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１　本書は、独立行政法人文化財研究所奈良文化財研究所が2004年度におこなった調査研究の報告である。

２

３

本書は、Ｉ研究報告、Ｈ飛鳥・藤原宮跡等の調査概要、ｍ平城宮跡等の調査概要、の３部構成であ

る。ｎは飛鳥藤原宮跡発掘調査部、ｍは平城宮跡発掘調査部がおこなった発掘調査の報告であり、Ｉ

にはそれを除く各種の調査研究報告を収録した。調査次数は、Ｈが飛鳥藤原の次数、Ⅲが平城の次数

を示す。 2005年１月以降に開始した発掘調査については、本書では略報にとどめ、正式な報告は『紀

要2006』に掲載する予定である。

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、遺物については各整理室の協力を得た。

４　当研究所の過去の刊行物については、以下の例のような略称を用いる。

　　　　　『奈良文化財研究所紀要2001』　　　　　　　→　　『紀要2001』

　　　　　『奈良国立文化財研究所年報2000－ I』　　　→　　『年報2000一月

　　　　　『飛鳥・藤原宮発掘調査報告Ⅳ』　　　　　　→　　『藤原報告IVJ

　　　　　r平城宮発掘調査報告IX』　　　　　　　　　→　　『平城報告KJ

　　　　　r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』

５
本書で用いた座標値は、平面直角座標系第VI系（世界測地系）による。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１日からの改正測量法の施行にともなって、当研究所の発掘

調査も日本測地系から世界測地系へと移行することとしたが、実施にさいしては１年間の準備期間を

設けて基準点の改測・改算作業をおこない、座標の変位量を算出した。世界測地系への全面的移行は

2003年４月である。なお、標高に関しては、2000年度平均成果に基づく改訂にしたがうが、実質上大

きな変化はない。飛鳥藤原地域では、橿原市・明日香村・桜井市にまたがる55の３級基準点（一部２

級基準点）で座標変位量を算出した。両測地系の差（世界測地系座標値一日本測地系座標値）は、平

均して南北方向（Ｘ座標）が+ 346. 52m、東西方向（Ｙ座標）が-261.57mである。ばらつきを示す標

準偏差は、それぞれ0.031m、0. 023mと小さい。したがって、飛鳥藤原地域では、Ｘ座標で+ 346. 5m、

Ｙ座標で-261.6mを両測地系間の座標変位量と認めることにする。つまり、実用上、日本測地系の座

標を世界測地系に変換するためには、上記の数値を日本測地系の座標値にそれぞれ加えればよい（と

もにマイナスの数値のため、Ｘの絶対値は減少し、Ｙの絶対値は増加する）。一方、平城地域では、奈

良市の平城宮跡内で、22の３級基準点（一部１級基準点）の座標変位量を算出した。両測地系の差は、

平均すると、南北方向（Ｘ座標）が+ 346.40m、東西方向（Ｙ座標）が-261.28m、標準偏差はそれぞ

れ0.012m、0.009mと僅少である。よって、平城地域では、Ｘ座標で+ 346.4m、Ｙ座標で-261.3mを

両測地系間の座標変位量と認めることにする。上記以外の地域では、当研究所が設置した基準点がな

く、改測・改算作業をおこなっていない。詳細は本書22～23頁参照。



６　発掘遺構は、遺構の種別を示す以下の記号と、一連の番号の組合せにより表記する。

　　　SA(塀・柵)、SB(建物)、SC(回廊)、SD(溝)、SE(井戸)、SF(道路)、SG(池)、SH(広場)、

　　　SK(土坑)、SS(足場)、SY(窯)、SX(その他)

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）を越えて広がることが判明して

　　いる。南北の京極は未確定であるが、東西京極の確認をうけて、本書では10条×!O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n』

(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１期(708～721)、第ｎ期(721～745)、第ｍ期(745～757)、第lv期(757～770)

　　　　　　第Ｖ期(770～784)

　　　土器：平城宮土器工(710)、n (720)、ni (740)、Ⅳ(760)、Ｖ(780)、VI(800)、YH (825)

11　本書の編集は、Ｉ肥塚隆保、ｎ箱崎和久、ｍ豊島直博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・エドワーズ天理大学教

　　授の校閲を受けた。
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キトラ古墳石室内の発掘調査

一飛鳥藤原第135次調査－

　　　　　　　　　１　はじめに

　2004年１月から３月に実施した墓道奥部（長さ1. 5m

分）の発掘調査（飛鳥藤原第130次、『紀要2004』参照）によっ

て、石室内への出入りが可能となり、４月から５月にか

けて壁画の保存状況調査がおこなわれた。この間、並行

して、壁画の写真撮影とフォトマップ撮影（図Ｏをおこ

ない、発掘調査前の石室内の状況を記録した。

　石室内の壁画は剥落寸前の箇所が多数あり、調査中に

不測の事態が起こらないとも限らない。そこで、2004年

５月31日から６月３日にかけて壁画の破損箇所に剥落止

めをおこない（図２）、６月9・10日には石室内にステン

レス製のフレーム（図３）を設置して発掘調査時の万全

を期した。発掘調査は、６月10日に開始し、７月８日に

完了した。その後、床面の写真撮影を実施した。

　発掘調査は、文化庁の委託により、奈良文化財研究所

飛鳥藤原宮跡発掘調査部、奈良県立橿原考古学研究所と

明日香村教育委員会が共同しておこなった。また、石室

の環境調査や保存科学的調査および措置は、東京文化財

研究所と奈文研埋蔵文化財センター、ならびに関係諸機

関かおこなった。

　　　　　　２　発掘調査成果の概要

　石室は奥行2.40m、幅1.04m、高さ1.24mの狭い空間

であり、さらにその内部に置かれた壁画保護フレーム内

での発掘調査となった(図４)。調査員１名が中で作業し、

盗掘孔のところに１名が待機して物品の受け渡しをする、

という形で作業を進めた。

　石室内の堆積層は、大きくは３層にわかれる。上部に

は盗掘孔から流れ込んだ土が堆積し、その下に、漆塗り

木棺断片の堆積層がある。さらに、石室床面とこの木棺

断片の堆積層との間に、ごく薄い泥土層が挟まっていた。

　流入土は、盗掘孔側で厚く奥に向かって薄くなる。厚

さ5～10mmの微砂と粘土が互層をなしており、雨水とと

もに入り込み、堆積を繰り返していった状況がみてとれ

た。この中には、いったん石室外に持ち出されたものの

再度流入した漆塗り木棺片やそれが腐朽した漆膜片のほ

か、土師器小皿１点があった。また、流入土の表面と表

層部分からは壁や天井から脱落した漆喰片がみっかった

が、それより深い部分からはほとんどみつからないか、

あってもほとんど崩壊していた。

　漆片堆積層は、ほぽ水平な状態を保つ漆片が厚さ約5

cm折り重なっており、石室の床面全体に広がっていた

　（図５）。漆片は片面が光沢をもつ黒漆の面か、その上に

朱を塗った面である。それらの裏面はきわめて薄くなっ

た木質が付着するか、木質から離脱した痕跡をとどめて

いた。これらの特徴から、これらの漆片は漆塗り木棺が

断片化し、木部が腐朽して漆膜だけが残ったものと判断

できた。高松塚古墳の漆塗木棺と同じく、朱は木棺の内

面に塗布されていたものである。ごくまれに、木質が残

存する木棺片があったが、それらは例外なく銅製金具を

取り付けた部分で、銅イオンの影響により木質部が腐朽

を免れていた。

　石室北半部では、漆片堆積層はわずかな凝灰岩破片を

含むだけだが、南半部では凝灰岩破片が多くなるととも

に破片が大きくなる（図５･６）。

　漆片堆積層は、漆塗り木棺が盗掘時に徹底的に破壊さ

れ、その断片が雨水の流入による水没と乾燥による再堆

積を繰り返して形成されたことは明瞭であった。この層

と床面との間に、細かい泥土層があったこともこれを裏

付ける。部分的に漆片堆積層を断ち割ってみたが、木棺

底板が元の位置に残っている兆候はなかった。

　そこで、石室内の発掘にあたっては、石室内を東西50

cmｘ南北60cmの全８区に区画するとともに、各区の堆積

層を2 5cm X 20cmのブロック（各区画６ブロック）に切り分

け、方位と位置を記録したプラスチックコンテナにその

まま入れて石室外に搬出した。その過程で、金銅製銀座

金具や銅製六花形釘隠といった木棺の金具、琥珀玉、鉄

製刀装具、人骨および歯牙などを検出した。

　漆片堆積層と床面直上の泥土層を除去すると、漆喰塗

りの石室床面があらわれた（図７）。南端部などでは、漆

喰がなくなっていて凝灰岩底石があらわれている。ま

た、閉塞石や側石などの内面でも、漆片堆積層や流入土

層に覆われていた範囲では、壁面の漆喰がなくなって石

の面が露出していた。

　床石と閉塞石の間には多少の隙間が空いており、そこ

での観察によって、石室底石は内法の範囲で高さ3cmほ

ど削りだしてあることがわかった。

Ｉ
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図２　壁面保存処置の作業フォトマッブ撮影作業図１
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図４　発掘作業図３　石室内に組み立てたフレーム

図６　石室内南端部の遺物堆積状況図５　石室内北半の漆片堆積状況

奈丈研紀が2005４



図８　金銅製謂座金具

図10　金象嵌のある刀装μ片

図７　発掘後の床面全景（デジタル合成）
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図９　玉類（琥珀玉とガラス粟玉）

図11　人骨と歯牙
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　東西の側壁および奥壁と床石とはかなり密着していた

が、ヘラを挿入して閉塞石側(南側)と同様に削りだして

あることを確認した。同様の構造は、石のカラト古墳

　(奈良市)でも、確認されている。

　底石の主軸線上(東西幅の1/2線上)および削りだし部分

の四辺、さらに側壁の石材で漆喰の剥落した四周の部分

には、ごく一部で朱線が認められた。石材加工の割付線

とみてよい。

　なお、床面の漆喰は側壁内面とは連続して塗った痕跡

があったが、後からはめ込まれた閉塞石(南側側石)との

間では、当然のことながら漆喰層は連続しない。床面南

側では、床面の漆喰が削り出し部分の斜面へと連続して

塗られている。閉塞石外側では、閉塞石周囲に塗り込め

た漆喰を確認したが、このうち、下辺に断面三角形状に

塗られた漆喰の下部には、それよりは良質の漆喰が薄く

塗ってあり、これが石室の床面の漆喰と一連のものと考

えられる。

　同様に、東西の側壁を観察すると、内面に塗られた漆

喰が南端の石材では南面の小口にまで続いている状況が

確認できた。さらに、閉塞石の上には、閉塞石上面に塗

られた漆喰の上に、南端の天井石内面(下面)から剥離し

た漆喰が重なって堆積する状況を観察できた。

　これらのことから、閉塞石を嵌め込む直前のキトラ古

墳石室は、天井石以下の小口部分が漆喰で塗られ、外か

らみると白く輝いていたと想像される。

　　　　　　　　　３　出土遺物

　石室内流入土は、コンテナ㈲｡5×40×11em)に49箱、総

重量408kgあった。これらについてはすべて洗浄し、遺物

の選別を終えた。また、漆片堆積層は、小型コンテナ(39

×23.5×7cm)に108箱分を取り上げ、脆弱遺物の崩壊を

防ぐため冷蔵庫にて保管しつつ、2005年３月までに63箱

について洗浄・選別作業を終えた。漆片堆積層は、コン

テナごとＸ線写真撮影をおこなって微細遺物の所在をあ

らかじめ確認し、遺物の検出作業をおこなった。

　金銅製鍛座金具(図８)は、ハート形忍冬文を３単位円

形に連結し、中央に菱形の釘穴をあける。直径7.5cm。

　銅製六花形釘隠は、板状だが表面はややふくらみ、裏

面はわずかに皿状にくぼむ。周囲３箇所に径２ｍｍの穴が

あり、銅釘が貫通する。直径4.2×4.5cm。裏面に朱が付

６ 奈文研紀要　2005

着するので、木棺の裏側につけた金具である。高松塚古

墳や正倉院に類例がある。

　琥珀玉（図９）は、直径8.5×9. 3fflniおよび直径9. Smm

で、孔の直径1.8mmのもの２点と、直径12ramで、孔の直径

２ｍｍの２点、合計４点がある。

　ガラス粟玉（図９）は現在18点ある。直径3～４ｍｍで、

青色、紺色、黄色、緑色がある。蛍光Ｘ線分析およびＸ

線画像解析により、すべてソーダ石灰ガラスと判明した。

　微細ガラス玉は、Ｘ線透視撮影により多数（現在、148

点）検出された。形状は、球状を基本に半球状のものな

どが存在する。孔はない。蛍光Ｘ線分析により、銅を着

色剤とした二酸化ケイ素と酸化鉛を主成分とする二成分

系鉛ガラスと判明したが、類例なく用途は不明である。

　金象嵌刀装具は、3.9cmxl.7cinx厚lemの楕円形環状

の鉄製品である（図10）。長径に平行する一辺に剥離痕跡

がある。Ｘ線透過写真とＸ線ＣＴ撮影により表面に象嵌

を確認し、クリーニングにより金象嵌と確認した。Ｓ字

文が２列計28個あり、その両側を帯状の象嵌２列と線象

嵌１列で縁取る。孔の周囲には銀板を嵌める。大力の帯

執金具であろう（遺物の分析は肥塚隆保・村上隆らによる）。

　細片化した人骨と歯牙も出土した（図II）。骨は頭蓋骨

が多いが、脛骨と推定される四肢骨もある。歯牙は合計

32本が出土した。咬耗の度合いが著しく、齢歯も確認さ

れた。骨と歯は熟年ないしそれ以上の年齢の男性Ｉ体分

と鑑定された（京都大学大学院・片山一道教授にょる）。

　流入土出土の土師器皿は鎌倉時代のもので､直径8cm、

深さl cm。

　　　　　　　　　４　まとめ

　石室内を調査した結果、盗掘時の攬乱で棺や副葬品で

元の位置を保っているものはなかった。木棺断片が散在

する状況はマルコ山古墳（明日香村川こ近似する。石室床

面の形状は石のカラト古墳と類似し、高松塚古墳とは違

うようであるが再確認が必要であろう。

　人骨や歯牙のほかに、漆塗り木棺に付属した金銅製・

銅製の金具、玉類、刀装具などが出土した。木棺の飾金

具金は高松塚古墳とは意匠に違いがある。また、象嵌の

ある刀装具は類例がなく、その象嵌技術も注目される。

これら遺物の研究はこれからの重要課題である。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（花谷浩）



古代建築の棟

一平城宮大極殿の復原研究－

はじめに　現在、文化庁によって、大極殿の復原工事が

進められている。その過程で瓦の葺き方についての再検

討をおこなっているが、ひとつの問題点が棟の形式とそ

の納まり関係である。現存する古代建築の屋根は後世の

技法で葺き替えられており、現在伝わる伝統技法がどこ

まで古代技法を反映しているか判断は難しい。そこで、

瓦葺建物の源流である中国の資料を含め、現存建物以外

の資料にみられる棟に関する資料を収集し、古代建築の

棟についての再検討をおこなった。棟には大棟、隅降

棟、平降棟があるが、本稿ではそのうちの入母屋屋根お

よび切妻屋根の平降棟の検討結果の概要を記す。

中国・韓国の事例　中国唐代以前の資料をみると、立体

的なものとして建築形の明器（陶製の副葬品）や建築形の

石棺、半立体的なものとして石窟等に彫られたレリー

フ、平面的なものとして石窟の絵画や石などに刻まれた

線刻絵画があり、なかにはかなり精緻に建物を模倣した

ものもあり、その時代の棟の形式を知ることができる。

　資料を通観すると、棟は葺かれる方向の異なる瓦が接

する部分を塞ぐ機能から発生したことが明白で、平降棟

は切妻造における掛瓦の使用に伴い、地葺瓦と掛瓦間を

塞ぐ機能として発生したものと考えられる。必然的に、

切妻造の平降棟の先端は、掛瓦の掛かる軒先までとな

る。前漢代の明器ですでに掛瓦の表現がみられ、端部の

丸瓦がひとまわり大きく表現され、平降棟の発生を思わ

せる。後漢代以降の資料では、台形状に降棟が表現され

るようになる。このとき、降棟はほぽ壁上に位置し、掛

瓦を使用する長さがすなわち緩羽の長さとなる。

　平降棟と丸瓦・平瓦の位置関係をみると、棟が平瓦を

中心に据えられるものが多く、精緻にっくられているも

のでは、明確に平瓦を中心に据えられている（図12）。中

図12　寧懇石室（６世紀前半）

　　　ボストン美術館蔵

図13　玉虫厨子（７世紀）

　　　法隆寺蔵

国では、以上のような形式がほぽ現在の伝統様式にまで

受け継がれている。

　韓国の資料は少ないが､統一新羅中期の家形土器でも、

ほぼ上記と同じ様相を示している。

日本の事例　７世紀に製作された玉虫厨子（図13）の切妻

屋根部分では、妻壁上に平降棟が位置し、煌羽部分を掛

瓦とし、平降棟は平瓦の中心に据えられ、掛瓦が平降棟

の足元に納まり、中国の様相と一致している。東山遺跡

出土瓦金堂（９世紀）は入母屋造で降棟は隅降棟の接点よ

り下に延びずに、正面に鬼瓦を飾らない。これは機能上

から必要最小限の形式で、入母屋屋根の平降棟に鬼瓦を

使用しなかった事例の存在を示唆している。

　これらの資料をみる限り、当初は中国で成立した形式

を素直に受け入れたと考えられる。その後、繍羽が長く

なり、平降棟の位置と妻壁との位置は関係なくなり、さ

らに野屋根の発達によって屋根端部での瓦の納まりに変

化が生じるとともに、刀根丸瓦の使用などにより、平降

棟は装飾的なものに変化する。ただし、その後も平降棟

は平瓦を中心に据えられるのが定石となっている。

大極殿の平降棟の位置　平城宮出土の鬼瓦はいずれも足

元中央に円弧状の繰りを有し、丸瓦を跨ぐように平降棟

の鬼瓦が据えられた（図14）とも考えられるが、上に示し

た流れから判断して、積極的には肯定しづらい。時代は

降るが12世紀の『伴大納言絵詞』に描かれた朱雀門で

は、平瓦に乗るよう平降鬼瓦足元に丸の瓦当文様が表現

されている。また、美濃国分寺出土鬼瓦のように足元中

央に丸の瓦当をもったものがあり、図15に示したような

納まりも考えられる。ただし、鬼瓦足元中央の繰りの形

式は一様でなく、今後詳細な検討が必要である。

おわりに　以上と同様に大棟や隅棟についても検討した

が、その結果は別紙であらためておこなう。今後は、出

土瓦を納まりの点から再検討し、古代の瓦葺技術をあき

らかにしてゆく予定である。　　　　　　　　（島田敏男）

に

図14（左） 図15（右） 大極殿に使用されたと考えられる出土瓦で、

丸瓦・平瓦・平降鬼瓦を組んだ様子

Ｉ
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唐長安城大明宮太液池の
共同発掘調査

　　はじめに

　唐長安城大明宮太液池の調査は中国社会科学院考古研

究所と共同で、2001年から５ヵ年計画で進めている。本

年度はその４年目にあたる。これまでの調査概要は当研

究所の『紀要』、中国の雑誌『考古』に発表している‰

　　太液池の概要

　大明宮は唐長安城の東北城外に拡張された宮城で、龍

朔３年(663)に完成した。中国防西省西安市の北郊外に

位置する。南北2256m、東西1674mの城壁に囲まれ､平面

台形状を呈し、総面積は約3.2�ある。南北の中軸線上に

ならぶ三大殿の一つ・宣政殿から左右にのびる隔壁を境

に、南半部の宮殿区、北半部の園林区に分かれる（図16）。

　太液池は北半部の中央に位置し、園林の主要な構成要

素である。宮殿は大明宮の中央を東西にはしる龍首原

（丘陵地）上に位置し、池は北の窪地に造営された。太液池
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図16　唐長安城大明宮　1 : 250X （妹尾達彦r長安の都市計画U 2001に加筆）
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図17　唐長安城大明宮太液池の発掘調査位置図

の規模は東西484m、南北310niである。中央やや北より

には蓬莱島と考えられている島が残存している。

　　調査経緯

　これまで３ヵ年にわたり、太液池の西岸、北岸、蓬莱

島の南岸を調査してきた。本年度は太液池の南、龍首原

上に発掘区を設定した（図17）。発掘区は三大殿（含元殿、

宣政殿、紫宸殿）と蓬莱島を結ぶ大明宮の中軸線上に位置

する。太液池南岸にある園林内建物の状況、南半部の宮

殿区と北半部の園林区との関係を明らかにするのが調査

の目的である。南北に長い発掘区を設定し、2004年の春

に調査をおこなった。当研究所からは島田敏男、中村一

郎、大林潤、今井が調査に参加した。本年度調査の概要

は中国社会科学院考古研究所・独立行政法人奈良文化財

研究所連合考古隊「西安唐大明宮太液池南岸遺址発現大

型廊院建築遺存」『考古J 2004年第９期に発表した。

図18　1号廊の発掘状況（北西から）



　　　　　　　図19　1号廊東側の散水(北から)

　　調査成果

廊　東西方向４基、南北方向４基を検出し、それぞれ直

交し連結する。すべて版築の基壇が残存するのみで、上

面は削平され、礎石や据付堀形などは確認できなかっ

た。１号廊は発掘区の西南部にあり、南北76mを検出し

た(図18)。東西幅は７ｍある。基壇の両側には基壇化粧

や散水(雨落)の傅が残存している(図19)。基壇の幅から

推測して、両面ふき放しの複廊であろう。この廊は大明

宮の中軸線上に位置し、規模も発掘区内でもっとも大き

いことから主要な廊と考える。

塀　版築の塀を２基検出した。廊と直交する。塀の一部

は廊の片側辺に連接し、単廊の壁を構成する。塀の壁面

には白色あるいは赤色の層が残存し、発掘区から出土し

た壁面の破片には赤、緑、淡黄色の色彩痕跡があること

から、廊の壁面には壁画が描かれていたと推測できる。

中　庭　廊と塀に囲まれた方形の空間は大小各種ある。

１号廊の東側に位置する中庭から、背に台座を乗せた象

の石像が出土した。台座の上面中央にはほぞ穴があるこ

とから、上部には仏像(普賢菩薩か)があったと考える。

このほか石灯龍の破片も出土した。出土品から推測し

て、この中庭には仏教関連施設があった可能性が高い。

排水溝　大小５基を検出した。最大の１号溝は幅約1.5

m、深さ1.2mある。発掘区の東側を南北に走り、途中で

屈曲しながら、発掘区の北にのびる。太液池に注ぐもの

と考える。溝の両側は薄を積み上げて構築しており、一

部は廊の下をとおる暗渠となっている。

井戸　調査区の北辺に６基の円形井戸を検出した（図

20）。井戸の直径は約１ｍ、深さは7～10mある。壁面は

傅を円形に長手積みして構築する。井戸がある一帯は建

物のある場所より地面が低く、井戸が集中していること

から宮殿の給水施設があったものと考える。また、井戸

の周辺には景石状の花肖岩が、他所から運ばれ廃棄され

た状態で出土している。

出土遺物　大量の瓦博類のほか、陶磁器片、金属製品な

どが出土した。瓦類は軒瓦、丸平瓦のほかに、鳩尾や挺

斗瓦がある。瓦は黒色で光沢のある黒色磨研瓦がおお

く、緑粕瓦も一部出土している。方傅は蓮華文が主体

で、ほかに葡萄唐草文や四葉文がある。陶磁器では白磁

がおおく、そのほか黒磁、青磁、三彩などが出土してい

る。金属製品は釘や装飾金具､開元通宝が少量出土した。

　　おわりに

　遺物の整理は現在進行中で、遺跡全体の詳しい検討、

解釈も今後の課題である。発掘にともない、出土遺物の

調査も随時おこなっている。今後は両研究所が協力して

遺物、遺構の調査研究をおこない、太液池を中心とする

園林の状況を明らかにしていく予定である。（今井晃樹）

註

　「唐長安城大明宮太液池の共同発掘調査」『紀要2003』、『同

2004』。中国社会科学院考古研究所・独立行政法人奈良文化財

研究所連合考古隊「唐長安城大明宮太液池遺址考古新収穫」・

　「唐長安城大明宮太液池遺址発掘簡報」『考古』2003年第11期。

図20　発掘区の北辺（西から）
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西安旧飛行場跡地発見の
唐三彩窯に関する覚書

