －22.04±0.52 1,820±20 79.71±0.24
IAAA-130311 西大寺旧境内 石敷暗渠状遺構埋土 木　炭 AAA －25.41±0.35 1,790±20 80.07±0.22
IAAA-130312 西大寺旧境内 石敷暗渠状遺構埋土 木　炭 AAA －23.76±0.35 1,340±20 84.65±0.24
IAAA-130313 西大寺旧境内 石敷暗渠状遺構埋土 木　炭 AAA －24.65±0.42 1,330±20 84.70±0.24
IAAA-130314 西大寺旧境内 樹皮敷き 木　炭 AAA －23.26±0.42 1,270±20 85.34±0.24
IAAA-130315 西大寺旧境内 樹皮敷き 木　片 AAA －24.29±0.24 1,340±20 84.64±0.24

表Ⅲ︲9　放射性酸素年代測定結果（δ₁₃Ｃ未補正値、暦年較正用₁₄Ｃ年代、較正年代）

測定番号
δ13Ｃ補正なし 暦年較正用

1σ暦年代範囲 2σ暦年代範囲
Age（yrBP） pMC（%） （yrBP）

IAAA-130306 1,680±20 81.17±0.23 1,684±23 340calAD-404calAD（68.2%）
259calAD-292calAD（11.0%）
322calAD-420calAD（84.4%）

IAAA-130307 1,440±20 83.60±0.22 1,438±22 606calAD-643calAD（68.2%） 581calAD-652calAD（95.4%）

IAAA-130308 1,300±20 85.21±0.24 1,296±23
671calAD-710calAD（44.4%） 664calAD-728calAD（61.2%）
747calAD-766calAD（23.8%） 736calAD-772calAD（23.8%）

IAAA-130309 1,470±20 83.25±0.21 1,524±21 472calAD-477calAD（ 2.7%）
535calAD-585calAD（65.5%）

435calAD-490calAD（20.8%）
510calAD-517calAD（ 1.1%）
530calAD-602calAD（73.6%）

IAAA-130310 1,770±20 80.19±0.23 1,821±24
139calAD-197calAD（46.9%）

127calAD-248calAD（95.4%）
207calAD-233calAD（21.3%）

IAAA-130311 1,790±20 80.00±0.22 1,785±22
179calAD-187calAD（ 3.0%）

137calAD-262calAD（69.5%）
279calAD-328calAD（25.9%）213calAD-259calAD（46.4%）

296calAD-322calAD（18.7%）

IAAA-130312 1,320±20 84.86±0.23 1,339±22 655calAD-681calAD（68.2%）
647calAD-695calAD（87.9%）
700calAD-707calAD（ 1.1%）
747calAD-765calAD（ 6.4%）

IAAA-130313 1,330±20 84.76±0.22 1,334±22 656calAD-684calAD（68.2%）
650calAD-708calAD（86.4%）
747calAD-766calAD（ 9.0%）

IAAA-130314 1,250±20 85.64±0.23 1,273±22
688calAD-722calAD（37.3%）

675calAD-775calAD（95.4%）
741calAD-770calAD（30.9%）

IAAA-130315 1,330±20 84.77±0.23 1,339±22 655calAD-681calAD（68.2%）
647calAD-695calAD（87.9%）
700calAD-707calAD（ 1.1%）
747calAD-765calAD（ 6.4%）

図Ⅲ︲₈₉　暦年較正年代グラフ１
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図Ⅲ︲₉₀　暦年較正年代グラフ２
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