はじめに　西安旧飛行場跡窯跡は、西安市の西郊に位置

し、唐長安城西市の北側の酸泉坊の一角に営まれてい

る。三彩窯跡の発見は、1998年６月、民間の文物収集家

が、西安旧飛行場滑走路跡地のビル建設現場の掘削廃土

から三彩片、陶器片を採集したのが始まりで、これをき

っかけとして、度々採集がおこなわれ、窯跡の存在を示

す遺物類（素地・焼成失敗品・笛型・窯道具等）が大量に発

見された。事の重大性に鑑み、1999年の春には、映西省

考古研究所が発掘調査をおこない４基の窯跡を検出して

いる‰発掘報告書は未刊であるが、発見した民間の研究

者グループによって、採集遺物の紹介やその意義につい

ての論考が既に雑誌や図録で紹介され、広く国内外に知

られている‰採集資料という限界があり、当窯跡に対す

る評価は、研究所の正式発掘報告を待ち、収集品の再評

価を含めて論じなければならないのは承知しているが、

奈良文化財研究所と河南省文物考古研究所とが共同研究

を実施している河南省常義市黄冶窯の産品との比較検討

をも含め、この窯跡の性格について論ずることにする。

胎土と器種・窯遭具　暗褐色系の陶胎と白色姿胎の両種

があり、前者が圧倒的に多く、粕薬を掛けるものについ

ては姿汁による化粧を施す。後者は量的に少なく、公表

されているかぎりでは、姿土を胎とする俑類はなく、日

常生活用具類の一部（金子・小型無頚壷・双耳鉢･陶枕）や

建築資材の宝相華紋薄に限られるようである。

　器種には、日常生活用具類と俑類、建築資材、その他

がある。日常生活用具には、常義黄冶窯産と同形態の双

耳鉢・豆・小型盤口瓶・小型無類壷、金子、唾壷、小壷

類、陶枕が、俑類には、人物俑（女侍俑・男侍俑・鴨抱

俑）、羅漢俑、騎馬男俑や天王俑・十二生肖俑等の鎮墓

俑類、動物俑（馬・駱駝）が知られている。その他、前述

した建築資材の碑、買地券と思われる「‥天宝四歳・

・・口祖明・・」と刻された陶質板等があり、この窯跡

の操業年代の一端を知る事ができる。

　重ね焼きに用いる窯道具は、常義市黄冶窯と同じもの

が使用されている。三叉トチンには３種あり、一つは、

小型の型作り品で片面が平滑で他面に上向きの突起を付

す三叉トチンで、もう一つは、捻り棒を三叉にし、片面

10 奈文研紀要　2005

の支肢先端だけに突起を付すやや大型品、これらは椀等

の底部外面に施粕しないものに用いる。もう一つは、横

断面が長三角形でドーム状に反りを持つ分肢を三叉に

し、尖った分肢の背と先端で器物を支える三叉トチンで

ある。棒ツクは、各種サイズのものがあるが、黄冶窯で

確認されている焼成用棚材及びそれを受ける支柱の有無

については不明である。

粕彩と施粕法　粕薬には緑・白・黄粕の外、藍相もあ

り、筆・刷毛による塗り分け多彩施鞘、単彩施粕(緑粕・

黄粕)、白鞘を掛けた後、緑鞘を流し掛けする白粕緑彩施

粕法のほか、白粕蝋抜き法もあり、黄冶窯と変わるとこ

ろはない。白色姿土の化粧掛けは、黄冶窯でも普遍的に

認められるが、黄冶窯では、胎に専ら姿土を使い、主と

して紅色が浮かんだ素地について、極めて薄く化粧掛け

を施すのが一般的である。当窯場では、素地が有色の陶

胎用いるため、かなり分厚く施され、おそらく化粧汁桶

に直接浸す方法で塗布したものであろう。

製品の特質　日常生活用具については、形だけでは黄冶

窯産と区別がつかないほどよく似ている。低火度鉛粕陶

の三彩・単彩の外に、雑器である高火度焼成の黒粕、黄

色粕碗や鉢、器形から見て白鞘、或いは内面に白鞘、外

面には黒粕を施す鉢の素地がある。中でも注目されるの

は、三彩長方体陶枕であり、同一の四弁花紋を頂板に複

数押捺するもの、欠損し文様の全容は定かでないが、宝

相華のスタンプ紋が確認される破片も１点紹介されてい

る。四弁花印花紋は大小２種あり、両種とも、大安寺講

堂前庭出土のそれと同印と見られ注目される。陶枕は、

文様だけではなく、無紋の側板の施粕のあり方も大安寺

出土品とよく似ている。

　三彩俑は１点(鴨抱俑)のみ紹介されているだけで、他

は、殆ど剥げ落ちているが、三彩素地と見られる白土を

塗ったものと、化粧を施さない陶俑がある。多くは中型

の俑類であるが、高さが１ｍ程に復原される天王俑や大

型馬俑も存在する。馬俑及び騎馬俑は、映西北部の皇帝

陵園の皇族貴族墓出土のものに比べると、粗雑で平板な

作りで、馬具の貼花飾り等の装飾も見られない。特異な

のは、頭を剃った僧形の俑であり、墳墓に副葬するので

はなく、同様な俑は、西安青龍寺から出土していること

から、寺院に納置する羅漢像と考えられる。他の人物俑

は、一般に役人、富豪層に仕える侍僕形象であり、彼ら



図21　西安旧飛行場跡地唐三彩窯出土　四弁花紋陶枕

の葬送に用いるものであろう。建築資材の宝相華紋碑に

ついても寺院用と考えられることから、この窯場では、

前述の日常生活用品、葬送用品外、寺院用品等を対象と

する多角的な生産がおこなわれていたことが窺える。

窯跡発見の意義　新中国建国以来、西安・洛陽両都城周

辺地区では、数多くの唐墓が発掘調査され、映西省北部

の皇帝陵を中心とする陵園地区の陪葬墓との違いなど唐

代の墓葬の実体が明確になっている。都城周辺四郊の墓

域では、何らかの政治的な事情で陵園に陪葬されなかっ

た高級貴族の墓・氏族墓地も少数存在するが、大多数

は、都城に住む下級貴族・役人・商人等の富裕層や一般

庶民の墓である。唐代には、副葬品の数、法量、墓の規

模・構造についての身分による送葬規制があった。皇帝

の勅令があり、副葬品・墓地・墓園設備等、国から下

賜、許可が下されない限りは、喪主の家族が、また縁の

ある人々の援助によって、それぞれの経済力に応じた葬

儀一切を執りおこなわなければならなかった。実際、都

城外郊墓地では、副葬品の組み合わせや質量が異なる身

分制と経済力を反映した様々な類型の葬送が見られる。

こうした都市住民の需要に応ずるためには、生産供給シ

ステムが確立していなければならない。副葬品は、基本

的には、市での売買或いは生産者に注文して入手したも

のであり、当然、市には、葬送用にも使う日常陶姿器を

商う店、俑等の葬具を扱う店等が設けられ、また市に物

資を供給する民間手工業工房が存在していたと考えられ

ていた。かつて西市の調査では、三彩をはじめとする陶

盗器店が存在したことが明らかになっていたが、今回、

長安城内で待望の生産工房跡が発見され、葬送に関わる

生産供給のシステムの一端が具体的に実証されることに

なった。

　この窯跡を調査された姜捷氏の考察によると、窯跡の

酸泉坊内における位置は、坊内に十字に配した道路で区

画される４区画のうち、東北区画に想定され、西北区画

にあった酸泉寺と道路・塀を隔し相対峙することから、

この寺が窯工房を経営していた可能性を示唆している3)。

詳しくは、報告書で論考するとの事であり、それを待ち

検討したいが、経営主は誰であり、不特定多数の都市住

民を相手にした商業活動であることには変わりない。

　このような、唐代の供給システムは、わが国に搬入さ

れた唐三彩の評価とも深く関わる。日本では、長らく唐

三彩は、明器であり、もっぱら墓に収めるものと認識さ

れてきたが、中国においては、唐三彩には、葬送用に使

われるもの（鎮墓・守護墓俑・人物・動物俑・器材模型）と日

常生活具があり、後者は、白姿・青姿等と同様に墓にも

副葬されることもあり、また国内外に交易する商品でも

あったというのが現在の共通の認識である。日本出土の

唐三彩のうち、盛唐時期に属するものの多くは陶枕であ

り、他に三足炉（鏝）、型作り製の小型杯、瓶等があるが、

何れも日常生活用品であり、市で売買され、誰でも入手

可能な品であったことを認識した上で考察しなければな

らない。陶枕については、副葬された墓を見ると、独孤

思貞等の高位貴族墓も知られるが4）、墓誌を伴わない非

官人墓5）や僧侶墓もあり6）、特別高級品でもなかったよう

である。当窯出土四弁花紋陶枕のうち、大きい四弁のも

のは、中国では揚州唐城跡、小型の四弁の例は、江蘇、

映西、河南地区で発見されている。河南の例は、征集品

であるが、胎質から黄冶窯の産と目され、黄冶窯でも生

産していた可能性が高い。大安寺出土の２種の唐三彩四

弁花印花紋陶枕は、当窯出土品と同印と見られ、この窯

場で作られた可能性は高いが、河南にも例があり、産地

の同定には、印の同誼の確認等、踏むべき所定の手続き

を経て慎重におこなうべきであろう。　　（巽淳一郎）

　註

　１）姜捷「唐長安醍泉坊の変遷と三彩窯跡」「考古与文物」2005-lo

　2）張国柱･李力「唐京城長安において初めて現れた三彩窯跡の手

　　　掛りーまたしても民間収集家の重大発見－」『収蔵』1999-78。

　　　呼林貴他「西安発見の唐三彩工房の性格に関する初歩的考察」

　　　『文物世界』2000-I。

　　　蘆均茂・張国柱『西安古盗片』映西印民出版社、2003年。図21は

　　　同書より転載。

　３）註1に同じ。

　４）中国社会科学院『唐長安城郊隋唐墓』文物出版社、1980年。この

　　　資料は、四弁花紋を印した長方体枕を竃模型に再加工したもの。

　５）西安東郊韓林業唐墓､洛陽安坐高束陶墓､河南孟津県朝陽郷唐墓等。

　６）何国良「江西瑞昌唐代僧人墓」『南方文物』1999- 1 。
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平城宮跡を中心とした

国有遺跡の管理・運営・

活用の現状

はじめに　平城宮跡では、昭和53年(1978)に策定された

　『平城遺跡博物館基本構想資料』により整備の骨子が体

系的に整理され、段階的な整備計画のもとに、朱雀門・

東院庭園などの立体復原整備、第二次大極殿院地区など

の平面復原表示整備、史跡のオープンスペースとしての

位置づけによる緑地環境整備などが実施されてきた。平

成12年度以降は第一次大極殿の復原整備が着手され、平

城遷都1300年にあたる平成22年の完成を目途に各種工事

がすすめられている。

　ただし、これまで継続的に空間整備が実施されてきた

平城宮跡を、今後どのように社会のなかに位置づけ、適

正な管理・運営・活用をおこなっていくかという、平城

宮跡の社会化のための体系構築というソフト面の課題を

解決することが急務となっている。

　以上から本稿では、今後の平城宮跡の効果的活用を検

討するための基礎的知見を得ることを目的として、平城

宮跡とは異なる体制・方式で管理・運営・活用がなされ

ている国有遺跡についての現状調査をおこなった。

調査対象と方法　まず本稿では、①平城宮跡（文化庁）を

はじめ、②吉野ケ里遺跡（国交省・佐賀県：国営吉野グ里歴

史公園）、③首里城跡（内閣府・沖縄県：国営首里城公園）の

ようにそれぞれ異なる事業主体によって整備・活用がお

こなわれている国有遺跡に加え、④三内丸山遺跡（青森

県：三内まほろばパーク）という県有遺跡も参照事例とし

て、合計４例の遺跡を調査対象とした。

　上記４遺跡について、その管理・運営・活用を円滑に

推進していくための実施体制上の特徴や具体的な取り組

みを明確化するため、整備・活用に関係する部局へのヒ

アリング調査をおこなった。

　なお、ヒアリング実施部局の枠組みは、①国、②地方

自治体(文化財部局・整備部局)、③管理受託者等、の３部

局とした(表１)。特に、①管理・運営・活用の実施体

制、②活用プログラムの現状、③今後の管理・運営・活

用にむけた取り組み、の３点をヒアリングで注目した。

国有遺跡の整備　吉野ケ里遺跡、首里城跡、三内丸山遺跡

の整備は都市公園整備事業の枠組みで実施されたもので

ある。吉野ケ里遺跡と首里城跡はともに史跡指定地に県

営公園が取りっくかたちで国営公園として整備され、三

内丸山遺跡は史跡指定地を含む全体が県営公園として整

備されている。平城宮跡については、文化庁直轄事業に

よる純粋な史跡整備事業で整備が推進されている。

　公園整備事業における遺跡整備が全体の空間計画にど

のような違いとして現れるかは従来から指摘されてきた

ように、当該遺跡の周辺に公園地が取りつくことで、史

跡指定地は復原のための空間とし、指定地外は駐車場、

ガイダンス機能を持つ管理センターなど、復原以外の施

設整備のための空間とできるように、敷地の性格区分か

おこないやすい整備条件を設定できることがあげられる。

　平城宮跡が国有地であるため、次に吉野ケ里遺跡と首

里城跡について国有地部分の整備実施体制に注目する

と、旧住宅・都市整備公団(現・都市再生機構)が｢ある特

定の部分｣についての整備を担っていることが実施体制

上の特徴になっていることが調査から分かった。

　このある特定の部分とは、吉野ケ里遺跡、首里城跡と

もに、駐車場、レストランやショップなどによる複合便

益施設など、共通して有料施設の整備にかかわる部分で

ある。このように公園区域内に収益が関係してくる場合。

　｢特定公園施設事業｣として旧建設省の外郭団体として

の旧住宅・都市整備公団が整備を代行したという構造が

あったことがうかがえる。

　つまり都市公園事業における国営公園については国交

遺跡名称

平城宮跡

吉野ケ里遺跡

　(吉野ケ里歴史公園)

首里城跡

　(首里城公園)

三内丸山遺跡

　(三内まほろばパーク)

国（整備部局）

表１　ヒアリングを実施した部局

　地方自治体（文化財部局）地方自治体（整備部局）

文部科学省文教施設企画部

奈文研宮跡整備指導専門官

国土交通省九州地方整備局　県教育庁文化課

内閣府沖縄総合事務局 県教育庁文化課

県土木部まちづくり課

県土木建築部都市整備モル

・ル課

県教育庁文化財保護課　県土整備部都市計画課

管理受託者等

文化庁平城宮跡等管理事務所

奈文研（業務課・文化財情報

課・管理課）

公園緑地管理財団　（吉野ケ

里歴史公園管理センター）

海洋博覧会記念公園管理財団

　（首里城公園管理センター）

県都市公園事務所
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省（首里城跡の場合は内閣府）と旧公団による整備の二重構

造をうかがうことができ、収益事業をも巧みに視野に入

れた実施体制が存在していたことが指摘できる。

遺跡の管理・運営・活用の実施体制　平城宮跡の管理・運

営・活用については、平成13年以降は、宮跡内には文化

庁平城宮跡等管理事務所が設置され、文化庁による直営

管理体制がとられている。また、当研究所にも管理業務

が委託され、公開施設の維持管理やボランティアの育成

など、宮跡の管理・運営について文化庁管理事務所に対

して積極的なサポートをおこなっている。

　国営公園に史跡指定地を有する吉野ケ里遺跡、首里城

跡では、それぞれ公園緑地管理財団（国交省外郭団体）と

海洋博記念公園管理財団（内閣府と沖縄県による協働設立団

体）が国・県から管理を受託し、特定公園施設事業によ

る整備区域は都市再生機構と営業契約を締結し、史跡指

定地を含む公園全体を管理している。三内丸山遺跡につ

いては、県の直営で管理事務所が設置されている。

　上記遺跡の管理上の特徴は、直営によるものか明確な

仕様にもとづく業務委託であり、その前提は管理部局の

一元化にある。管理の実際においては、定期的な連絡者

会議とともに、日常的な維持・管理における諸問題への

対策やビッグイベントに備えた事前対策など、関係部局

との協働体制が確立されている。

活用プログラムの現状　本稿で調査した４遺跡の活用プ

ログラムは、その遺跡の性格が大きく関係し、平城宮跡

では遺跡散策マップの作成やスタンプラリー、吉野ヶ里

遺跡では弥生をテーマとした石器づくり、首里城跡では

琉球舞踊、三内丸山遺跡では縄文をテーマとした土偶づ

くりなどが実施されている。ただし吉野ケ里遺跡、三内

丸山遺跡では、公園空間としての自然的・生物的体験学

習やスポーツレクリエーションなどのプログラムが史跡

指定地外で実施されており、史跡のもつ歴史性を保持し

つつ、都市公園としての性格も兼備した管理・運営手法

がみてとれる。

　イベントの企画部局をみると、国営公園である吉野ケ

里遺跡では公園緑地管理財団、首里城跡では海洋博記念

公園管理財団となっている。県営公園である三内丸山遺

跡では県都市公園事務所が企画主体となっており、いず

れも公園の管理部局がその主導権を担っていることが特

徴となっている。

　平城宮跡については、活用プログラムの企画・立案の

多くは当研究所が主体的におこなっており、特に「平城

宮跡サポートネットワーク」、「平城宮跡解説ボランティ

ア」と連携をはかり、有効な遺跡空間活用のために年間

をとおして事業を展開している。その他の遺跡では、吉

野ケ里遺跡では「ひかみ応援隊」、首里城跡では「首里城

公園友の会」、三内丸山遺跡では「三内丸山遺跡応援

隊」などの組織が存在し、その活用プログラムにおいて

ＮＰＯ組織やボランティア組織が､共通して活用事業に積

極的に協力している構造をみることができる。

今後の管理・運営・活用にむけた取り組み　今後遺跡を管

理・運営・活用していくにあたり、特に重要となること

として、平城宮跡を除く３つの遺跡に共通して指摘され

たのは、「地方自治法」の改正にともなう従来の「管理委

託制度」から「指定管理者制度」への移行が、都市公園

として管理されている遺跡にどのような影響をおよぽす

かという点である。

　指定管理者制度にはＮＰＯや私企業にも門戸が開かれて

おり、従来の管理委託制度に比較して、①一元的管理に

よる効率的な施設の管理・運営、②住民の主体的な管理

への参画､③民間のノウハウによる新たな行政サービス、

④施設運営にかかわる経費削減などが見込まれている。

　また三内丸山遺跡では、2004年度から県の公園整備部

局が発起人になり、「三内丸山魅力づくり会議」が結成さ

れ、三内丸山遺跡応援隊を事務局として、県文化財部

局、三内丸山縄文発信の会、地域住民をもメンバーに取

り込んで特に地元地域サービスの観点から管理・運営・

活用のための議論の場がもたれている。

　平城宮跡では、平城遷都1300年祭にむけて文化遺産関

連フォーラムなどさまざまなイベントが企画され、記念

事業推進のため学識者等により構成される専門委員会に

おいて活発な議論が展開されている。

おわりに　以上本稿では、平城宮跡をはじめ吉野ケ里遺

跡、首里城跡、三内丸山遺跡の現状を比較してきたが、

平城宮跡の効果的な管理・運営・活用の検討をおこなっ

ていく上での有用な知見を得ることができた。

　今後は平城宮跡第一次大極殿の復原公開が早急な検討

事項となっていることから、特に遺跡の復原建物の管理

・運営・活用についての課題を設定し、継続的に調査・

研究をすすめていきたい。　　　　　　　　（粟野隆）
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ドイツ・トリアーにおける
遺跡の保存と活用

トリアーの歴史の概要　ドイツ西部ラインプファルツ州

の州都トリアーは、ルクセンブルグとの国境近く、フラ

ンス国境からも約50kmの距離に位置する。人口は約10

万人。現在は一地方都市に過ぎないこの町は、BC15年頃

にローマ皇帝アウグストゥスがライン川西岸地方の統治

拠点としたことから、帝政ローマ時代を通じて現在のド

イツで最大の都市であった。２世紀後半になると、この

地方のローマ帝国の経営に対してゲルマン人の脅威が増

大、その侵攻を防ぐため、AD180年頃には周囲に延長約

6.4kmに及ぶ城壁が廻らされた。３世紀後半の一時期ゲ

ルマン人により攻略されたものの、奪還後の復興が進ん

だコンスタンティヌス大帝統治下の４世紀初頭にはアル

プス以北のキリスト教布教の拠点となって繁栄。同世紀

には人口が６～８万人を数えた。西ローマ帝国が滅亡し

た５世紀末には人口が激減し衰亡。　トリアー司教が大司

教となった802年からは一時的に隆盛の気配を見せたも

のの、９世紀末にはヴァイキングによる破壊を被った。

その後は徐々に復興し、14世紀には人口１万２千人まで

回復、トリアー大司教は選帝侯の地位を得ることとなっ

た。 16世紀になると、織物業者たちが宗教改革を導入し

ようとしたが失敗して町から流出、このため都市の勢力

は衰退した。 17世紀前半の独仏間の30年戦争から18世紀

初頭にかけては、フランス軍による包囲、占領、破壊が

繰り返された。18世紀半ばにようやく落ち着きを取り戻

し、バロック様式やロココ様式の教会・広場・庭園など

が築造された。 1794年にはフランス革命軍により占領、

続いてフランスに併合された。 1815年のナポレオン敗北

後、プロシア領となる。第一次世界大戦では50回の爆撃

を受け、戦後はフランス軍の進駐を受けた。さらに、第

二次世界大戦では市街地の40％が破壊され、戦後の復興

も遅々として進まなかった。しかし、復興時期の遅れが

かえって歴史的遺産に対する意識の高まりと合致し、遺

跡や歴史的建造物の修復や再建といった事業が積極的に

おこなわれ、二千年に及ぶ遺跡と歴史的建造物のショー

ケースと言われるようになった。これらのうち重要なも

のは州法によって保護の対象となり、さらに「トリアー

のローマ遺跡、大聖堂、リープフラウエン教会」が世界
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　　　　　　　図22　カイザーズテルメン遺跡

遺産に登録されている。

ローマ時代遺跡の発掘　トリアーでは、ポルタ・ニグラが

度重なる改修を受けながらも地上に残存していたのをは

じめ、一時期は石切場となっていたアンフィシアター

　（円形劇場）や中世には一部が城壁として使用されていた

カイザーズテルメン（皇帝浴場）など多くのローマ時代遺

跡が人々の認識のもとにあった。これらローマ時代の遺

跡の発掘調査が実施されるようになったのは、プロシア

領になった19世紀のことである。これは、フランス併合

期間を経たトリアーをその領土におさめたプロシアが国

民国家として独自の歴史の拠り所のひとつを古代の遺跡

に求めようとする行為であったと言えよう。その後も発

掘調査は継続的におこなわれ、第二次世界大戦後は発掘

調査に引き続く整備も積極的におこなわれるようになっ

た。1987年には市街地中心部の開発事業で浴場跡（旧家畜

市場のテルメン遺跡）が発見され、トリアー博物館によっ

て全面発掘の後、保存整備が図られるなど、遺跡を組み

込んだ街づくりもおこなわれている。

ローマ時代遺跡とその整備・活用　カイザーズテルメン遺

跡は、４世紀初頭に築造された大浴場の遺跡（図22）。温

浴場、冷水浴場、高温浴室、休憩室、作業用地下廊下、

コートヤードなどで構成され、おもにレンガで築造され

た遺構の遺存状況も良好である。遺構整備手法は、基本

的に遺構の屋外露出展示であるが、残存遺構の直上に新

たな想定復元を付加している部分もある。遺跡はおもに

観光資源・学習資源として活用されている。

　バルバラテルメン遺跡は、AD150年頃の築造と考えら

れる浴場の遺跡。現在も発掘調査が継続的におこなわれ

ている。遺構の残存状況は良好で、とくに２つの大型冷

水浴場はこの遺跡の大きな特徴となっている。遺構整備

手法は、遺構の屋外露出展示とそのための修復であり、

カイザーズテルメン遺跡に見られるような想定復元の付

加はおこなわれていない。観光資源・学習資源として活

用されているが、研究資源としての側面も強い。

　ポルタ・ニグラは、AD180年頃、ゲルマン人の侵攻を

防ぐため築かれた城壁の北門。アルプス以北に残存する

ローマ時代の城門では最大のもの。 11世紀に教会に転用



図23　7ンフィシアター遺跡 図24　旧家畜市場のテルメン遺跡

されたため、破壊を免れた。教会として使われた期間、

建物には幾多の改修が加えられたが、19世紀初頭トリア

ーを統治下においたナポレオンによってそうした後世の

改修部分の多くが除去された。ポルタ・ニグラは「黒い

門」を意味し、その名は石材が風化により黒色となった

外観に由来する。　トリアーの歴史を象徴する建造物であ

り、観光資源・学習資源として活用されている。

　アンフィシアター遺跡は、AD100年頃の築造（図23）。

当時の観客収容数は約１万８千人と想定され、各地に現

存する約70箇所の同種の円形劇場のなかで10番目程度の

規模である。丘陵の裾部を利用した構造で、東側観客席

は丘陵地形を整形して利用しており、現在はブドウ畑と

なっている東方の丘陵斜面とあいまって優れた景観を見

せる。中世の一時期には石切場となったこともあった

が、闘技場周囲の壁に面する闘技動物房や闘技場の地下

室及び地下排水施設が残るなど、全体的に保存状況は良

好である。部分的に修復を加えた露出展示であるが、観

客席は遺構上に盛土を施し、植栽を交えた芝生斜面とし

て整備されている。観光資源・学習資源として活用され

ており、その本来的な空間的特質を活かし「古代祭典」

やコンサートの会場としても用いられている。

　旧家畜市場のテルメン遺跡は、３～４世紀に市民が利

用した浴場（図24）。13世紀には教会建築のための石切場

となって地上遺構を喪失。 17～18世紀には修道院の庭園

の敷地となり、19世紀初頭には家畜市場となった。 1987

年に開発事業で地下遺構が発見され、以後1994年まで卜

リアー博物館が全面発掘調査を実施。遺構は、現代的な

ガラス張り建物の内部で露出展示されている。この建物

は遺構の保存・展示と遺構覆土上に新設した床面での各

種催事機能の共存を目的にしたものといえる。柱等の構

造材を遺構面に打込んでいる点では部分的な遺構の破壊

を伴う整備とも言えるが、一方で遺構が常時公開されて

いる利点も決して小さくない。市街地における地下遺構

の整備手法を考えるうえで議論を呼ぶ事例と言える。

観光地としてのトリアー　トリアーを訪れる観光者は年

間約300万人にのぼり、観光が主要産業のひとつとなっ

ている（図25）。　ドイツ国内はもとより、ヨーロッパ各地

図25　観光者で賑うトリアー市街

やアメリカなどからの多数の観光者が訪れる。　トリアー

は前大戦で甚大な損害を被ったが、その復興にあたって

は遺跡・歴史的建造物・町並みの修復や再建が積極的に

おこなわれた。ドイツでは第二次大戦後の復興が同様に

おこなわれた都市が相当数見られるが、トリアーはそれ

らのなかでも観光地としての人気が高い。これはローマ

時代の遺跡をはじめ中世の建造物などが多数、良好な状

態で保存・修復・公開されていることが大きな要因であ

り、こうした遺跡や歴史的建造物が観光資源の中核とし

て重要な役割を果たすことを示している。

　観光地としての成否は、観光資源や観光施設の良否の

みならず、情報提供やホスピタリティーといったソフト

部分によるところが大きい。　トリアーでの観光者に対す

る情報提供に着目すると、ポルタ・ニグラ近くのインフ

ォメーションセンターが重要な役割を果たしている。イ

ンフォメーションセンターで受け付ける有料ガイドツア

ーのうち標準コースのものは、移動手段として徒歩かバ

スが選択できる。また、テーマ別のガイドツアーとして

は、ローマ時代遺跡、中世の歴史など10種類以上が用意

され、さらにワインテイスティングやサイクリングなど

観光者の様々な需要にこたえるメニューが用意されてい

る。また、これらのツアーは独語のほか、英一仏語など

の外国語でも対応している。ツアーに参加せずローマ時

代の遺跡を訪問する観光者には便利で経済的な共通入場

券が用意されており、また個別の入場料にも子供料金や

団体料金のほか年金生活者・学生・障害者・家族などの

きめ細かい割引料金が設定されている。不特定多数への

情報発信という点では、独語のほか、英・仏・蘭・伊・

露語に対応したトリアー市のウェブサイトの充実があげ

られる。宿泊や買物、催事情報のほか、各観光資源につ

いての情報が、概要・入場時間・入場料・バス情報・歴

史等の詳細・地図・関連書籍の７項目で提供されてい

る。これらの情報は適宜画像を含み、アンフィシアター

遺跡などでは臨場感のある360度のパノラマ動画も提供

されている。また、誰でも無料で送付できるＥメール絵

葉書も、宣伝・広報効果をもつ新たな手法として注目さ

れる。 (小野健吉／文化庁記念物課・内田和伸)

Ｉ
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表２　アメリカの主な発掘庭園

　　　　　名　称

Governor's Palace in Williamsburg

John Custis's gardea in ｗ皿amsburg

William Paca's garden in Annapolis

Carters Grove

Kingsmill Plantation

Thomas Jefferson's Monticello

所在州
-
Virginia

Virginia

Maryland

Virginia

Virginia

Virginia

Peyton Randolph garden in Williamsburg Virginia

Bacons Castle

James Shield's tavern in Wiiliamsbiirg

Stockton gardens at Morven

Virginia

Virginia

　調査年
一
1930-31

1964

1966

1968,70,71

1972-75

1979-82

1983

1984-87

-1986

New Jersey　1987 一90

George Tucker's garden in Wiiiiamsburg　Virginia　　1994－95

Thomas Jefferson's Poplar Forest

　　　　㎜　㎜㎜㎜㎜㎜㎜

Virginia 1998-99

　庭園の復元整備の最初期の事例で代表的なものは、ガ

バナーズパレス(Governor's Palace)の整形式庭園であり、

1930年代に復元整備が始められた。発掘調査を含む学術

的な研究がなされたものの、真実性の面では問題が多い

復元整備が実施され、当時も批判を受けた。その頃の整

備方針では美観や訪問者を楽しませることが最も重視さ

れ、街中が装飾的に整備される傾向が強かった。1980年

代以降は調査成果に忠実で、より確かな復元整備が実施

されるようになった。研究の進展により、当時の一般家

庭には装飾的な庭園はなく、菜園や果樹園などの実用的

な庭がつくられていたことが解明され、復元整備に反映

されている。 1980年代はちょうどフィレンツエ憲章が庭

園復元整備のための先行調査の重要性を謳い、日本では

平城京左京三条二坊宮跡庭園が復元整備された頃であ

り、国際的な節目であったことがわかる。そして現在、

整備関係者の話によると、初期の整備を全て改修するこ

とは考えられていない。それは、18世紀の真実に合致し

ない表現だとしても、歴史観が変化、発展してきたこと

を訪問者に印象づけることができるという新たな意義が

見出されているからである。ただし、現地ではそのこと

を解説板などでは明示しておらず、何らかの方法で見学

者にその意図を伝えることが課題である。訪問者を楽し

ませるという方針は現在にも受け継がれ、当時のものに

似た食事や品物を、製造過程を見せながら提供する飲食

販売店が復元建物内に設けられている。また、周辺には

様々な娯楽施設や宿泊施設がある。

　庭園の本来の主用途は鑑賞や散策にある。したがって

復元整備された庭園でも利用者は本来の機能を享受しや

すい。このことは、庭園の復元整備において美観や快適

性が偏重されがちになる要因の一つでもあるが、他の種

類の遺跡にはない公開整備上の利点であり、ウイリアム

ズバーグにある庭園や緑地は複数回の来訪者をも惹きつ

ける大きな特長になっている。 (中島義晴)

アメリカにおける庭園の
発掘調査と復元整備

　アメリカにおいて発掘調査がおこなわれた歴史的庭園

のほとんどは大西洋岸のチェサピーク湾(Chesapeake

Ｂａy）周辺にある（表２）。ここは、イギリスからの初期の

移民の入植地でありアメリカ建国の主要な舞台であっ

た。多くの庭園は独立戦争が起きた18世紀に築造された

が、現代まで存続しているものはない。文化財として復

元整備された庭園のほとんどが、現代に博物館として活

用されるようになった歴史的建造物に付属するものであ

り、整備をする前提で調査されたものが多い。

発掘調査　18世紀のアメリカの庭園の多くは平面的であ

り、植物が特に重要な視覚的構成要素である。その点

で、遺構として残りやすい、池、築山、石組などの植物

以外の構成要素が多い日本の庭園とは性質が異なる。出

土する遺構は主に舗装路、柵、花壇、植栽の区画、樹木

根の跡などである。したがって、復元案作成時には植物

の種類や大きさ、配置、剪定の形などが重要な検討事項

となる。また、日本で発掘された庭園は鑑賞や娯楽のた

めのものが多いが、アメリカでは大邸宅の広大な土地や

庶民の住居を調査する結果、鑑賞用以外の、菜園や作業

用の庭が出土することもある。機能の違いにより各庭に

はそれぞれにふさわしい植物が植えられていたはずであ

り、この意味でも植物の種類の解明が重要な調査事項と

なっており、花壇や植栽の区画内の土壌の科学的な分析

や花粉などの植物化石の分析に特に力が注がれている。

また、大規模な邸宅に付属する庭では調査対象が広大に

なることもあり、リモートセンシングやレーダー探査が

利用されている。

復元整備　復元整備については、1930年代から現在まで

続けられているウイリアムズバーグ(Williamsburg)が注

目される。ここは18世紀に活況を呈しアメリカ建国の重

要な舞台となった街である。中心部の歴史地区は財団に

よって管理され、100以上の建物、20以上の庭、広場、街

路などの修復、復元整備により、独立戦争前（18世紀後

半）の街が再現されるとともに、当時の衣装を着た従業

員により、人々の生活状況が演出、解説されている。ア

メリカ有数の史跡であり、年間400万人以上が訪れる一

大観光地になっている。
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ベトナム・ハタイ省
ドンラム村の民家調査

はじめに　2004年度の奈文研職員による現地調査は、５

月、８月、12月の３度（各１週間程度）おこなった。５月と

８月には、前年度に委託したハノイ建築大学と建築研究

所の成果を受けて、ドンラム村内２集落（モンフー・カム

ティン）の悉皆調査（計515戸）を中心におこない、あわせ

て壁や舗装・水路・井戸など集落環境施設の調査を実施

した。また、この悉皆調査成果にもとづき、古様を残す

と思われる民家・祠堂などについて詳細調査をおこなっ

た。 12月にも同様の詳細調査を実施し、合計29件41棟に

ついて具体的な建物の様相を把握した。ここではドンラ

ム村の民家主屋の大要を述べ、古様を残すモンフーH－

55主屋の特徴を挙げて編年の試案を示したい。昨年度ま

での調査経緯は『紀要2004』参照。

主屋の一般形式　各戸の敷地は建物や塀で囲まれた閉鎖

的な空間で、街路に面して門を開き、主屋と台所、家畜

小屋などからなる。敷地の中央部に庭をおき、庭に面し

て主屋を向けるため、主屋正面の方位はとくに定まって

いない。主屋の基本形は切妻造瓦葺だが、20世紀初頭を

境に内部柱を抜く構造となり、また、数年前からコンク

リート造陸屋根の新形式が現れはじめた。

　20世紀初頭以前の伝統形式は、軸部・小屋組とも木造

で、背面および側面を石材やレンガで壁をつくる。間口

は５間もしくは７間で、中央３間を主室、両脇間各１間

ないし２間を側室とする。奥行１間の身舎の前後にそれ

ぞれ庇・孫庇を葺き下ろして切妻造の屋根をっくる。正

図26　モンフーⅢ-105宅の主屋内部（嗣徳10年= 1857)

面１間通りは吹き放しで、腰壁を入れて内開きの扉を備

える。

　柱は総柱で省略しない。上下とも綜をもつ内転びの円

柱で、身舎の虹梁、庇・孫庇の登梁を柱に輪薙ぎ込む。

間口・奥行方向とも繋材を入れて軸部を固め、円形断面

の母屋を渡してゴヒラの垂木をかける。虹梁上には２本

の円束を立てて二重虹梁を受け棟木を支持するが、円束

より外側の母屋を受ける架構が、登梁の形式とd二!崩し状

の幾何学形態の材（図26）とするものとに分かれる。主室

一側室境の主室側壁面は、架構がやや異なり、また部材

だけでなく開口部、壁体など彫刻による装飾が豊かであ

る。正面軒先の桁を支持する出梁部分にも彫刻を施す。

主室の虹梁下面には、ｋ朝嗣徳年間(1848～1883)頃から

銘文をもつものが現れはじめ、元号や干支から建立年代

の判明するものがある。それより古い主屋でも、18世紀

に遡るものはごく少ないと考えている。

モンフーn -55主屋の特徴　上記の要素と照らして、この

主屋が特徴的なのは、主室の架構が特異な点である（図

27）。すなわち虹梁上の母屋を受ける部材が、横架材と

短い束で積み上げられ、FH崩し状の架構に先行するもの

と考えられる。室境の架構も短い束を介して横架材を重

ね、その端部で母屋を受ける形式で、古い形態を保持し

ているものだろう。さらに、虹梁下に銘文を記すように

なると、次第にその周囲を彫刻で飾り、また銘自体も部

材から刻み出すなど華やかになるが、おそらくこの主屋

はそれ以前、すなわち19世紀前期もしくはそれ以前に遡

る遺構と思われる。今後は家格なども考慮に入れなが

ら、編年観を詰めていきたい。　　　　　　（箱崎和久）

図27　モンフーn-55宅の主屋内部

工
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楢川村・平沢地区の特質

一伝統的建造物群保存対策調査からー

はじめに　平成15 ・16年度の２ヵ年で、楢川村の平沢地

区において伝統的建造物群保存対策調査をおこなった。

本稿では、調査により判明した平沢における伝統的建造

物群の特質について述べる。なお、詳しくは既刊の報告

書『木曾平沢一伝統的建造物群保存対策調査報告－』（楢川村

町並み文化整備課、2005年）を参照されたい。

平沢地区の概要　楢川村は長野県の西南部に位置する山

間の村であり、南北に中山道と奈良井川が縦断してい

る。長野県の木曾地方には近世に11の宿場が営まれ、楢

川村に属する奈良井宿は、昭和53年(1983)、重要伝統的

建造物群保存地区に選定され、修景によって近世におけ

る宿場町の情景はなお一層のものとなっている。

　平沢は、楢川村のほぽ中央に位置する中山道沿いに開

けた集落であり、近世から漆器生産の町としての歴史を

歩んできた。町には現在でも漆器産業を支える多様な職

人などが集住し、敷地中ほどにある土蔵を作業場とし

て、今なお漆器が生産されている。その漆器産業の隆盛

によって、近代以降、現在に至るまで平沢の町は発展し

続けてきた。漆器店が軒を連ねる平沢には、伝統を継承

しつつ変化に富んだ表情豊かな町並みが築かれている。

町の変遷　平沢は、16世紀末期に中山道が奈良井川の西

から東に付け替えられた後、新たに成立した町である。

成立当時の家数は18棟。享保９年(1724)の町並みの長さ

は約220m、家数は約80軒、寛延２年(1749)では131棟を

数える。この年の大火で119棟が焼失し、町は壊滅的な打

撃を受けた。その復興に際して町並みの空間構成が一変

する。まず、中央に火除地として中山道から西に抜ける

路地を新設、中山道の道幅も防火対策として東西に３尺

ずつ拡幅された。享和元年（1801）における町並みの長さ

は約585m、136軒が街路に面して建てられていた。同区

域における現在の家数は約130軒であるから、当時とほ

ぽ一致している。その後、天保の飢饉によって人口は減

少、天保10年(1839)の絵図「屋鋪田畑画図面」による

と、宅地の数は102筆まで滅少しているのがわかる。

　大正13年(1924)、町の成立以降それまで継承してきた

町割に変化がおこる。中山道の西側、中山道と並行する

ように新たな街路が設けられ、その街区は金西町と名付
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　　図28　平沢の町並み(前面道路と家屋の間に空地を確保している)

けられた。金西町の設置は、町の構造を変化させはした

ものの、街路が中山道東側の敷地の奥を南北に貫くよう

に設けられたため、あらたに地割がなされた訳ではな

い。逆に、平沢の町並み空間に厚みを持たせる効果があ

ったと思われる。

　ところで、現在も数多く残る漆器生産の作業場である

土蔵の連なりは、近世の絵図や近代の地籍図との比較検

討によれば、近世後期の敷地奥行線を示していると考え

られる。したがって、土蔵の位置と現在の敷地奥行を見

比べることで、近代以降における敷地奥行の拡張量を知

ることもできる。土蔵の存在は漆器産業の発展の様子を

視覚的に確認する上でも重要である。

町の構成　平沢の町は近世の地割を現在まで継承してい

る。また、街路に面して空地を設けて主屋を建て(図

28)、主屋の奥に漆器生産の作業場である土蔵を建てる

という敷地の利用形態は変わることなく今日まで維持さ

れてきた。その町並みは、近世において一般的であった

だろう出梁造の建物による均質な町並みに、近代以降、

伝統的建造物の特性を維持しながら少しずつ形の違う建

物が挿入されることで、表情豊かな町並みを形成してい

る。伝統を継承しながらもそれに固執することなく、時

代に応じた建物を建立したことで、時代性を如実に示す

建物が数多くみられる。いわぱ、近世から現代にかけて

各時代の建物を通観することができる町といえる。

　さらに重要な点は土蔵の存在である。漆器生産の場と

して利用されてきたこの土蔵は、漆器産業で生計を立て

てきた平沢のまさに核となるものである。また、各屋敷

は、建物の中に正面から奥へと続くドジ(通り土間)と呼

ばれる空間を持つものと、隣家との間に余地(隙間)を設

け、そこを敷地奥への通路とする２つのタイプがある。

両者とも、作業場である土蔵への動線を確保するための

ものであり、土蔵と切り離して考えることのできない、

平沢における敷地構成上の特徴で、この形態は近世から

今日まで継承されている。
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図29　伝統的建造物群保存地区範囲案1 : 5000

町並みの特徴　以上の建築的特徴は、これまでも指摘し

てきたとおり、漆器産業との関連によって理解すること

ができる。平沢の住民は近世から漆器生産で生計を立て

てきた。漆器産業は現在でも町を支える根幹となってい

る。つまり、平沢は漆器産業という土台の上に構築され

た町であるとともに、現在も多くの漆器職人がこの町に

集住し、土蔵をはじめとする作業場で今なお漆器生産を

続けている。このようなことから、平沢は現在進行形の

漆器産業の町であり、漆器職人の町と定義することがで

きよう。かつて、産業によって発展した町は全国各地に

数多く存在した。しかし、近年の社会構造の変容は、職

人が集住した産業町の構造にも具体的にあらわれてお

り、平沢のように今なお近世における産業町の形態を残

すところは全国的に見ても少なくなった。ここに平沢の

最大の特徴があらわれており、この町は「漆器の町」と

呼ぶにふさわしいといえる。

保存構想の基本的な考え方　平沢の町並みは、近世の町並

みに、近代以降、伝統的建造物の特性を維持しながら少

しずつ形の違う建物が挿入されてきた。つまり、奈良井

のように単一様式の建物が軒を連ねるものとは異なり、

多様な建築様式の建物によって構成されているのであ

る。そしてそれは、長い期間を経ることで徐々に形成さ

れてきた結果である。したがって、奈良井に見られるよ

うな町並みを単一様式で統一感のある姿に整えていくと

いう修景手法は、平沢においては適当ではない。むし

ろ、多様な建物で構成された町並みを評価し、幅広い時

代にわたる建物が織りなす集合体として、保存・整備を

していく必要があろう。

　平沢は近世の地割を継承し、敷地の利用形態も近世か

ら変わることなく維持されてきた。この敷地の利用形態

は、漆器産業の町・平沢独自のものである。したがっ

て、地割と敷地の利用形態も保存していくべきであろ

う。同様に、敷地奥の土蔵は漆器産業の根幹を支える重

要な建物で、平沢においては主屋以上に必要とされてき
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た。つまり、漆器産業の町としては欠かすことができな

い建造物であるから、これも保存されるべきである。

　よって、平沢の伝統的建造物群が維持してきた、地割

や敷地の利用形態といった町並みを構成する要素とその

原理について基本的な骨格を顕在化し、これを継承して

いくことを基本理念とした保存・整備が今後望まれる。

繰り返し言うが、街路に面する建物だけではなく、漆器

産業の町としての都市構造を伝統的建造物群の保存・整

備によって次世代に受け継いでいかなければならないの

である。

　また、町の活性化を図るためには、町の特徴を生かし

た活用方法を考える必要がある。すでに、町では漆器の

町を印象づけるための様々な取り組みがおこなわれてい

るが、これを集落全体で日常化することも必要であろ

う。たとえば漆器生産の場である土蔵内部を公開し、普

段では見る機会のなくなった漆塗の作業を訪問者に紹介

するなど、漆器の町をより印象づけるような活用を、特

徴ある集落形態に着目しておこなう必要があろう。

まとめ　平沢の特質は、産業町としての都市構造を現在

もなお濃密に継承している点に集約される。その平沢を

伝統的建造物群保存地区として保存・整備していこうと

すれば、まずもって産業町としての都市構造を継承して

いかなければならない。そのためには街路に面する建物

のみを保存・修景していくこれまでの手法では不十分と

なる。つまり、伝統的建造物群によって構成される町並

みに主眼を置いて保存するのではなく、伝統的建造物群

を面として保存することで、町の歴史、伝統を継承して

いこうとする町づくりが必要となる。これは、伝建制度

の本来的なあるべき姿ではないだろうか。町並み（ファサ

ード）という表層部だけにとどまらず、奥行をもつ面的

な保存を図ることにより、地域の伝統は継承されると考

える。伝統的建造物群保存地区制度創設から30年、今ま

さにその運用方法について見直す時期にきていることを

平沢の調査は考えさせた。　　　　（西山和宏・窪寺茂）
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五條市新町町並み調査

はじめに　平成16年度において建造物研究室では、奈良

県五條市より「五條市新町町並み調査」を受託し、調査

研究をおこなった。五條・新町の２地区には近世を通じ

て栄えた伝統的町並みが残され、吉野川の水辺景観とと

もにこの町並みの存在は早くから知られ、昭和50年度

　(1975)に当研究所が伝統的建造物群保存対策調査を実

施し、五條・新町の町家の特質とその重要性を報告した

　（「五條一町並調査の記録－」奈良国立文化財研究所学報30冊、

1977年）。平成10年度に至り、五條市では旧建設省の「街

並み環境整備事業」の導入を図り、これを契機に伝統的

町並みを活かしたまちづくりの機運が高まった。このた

め本調査では伝統的建造物群保存制度の導入に向けた基

礎資料を整えるため、見直し調査を実施し、現況の町並

みが抱える課題について検討することを目的とした。

五條・新町め町並み　五條・新町の町並みは吉野川北岸

を通る紀州街道に沿って広がる。新町は近世初頭に成立

した二見五條藩の城下町に起源する町並みで、奥行を揃

えて整然と区画された宅地割を残す。五條は中世に起源

をもつ御霊神社御旅所を中核とした町並みで、奥行が不

揃いで大規模な宅地割を残し、新町と異なる空間構成を

見出せる。町並みには、国の重要文化財・栗山家住宅を

はじめとする江戸時代の伝統的町家建築が多数残され、

重厚に軒裏を塗り込めた切妻造平入の町家が建ち並ぶ。

耐火性と耐久性に優れた町並みが形成されたことを読み

取れ、これら伝統的町家建築に加えて伝統的寺社建築、

近代建築も残され、多様な建築類型が認められる。一
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方、吉野川沿いに玉石や切石の石積が姿を留め、度重な

る水害を克服するため築かれた護岸景観が、伝統的町並

み景観にさらなる厚みを加えている。こうした歴史的、

空間的、景観的固有性を備えた町並みとして五條・新町

の町並みはなおも評価することができる。

町並みの課題　近年、五條・新町の町並みでは建物の老

朽化による取り壊しや建て替え等により町並みを特徴づ

ける町家が失われている。さらに取り壊し後の空地やそ

の駐車場への使用により町並みの連続性の寸断化か進み

つつある。これに対し五條市は街並み環境整備事業を導

入し、道路や河川等の公有空間の整備に努め、町並みの

修理・修景を進め、町並みの基盤を徐々に整備してい

る。ただし、事業では新築建物のセットバックや道に面

して門を設けるなどに対する規制はなく、伝統的町並み

の空間の継承には課題がある。また、伝統的建造物とそ

れ以外の区別なく修景を進めざるをえない点、景観を構

成する水路や石積に対する保存の考え方が含まれていな

い点など、町並み景観の特質を継承する上では事業の計

画の枠組み自体に課題がある。

今後について　こうした街並み環境整備事業はあくまで

も時限的なもので、この事業において五條・新町の伝統

的な町並みを今後、保存継承していこうとする将来像は

描きにくい。このため、事業終了後も変わらず町並みの

保存を続けていくことを目標に五條市は伝統的建造物群

保存地区制度の導入を図ることを検討している。今後は

街並み環境整備事業での課題を乗り越えるべく、町並み

景観の保存とその特質の継承を図る考え方を広く住民に

示し、町並み景観を形成する約束づくりとそのルールを

的確に運用できる基準づくりが必要となる。（清永洋平）

図30　五條・新町　建築年代別分布図　1 : 6500



「橋」としての建築

一高梁市立吹屋小学校の調査からー

はじめに　平成16年度、岡山県高梁市成羽町吹屋に所在

する高梁市立吹屋小学校校舎の建造物調査を文化遺産研

究部建造物研究室が受託した。吹屋小は明治33年の開校

以降、明治42年にかけて順次建設された校舎が一括して

現存し、なおも現役で使われ続けている希有な事例であ

る。調査の詳細は『高梁市立吹屋小学校校舎調査報告

書』（高梁市教育委員会､20㈲に譲るとして、ここでは校舎

群のうち本館を通して知り得た、明治期における建築伝

播の様相について報告したい。

吹屋小学校本館の建築　明治42年竣工の本館は、左右対称

の木造２階建寄棟造で、外壁は下見板張とするが、中央

２階欄間以上を真壁として交差する筋違を入れたハーフ

ティンバーの表現を採り、玄関口に木製アーチを入れた

特徴的な外観を持つ。平面は、両翼部に教室を置き、中

央部１階を校長室、教員室、２階を７間×８間の講堂と

する他、１階奥に桁行全長を貫く幅３間の屋内運動場を

置き、むき出しのトラスを入れて２階講堂を支える大胆

な構成を採る。わけても外観の形式は、岡山県内にいく

つか現存する同時期の建造物と共通性を持つ。遷喬小学

校（明治41年、国重文）を代表とするそれらの建築は、「江

川式」建築と呼ばれる、岡山県工師江川三郎八の作風に

端を発する形式である。吹屋小学校本館についても調査

の結果、江川の設計になる可能性が指摘された。

江川三郎八という人　江川三郎八は、福島県出身の元大

工で、明治35年に岡山県に異動するまでは、福島県庁で

営繕を担当しており、その中で洋風建築を修得した人物

であった。そのため、「江川式」建築は岡山県内のみなら

ず、福島県においても多数建設された。例えば福島県尋

常中学校磐城分校（明治34年､現存せず）は外観が遷喬小学

校と酷似している。遠く福島と岡山が、江川を通して結

ばれていたことを知りうる。また、江川は外観のみなら

ず構造にも独自の作風を築いていた。明治25年の須賀川

橋（福島県須賀川市、現存せず）において木造ハウトラス橋

の現場監理を任された江川は、木造トラスによる構造を

独自に研究し、ついに「江川式小屋組」を編み出すに至

った。吹屋小本館の講堂部小屋組は、現存する他の江川

作品の大スパン構造同様に、クイーンポストではなく、

図31　吹屋小学校本館正面外観

　　　　　図32　吹屋小学校本館屋内運動場のトラス

橋梁状のワーレントラスを組んだ上にさらにキングポス

トトラスを載せる形式を採用している。いわば江川は建

築に橋の構造体を挿入することで、大スパン空間を実現

していったわけである。さらに吹屋小本館では、１階の

屋内運動場にもワーレントラス状の構造体を入れて上階

の講堂を受けている。すなわち吹屋小本館は、まさに橋

の構造体を最大限に応用した、「江川式小屋組」の典型と

して理解されるのである。

おわりに　吹屋小学校本館は、近世以来の大工の伝統と

洋風建築とを、そして福島県と岡山県とを架橋した人物

の代表作である。そして、まるで橋を架けたかのような

構造。明治の建築伝播の一端を典型的に示すこの建物が

文化財としての高い価値を持つことはいうまでもない

が、その価値の根底には、「橋」というメタファーが隅々

まで浸透しているのだった。　　　　　　　　（清水重敦）

Ｉ
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測量法改正(世界測地系導入)

に伴う測量業務の対応

はじめに　2002年４月１日の改正測量法の施行に伴っ

て、測量の基準が日本独自の基準(日本測地系)から世界

標準である世界測地系に変更され、以後、公共測量はこ

れに準拠して実施することとなった。世界測地系は、従

来のベッセル楕円体に代えて地球に近似する回転楕円体

としてGRS80を、座標系としてITRF94を採用している。

標高に関しては、実質的に著しい変化はなく、大きな問

題はない。一方、位置の基準となる平面直角座標系の原

点は、南東方向へ緯度で約12秒、経度で約10秒移動し、

移動量(座標変位量)が地域ごとに異なる。これまで公共

測量法に準じて３級基準点などを設置し、それを基準に

日本測地系での調査をおこなってきた当研究所である

が、それへの対応が迫られることとなった。

　そこで、改正測量法施行に先立って所内の検討会を発

足させ、対応策を協議した結果、発掘調査等に世界測地

系を導入するまで、施行後１年間の準備期間を設けるこ

と、その間に既設基準点の改測(再測量)・改算(旧観測値

を用いた再計算)作業を実施して、座標変位量を確定する

こと、過去の日本測地系の成果は、今後、世界測地系へ

読み替えること、などの基本方針を決定した。そして、

2003年４月から世界測地系へ全面的に移行した。

基準点測量の成果の変換　国土地理院では、世界測地系と

日本測地系の数値を相互に変換する簡便なプログラム

　(ＴＫＹ２ＪＧＤ)を提供しているが、より精度の高い変換を

おこなうためには、改測または改算作業が必要となる。

その際、平城地域と飛鳥藤原地域では、基準点の設置状

況が異なるため、実情にあわせて作業方法を選択した。

　飛鳥藤原地域では、基準点の設置年次を勘案して、改

算と改測を併用することとし、橿原市・明日香村・桜井

市にまたがる55の３級(一部2級)基準点で座標変位量を

算出した(表３)。両測地系の差(世界測地系座標値一日本測

地系座標値)は、平均して南北方向(ｘ座標)が+ 346.52m、

東西方向(Ｙ座標)が-261.57mである。標準偏差は、そ

れぞれ0.031m、0.023mと小さい。したがって、飛鳥藤原

地域では、Ｘ座標で+ 346.5m、Ｙ座標で-261.6mを両測

地系間の座標変位量と認めた。

　平城地域では、すべて改測により、奈良市の平城宮跡
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内の22の３級卜部１級）基準点の座標変位量を算出した

　（表４）。両測地系の差は、平均すると、南北方向（Ｘ座

標）が+ 346.40m、東西方向（Ｙ座標）が-261.28m、標準

偏差はそれぞれ0.012m､0､009mと僅少である。よって、

平城地域では、Ｘ座標で+ 346,4m、Ｙ座標で-261,3m

を両測地系間の座標変位量と認めた。

既存調査資料の座標変換　以上のように、両地域の基準点

の座標変位量は若干異なるものの、それぞれの地域内に

おける両測地系間の座標変換は、実用上、平行移動で対

応できる。各調査時に設けた基準点や実測図等に記され

る日本測地系の座標値を世界測地系に変換するために

は、上記の数値を日本測地系の座標値にそれぞれ加えれ

ばよい（ともにマイナスの数値のため、Ｘの絶対値は減少し、Ｙ

の絶対値は増加する）。過去の調査報告等に掲載された座

標値や実測図などは、今後、数値の書き換えで対応する

こととなる。

　また、飛鳥藤原地域で作成中の奈良盆地の1/1000地形

図（東西700mｘ南北1000m分の図郭）では、西北隅に記され

た日本測地系の座標値と同じ座標値を、西北隅から南へ

34.7cm、東へ26.2cmの位置に世界測地系数値として併

記することにした。

発掘調査区設定の改訂　飛鳥藤原および平城地域では、３

の整数倍となる平面直角座標系第VI系の座標値をもって

３ｍ方眼の小地区（東南隅の地区杭名が小地区名）を区画

し、そのまとまりを中地区・大地区としてきた（「飛鳥・

藤原地域における地区設定基準の改定」『藤原概報24』133-142

頁、「平城宮・京の発掘調査地区割り」『1989平城概報』２－６

頁）。ところが、世界測地系への移行に伴う座標変位量

は、３の整数倍とは一致しないため、それぞれの座標系

に基づく方眼は、ずれを生じることになった。

　飛鳥藤原地域を例にとると、ずれの大きさは、Ｘ座標

が+ 346.5-(3×115) = +1.5m、Ｙ座標は－26L6－（3

×87) =-0.6mで、日本測地系に基づく旧地区杭の南東

　（南へI｡5m、東へ0.6m)に、世界測地系に基づく同名の地

区杭が設定されることとなる（図33）。

今後の課題　平城京城の大部分と藤原・平城両京の中間

地域には当研究所が設置した基準点がない。これらの地

域の座標変位量を確定するためには、今後、各機関が設

置した基準点の改測・改算作業が必要となる。

　　　　　　　　　　　　（内田和伸・小潭毅・金井健）
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図33　飛鳥藤原地域の新旧地区杭の位置関係
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図34　平城地域の新旧地区杭の位置関係
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表３　飛鳥藤原地域の基準点の座標変位置

点名
　世界測地系

Ｘ　　　　　Ｙ

　　日本測地系

Ｘ　　　　　Ｙ
備考

　　　変位量

∠iX　　　AY　　　AL

　1

　2

　3

　4

　5

29

30

31

61

62

63

64

65

66

67

78

79

80

81

83

84

85

86

87

51

52

53

55

56

57

58

59

60

161

　62

　63

　64

　65

166

167

168

169

170

171

172

　73

　74

　75

　76

177

　78

　90

　91

　92

193

－

一

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

一

－

一

－

－

一

－

－

－

－

－

－

一

－

－

－

－

－

－

－

－

一

一

－

－

－

－

－

－

－

－

一

一

一

一

一

一

一

一

68149. 323　－

68189.079　－

68136.394　－

68133.757　－

68208. 921　－

68239. 312　－

66162.136　－

68549.309　－

66058.508　－

66061.394　－

66395.063　－

66305.402　－

65877. 954　－

65411.031　－

68499.160　－

67158.107　－

67364.512　－

69400.583　－

69548.094　－

69981.663　－

69814.597　－

70505.063　－

70468.951　－

70209. 260　－

69143.344　－

68895. 726　－

69020. 749　－

65838.007　－

66067.983　－

66056. 700　－

66286. 627　－

66588. 609　－

66602. 757　－

66591. 385　－

66600.999　－

66377.713　－

66217.923　－

66063.075　－

66060.613　－

66704.541　－

66820. 032　－

66821.032　－

66917. 890　－

66966.829　－

66976.299　－

66603.438　－

66289.920　－

65853.190　－

65932. 888　－

66402.614　－

66811.528　－

65776. 761　－

65821､902　－

65879.067　－

65863.452　－

5584.014

5585.973

5547.311

5650. 796

5649.194

6593.133

7665. 907

6677. 042

6092.084

6729.928

8409.429

8630.531

8218.965

8166. 640

6080. 209

8917.823

8200.292

6711.428

6769. 999

7279.054

7162.436

6265.551

6050.106

5857. 321

6449.775

6602.222

6937.061

7892.541

7921.565

8214.893

8198.527

8181.180

7881. 986

7536. 093

7029.801

7042.813

7033. 755

7109.452

7603.212

7954. 221

7937. 735

7584. 388

7489.179

7358. 733

7033. 221

7305.828

7521.368

7380. 791

7937. 282

7950.148

7737. 092

5359.810

5206. 705

5250.664

5358. 287

－

－

－

－

－

－

－

－

一

－

－

－

－

－

－

－

－

一

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

一

一

一

－

－

－

－

－

－

－

一

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

68495. 875　－

68535.621　－

68482.935　－

68480.339　－

68555.496　－

68585.842　－

66508.650　－

68895. 827　－

66405. 039　－

66407. 912　－

66741. 567　－

66651.911　－

66224.444　－

65757.516　－

68845.700　－

67504. 616　－

67711.030　－

69747.172　－

69894.678　－

70328.263　－

70161.174　－

70851.656　－

70815.531　－

70555.817　－

69489. 864　－

69242.228　－

69367. 262　－

66184.496　－

66414.475　－

66403.201　－

66633.140　－

66935.136　－

66949. 277　－

66937. 899　－

66947. 501　－

66724. 213　－

66564.422　－

66409. 580　－

66407.115　－

67051.064　－

67166.562　－

67167. 556　－

67264. 420　－

67313.359　－

67322.813　－

66949. 961　－

66636.427　－

66199.686　－

66279.383　－

66749.122　－

67158.046　－

66123.246　－

66168. 381　－

66225.547　－

66209.938　－

5322.436

5324.381

5285.740

5389. 232

5387. 601

6331. 554

7404.336

6415.481

5830. 536

6468.378

8147.877

8368.985

7957.436

7905.128

5818. 593

8656.244

7938.701

6449.874

6508.442

7017.488

6900. 872

6003.994

5788.528

5595.755

6188.158

6340.602

6675.453

7630.993

7660. 016

7953. 360

7936. 980

7919.615

7620.406

7274. 508

6768.211

6781.233

6772.182

6847. 881

7341. 638

7692.638

7676.148

7322.789

7227. 570

7097.111

6771.610

7044.252

7259. 798

7119.227

7675. 724

7688.582

7475.510

5098. 233

4945.128

4989. 087

5096.711

　　改測

　　改測

　　改測

　　改測

　　改測

　　改測

　　改算

　　改測

改算(亡失)

　　改葬

改算(亡失)

　　改算

　　改算

改算(亡失)

　　改算

　　改葬

　　改葬

　　改測

　　改測

　　改測

　　改測

　　改測

　　改測

　　改測

　　改測

　　改測

　　改測

　　改算

　　改算

　　改算

　　改算

　　改算

　　改算

　　改算

　　改算

　　改算

　　改算

　　改算

　　改算

　　改葬

　　改葬

　　改算

　　改算

　　改算

　　改算

　　改算

　　改算

　　改算

　　改葬

　　改算

　　改算

　　改算

　　改算

　　改算

　　改葬

346.552 －26

346.542 －26

346.541 －26

346.582 －26

346.575 －26

346.530 －26

346.514 －26

346.518 －26

346.531 －26

346.518 －26

346.504 －26

346.509 －26

346.490 －26

346.485 －26

346.540 －26

346.509 －26

346.518 －26

346.589 －26

346.584 －26

346.600 －26

346.577 －26

346.593 －26

346.580 －26

346.557 －26

346.520 -26

346.502 －26

346.513 －26

346.489 －26

346.492 －26

346.501 －26

346.513 －26

346.527 －26

346.520 －26

346.514 －26

346.502 －26

346.500 －26

346.499 －26

346.505 －26

346.502 －26

346.523 －26

346.530 －26

346.524 －26

346.530 －26

346.530 －26

346.514 －26

346.523 －26

346.507 －26

346.496 －26

346.495 －26

346.508 －26

346.518 －26

346.485 －26

346.479 －26

346.480 －26

346.486 －26

.578　434.

.592　434.

.571　434.

.564　434.

.593　434.

.579　434.

.571　434.

.561　434.

.548　434.

.550　434.

.552　434.

.546　434.

.529　434.

.512　434.

.616　434.

.579　434.

.591　434.

.554　434.

.557　434.

.566　434.

.564　434.

.557　434.

.578　434.

.566　434.

.617　434.

.621　434.

.608　434.

.548　434.

.549　434.

.533　434.

.547　434.

.565　434.

.580　434.

.585　434.

.590　434.

.580　434.

.573　434.

.571　434.

.574　434.

.583　434.

.587　434.

.599　434.

.609　434.

.622　434.

.611　434.

.576　434.

.570　434.

.564　434.

.558　434.

.566　434.

.582　434.

.577　434.

.577　434.

.577　434.

.576　434.

90

91

77

06

18

73

56

53

56

46

36

37

11

97

04

57

71

06

03

22

02

11

13

87

89

76

78

22

25

23

41

63

66

64

58

50

45

49

48

70

78

81

92

99

80

66

50

37

33

48

66

36

32

32

37

　　　　　　　　　　　　　　　　　平均値

　　　　　　　　　　　　　　　　　標準偏差

表４　平城地域の基準点の座標変位置

346. 52

　0.031

-261.57

　　0.023

点名
　　世界測地系

Ｘ　　　　　Ｙ

　　日本測地系

Ｘ　　　　　Ｙ
備考

　　　変位量

△X　　　AY　　　△L

　2

　7

11

14

19

20

22

24

25

26

34

35

40

41

42

43

44

45

46

51

52

53

－

－

－

－

－

一

一

－

一

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

一

一

－

45043. 882　－

45066.124　－

45499.958　－

45153.672　－

44835.445　－

44842. 302　－

45389.224　－

44873.521　－

45118.199　－

45379. 983　－

45399. 291　－

45641. 553　－

45409.322　－

45640. 939　－

45011.639　－

45220.093　－

45256.165　－

45333.569　－

45645.337　－

45349.614　－

45379.188　－

45296.603　－

8341. 340

8583.647

8408.068

9244.829

8643. 052

8528.954

8310.937

8128. 584

9407.188

9223. 296

8851. 957

8570.212

9353.709

9118.021

8494.301

8936.594

8260. 642

8550.950

8333.661

8078.089

8136.446

8110.539

-145390.298　一

一145412. 542　－

-145846. 366　一

一145500.072　一

一145181.849　一

一145188.715　一

一145735. 600　一

一145219. 934　－

-145464.606　－

-145726. 393　－

-145745. 705　一

一145987. 955　一

一145755. 729　一

一145987. 359　一

一145358.047　一

一145566. 502　一

一145602. 550　－

-145679. 973　－

-145991.730　一

一145696.002　一

一145725. 578　一

一145642. 987　－

8080. 0

8322. 3

8146. 7

8983. 5

8381.7

8267. 6

8049.6

7867. 2

9145. 9

8962. 0

8590. 6

8308.9

9092.4

8856. 7

8233.0

8675. 3

7999. 3

8289. 6

8072.3

7816.8

7875.1

7849 2

２

９

０

０

０

４

９

０

３

７

６

０

５

６

１

７

５

７

６

２

３

３

改測

改測

改測

改測

改測

改測

改測

改測

改測

改測

改測

改測

改測

改測

改測

改測

改測

改測

改測

改測

改測

改測

346. 416 －26

346.418 －26

346.408 －26

346.400 －26

346.404 －26

346.413 －26

346.376 －26

346.413 －26

346.407 －26

346.410 －26

346.414 －26

346.402 －26

346.407 －26

346.420 －26

346.408 －26

346. 409 －26

346. 385 －26

346.404 －26

346.393 －26

346. 388 －26

346. 390 －26

346. 384 －26

.288　433. 907

.298　433. 915

.288　433. 901

、269　433.883

.292　433.900

.290　433.906

.298　433.881

.294　433.908

.275　433. 892

.279　433. 897

.281　433. 901

.282　433.892

.274　433.892

.275　433.903

.290　433.902

.277　433.895

.267　433.870

.283　433. 895

.285　433.887

.287　433.884

.293　433.889

.286　433.880

　平均値

標準偏差

346.40

　0.012

Ｉ

-261.28

　　0.009
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表５　八代神社神宝の時期別内訳（時期区分は目安である）

古墳時代の遺物
鏡鑑類　両文豪神獣鏡１，四神二獣鏡１，
金属器　頭椎大刀２組？，足金物１，
土器類　須恵器坏１

n　8・9世紀代の遺物
　　鏡艦類　伯牙弾琴鏡１，海獣葡萄錐ｌ．小型海獣葡萄鏡６．花斉双蝶八花鏡１，
　　　　　　　素文小銃５など小鍋計21面

　　金属器　金銅製帯金具｛遠方｝２，青銅鈴１，金銅鈴１．金銅製檀１，
　　　　　　　金銅製肺２，ミニチュア銅鏑１，鏑轡（銅製Ｓ字形鏡板）１対，鋲金具等３
　　土器頬　奈良三彩小岩１
Ⅲ

IV

10世紀以降の遺物
鏑戴類　壊花双鸞五花鏡１，瑞花双鸞五花鐘１．瑞花五花鏡１等計73面
金属器　金象嵌獅噛文鍬形１，青銅鈴１，鉄鈴２，経筒蓋２，円板他２
土器類　青白磁合子２，灰粕器台２，小型杯２，花瓶ｌ，小壷３０は蓋付)。

　　　　　注口付壷１，注口付鉢１，蓋および鉢２，その他｜，
その他　宋銭ｌ，念珠玉15，懇仏ｌ，士鈴１，

調査期間:1975年10月21日～Z3日
参加：佐藤興次・西弘海・吉田恵二・井上直夫・金子裕之

であり、表金具には方孔があり、表に鍍金痕跡がある。

鋳造の鋲足４本が残るが、裏金具は失う。鈴は鋳造によ

る鋪仕上げの製品(36-4)、銅板を叩き延ばしによる金銅

製品がある(36－6)。容器は超小型の高台つき坏である。

復原口径2.7cm、高さ0.7cm。馬具は鎮轡１対がある(図

35)。鏡板が断面隅丸長方形を呈したＳ字あるいはＦ字形

を呈する型で、立聞と街の一部、引手が搦む遊環がのこ

る。表面の仕上げは丁寧である。全長20. 3cm。類例は長

野県岡谷市コウモリ塚古墳例などにある(宮坂光昭1983)。

土器(図37-2)奈良三彩の小壷である。推定口径4. Scm。

　　10世紀以降の遺物

鏡　和鏡の類で数が多く、瑞花双鸞五花鏡１、瑞花双鸞

五花鏡１、瑞花五花鏡１、湖州鏡１など計73面がある。

金属器(図36)武具や経筒など。武具は兜の鍬形で、金

象嵌獅噛文である。文様は異なるが鍬形の類例は後白河

上皇の法住寺殿例(江谷寛1996)など。経筒は蓋(36-12･

13)が２点ある。最大径は6、12cmで、表面に鍍金が残

る。他に円板が２点ある。経筒底板か。青磁合子や湖州

鏡もあり、神島における経塚の存在を示すのであろう。

土器(図37) 12 ・ 13世紀に下る陶磁器類がある。図示し

た遺物が全てである。青白磁合子(37-16･17)、灰粕器台

(37－6･7)、器台付属品の小型杯(37-4･5)、花瓶(37-3)、

小壷(37－8･9･10)、注口付壷(37-12)、注口付鉢(37－11)、

蓋および鉢(37-13･14)、つまみ破片(37-15)などがある。

　以上、神宝を構成する遺物は時代、品目など種々があ

る。本来の｢神宝｣に古墳および経塚の出土品やその他

が加わり、現在の姿になったようである。

　主題となるのは８・９世紀および、12･13世紀代の神宝

である。八代神社の神宝は全貌が明らかでないこともあ

ってか、神宝の意義が過大評価の傾向にある。ここでは

唐式鏡・和鏡の類と兜鍬形の図を除き、主要なものを掲

示した。 ８・９世紀代には優品があるが数量はそれほど

でもなく、意義が改めて課題となろう。これを契機に冷

静な論議がおこなわれることを期待したい。(金子裕之)

　江谷寛1996｢法住寺殿｣『平安京提要』角川書店、585－592頁。

　特に589頁。澄田正－1963｢伊勢湾沿岸の画文帯神獣鏡にっい

　て｣『近畿古文化論孜』吉川弘文館、185－198頁。中野政樹1972

　　｢奈良時代における出土伝世唐式鏡の基礎資料および同泣鏡

　の分布とその鋳造技術｣『東京国立博物館紀要』第８号。宮坂

　光昭1983｢コウモリ塚古墳｣『長野県史考古資料編(3)』1061 －

　1065頁。

鳥羽八代神社の神宝２

神島八代神社の神宝を『紀要2004』に続き紹介する。

　　古墳時代の遺物

鏡　画文帯神獣鏡、四神二獣鏡各Ｉがある。画文帯神獣

鏡については早くに紹介がある(澄田正一1963)。

金属器(図36･38)頭椎大刀２組(図38-1～7)、足金物(図36

-11)などがある。頭椎大刀は柄の造りには畦目式(38－1)

と無畦式(38-5)があり、７つの部品がある。前者の把間

には金銅板打ち出しによる文様がある。後者には後補の

木を芯とした八角形の金銅製品(38-6)を付すが、これは鞘

の可能性もある。他に租の可能性がある製品など(36-9)。

土器(図37-1)須恵器坏Ｈの破片がある。 TK10であろう。

　　８・９世紀代の遺物

鏡　伯牙弾琴鏡１、海獣葡萄鏡１、小型海獣葡萄鏡６、

花斉双蝶八花鏡Ｉ、素文小鏡５など小鏡計21面がある。

小型海獣葡萄鏡、素文小鏡は同笛品が各地にあり(中野政

樹1972)、興味深い遺物である。

金属器(図35 ･ 36)装身具、紡織具、容器、馬具などがあ

る。紡織具は『紀要2004』に述べた。帯金具２点は巡方

０

（
川
Ｕ ≒ｏ

台　　汐

⑤

15cm
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図35　鎗轡の実測図　１：２
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図36　金属製遺物の実測図　１：２
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興福寺一乗院跡出土の
葡萄文硯

はじめに　ここに紹介する資料は、2000年度に実施した

平城第317次調査で出土したものである。調査地は、奈良

市登大路町にある興福寺一乗院の跡地である。旧宸殿の

南面で検出した大型土坑SK7801より出土した。この土

坑は、寛永19年(1642)の火災にともなう塵芥処理のた

めのものと考えられている。調査当時、大量の瓦に混じ

って、暗紫色の破片が目につき、しかも葡萄葉の彫刻が

あることから、周辺を精査し小砕片も含め採集した。し

かし、精巧な彫刻という特徴にもかかわらず、これが何

であるのかはしばらく不明であった。昨夏、宮本佐知子

氏の紹介文に接し、この破片が朝鮮半島北部澗原産の石

材をもちいた朝鮮王朝時代(1392～1910）の石硯であり、

日月硯という特徴的な形制をもつものであることが判明

した。

滑原硯について　滑原石は、朝鮮半島北部慈江道の鴨緑

江左岸で産出する粘板岩である。性質や色調により花草

石、紫石、青石などと称され、朝鮮王朝時代、藍浦石と

ともに硯の材料として多用された。
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　　　　　　図40　地文部分（蕨手状雲霞文､1.5倍）

　澗原石をもちいた装飾硯は、長方形の硯体に、円形で

日を表現した墨堂と、三日月形で月を表現した墨池を組

み合わせて中央に配す「日月硯」という形制と（図41参

照）、その周囲を立体的な陽刻表現で埋め尽くす意匠に

特徴がある。緑白色の層と紫色の層が互層をなすことか

ら、白色の層に文様を彫込み、紫色の層を地とすること

もおこなわれた。文様は、本例のような葡萄文と、松鶴

・梅竹文などに大きく分けられる。葡萄は子供を多く授

かる象徴であり、猿などと組み合わせる例がみられる。

後者は、十長生（太陽・水・松･鶴・亀・鹿・不老草の７種

に、山・雲・月・石・竹のうち３種を加えて不老長生を象徴）、

あるいは四君子（菊・竹・梅・蘭）、歳寒三友（松・竹・梅）

等のモチーフの組み合わせである。図録等により全形を

知り得た日月硯11例についてみると、硯体の長幅比はほ

ぼ５：３で、長さ20～30cmのものが多い。長さ39cmにおよ

ぶものもあり、全体に大型である。今回知り得た範囲で

は、国内に４例の出土と、徳川美術館（愛知県）、高麗美

術館（京都府）、渡辺美術館（鳥取県）に所蔵品がある。

観察と復原　資料は直角をなす隅部の破片で、現存最大

長9.0cm (図39）。裏面は剥離しているが、文様部をのぞ

く最大厚1, 6cm。幅４ｍｍほどの縁と曲面をなす墨池の一

部をのこす。文様の彫出しは、墨池の縁上端とほぽ同じ

高さで約７ ｍｍ。地は水平に削られており線刻による蕨手

状の雲霞文で埋める（図40）。文様は、葡萄の葉と茎に巻

きひげがからみっく様子を表している。３裂の葉には葉

脈と葉脈に直交する多数の細線が刻まれており、切込み

の付け根に径２ｍｍ程の小円孔を穿つことが特徴である。

また、葉上にも細かな多数の孔が認められる。茎は上面

に２条の沈線を刻み稜を表現している。

　滑原硯のなかには徳川美術館蔵品のように、硯体の中

央に墨堂と墨池を同心円状にっくるものもあるが、文様

部の幅からみると本資料は日月硯であろう。葡萄文硯で

は葉が下に向くものが多いことなど、なお課題を残すも

のの、むかって左上隅部の破片と考えておきたい。以上



の点をふまえ、おおよそ長さ33cm、幅21.5cniに復原する

ことができる。

日本における出土例　前述のように、これまでに４例の

出土例が知られている。

①大坂城下町跡AZ87- 5次調査（大阪市高麗橋１丁目）

　東横堀川の西、慶長３年(1598)に開発された城下町

　（船場）の北東部に位置する。豊臣後期の遺構面（６層）

で検出した土坑SK628と、大坂冬の陣(1614)の焼土層で

ある第５層とから同一個体の小片５点が出土。葡萄文日

月硯で、厚さ2.1cm、長さ26cni以上、幅18cmに復原され

る。葡萄葉を周囲に配し、巻きひげの表現もある。葉に

は小円孔がみられる。線刻による青海波を地文とする。

②大坂城下町跡OJ95 － 4 次調査（大阪市南本町２丁目）

　唐物町通に面した大坂城下町の南部に位置する。大坂

冬の陣の焼土層である第５層より出土。梅花文日月硯の

上端の破片で、幅14. 2cni、厚さ2.1cm。梅花、雲、山を浮

彫りにする。白色層と紫色層の彫分けが明瞭である。梅

花には５つの小円孔を穿つ。なお、破損後あらたに長方

形の墨池が彫り込まれている。

③堺環濠都市遺跡SKT263地点（大阪府堺市甲斐町東）

　南庄惣鎮守である開口神社の南に位置する。同神社の

神宮寺である念仏寺の境内地に推定される。大坂夏の陣

　(1615)で罹災した庭園をともなう礎石建物（客殿）付近

の焼土層より出土。梅花文日月硯の破片で、長さ12cmほ

ど。梅樹、梅花および雲を浮彫りにする。梅花には５っ

の小円孔を穿つ。蕨手状雲霞文の線刻を地文とする。

④平安京左京北辺四坊（京都市上京区京都御苑）

　京都御苑内の北東部、御所の東に位置する。近世には

公卿衆の屋敷町（公家町）が形成された。宅地中央で検

出した穴蔵E355より出土。穴蔵内からは、17世紀から18

世紀にかけての遺物が出土し、多くは天明大火(1788)

にともなう塵芥で占められている。完形にちかい長生文

日月硯で、長さ27cm、幅16. 5cm、厚さ2.2cm (図41）。右上

には日輪あるいは月輪、２羽の飛翔する鶴と雲、山を表

し、蕨手状雲霞文の線刻を地文とする。右側には竹、左

下は松と山を浮彫りにし、いずれも青海波の線刻を地文

とする。

小結　現状での出土例は、京・大坂・奈良に集中し、

17世紀前半までに入手されたものが多い。少数例ではあ

るが、浮彫りにおける特徴的な小円孔のありかたや、地

　　図41　平安京出土滑原硯　1:3((財)京都市埋蔵文化財研究所蔵)

文に蕨手状の雲霞文と青海波があることなど、製作にか

かわるいくつかの視点を見出すことができる。

　今後、共伴遺物も含めた出土遺跡の性格、および史料

的な検討をふまえて、入手あるいは所有の背景などにつ

いても考察を深めていく必要があろう。

　資料調査にあたり、宮本佐知子氏、岩宮隆司氏、岩宮

未地子氏には多くの御配慮とご教示をいただいた。な

お、図41は㈲京都市埋蔵文化財研究所より提供を受けた

ものである。　　　　　　　　　　　　　　　　(次山　淳)
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法隆寺若草伽藍出土の
鬼瓦と百済

はじめに　法隆寺若草伽藍出土の蓮華文鬼瓦と、その直

接の源流と思われる百済の鬼瓦の様相の比較から出発し

て、鬼瓦を含む道具瓦における古代日本と百済の様相の

一端に言及する1）。

法隆寺若草伽藍出土鬼瓦　この鬼瓦は、1973年に法隆寺西

院南面築地の修理時に出土したもので、若草伽藍所用と

考えられる2）（図42）。この鬼瓦は、厚い粘土板に手彫り

で、複数の蓮華文を表現したものである。厚さ4.7cm

で、この破片は中央から左半分にかけての部分で、復元

案では、全形は幅28cm前後、高さは23cm前後となり、

３個３列、合計９個の蓮華文を配置する。背面に穿孔が

あり、把手状にっくりだしていたようである。蓮華文の

施文については、まず方眼（約8.3cm)を線刻し、その交

点にコンパスで直径6,6cm前後の円を描き、16分割し

て、８弁を刻み出すという工程が観察されている3）。年代

は、「飛鳥前期～中期」(592～643年）と推定されている4）。

　この鬼瓦の類例は古代日本には見当たらないが、すで

によく知られているように百済に類品が存在する。その

ひとつが扶蘇山廃寺出土の石製鬼瓦である。

扶蘇山廃寺出土鬼瓦　韓国忠清南道扶余郡扶余邑の扶蘇

山西南麓にある百済時代寺院跡、扶蘇山廃寺から出土品

である（図43）。国立扶余博物館に残された記録により

1942年の調査時に出土したものであることがわかるが、

詳細な出土状況は不明という5）。

　この鬼瓦の材質は「臓石」製で、上辺が弧状をなす長

方形で、幅35,8cm、高さ28cm､厚さ5.4cmで、表面に８

個の蓮華文を彫刻する。上辺にはＴ字状の彫り込み（長

さ6.5cm､深さ２ｃｍ）がある。この彫り込みに関しては、す

でに知られているように扶蘇山出土と伝える、先端をＴ

字状に作り出した長い棒状鉄製品があり、鬼瓦の固定装

置と考えられている。鬼瓦の棟への固定法が具体的にわ

かる数少ない資料となっている。

　扶蘇山廃寺例は、若草伽藍例と酷似する形態、文様、

製作技法によっており、すでに説かれているように、両

者には直接の関連がうかがわれる。

　扶蘇山廃寺例の類品としては、ほかに扶蘇山南麓の余

双北里出土とされる鬼瓦がある。本品は扶蘇山廃寺例と
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　　　　　　　図42　法隆寺若草伽藍出土鬼瓦

異なり、瓦製品で、複数蓮華文を配置し、全形は扶蘇山

廃寺例とほぽ同様に復元されている。残存部は向かって

右半部の一部である6)。復元によれば幅は40. 2cm、高さ

27. 7cmで下辺中央に半円形の刳りこみがあり、文様は

四弁花文を６個配置する7)。

若草伽藍以後の鬼瓦　若草伽藍以後の日本での鬼瓦の様

相を見よう。７世紀前半代には、奥山廃寺、平吉遺跡、

そして山田寺などに代表されるように、単数蓮華文鬼板

が盛行し、複数蓮華文は見られなくなる。単数蓮華文へ

の変化はまた、軒丸瓦との文様の統一をはかっている点

にも注意される。さらに、文様に関して、すべて芭型を

用いた施文法に変わる点も見逃せない。若草伽藍例は、

瓦製でありながら、苑によらず、彫刻によって文様を表

現するという点でも特異さが際立つ。先に見たように若

草伽藍例は、平板な彫刻であり、ただちに軒丸瓦の瓦当

文様との比較は困難である。この点は直接の祖形である

百済扶蘇山廃寺例も同様である。

　奥山廃寺例にはじまる日本での単数蓮華文鬼瓦の系譜

をかんがえると、百済との関係はどうであろうか。いま

のところ、単数蓮華文鬼瓦は百済には知られていないの

で、日本での創出されたもののように思われる。ただ、

奥山廃寺例などに採用されている連珠円文については、

隋様式の影響によるとされており8)、文様の面では外来



　　　　　　　　図43　扶蘇山廃寺出土石製鬼瓦

の影響が認められるものの、百済との関係は見出しがた

いといえよう。

道具瓦にみる日本と百済　百済の鬼瓦を含む道具瓦の様

相について同時期の日本の状況と比較してみよう。扱う

べき道具瓦には鬼瓦、鴉尾、垂木先瓦などがある。鴉尾

については、飛鳥寺にはじまる出土例を検討した結果、

はじめに直接百済様式が採用され、７世紀末に大唐様式

に転ずるまでの変遷を説く大脇潔の研究9)にゆずること

にし、ここでは鬼瓦と垂木先瓦について述べておきたい。

鬼瓦の様相　まず、飛鳥寺のばあいをみてみよう。６世

紀末、百済からもたらされた瓦葺きと瓦製作の技術は、

工人の渡来をともなうものであった。飛鳥寺では、軒丸

瓦にみられるように百済の瓦と酷似する瓦(ぃわゆる｢花

組｣｢星組｣)が製作されており、これを裏付ける。飛鳥寺

の創建瓦の一種(｢星組｣)はのち若草伽藍の創建瓦に採

用され、茫の移動が確認されており、工人の移動もとも

なった可能性が高いlo)。若草伽藍では、創建時にここで

とりあげた鬼瓦が使用されるが、飛鳥寺では、創建期の

鬼瓦の存在は確認されていない。若草伽藍の鬼瓦は、わ

が国最古ということになる。若草伽藍の鬼瓦の系譜は、

扶蘇山廃寺ほかの出土例があるから、百済系であること

は疑いない。百済例でも鬼瓦の文様は複数蓮華文であ

り、全体形は横長方形で、上辺を丸く作る点も共通す

る。使用位置との関係では、若草伽藍例については｢塔

の隅棟用か｣との指摘がある11)。百済扶蘇山廃寺例は下

辺左右の端部を、百済双北里例は下辺中央を、それぞれ

刳ってあり、隅棟や降棟での使用が想定されよう。

垂木先瓦の様相　百済では、垂木先瓦が比較的盛んに用

いられるのにたいして、古代日本では、垂木先瓦の使用

は飛鳥寺、山田寺など、ごく一部の寺院に限られる。飛

鳥寺で主体をしめる垂木先瓦の素弁九弁と六弁の２種

　（種Ｉ・Ｈ）は、いずれも飛鳥寺創建瓦当文様との対応は

みられない。ほかに、垂木先瓦には山田寺式の内区を採

ったもの（種IV）もあるので、発掘報告書では、創建時で

はなく「棟瓦は後に補われたもの」との見解をとるl‰飛

鳥寺で複数種が同時に使用された確証はない。素弁の垂

木先瓦文様を百済と比較すると、６世紀後半代創建の寺

院（軍守里廃寺ほか）に類例があり、また八弁で弁中央に

隆線をおく型式（種IV）は、百済金剛寺、聖住寺など６世

紀後半～７世紀代の寺院の軒丸瓦あるいは垂木先瓦の文

様に近いことも注意しておきたい。飛鳥寺の垂木先瓦で

は、とくに素弁の２種については、創建時に使用された

可能性も考えてみたい。山田寺では、垂木先瓦の文様

は、軒丸瓦、鬼瓦、装飾金具、さらには礎石の蓮弁装飾

などにまで共通してみられ、文様意匠の統一がはかられ

ているのも興味深い13）。

おわりに　法隆寺若草伽藍出土の蓮華文鬼瓦と百済の鬼

瓦の様相には、単に源流論にとどまらず、垂木先瓦もふ

くめて道具瓦としての両者の展開には興味ある相違点が

うかがえた。より厳密な比較には、編年をはじめとする

基本的な作業が残されているけれども､一今後は、屋根上

での瓦の具体的な使用法を視野にいれた検討も重要であ

ること指摘しておきたい。　　　　　　　　　（千田剛道）

　（謝辞）扶蘇山廃寺出土石製鬼瓦の写真掲載について

は、国立扶余博物館の金鍾萬・宣柔伊両氏の御高配を得

た。謝意を表する。

　註

　１）この種の瓦の名称については、より的確に使用場所をし

　　　めす「棟端飾瓦」「棟端飾板」などの提唱もあるが、ここで

　　　は、慣用にしたがい、鬼瓦の名称をもちいる。

　２）奈良県教育委員会『重要文化財法隆寺西院大垣南面（南大

　　　門東方）修理工事報告書』1974年。

　３）山本忠尚『鬼瓦』（日本の美術391)至文堂、1998年。

　４）『法隆寺の至宝　瓦』（昭和資財帳15）小学館、1992年。

　５）申光雙「扶蘇山城一廃寺址発掘調査報告－」『扶蘇山城発

　　　掘調査報告書』国立文化財研究所、1996年。

　６）国立扶余博物館『扶絵博物館陳列品図鑑』1977年。

　７）数値にっいては、井内潔「複数蓮華紋棟端飾瓦について」

　　　　『井内古文化研究室報』4、1970年、による。

　８）山本忠尚「瓦と連珠円紋」『文化財論叢ｎ』同朋社、1995

　　　年。

　９）大脇潔『鳩尾』（日本の美術392)至文堂、1999年。

　10 ・11）註３前掲書。

　12）奈良国立文化財研究所『飛鳥寺発掘調査報告』1958年。

　13）奈良文化財研究所『山田寺発掘調査報告』2002年。
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中国における
獣頭人身十二支像の展開

　明日香村キトラ古墳の石室壁画に描かれた獣頭人身十

二支像（以下、獣頭人身像と略）と大陸で検出されているそ

れとの比較検討をおこなうために、開元末年(741)まで

の中国での獣頭人身像を集成した（表６）。これをもと

に、中国における獣頭人身像の展開を示すとともに、関

連する若干の問題について触れてみたい1）。

　　中国各地区における獣頭人身像

　当該期の獣頭人身像は、主に以下の４地区で盛行した。

両湖地区　長江中流域の湖北・湖南両省を中心とする地

区。獣頭人身像は、隋一開皇３年(583)前後には出現し

ていた可能性があり、８世紀初頭に

かけて盛行する。中国において最初

に獣頭人身像が出現した地区であ

る。隋・大業年間(605～616)までの

ものは、それぞれ個性的であるが、

損手した首の短い座像、腹部にたて

帯が垂下する、などの共通する特徴図44両湖型(咸嘉湖墓)

を持つ。７世紀中葉には、桂子山墓、咸嘉湖墓例に代表

される画一的な施粕座像が出現する。持笏し、方形台座

上に正座したこの座像を両湖型と仮称する(図44)。両湖

型のものは、本地区からさらに長江を遡った重慶市万県

にまでみられ、長江流域に広く分布した可能性がある。

７世紀後葉から８世紀初頭には、黄土嶺墓、牛角塘墓、

桐子山墓例など、湖南省域内で互いに類似した座像がみ

られる。両湖型に近いが、これを稚拙にしたような印象

をあたえる。湖南省域内で両湖型をもとに生産、流通し

たものであろう。

揚州地区　長江下流域の揚州を中心とする地区。獣頭人

身像の初見は、７世紀中葉の陶典

墓例で、長く延びた首を特徴とす

る無笏の座像である。無笏の座像

という点は７世紀前葉の両湖地区

のものと共通する。その影響を受

けて本地区の獣頭人身像が出現し

たのであろう。っづく７世紀後葉

から８世紀初頭の楊廟墓、司徒廟

鎮墓、高郵車蓮墓例はそれぞれ個図45播州様式(司徒廟鎮墓)
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性が強く、画一的な両湖型が分布する両湖地区の様相と

は異なる。しかし、いずれも鐘方正樹が「立像的に伸長

化する傾向」と指摘した2）、頭部と比較すると身部、特に

批手部から下部が長い特徴のほか、広袖の長袴を着て無

笏である点などを共有する。こうした特徴を揚州様式と

呼ぼう（図45）。

北方地区　北京・遼西を中心と

する地区。墓誌蓋の特徴から則

天武后期(684～704）とされた蔀

府君墓例は、広袖の長杉を着て

損手し、円形台座に立つ。こう

した特徴は、より新しい両京地

区のものに近いが、北京市文物

研究所によれば従来の年代観に

変更はないという。８世紀前葉 図46　黄河路墓例

の黄河路墓例は両京地区のものとは異なり、窄袖の長袴

を着て、束帯を締める（図46）。これらは確実な立像とし

ては最古のものであり、獣頭人身立像の確立時期を考え

るうえで重要である。また、唐開元22年(734)の紀年墓

誌が出土した絹箔廠墓例は、詳細不明ながら中国におけ

る最古の獣頭人身像壁画である3）。

両京地区　隋・唐代に都城のおかれた長安・洛陽を中心

とする地区。獣頭人身像の出現は、前述３地区に比べて

遅く、開元年間(713～741)の晩期、８世紀中葉である。

俑はいずれも広袖の長袴や長杉を着て供手する立像であ

る。両京様式と呼ぼう（図47）。また、本区と密接な関係が

ある広東・張九齢4）墓誌の線刻獣頭人身座像は、この後

に盛行するこの種の座像のはしりである。本地区の獣頭

人身像は、立像俑、線刻座像ともに、いずれも広袖の長

袖、長杉を着て挑手するが、これは揚州様式のものと共

通する。あるいは、それをもとに形成されたのかもしれ

ない。なお、線刻座像は、両湖型

のモチーフと一致した持笏し、方

形台座上に盤座するものに転換す

る。さらに、こうした線刻座像や

両京様式の俑は、天宝年間(742～

755)には中国全土に広く分布する。

　　関連する若干の問題

獣頭人身像の出現に関して　獣頭

人身像の出現は隋・開皇年間にさ　図47両京様式(李●由墓)



表６　中国出土の獣頭人身十二支像集成

地区　省　市・県　　墓　名

　　　湖北　武漢　　馬房山墓

　　　湖北　武漢　　岳家嘴墓

　　　湖南　湘陰　　隋大業六年墓

両

湖

湖南

湖南

湖南

湖北

湖南

岳陽

長沙

長沙

武漢

長沙

　　湖南　湘陰

　　江蘇　無錫
揚　江蘇揚州

州　江蘇揚州

　　江蘇揚州

北　北京　北京

　　北京　延慶
方　遼寧　朝陽

両

京

そ
の
他

映西　銅川

河南　鎖師

映西　西安

四川　万県

広東　詔関

桃花山墓

黄土嶺墓

牛角塘墓

桂子山墓

咸嘉湖墓

桐子山墓

陶典墓

楊廟墓

司徒廟鎮墓

高郵車逞墓

蔀府君墓

銅箔廠墓

黄河路墓

華陽小区史氏墓

李景由墓

楊思易墓

万県再仁才墓

張九齢墓

　時　代

隋・開皇３年(583)前後

隋・大業年間(605 - 616)

隋・大業６年(610)

唐初期

唐初期

唐初期

唐･武徳～永徽年間

唐･武徳(618～626)年間？

唐初期

７世紀中葉

高宗・則天武后期

唐前葉

唐前葉

則天武后期

唐一開元22年(734)

8世紀前葉

唐一開元24年(736)

唐・開元25年(737)

唐・開元28年(740)

唐・永徽３年(652)

唐・開元29年（741）

　俑　　壁画墓誌

座像

座像

座像

　○

座像

座像

座像

座像

座像

座像

伸長像

伸長像

座像

立像

　　　　　○

立像

立像

立像

立像

座像

　　　　　　　座像

備考

十二支獣を付けた

人物座像共伴

施粕像

施粕像

施粕像

三粕像

-石像

鉄像

一施粕像

　　参考文献

『考古』1994-11

『考古』1983-9

｢文物｣1981-4

『中国考古年鑑』1995

｢考古｣1980-6

｢考古通訊｣1958-3

『考古J1964-12

『文物』1972-11

｢文物資料叢刊｣1982-6

r考古』1983-9

『考古』1985-9

『考古通訊』1958-5

『文物参考資料』1954-8

『中国考古年鑑』1992

『考古』2001－8

『仮師杏園唐墓』

『唐長安城郊隋唐墓』

｢考古学報｣1980－4

『文物』1961-6,

『広東出土晋至唐文物』

かのぽるが、この時期、十二支の動物像をもつ鏡や墓誌

が流行した。獣頭人身像による十二支表現もこの流行を

背景にあらわれたものだろう。また、獣頭人身像自体の

出現は、仏教の盛隆と関連づけたい誘惑にかられる5)。十

二支と十二神将の融合はよく知られている。南北朝期か

ら初唐にかけては、十二神将が説かれる『潅頂経(薬師瑠

璃光経)』(宋・大明元年(457)、慧簡訳)、『薬師如来本願経』

　(隋・大業11年(615)、達摩笈多訳)、『薬師瑠璃光如来本願

功徳経』(唐・永徽元年(650)、玄奘訳)等が漢訳され、盛行

した。敦煌莫高窟の事例などをもとにすれば、仏教側で

は十二神将の偶像化か十二支との融合をおこしながら進

行していた6)。それと並行した伝統思想側での反応が獣

頭人身像の出現に結実したと考えられまいか。この問題

については、この時期における両湖地区の信仰状況等を

明らかにする必要がある。

キトラ古墳獣頭人身像との関連　キトラ古墳例の年代が７

世紀末ないし８世紀初頭であり、立像であるということ

からすれば、その源流は、獣頭人身像が出現していなか

った両京地区や座像を基本とする両湖地区を除く地域、

特に、長江流域以北の地域である可能性が高い。この時

期、揚州地区では像の伸長化現象が起こり、北方地区で

は立像が出現する。これらについて、両地区を結ぶ大運

河などの交通路を紐帯とする一連の現象、すなわち、立

像化・多様化をともなう獣頭人身像の交通路に沿った分

布域の拡大とみることができる。そして、その過程で生

じた変異の一つがキトラ古墳の獣頭人身像の原型となっ

たという仮説を提示したい。この仮説を検証するために

は、両地区間に位置する山東・河北両省の獣頭人身像の

状況を明らかにしなければならない。また、中国の獣頭

人身像には、キトラ古墳例のように武器をもっものはみ

られない。十二神将との融合や同様のモチーフをもつ新

羅の獣頭人身像を視野に入れる必要がある。

その他　両京地区で獣頭人身像の出現が遅れるといった

興味深い現象についても分析が必要であろう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（加藤真二）

　（追記）原稿執筆後、西安市孫承嗣夫婦墓（『考古与文物』

2005- 2）で両京様式のものが出土したことを知った。開

元24年(736)で両京地区では最古のものという。

　註

１）各例の年代は主に斉東方『隋唐考古』、2002年に依拠。

２）鐘方正樹「獣頭人身の十二支像」『博望』3、2002年。

３）北京市文物研究所のご教授。

４）張九齢は玄宗朝で活躍した宰相。荊州（湖北）長史に左遷

　　後、死去し、出身地の詔州（広東）に葬られた。

５）十二支像出現の契機を仏教に求めることには、網干善教

　　の強い警告がある。網干善教「十二支の展開と獣頭人身

　　像」『関西大学博物館紀要』9、2003年。

６）莫高窟壁画では、隋代より十二神将らしき姿がみられる

　　が、唐貞観16年(642)開窟の220窟北壁で十二支の動物像

　　をつける十二神将画像がはじめてあらわれる。
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はじめに　石神遺跡第15 ・ 16次調査(2002 ･ 2003年度）で、

合計3503点（うち削屑2836点）という大量の木簡が出土し

た。紀年銘木簡は20点以上あり、乙丑年（天智４年、665

年）のものを除くと、乙亥年（天武４年、678年）から壬辰

年（持統６年、692年）の範囲におさまり、天武・持統朝を

中心とする。内容的には多彩なものが含まれていたが、

とりわけ目を引いたのが、仕丁制に関わる一群である。

その概要は『紀要2003』『同2004』で報告し、釈文は『藤

原木簡概報17』『同18』に掲載したが、考察のいたらない

点があったので、補訂をおこないたい。取り上げるの

は、第16次調査区の南北溝SD4121から出土した図48の

木簡（以下、Ａ木簡）である。

仕丁への米支給簿　Ａ木簡は長さ約30cmある大型の木簡

である。（イ）（口）の２面からなり、基本的に同筆とみて

よい（ただし（口）面右下の「一升口」は、文字が若干薄く、軸

がずれることから、別筆かもしれない）。両面ともに同じよう

な書式をとり、明らかに一連である。（イ）面の「加牟加

皮」「神久」「小麻田」は詳しくわからないが、（口）面の

　「鳥取」「桜井」「青見」「知利布」は三川国青見評（後の

参河国碧海郡）のサト名であり、基本的に「二升」という

容量を記す。２升といえば、仕丁に対する１日分の米支

給量に他ならない。三川国の仕丁に関係する木簡は他に

も出土しているので、Ａ木簡は三川国青見評などから貢

進された仕丁に対する１日分の米支給簿と推定できよ

う。仕丁は出身地別に編成される場合が多かったが、そ

れがＡ木簡にも示されているのである。こうした認識の

もと、「紀要2004」『藤原木簡概報18』では、地名比定の

可能な（口）面を表面として釈文をたてた。

表裏の訂正　その後、2004年12月６・７日の木簡学会の折

りに、Ａ木簡を実物展示する機会があった。その際、有

益なご意見を多数いただくことができ、新たに判明した

点がある。それは平川南氏（国立歴史民俗博物館）によるご

指摘で、「加牟加皮手」の「手」は技術者を指すこと、そ

れゆえ他の者とは異なって「五升」という多くの食料米

を支給されたこと、よって全体は「加牟加皮手」の率い

る仕丁集団として理解できることである。

　極めて説得的であり、Ａ木簡は（イ）が表面であると
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訂正したい。このように表裏関係を捉えれば、「加牟加

皮手五升」が冒頭に相応しく大きく書かれ、その下が空

白になっているのも合点がゆく。また、（口）面で最初の

　「鳥」を書き損じて、そのすぐ左横から書き改めている

のも、裏面の方でより起こりやすいといえなくもない。

木簡の廃棄主体　ところで、技術者のもとに仕丁数人を

組み合わせる編成方式は、８世紀以後にはごく一般的に

みられた。たとえば平城宮跡第104次調査では、東院地区

にある南北溝SD3236Cから、次の木簡が出土している

　（『平城木簡概報12』15頁）。

　　　　〔百カ〕
　　　　「口十五」

　　・仕丁百三人定口口州一二人木工十四人　鉄工一人

　　　　　　　〔人力〕
　　・仕丁百十七口之中逃口　　　　　　　口口口借口

　ここでは仕丁は木工や鉄工と併記されており、仕丁の

数は木工や鉄工と比べて格段に多い。木工・鉄工と仕丁

がペアになる編成をとっていたとみてよかろう。 SD



3236Cからは「木工井仕丁根」と書かれた題籤軸（同14

頁）も出土しており、それを裏づける。同じ遺構から出

土した他の木簡もあわせ考えると、仕丁が造営現場で使

役されたのはほぼ間違いない。

　同じことは、Ａ木簡にっいてもいえよう。Ａ木簡の出

土した南北溝SD4121は、石神遺跡Ｃ期の遺構を造営する

際に一時的に掘削され、埋め立てられた溝である。Ａ木

簡の表裏関係が確定した結果、その造営現場に三川国青

見評などの仕丁が動員された可能性が強まったのである。

　石神遺跡出土の木簡は、内容が多岐にわたり、その廃

棄主体も複数あったと考えられようが、平川氏のご指摘

によって、ひとつの見通しを得られた意義は大きい。

文字の釈読　とはいえ、未解決の問題も多い。そのひと

つが「神久」「鳥取」「青見」の次に書かれた文字（図49－

1～3）の釈読である。これが１文字なのか２文字なの

か、その確定すら難しい。木簡学会の際「建ア」（建部）と

する意見が多かったが、決着はみなかった。この問題は

今なお解決できていないが、同じ地点から出土した図50

の木簡（以下、Ｂ木簡）が参考になるかもしれない。

　Ｂ木簡は７片からなり、上下端はともに欠損する。左

右辺は部分的に削り面を残すので、表裏１行書きとみて

よかろう。断片のため性格をつかむのは難しいが、表面

についていえば、「取」は「鳥取」、「青」は「青見」の可

能性があり、Ａ木簡と一連と考えられる。そこでＢ木簡の

　「連人」（図49-4)と書かれた部分に着目すると、どこ

となくＡ木簡と雰囲気が似ていることに気がっく。

　しかし、Ａ木簡の問題の文字を「連人」と釈読する際、

次の点が気がかりである。第一は「連」の「車」部分で

ある。横棒は５本あるべきだが、数が足りない。左の縦

画もみられない。だが前者については、同じ木簡の

　「牟」「神」でも同様であり、さほど問題とはならないで

あろう。後者の点も、「青見」の下の文字（図49- 3)は縦

画を表現しているとみえなくもない。また、同じ遺構か

ら出土した部姓列挙の木簡（『藤原木簡概報18』117号）で

は、「神」の旁「申」を「１」と書いている（図49- 5）。

この例をもってすれば、「連」でも縦画の省略された字体

も十分にありえよう。第二は「人」の字体であり、同時

代史料では事例がない。第三は「連人」の解釈である。

前述の部姓列挙の木簡のなかに「連人ア」と読めそうな

ものがあり（図49- 6）、関連が推定されるにとどまる
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　にれを「連人ア」と読んでよいかも実は問題である）。

　結局のところ、「連人」は「建ア」と並ぶひとつの案に

すぎない。この文字は上段に限ってみられるのも、何か

意味ありげである。中段・下段では、同じ場所に「戸」

や「ツ」が書かれたり、何も書かれなかったりする。

　中段にみえる「戸」については、同じ遺構から出土し

た「方原戸仕丁米一斗」と書かれた木簡が参考になる

　（『藤原木簡概報18』116号）。「方原」は三川国のサト名で

あり、その次に「戸」と書かれていること、仕丁に対す

る食料支給簿であることは、Ａ木簡と同じである。仕丁

は50戸からなるサトから貢進されることを反映して、

　「方原戸」「桜井戸」「小麻田戸」と表記したのかもしれ

ない。

　下段の「ツ」は、共伴した一連の木簡に「汗久皮ツ戸

己也子口L」」（同113号）とあるのを参考にすると、「汗久

皮」と「ツ」を切り離さない方がよいのかもしれない。

もしそうだとすれば、すぐ上の「知利布」と同様、何も

書かれていないことになるが、単なる省略であろうか。

　問題の文字と「戸」との関連が気になるところである

が、明快な解答を持ち合わせていない。この問題につい

て諸賢のご意見・ご批判をいただきたいと考え、また表

裏関係を早く訂正したいという思いもあって、あえて駄

文を草した。ご寛容を請う。　　　　　　　（市大樹）

Ｉ
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鎌倉時代周防国庁関係文書

はじめに　先年、横内裕人「新出千載家文書にみる造東

大寺大勧進と鎌倉幕府」（「鎌倉遺文研究」12号、2003年）に

よって、鎌倉中期の造東大寺大勧進に関する文書を書き

継いだ書継案文が紹介された。貴重な史料だが、惜しむ

らくは２丁分のみが遺存する断簡だった。しかし当研究

所の調査により、その全体を書写したと考えられる写本

が発見された。江戸時代後期の写本だが、鎌倉時代前・

中期の文書を80通近くも書写しており、その大半は一般

に知られていないものである。極めて注目すべき史料で

あるので、その概略をここに紹介したい。

史料の概要　問題の史料は、東大寺図書館４号室の未整

理文書の中にあり、当研究所の調査で第２函１括１号と

した。本文68紙（うち７紙白紙）に茶色引きの原表紙をつ

けて袋綴の四つ目綴に綴じ、題籤も付けるが、題はな

い。仮に「東大寺料国周防国文書集」と名づけておいた。

　この史料は、表７に掲げた文書を書き継いだものであ

る。しかし世に知られた史料は少なく、『鎌倉遺文』に収

録されているのは③の１点のみである。それ以外には、

建仁寺両足院蔵「霊松一枝」（東京大学史料編纂所謄写本に

て確認）・三坂圭治『周防国府の研究』（積文堂、1933年）・

筒井英俊「大勧進行勇」（『寧楽』８号、1927年）・村田正志

　「東大寺の造営と周防国街領」（「国史学」22号、1935年）・

堀池春峰「東大寺年表」（「秘宝第四巻東大寺上」講談社、

1969年バこ引用・言及のあるものがあるが､その出典は明

らかでない。しかし先に触れたように、ここには新出の

千載家旧蔵文書が、すべて配列通りに掲載されている。

また⑩の日付に「元年欺、不審」との傍注をつけている

点も千載家旧蔵文書と一致する。紙幅より見て、千載家

旧蔵文書は⑩～⑩と⑩～効の間で１丁分か脱落している

のだろう。よって１号は誤写もあるが、千載家旧蔵文書

の写本と考えて誤りあるまい。

　１号所収文書は、すべて東大寺大勧進関係の内容をも

つ。ほとんどはその料国である周防国に関するもので、

一部に肥前国関係を含む。時期的には建永元年(1206)か

ら正嘉２年(1258)の間に収まる。それは、初代の東大寺

大勧進である重源の没後の時期にあたる。この時期は栄

西・行勇らが大勧進となって東大寺の再建を進めた時期
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だが、関係史料は多くはない。この点で本史料は、その

頃の東大寺造営と、その料国周防国に関する基礎史料と

言えよう。よって本来は内容に即して詳細な紹介をする

べきだが、それは後日を期したい。ここでは共伴史料な

どから判明する基礎的事実のみを指摘しておく。

史料の性格　この史料は、他の史料とともに、計６点が

袋に一括して入っており、その袋一括史料を第２函１括

と名づけた。袋には「防州方由緒古記等写書入」という

表書がある。その表書の如く、６点とも周防国関係史料

の写しである。袋の紙背には天保３年(1832) 3月６日般

若寺村権七等連署届書が存在し、また２号・３号には天

保９年毛利慶親判物写を引用する。そして１号と３号、

４号～６号はそれぞれ同筆と判断される。６点とも天保

年間をさほど下らない時期に、ほぼ同時に書写されたの

だろう。

　それぞれの内容は以下の通りである。２号については

後述する。３号は「御当家御暦代御証書写」との外題を

有し、毛利家が永禄12年(1569)以降に周防国庁に与えた

判物14通を書写する。それらの文書は、全て現在、正文

が東大寺宝庫文書中に現存している。４号～６号は「周

防国吏務代々過現名帳」の写し。ただし一般に知られて

いる東大寺図書館第104函851号と較べると、記述に若干

簡略な点があり、５号は「周防国吏務之次第」と外題を

つけている。

　２号は以下の如きものである。「周防国証書略記」とい

う外題を有し、文末には「件之外文治以往之処、当寺古

文書之内散在有之候得共、確然循拠連綿之廉採摘仕、大

略奉注進候」とある。本文中で毛利家を「御当家」と表

現していることも勘案すると、２号は、東大寺が作成し

て毛利家に進上した証書の記録の控えと考えられる。

　２号は、第２函１括全体の性格について示唆を与える

ように思われる。というのは、２号は他の第２函１括史

料の内容をふまえて作成されているからである。よって

２号以外の史料とは、２号を作成する上での参考資料と

して書写されたものではないか、との推測が成り立つ。

　すなわち２号の内容は、ａ「周防国執務歴代」・ｂ「古

証」・ｃ「当時本文現存古証」・ｄ「御当家御証判物」の

４つの編目に分かれている。そしてａは東大寺大勧進の

歴名だが、これは４号～６号の「周防国吏務代々過現名

帳」の記述をふまえている。またｂ～ｃは周防国関係文



表7　第2函1括1号 「東大寺料国周防国文書集」所収文書

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑨
⑩
⑩
⑩
⑩
⑩
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⑩
⑩
⑩
訟
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⑩
屁
頁
四
励
雛
⑩
⑩
⑩
⑩
⑩
⑩
⑩
⑩
効
⑩
⑩

大勧進権律師行勇請文写　寛喜３年４月10日

関東下知状写　　　　　　寛喜３年４月８日

官宣旨写　　　　　　　　寛喜３年７月20日

関東下知状写　　　　　　貞永元年７月28日

六波羅施行状写　　　　　貞永元年９月24日

北条泰時時房連署状写　　貞永　　９月３Ｈ

九条道家御教書写　　　　延応２年４月23日

関東御教書写　　　　　　延応２年５月30日

東大寺申状写

関東下知状写　　　　　　建長８年５月20日

関東下知状写　　　　　　寛元元年５月12H

文書目録写

官宣旨写　　　　　　　　貞永元年８月12日

六波羅施行状写　　　　　貞永元年８月24日

関東下知状写　　　　　　貞永元年９月29日

官宣旨写　　　　　　　　仁治２年５月18日

後鳥羽上皇院宣写　建治［保カ］３年７月９日

関東御教書写　　　　　　建保３年７月27日

左大弁奉書写　　　　　　　　　　５月24日

左大史書状写　　　　　　　　　　５月24日

関東下知状写　　　　　　建長５年７月６日

六波羅施行状写　　　　　建長５年９月１日

関東下知状写　　　　　　天福元年11月25日

関東下知状写　　　　　　天福元年11月25日

関東下知状写　　　　　　天福元年11月25日

後堀河上皇院宣写　貞永６［２カ］年３月21日

関東御教書写　　　　　　天福元年11月25日

関東御教書写　　　　　　天福元年12月22日

関東下知状写　　　　　　嘉禎元年10月24日

太政官符写　　　　　　　建保３年10月15日

将軍源実朝家政所下文写　建保４年８月６日

関東下知状写　　　　　　寛喜３年11月26日

六波羅施行状写　　　　　寛喜３年12月19日

関東御教書写　　　　　　寛喜３年11月26日

北条時盛重時連署状写　　寛喜３年12月19日

後鳥羽上皇院宣写　　　　建永元年10月２日

上卿源通具宣旨写　　　　建永元年10月11日

左大史宣旨送状写　　　　　　　　10月16日

官宣旨写　　　　　　　　延応２年７月14日
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右大弁奉書写　　　　　　　　　　10月29日

将軍源実朝家政所下文写　建保４年８月８日

官宣旨写　　　　　　　　建長元年12月29日

関東御教書写　　　　　　建長８年４月29日

将軍源実朝家政所下文写　建暦元年９月15日

官宣旨写　　　　　　　　建長元年12月29日

関束御教書写　　　　　　延応２年４月18日

六波羅施行状写　　　　　仁治元年７月18H

後堀河上皇院宣写　　　　貞永２年３月21日

官宣旨写　　　　　　　　貞永２年４月１日

関東下知状写　　　　　　天福元年８月21日

関東御教書写　　　　　　天福元年８月21日

六波羅施行状写　　　　　天福元年６月28日

九条道家御教書写　　　　寛喜３年１月11日

某書状写

前摂津守請文写　　　　　　　　　５月22日

六波羅施行状写　　　　　寛元元年９月４日

六波羅探題北条重時書状写　　　　９月４日

六波羅探題北条長時書状写　　　　９月２日

関東下知状写　　　　　　正嘉２年３月24日

六波羅施行状写　　　　　正嘉２年４月24日

関東下知状写　　　　　　貞永元年７月28日

六波羅施行状写　　　　　貞永元年９月24日

関東御教書写　　　　　　天福元年12月12日

石見国守護施行状写　　　　　　　12月17日

関東御教書写　　　　　　天福元年12月12H

長門国守護施行状写　　　天福元年12月18H

関東御教書写　　　　　　天福元年12月12日

関東御教書写　　　　　　天福元年12月12日

関束御教書写　　　　　　天福元年12月12日

某請文写　　　　　　　　　　　　12月21日

関束御教書写　　　　　　天福元年12月12日

関東下知状写　　　　　　天福元年８月21日

讃岐国守護施行状写　　　　　　　５月28日

六波羅施行状写　　　　　天福元年６月28日

関東下知状写　　　　　　文暦２年７月10日

関東下知状写　　　　　　寛喜３年12月25日

関東御教書写　　　　　　　　　　10月20日

関東御教書写　　　　　　貞永元年３月25日

堀池

△　Ｏ

△

△　Ｏ

(備考) 「他見」欄は以下の通り。「霊」は 「霊松一枝」、「三坂」は 『周防国府の研究』、「筒井」は「大勧進行勇」、「村田」は「東大寺の造営と周防国訴領」、

　「堀池」は「東大寺年表」、「千載」は新出の千載家旧蔵文書、「宝」は東大寺宝庫文書に見えるもの。

・「△」欄の「△」は、△記号の付隻を貼付してあることを示す。

・「２号」欄の「○」は、当該文書写が２号にも収録されていることを示す。

書の目録で、文書自体を掲出するものも多い。その配列

はすべて時代順で、ｂ冒頭の文治２年(1186)から、ｄ末

尾は天保９年(1838)にまで及ぶ。そのうち、bの後部が

１号所収文書の時期に、またｃが３号所収文書の時期に

相当する。その時期については、２号に所収の文書はほ

とんど全て、１号・３号にも収録されており、例外はｄ

の（永禄12年）３月５日「同国司粟屋王寸連判状」（東大寺

宝庫文書74-9-1の写）のみである。

　そして問題の１号には、多くの付笑が添付されてい

る。その中には△などの記号を記すものがあるが、その

△の記号が、２号所収文書とほぽ対応している。表７に

は△記号の有無と、２号への採録状況を注記しておい

た。比較すると、△記号なしで２号に採録されているの

は②のみである。逆に、△を有しながら２号に採録され

ていないものも命の１点のみである。△記号は、２号作

成時の符号と考えることができよう。

　２号所収の文書は、ｃ・ｄに所収のものは全て、その

正文が現在、東大寺宝庫文書中に現存する。一方ｂで

　「古証」として挙げるものは、初代大勧進の重源の時期

のものと、１号所収文書より成るが、その正文はほとん

ど現存しない。唯一現存するのは、重源時代の「一、建

久六年防州常寺領券文一巻井正治二年流記帳一巻、即重

源上人自筆在判之」とあるもので、これらはそれぞれ、

建久６年(1195) 9月日周防国宮野庄立券文（上司家所蔵文

書）・正治２年（1200）11月日周防国阿弥陀寺領田畠注文

　（東大寺重要文化財指定文書８号）にあたると思われる。そ

してｂの末尾には「本文者文明四年国庁回禄之時焼失

云々」とあり、b所収文書の正文はほとんど、文明４年

(1472)の周防国庁の火災によって焼失したという。だか

ら１号所収の時期の文書は正文が存在しなかった。よっ

て基礎的な証書として１号が重視され、書写されたのだ

ろう。

おわりに　１号の古写本は現在、千載家旧蔵文書の断簡

が知られるのみだが、他の断簡も存在する可能性はあ

る。また表に示したように、かつて１号所収文書を引用

した文献もある。それらの追跡調査をさらに進める必要

を感じているが、現時点での報告として、稿を成した次

第である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　（吉川　聡）
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凸面

中国黒色磨研瓦の調査

目　的　黒色磨研瓦は黒色で光沢があり、北魏から隋唐

時代に盛行した瓦である。北宋時代の『営造法式』にあ

る「青梶瓦」とする見解もある。平城宮第一次大極殿に

葺く瓦の色を復原するための比較研究としてこの瓦の製

作技法を明らかにすることを目的とした。

調査対象と方法　中国社会科学院考古研究所の協力のも

と、唐長安城大明宮出土瓦の中から表面状態の良好な黒

色磨研瓦14点、比較資料として非黒色磨研の平瓦２点、

鬼瓦１点、鳩尾１点、碑１点を抽出し調査した。黒色磨

研瓦は軒丸瓦５点、軒平瓦４点、丸瓦２点、平瓦２点、

挺斗瓦１点である。考古学的観察を主体とし、特に器表

の調整に注目した。

調査成果　胎土は爽雑物がなく粒子の細かい土。焼成は

堅緻。軒丸瓦と丸瓦は瓦の長辺に平行するタテ方向のミ

ガキを凸面全面に施す。つづいて広端側、狭端側の幅2

～5cmの部分にヨコ方向のミガキをかける（図51）。丸瓦

凸　面

尚

36

ヨコナデ
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尚

軒　丸　瓦

ヨ
コ
ナ
デ
ー

凹　面

は凸面側縁まで、軒丸瓦はさらに瓦当外区外縁の無文部

分、瓦当側面にもおこなう。丸瓦部側面と凹面は未調

整、狭端部肩から玉縁凸面にかけてはヨコナデ調整。

　平瓦は凹面をタテナデ後に広端側と狭端側をヨコナデ

したのち、中央部をタテミガキし、さらに広端側と丸く

加工した狭端面をヨコミガキする。凸面はヨコナデ、側

面は未調整。軒平瓦は広端面に重弧文と波状文を施文

し、凸面広端側にもタテミガキ後ヨコミガキする。

　調査の結果、屋根に葺いた状態で露出する部分にはも

れなくミガキを施し、光沢を出す効果を意図したと考え

る。鳩尾の鰭面と嬉の表面にはミガキ痕があるが、鬼瓦

にミガキはみとめられなかった。道具瓦と磨研技法の関

係については、今後の調査をまって判断したい。

今後の課題　軒平瓦、平瓦凹面のミガキ調整部位は濃い

黒色を呈し周縁との差が顕著である。この発色の要因に

ついては今後の検討課題である。また、黒色磨研瓦の製

作技法をより詳しく理解するために、胎土の成分、焼成

温度や焼成方法、器表の炭素皮膜の有無やその状態を自

然科学的手法よって分析する必要があろう。（今井晃樹）

１ヨ
コ
ナ
デ

側
面
未
調
整

④

②

③

平　瓦

図51　瓦調整概念図



携帯型マルチレーザーラマン

分光分析装置の開発と応用

はじめに　ラマン分光分析法は、欧米において絵画の顔

料分析などに対して適用され、多くの成果が挙げられて

いる。日本においても徐々にではあるがその分析例が増

えつつある段階であり、携帯型分析装置の試作もおこな

われるようになってきた。ここでは、日本における考古

遺物に対するラマン分光分析法の応用例について報告を

おこなう。

装置の概要　レーザーラマン分光分析法においては、照

射レーザーによる試料からの強い蛍光発生による妨害と

試料自体の照射レーザーの強い吸収によるラマン散乱効

率の低下という問題がある。これらの問題に対しては、

照射する励起レーザーの波長を測定対象に応じて変える

ことにより、良好な分析結果を得ることができる。そこ

で、フィールドにおいて迅速かつ精度の高い材質分析が

可能となる複数の励起レーザーを備えた携帯型のレーザ

ーラマン分光分析装置を開発した。

　装置本体には検出器およびレーザー光源が540mm x

340mmｘ240mmのケースに納められている。重量は20

kgである。今回開発した装置では、レーザー部に532nm

と785nmの２本のレーザーが組み込まれており、分析対

象に応じて切り替えて使用することができる。ラマンフ

ァイバープローブはそれぞれの照射レーザー用に５ｍ長

のファイバーを取り付けるようになっている。レーザー

の波長切り替えは、分光器部においては制御部であるノ

ート型コンピュータのソフトウェア上からおこない、フ

ァイバープローブ部については単純な付け替えによりお

こなう。照射レーザーのスポット径は110μｍ、作動距離

は10mmに設定してある。分光器部はラマンシフトを分

解能５ Ｃｍ-1未満で200～1800Cm-Iをカバーできるように

セッティングしている。検出器部にはフルフレームCCD

を用いている。

鳥取県青谷上寺地遺跡出土木製品の顔料分析　鳥取県青谷

上寺地遺跡で出土した赤色顔料が残る木製遺物は保存処

理前の状態にあったり、保存処理が施されていてもきわ

めて脆弱な状態にあることから、輸送などの手段で移動

することが困難なものである。そこで、赤色顔料を同定

するため、本装置を遺物の保管されている施設に持ち込

み、レーザーラマン分光分析をおこなった。現地におい

ては迅速な分析を実施することができ、ベンガラと水銀

朱を検出することができた。

中国・呼和浩特市博物館所蔵壁画の顔料分析　内モンゴル

自治区のラマ教寺院である大召の壁画は、保存の必要性

から緊急避難的に取り外しがおこなわれ、現在、呼和浩

特市博物館において修復処置などがおこなわれている。

これらの壁画に対する保存科学的な共同研究として本年

度実施した現地調査の中でレーザーラマン分光分析をお

こなった。その結果、いくつかの色について用いられて

いる顔料を特定することができたことに加え、水銀朱と

鉛丹の混色の可能性などを示唆するデータを得ることが

できた。標準スペクトルとの比較により直接的に化合物

を特定できることはレーザーラマン分光分析の長所とい

える。

まとめ　レーザーラマン分光分析法は考古遺物の非破壊

かつ非接触分析法として有効なひとつの分析法であると

いえる。特にレーザーおよび分光器の開発により、装置

を小型化することが可能となり、フィールドに持ち込む

ことのできる携帯型の分析装置を実現できるようになっ

たことには大きな意義がある。一方、考古遺物は様々な

材質からなるばかりでなく、様々な劣化状態を有してい

る。今後は標準試料とともに多くの考古遺物のラマンス

ペクトルを蓄積することが重要な課題である。

　　　　　　　　　　　　(高妻洋成・降幡順子・肥塚隆保)

図52　携帯型マルチレーザーラマン分光分析装置
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マイクロフォーカスＸ線CT
による非破壊年輪年代測定

はじめに　年輪年代法は、木造文化財の調査において一

年単位で年代を決定できる自然科学的年代決定法として、

重要な役割を担っている。従来、年輪年代測定のための

年輪幅の計測は、試料表面でおこなわれるのが通常であ

った。この場合、試料表面に彩色や漆塗が施されている

場合、試料表面の凹凸が激しい場合、あるいは試料表面

が劣化している場合には、年輪幅を正確に計測すること

がきわめて困難であった。また、生長錐などを用いて対

象からコアサンプルを抜き取る方法や計測箇所に切削研

磨などの加工を施す方法は、非破壊計測を原則とする木

造文化財の調査には適用できない。したがって、非破壊

で試料内部の年輪を計測する方法の実現が望まれてきた。

これまでにもＸ線ＣＴ装置を用いて非破壊で年輪を計測

する研究は国内外でおこなわれてきたものの1-3)、装置の

解像度の点で問題があり、木造文化財の年輪年代測定に

際して最も重要である幅１ｍｍ未満の狭小な年輪層の計

測ができなかった。

研究目的　本研究の目的は、マイクロフォーカスＸ線CT

装置を用いて木造文化財試料内部の高解像な年輪断層画

像を取得し、これから年輪データを収集することで非破

壊年輪年代測定をおこなう技術を確立することである。

装置概要　奈良文化財研究所では、非破壊年輪計測用に

特注したマイクロフォーカスＸ線ＣＴ装置(島津製作所

SMX-IOOCT-D)を導入し、2004年度から運用を開始した。

装置の構成図・外観・撮像系を図53～55に示す。この装

置は、最高出力lOOkV ・焦点寸法５μｍのＸ線管球と４

汽
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図53　マイクロフォーカスＸ線ＣＴ装置の構成図
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inch高感度イメージインテンシファイアを備えており、

木材などの比較的Ｘ線吸収の少ない試料を高解像で断層

撮影するのに特化した仕様となっている。本仕様は、装

置導入に先立って筆者らのおこなってきた先行研究4)の

結果をもとに決定したものである。撮影試料を載せる回

転昇降ステージは、計測対象箇所全域にわたって高解像

な断層画像を撮影するためのスライド機構を備えてお

り、直径30cm ・高50cmの範囲の断層画像の取得が可能

である。この範囲を超えるような撮影対象であっても、

直径50cm ・高１ｍ以内のものであれば､撮影方法を工夫

することで断層画像を取得できる可能性がある。

実験および結果　実際にこの装置を文化財調査に応用す

ることを想定し、個人所蔵の木彫像数点について、上記

装置を用いて断層撮影実験をおこなった。本報では男神

像と迦陵頻伽の事例を紹介する5)。

①男神像　高27cm ・岩座幅14cm ・岩座奥Ucm。岩座と

本体が一木から形成されたヒノキの男神像で、表面には

彩色が施されている(図56)。岩座の正面左角が最外層年

輪箇所である。Ｘ線管電圧65kV ・Ｘ線管電流95μＡ・撮像

図54　マイクロフォーカスＸ線ＣＴ装置の外観

図55　マイクロフォーカスＸ線ＣＴ装置の撮像系



岩座断層面

図58　迦陵頻伽
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図59　肩部の断層画像

　　　　　　　図60　大腿上部から尾羽にかけての断層画像

るという所期の目的を達成することができた。今後はこ

の技術を木造文化財の調査にひろく活用していきたいと

考えている。対象となるのは、仏像や神像などの木彫

像、漆器などの木工芸品、小型の建築部材などで、前記

寸法範囲内に収まる大きさのものである。なお、寺院や

神社などの文化財所有者、大学や博物館などの文化財調

査研究機関、都道府県や市町村などの公的な機関からの

依頼があった場合には、当研究所は本報で紹介した非破

壊年輪年代測定の技術を用いた木造文化財の調査研究に

協力させていただく用意がある。（大河内隆之・光谷拓実）

本研究は，科学研究費補助金若手研究(Ａ)(研究代表者：

大河内隆之)｢マイクロフォーカスＸ線ＣＴを用いた木造文

化財の非破壊年輪計測に関する基礎的研究｣の一環とし

ておこなわれたものである。

　註

　１)尾上守夫ほか，“計算トモグラフィーの産業応用"，第13

　　　回画像工学コンファレンス. 73-76,(1982)

　2 ) M. Onoe, et al.,"Computed Tomography for Measuring

　　　Annual Rings ofａLive Iree ,Proc. of IEEE. Vol. 71, July

　　　(1983)

　3 ) p. Reimers, et aU "Dendrochronology by means of x-ray

　　　computed tomography (ＣＴ)",ｌｎArchaeometry: Proceed-

　　　ings of the 25th International Symposium, 121 -125. (1989)

　4)大河内隆之ほか，“マイクロフォーカスＸ線ＣＴによるヒノ

　　　キ年輪の幅計測および密度解析"，第53回日本木材学会大

　　　会研究発表要旨集，16,(2003)

　5)奈良文化財研究所，“マイクロフォーカスＸ線ＣＴ装置を用

　　　いた木造文化財の非破壊年輪年代測定"，埋蔵文化財ニュ

　　　ース118, (2004)
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図56　男神像

　　　　　　　　　　　図57　岩座の断層画像

視野28. 8mmの条件下で断層撮影をおこなった。岩座部

分を10枚の断層画像で構成したところ、計測箇所に187

層の年輪を確認することができた（図57）。当研究所で開

発した年輪画像計測システムを用いて、コンピュータ上

で計測精度28μｍの条件下で年輪幅の計測をおこなっ

た。ヒノキの暦年標準年輪パターンと照合した結果、

1555年の年輪年代を得た。彩色のため、辺材や樹皮の存

在を確認することができず、これは製作の上限年代を示

している。

②迦陵頻伽　高Ucm ・幅10cm ・奥３ｃｍ。光背に取り付

けられていたものと思われる泥地漆箔のヒノキの荘厳具

である（図58）。肩の部分、大腿上部から尾羽にかけての

部分の２箇所を、Ｘ線管電47kV ・Ｘ線管電流53μＡ・撮像

視野28. 7mmの条件下で断層撮影したところ、腕と尾羽

の部分を別材で矧いだ構造であることが判明した（図59

･60）。年輪数は、断層撮影した２箇所を合わせても86層

を数えるにとどまった。ヒノキの暦年標準年輪パターン

との照合をおこなったが、当研究所の年代照合基準（年

輪数>100かっt値≧５）を満たすことができず、年輪年代不

明との結論に至った。年輪年代を測定することはできな

かったものの、金箔が施された仏像でもメタルアーチフ

ァクトなどの影響を受けることなく非破壊年輪計測が可

能なことを確認した。

まとめ　以上の実験事例により、マイクロフォーカスＸ

線ＣＴ装置が木造文化財の非破壊年輪年代測定に有効で

あることを確認し、非破壊年輪年代測定の技術を確立す



シンクロトロン顕微赤外分
析による古代絹の材質分析

はじめに　周知のとおり、遺跡からは各種の有機質遺

物、たとえば動植物繊維、漆、琥珀などが出土すること

が多いが、有機質遺物は一般に劣化分解して断片化ある

いは粉末状になっている。このような場合、それらの材

質同定は困難であるが、出土後の保存処理や考古学的知

見として不可欠の重要な情報である。本研究所では約十

年以前から有機質遺物の材質同定の重要性に留意し、顕

徴赤外分析法（ＦＴ-IR:フーリエ変換赤外分析）による研究

を進めてきた。その結果､約１ｍｇ以下の微小な試料が採

取できれば複雑な試料調製をせずに迅速に材質同定か可

能となってきた。研究所では以前から各時代の出土絹に

ついての赤外スペクトルを測定しデータを蓄積している

が、その中でも注目されるのは古墳時代、たとえば３世

紀後半の下池山古墳や６世紀の藤ノ木古墳から出土した

絹繊維の赤外スペクトルである。これらの試料では絹分

子の主要吸収ピークであるアミドI（1650cm-1付近）およ

びアミドII（1550em‘l）の吸収強度が減少すると共に２つ

のピークが次第に合一して幅広い１つの吸収になってい

る。現在までこのようなスベクトルの変形は、国内外の

試料でも報告されておらず、変形理由について検討する

ことが重要である。（図61）

シンクロトロン顕微赤外分析法の特色　赤外吸収スベクト

ルの所見から長年月間の埋蔵に伴う有機質遺物の劣化機

構の解明が進んでくるに従い、一層精細な分析法が必要

となってきた。そのため兵庫県播磨にある高輝度光科学

研究所のSPring- 8の高輝度放射光を利用する実験を開

始した。高輝度放射光はシンクロトロンで加速された電

子が蓄積リング中で進行の接線方向に放出する電磁波で

あり、その赤外波長部分を利用する顕徴赤外分析法は、

従来の顕微赤外分析法に比べて次に記すような優れた特

色を持っている。

①放射光源の輝度の高さ　光源の輝度がきわめて高いの

で試料に入射する光束径を小さくすることができる。従

来の方法では約50μｍ必要であったが、今回の方法では

約5 －10μｍで測定可能である。この結果、採取試料量を

さらに微量化できるので文化財にとって一層望ましい分

析法である。さらに本法では光源の輝度が高いので従来
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法よりも厚みの大きい薄層でも赤外光が透過できる。し

たがって劣化の著しい試料でも過度にプレスしなくてよ

いので分子構造の著しい変形が生じる可能性をできるだ

け避けることができる。試料はプレスした後、金属台と

共に測定試料台に載せ反射配置の透過法でスベクトルを

測定する。

②偏光スペクトル測定の容易さ　高輝度放射光は本来偏

光性を有する光源であり、微小試料に対して指向性の鋭

い直線偏光、あるいは楕円偏光を照射することができる

ので、たとえば古代絹繊維の偏光赤外スペクトルの測定

が容易である。

絹繊維の偏光赤外分析　先に説明したアミドI、IIの吸収

帯はいずれも絹繊維を構成するフィブロイン分子のアミ

ノ酸同士を連結するペプチド結合に由来することが既に

知られているが、上記の吸収帯の変形はフィブロイン分

子の立体構造を形成する、a-helix､p-sheet､random coil

などの成分構成比が長期間の埋蔵に伴う絹繊維の劣化分

解により変化するためと推定される。このため既にカー

ブ・フィッティング法によるシミュレーションでスペク

トル曲線を解析し、変形は主としてランダムコイル成分

の分解による可能性を明らかにしたらしかし構成成分

の正確な帰属検討には偏光スペクトルの測定が必要であ

るが、研究所の顕微赤外分析計には偏光測定用付属装置

がない。さらに極微少量の試料に対しては上述のように

高輝度放射光を光源とする偏光測定のほうが一層優れた

特色を持っているので、平成16年後半からspring- 8と

協力して予備的検討を続け、著者らの研究目的に有効な

方法であることを確認した。たとえば現代参照品の絹に

ついて、シンクロトロン放射光による偏光赤外スペクト

ルは図62に示してあるが、それぞれのアミドＩ、Ｕの吸

収帯についてカーブ・フィッティング法によるシミュレ

ーションをおこない構成成分ピークの帰属を検討した。

その成果を出土絹試料に応用してどの構成成分が長年月

の埋蔵環境下で変化しているか検討する。平成17年度前

期からは本研究に関する課題申請「赤外顕微鏡による絹

染織文化財の劣化機構に関する研究」が放射光利用研究

促進機構によって承認され、４月以降本格的な実験をお

こなうことになっている。

　研究に協力された佐々木良子博士に謝意を表す。

　　　　　　　　　　　　　　　（佐藤昌憲／客員研究員）
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古墳時代出土「土玉」の
材質分析

はじめに｢土玉｣とは土製の丸玉の総称であり、弥生時

代以降、特に古墳時代に多くの出土例が報告されてい

る。この従来土製品といわれている｢土玉｣のなかには、

表面観察などから土製であるのか疑問が残るような資料

がある。そこでこれらの｢土玉｣資料について科学分析

をおこない、その材質などについて明らかにした。

調査資料　今回調査した資料は、古墳時代前期後半(４世

紀頃)の古墳から出土したもので、京都府北谷５号墳・谷

垣18号墳出土土玉11点と、富山県阿尾島田Ａ１号墳出土

丸玉６点である(図63)。表面は粘土粒子で覆われ淡い黄

褐色を呈しているが、本体は黒褐色～黒灰色のブロック

状のさびに覆われており、一見鉄の黒さびのような色調

を示すが磁性は有していない。北谷５号墳・谷垣18号墳

出土資料の直径は4～７ｍｍで、重さは0.4～0.7g、阿尾

島田Ａ１号墳出土資料は直径4～５ｍｍ、重さは0.1～0.2

gであった。阿尾島田Ａ１号墳出土資料の方が軽いのは、

風化が進み完形ではない資料が多いためである。形状は、

中央部がやや膨らんでおり、上下面が平坦なものもある。

分析・結果　内部構造調査のためにＸ線透過撮影をおこ

なった。全体に密度が大きいことはわかったが、コント

ラストに乏しく内部構造の詳細な観察はできなかった。

そこでＸ線ＣＴによる調査をおこなった(図65)。写真はそ

れぞれ赤線位置での断面の様子を示している。資料内部

にＸ線の吸収が周囲より小さい部分が円周に沿って分布

していることが明らかとなった。これは北谷５号墳・谷

垣18号墳出土土玉11点に共通している。資料の劣化が進

んでいることから腐食による影響がまず考えられるが、

製作技法に関連していることも考えられるため、分析資

料数を増やすなどの必要性がある。次に、非破壊にて材

質調査が可能な蛍光Ｘ線分析法による調査をおこない、
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錫製品であることが判明した(図64)。鉛、銅、鉄などを

微量に含有しているが、これらは錫に伴う不純物と考え

られる。半定量分析の結果、錫含有量は約86.7wt%～

94.8wt%を示し、その平均は約92.2wt%であった。かつ

ての色調は銀色に輝く小玉であったと考えられるが、酸

化が進みＳｎＯ(酸化錫(Ｈ))になり、その表面が灰色から黒

色へと変色したものであると考えられる。

考　察　錫はこれまで青銅の重要な合金成分としてよく

知られているが、単独での使用に関しては弥生時代の北

部九州でいくつか発掘例があり、その後６～７世紀に耳

環などに用いられたことがわかっている。今回調査した

資料は４世紀のもので、今まで錫製品の出土例が知られ

ていなかった時代のものであることが注目される。

　このように今回の調査で従来｢土玉｣といわれてきた

ものの中に錫製品が含まれていることが判明した。この

ことは古墳時代における錫製品の分布を知るうえで重要

な手がかりとなる可能性があり、今後の出土報告・調査

報告に期待がかかる。　　　　　　(降幡順子・肥塚隆保)

0　　　5nini
一

図63　阿尾島田Ａ１号墳出土丸玉
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図64　蛍光Ｘ線スペクトル結果

図65　撮影断面とそのＸ線ＣＴ画像（北谷５号墳出土土玉）

奈文研紀要　2005



大阪狭山池車樋に使われた
鉄釘の断面観察

　大阪狭山池の慶長の改堤工事に伴って作られた東樋の

蓋を本体に留める鉄釘は、表面にサビを生じているもの

の、たいへん残りがよい状態で遺存していた。慶長年間

の改修工事には、当時の備中国奉行小堀遠州が資材調達

で大いに寄与したとされ、この鉄釘も備中産の鉄によっ

て作られた可能性もある。 17世紀初頭に製作されてから

ほぼ400年を経過していることになり、製作年代もはっ

きりした鉄製資料として重要である。

　釘全体は鍛造で製作され、叩いて曲げて頭部を造作し

ていると考えられるが、その技術の詳細も表面から見て

いるだけではわからない。そこで、釘の頭から先まで、

縦断面で切断し、内部の金属組織を詳細に調査するとと

もに、成分分析もおこなうことを試みた。

　鉄釘中央部における成分分析の結果、炭素の平均値

は、0.01％と低い。また、現在の鋼材で一般的に含まれ

ていると見られる元素も、たいへん低いレベルにあるこ

とがわかった。鉄マトリックスは、ほぼ純粋な炭素鋼と

みてよい。従って成分分析から、特に始原材料を特徴づ

ける元素を見出すことはできなかった。

　釘の縦断面の金属組織を顕微鏡によって詳細に観察す

ると、この釘の製作技術が窺えた。釘の頭から刃先にか

けてはほぼ均一な軟鋼を用い、ほぽ中間部から先端部分

にかけては硬い鋼を叩き合わせて鋭く仕上げている可能

性があることがわかった。整然とは言い難いが金属組織

が縞状に変化し、マクロ組織からも硬軟の異なる鋼が重

なっている状態がみてとれ興味深い。これは炭素量の異

なる鋼を鍛接した可能性を示唆しているのではなかろう

か。日本刀の製作技術にも通じるものとして興味深い。

　研磨した断面のマクロ組織とともに、頭部の軟らかい

鋼の金属組織（フェライト(a-Fe))と先端部の硬い鋼の

金属組織（パーライト（フェライトとパーライト（フェライト

＋セメンタイト（Ｆｅ３Ｃ）の微細共析組織））の代表的なミクロ

組織を示した。鉄製品は一般的に錆びて残りが悪いが、

この釘はきわめて保存状態がよいため、当時の鉄釘の製

作技術を窺うに足る情報を提供してくれた。

　今後さらに、同様の資料に対して、金属組織の点から

調査を重ねることが重要であろう。　　　　（村上　隆） 図66　狭山池東樋出土釘の断面マクロ組織
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重要文化財

平原遺跡出土品の保存修復

　平原遺跡は昭和40年(1965)に発掘調査がおこなわれ、

39面の青銅鏡、素環頭大刀１振をはじめ石製・ガラス製

の玉類など重要な副葬品が発見され、弥生時代後期の世

界を解明する重要な遺跡として広く知られるようになっ

た。当遺跡は昭和57年に国指定の史跡となり、発見され

た遺物は平成２年に重要文化財に指定された。これらの

出土遺物は、発見当初から発掘調査を担当された原田大

六氏によって修復処置がおこなわれたが、その後数十年

を経過してブロンズ病などによる劣化が著しくなり、遺

物の損傷が危惧され、早急な保存修復処置の必要性が指

摘された。

　当研究所では、平成７年度から文化庁の委託を受けて

重要文化財平原遺跡出土品の保存修理を実施し、平成16

年度に青銅鏡をはじめ素環頭大刀などの鉄製品、ガラス

製品などすべての遺物の処置が完了した。現在、これら

の遺物は伊都国歴史博物館で展示されている。

　青銅鏡の修理にあたっては、主として腐食の進行を抑

止し、遺物の劣化を防止することを目的とした。実際の

修理では、遺物の腐食状態をしらべるため、顕微鏡観察

やＣＲ(コンピューテッドラジオグラフ)、Ｘ線ＣＴによる調査

と並行して、Ｘ線回折法(非破壊)によるさびの同定等を

実施した。いっぽう、以前の修理に使われた接合材料や

充填材料、付着物等についても顕微赤外分光分析などに

より同定し、修理方法の参考とした。これらの調査後、

遺物表面の付着物のクリーニング処置、以前に実施され

た接合部分や補填材料の解除、ブロンズ病に対する安定

化処置、アクリル樹脂による含浸処置を順次実施した。

なお、今回の青銅鏡については、小片が多く以前の修理

で接合されていた部所でもＸ線等による観察の結果から

接合箇所が明確でないものは、接合していない。また、

補填部分についても必要最小限にとどめて、できるだけ

発掘当初のすがたに戻した。なお、今回の修理では、従

来の修復復元に誤りがあることが明らかになったので以

下その概要について報告する。

　大型の112 (12)号青銅鏡(内行花文八葉鏡)は、14破片に

割れており、13片は完全に接合できるが、従来の修復で

は接合部分が明らかでない鏡縁部１片も同一の鏡と考え
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られ、補填材を用いて１面として修復されていた。今回

の保存修復にあたっては、この離れた１片が同一個体か

検討するため、青銅鏡等の科学的調査に関する権威であ

る元スミソニアン研究所　フリアー美術館の保存科学部

長であったトーマス・チェース氏にも観察等調査をして

助言をいただいたところ、鏡面研磨等の青銅鏡製作法が

他の13片とは異なっており、別個体であることが指摘さ

れた。あらためて当研究室で詳細な調査を実施したとこ

ろ、遊離した１片の鏡面は、漆黒色のパティナ層が形成

されて美しい表面に仕上げられているのに対して、他の

13片は鈍い光沢を呈し、かつベンガラの微粒子が表面に

付着しており、粗雑な研磨痕跡が残存している状態であ

り、これら両者は同一個体とは考えられない結論に達し

た（図67）。また、13片のなかの２片と遊離した１片を発

光分光分析法により精密化学分析したところ、主成分に

おいて異なった値が示された（表8）。また、早川らによ

って実施された鉛同位体比法による測定の結果からも遊

離した１片は10～13号鏡のどの資料とも一致した結果が

得られておらず、新たに１面が存在した可能性が指摘さ

れている゛l）。

　なお、保存修理が終了した青銅鏡については、修理中

にすべて接合関係を調査しなおして、従来のものを修正

した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（肥塚隆保）

　註

　早川泰弘・鈴木浩子・平尾良光「福岡県平原遺跡から出土し

　た大型内行花文八葉鏡12号鏡の破片に関する考察」『平原遺

　跡』前原市教育委員会、2000年。

図67　鏡面の顕微鏡写真（左：本体13片、右：遊離片）

　　　　表８　青銅鏡片の科学分析結果

分析資料

Ａ
　
Ｂ
　
Ｃ

Cｕ（銅）

-

74.76

71.70

69.68

Sｎ（錫）

-

20.92

20.71

19.84

Pb（鉛）

　4.17

　4.23

5.89

Ａ・Ｂ：１３片のうち２片。Ｃ：遊離した１片。
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表9　2003・2004年度　飛鳥藤原宮跡発掘調査部　発掘調査・立会調査一覧

ｲ（紐,=ｿﾞ1 面積　調査地 担当者調童次数　調査地区　　　遺　跡

(2003年度)

127- 7次　5BAS-S･Ｔ　　　飛鳥寺

127- 8次　5AJF-C･Ｄ･Ｅ　藤原宮内裏東官衝地区

127- 9次　　　　　　　　　高松塚古墳

132次　　5AJG-K･L･Ｃ･Ｄ藤原宿朝堂院東第三堂・東面回廊

(2004年度)

134次　　5AMD-R･Q　　石神遺跡(第17次)

135次　　　　　　　　　　キトラ古墳

136次

137次

133- 1次

133- 2次

133- 3次

133- 4 次

133- 5次

133- 6次

133- 7次

133- 8次

133- 9次

133-10次

133-11次

133-12次

133-13次

133-14次

133-15次

5AJA-M

5ALI-J･Ｈ

藤原宮朝堂院東第六堂

高松塚古墳

5AJH-N　　　　藤原京左京七条一坊

5BMY-K　　　本薬師寺

5BMY-K　　　本薬師寺

5AJC-U　　　　藤原宮外周帯

5AMJ-F　　　　水落・石神遺跡

5AJK-A　　　　藤原宮西面大垣

5AJC-N･Ｍ　　藤原京左京六条二坊

5AWH-H　　　藤原京左京七条一坊

5BTU-R　　　　豊浦寺

5AKG-J　　　　甘橿丘遺跡

5AJF-E･F,5AJG-Ai原宮朝堂院東地区･内裏東官肴趨区

5BKH-E　　　　川原寺

5AJC-N･Ｆ　　　藤原京左京六条三坊

5AJF-F　　　　藤原宮朝堂院東地区

5AEM-U　　　山田道

2004.1.14～2.27

2004.2.12～3.2

2003.7.28～8.1/9.6～10.8

2004.1.7～5.18

2004.4.1～10.7

2004.4.1～7.27

2004.10.15～継続中

2004.10.1～2005.3.31

2004.4.5～5.24

2004.6.14～6.17

2004.6.17～7.1

2004.7.12～7.15

2004.8.2～8.10

2004.8.18～8.30

2004.9.4～10.25

2004.10.12～11.4

2004.10.12～10.27

2004,12.7～12.27

2005』.11～2.2

2005.2.2～3.7

2005.3. 7～4.6

2005.3. 7～3.9

2005.3.7

　10�

240�

933�

1011�

明日香村飛鳥

橿原市高殿町

明日香村平田高松

橿原市高殿町

654�　明日香村飛鳥

2.5�　明日香村阿部山

2062�

　656�

242�

　18�

　32�

　25�

177�

　70�

343�

230�

　13�

214�

270�

103�

200�

4.5�

3.6�

橿原市高殿町

明日香村平田高松

橿原市上飛騨町

橿原市城殿町

橿原市城殿町

橿原市高殿町

明日香村飛鳥

橿原市縄手町

橿原市木之本町

橿原市上飛騨町

明日香村豊浦

明日香村川原

橿原市高殿町

明日香村川原

橿原市木之本町

橿原市高殿町

桜井市山田

冨永里菜

筧　和也

松村恵司

市　大樹

調査要因

住宅改條

水路改修

壁画緊急保存対策

学衝調査

山本紀子　学術調査

金田明大

花谷　浩　学術調査

宮原晋一(橿原考古学研究所)

相原嘉之(明日香村教育委員会)

市　大樹　学術調査

安田龍太郎学術調査

松村恵司

冨永里莱　市営駐車場建設

冨永里莱　公民館倉庫建設

冨永里菜　住宅建設

飛田恵美子ガレージ建設

山崎信二　道路拡幅

飛田恵美子住宅建設

山崎信二　学術調査

筧　和也　市道整備

小渾　毅　向原寺納骨堂建設

小渾　毅　公園整備

小池伸彦　水路改修

箱崎和久　庫裏建替

小池伸彦　学術調査

石田由紀子晨業用倉庫兼車庫改築

西山和宏　飛鳥資料館看板設置

掲載頁
一

46

61

46
4
8
　
　
7
4

３

6
0
8
1

46

46

6
8
4
64
6
4
67
0
4
6

72

4
6
6
44
6
4
646

46

表10　2003 ・ 2004年度 小規模調査等の概要

調査次数

第127- 7次

第127- 9次

第133- 1次

第133- 2次

第133- 4次

第133- 5次

第133- 6次

第133- 8次

第133-10次

第133-12次

第133-13次

第133-14次

第133-15次

遺　跡

飛鳥寺

高松塚古墳

藤原京左京七条一一坊

本薬師寺

藤原宮外周帯

水落・石神遺跡

藤原宮西面大垣

藤原京左京七条一坊

甘橿丘遺跡

川原寺

藤原京左京六条三坊

藤原宮朝堂院東地区

山田道

　　　　　　　　　　　　謁　査　の　概　要

安居院の門・塀設置に伴う立会調査。掘削を伴わない施工方法であったため、地下遺構に影響はなかった。

国宝高松塚古墳壁画緊急保存対策の一環としておこなわれた竹林の伐採と、指定地の北～西辺に設置したＵ
字溝敷設工事に伴う立会調査。

市営駐車場建設に伴う発掘調査。調査地は飛鳥藤原第115次調査区の北方に位置する。調査区全面にわたり自
然流路と中世以降の沼沢地の堆積層を確認したが、古代の遺構は検出できなかった。

城殿町公民館の倉庫建設に伴う事前調査。調査地は本薬師寺金堂跡の北方に位置し、平城薬師寺伽藍から想
定すると食堂東半部にあたる。調査区は、近世以降の包含層のほぽ直下が地山（赤褐色砂樟層・粗砂層）で
あり、近世以降の井戸２基を確認したほかは、古代の遺構は検出できなかった。

個人住宅のガレージ新築に伴う事前調査。調査地は藤原宮東辺の外周帯であり、遺構のない空白地帯と想定
されていた。調査区西方に近接する飛鳥藤原第27-3次調査では、藤原宮東面大垣と外濠のほかに弥生時代の
土坑を３基検出しており、今回の調査区でも藤原宮期以前の遺構の検出が期待されたが検出できなかった。
しかし、調査区の東北部で柱穴を検出したことにより、近隣に遺構が存在する可能性がでてきた。

道路拡幅に伴う事前調査。調査区は水落・石神遺跡の延長部であり、７世紀には遣構があったものと想定さ
れるが、飛鳥川の氾濫によって、遺構面が破壊され砂尋層が順次堆積したものである。検出した井戸や台所
洗い場は明泊以降のものである。

個人住宅の新築に伴う事前調査。昭和42年に当地の南方で奈良県がおこなった発掘調査では、地山直上で藤
原宮の西面大垣を構成する柱列を検出しており、この延長部の検出を目的として調査区を設けた。しかし、
北東方向へ流れる平安～鎌倉時代の自然流路を検出したのみで、大垣を構成する遺構は発見できなかった。

市道整備に伴う事前調査。調査区は丘陵の裾部に位置し朱雀大路が近接する。周辺調査では藤原京に関わる
遺構や横穴墓などの遺構が見つかっており、関連遺構の発見が期待された。しかし、調査区は近世以降に地
山まで及ぶ著しい削平を受けており、期待された遺構は検出できなかった。

国営飛鳥歴史公園甘樫丘地区の公園整備に伴う事前調査。眼下に飛鳥寺や伝飛鳥板蓋宮跡を望む丘陵東端に
位置するが、近年の重機による削平が著しく、古代に湖る遺構や遺物はまったく認められなかった。掘立柱
建物など顕著な構造物は当初から存在しなかったとみられる。

中金堂北西にある光福寺庫裏建て替えに伴う事前調査。鐘楼もしくは経楼の推定位置で、直径約ｌｍの円柱
座をもつ礎石６個のほか、基壇外装にあたる凝灰岩切石列を検出。南北３間・東西２間の建物の東半と考え
られる。詳報は次年度の紀要に掲載予定。

飛鳥藤原第45･47･133-7次調査区に囲まれた東西約29m、南北約７ｍの調査区。礎石Ｉ基、藤原京期の掘立柱
南北棟建物SB4175、7世紀代の掘立柱南北塀SA4170、井戸２基（７世紀代と中世）、流路１条、斜行溝１条、
土坑12基、小穴22基などを検出。

農業用倉庫兼車庫の改築に伴う事前調査。調査区の西に近接する飛鳥藤原第41-8次調査では、藤原宮期の東
西柱列を検出しており、その４関東に相当すると考えられる柱穴１基を検出した。

飛鳥資料館の看板設置に伴う立会調査。調査地は飛鳥資料館南方の県道15号線に面する。掘削深さはｌｍに
およぷが、旧耕土中におさまり遺構面には到達しなかった。

表11　2004年度　飛鳥藤原宮跡発掘調査部　現場班編成 ※総担当者

(遺　構)

(考古第一)

(考古第一)

　夏

　山崎　信二

※金田　明大

　内田　和伸

　飛田恵美子

(史　料)

(考古第二)

(遺　構)

石田由紀子（研　修）

　秋

　安田龍太郎

　小渫　毅

※市　　大樹

　筧　　和也

　加藤　雅士

(考古第一)
史
史

く
ぐ 粉

粉

　冬

※松村　恵司

　小池　伸彦

　箱崎　和久

　渡部圭一郎

　石田由紀子

(考古第二)

(考古第二)

(遺　構)

　審

　花谷　　浩

　渡辺　丈彦

※山本　紀子

　冨永　里莱

　竹内　　亮

　加藤　雅士

　総括：部長

(研　修)
-
金子　裕之 写真担当：井上　直夫（考古第一） 保存科学：村上　隆（考古第二）
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朝堂院東第三堂・

東面回廊の調査 第132次

　　　　　　　　　１　はじめに

　藤原宮中枢部の大極殿・朝堂院地区は、日本古文化研

究所(以下、古文化研)が1934～1943年にかけて発掘調査

を実施している。だが近年、飛鳥藤原宮跡発掘調査部で

再発掘したところ、朝堂院地区にかぎっても、以下のよ

うな新たな成果が得られてきた。

　東第一堂は、桁行９間・梁行４間の南北棟総柱建物と

されてきた。しかし第107次調査(2000年度)では、棟通り

の礎石据付掘形はなく、７間四面の建物であることが明

らかとなった。戦後における古代宮都の発掘調査によっ

て、朝堂は総柱建物ではないことが判明しており、その

成果とも符合する(『紀要2001』)。

　東第二堂は、桁行15間・梁行４間の南北棟でやはり総

柱建物と考えられてきた。しかし、東第二堂の北半を発

掘した第120次調査(2002年度)では、従来の建物跡より

も東方で新たな柱筋を検出し、梁行は５間であったこと

が判明した。棟通りでも礎石据付掘形を検出したが、掘

形は他と比べて一まわり小さく、床束と考えられる。し

たがって、東第二堂は、礎石建物であるにもかかわら

ず、朝庭部を向く西面に孫廂を有し、しかも床を張ると

いう、従来の朝堂のイメージとは大きく異なる建物であ

った可能性が大きくなったのである(『紀要2003』)。これ

を確認するため、第125次調査(2002年度)で東第二堂の

南半を発掘したところ、遺構の残存状況が悪かったた

め、棟通りの礎石据付掘形は検出できなかったが、梁行

５間であることを再確認した(『紀要2004』)。

　朝堂院回廊に関しては、第100 ・ 107 ・ 120 ・ 125 ・128

次で検出しており、東面回廊の全長が判明しているが、

柱位置の割付が古文化研の成果と合わない(『紀要2004』)。

　こうした成果を受け、本調査は東第三堂と東面回廊を

対象とした。古文化研は、東第三堂を桁行15同一梁行４

間の南北棟総柱建物と想定している。だが、東第二堂の

例から、東第三堂も梁行５間となる可能性があり、また

棟通りの柱掘形の有無についても、東第一堂と東第二堂

では異なる成果を得ているだけに確認する必要があった。

　そこで本調査では、東第三堂の南半全体を含む南北40

m・東西21mの調査区を設定し、さらに調査の過程で建
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物西外周部の様相を明らかにするため、調査区西辺北方

で南北５ｍ・東西２ｍ、西辺南方で南北９ｍ・東西1,5m

の２ケ所を拡張した。また朝堂院東面回廊の様相解明の

ため、東第三堂の調査区から４ｍ東方に、北辺をそろえ

て南北７ｍ・東西21mの調査区を設けた。面積は、西の

朝堂調査区が864�、東の回廊調査区が147�、合計1011

�である。調査は2004年１月７日に開始し、５月18日に

終了した。

　　　　　　　２　朝堂調査区の遺構

　基本層序は上から、Ｉ．耕土・床土(厚さ約45～75cm。調

査区南方で厚ぃ)、Ｈ．藤原宮以後の堆積土もしくは整地

土(厚さ約5～20cm｡東第三堂の基壇外周部で厚い)、Ⅲ。藤原

宮造営期前後の整地土(平均厚さ約30cm)、IV.藤原宮以前

の堆積土もしくは地山である。ｍ層は大きく３層あり、

造営当初の整地土が２層、造営最終段階の整地土が１層

ある。

　遺構検出はｎ層上面で開始し、古文化研の調査区のほ

か、中世以降の素掘小溝、平安期の建物・溝・土坑など

を確認した。つぎに平安期の遺構を残しつつ、ｎ層を除

去して東第三堂に関わる遺構を検出し、最後に礎石据付

掘形などの断面観察によって下層遺構を確かめた。

　　藤原宮以前の遺構

SX9g89　調査区北壁・南壁・礎石据付掘形などの断面

観察を通じて、部分的な落ち込みを複数検出した。この

うち比較的顕著であったのが、調査区西北隅から南北に

縦断するSX9989である。幅2.2～3mで、深さ約40cra。第

120 ・125次調査で検出した沼状地形SX9681もしくはsx

9686と一連の遺構となる可能性もあるが、これらに比べ

ると規模は明らかに小さい。

　　東第三堂SB10000の関連遺構

　上記Ⅲ層の上面で、古文化研の成果どおり、東第三堂

の南半、桁行９間分・計45ケ所の礎石据付掘形を検出し

た(『紀要2004』図104)。ところが、Ⅲ層最終整地土の下層

において、１間東側にあたる位置(図69F筋)でも柱筋をそ

ろえる礎石据付掘形を検出した(巻頭図版3)。東第三堂

の遺構全般として、礎石は遺存していないものの、礎石

を安定させるための根石や、その下に敷いた栗石が極め

て良好な状態で残っている。後述するような根拠によ

り、梁行５間の建物として造営を開始したが、造営の途
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中で梁行を４間（図69A～Ｅ筋バこ変更し、その状態で廃絶

したとみることができる。以下、造営から解体までの段

階ごとに遺構を説明しよう。

周囲の整地と基壇の築成　建物の造営にあたり、大きく２

層の整地が施されている。厚さは最大約60cm、平均で約

30cmあり、その上面の標高は、調査区北方で約73.2m、

南方で約73.3mである。掘込地業はない。

　下層整地土（暗茶褐色砂質土。白色砂粒がごく少ない）は、

調査区全体で均一でなく、基壇外周部では不十分であ

り、とりわけ建物背面にあたる東側にはほとんど施され

ていない。このため宮以前の地表面の凹凸を大雑把にな

らすための整地と解釈でき、造営初期には旧地表面が外

周部のいたるところで露出していたと考えられる。

　上層整地土（淡茶褐色砂質土もしくは暗黄褐色砂質土。白色

砂粒を多く含む）は、建物部分のみで確認でき、基壇土と

みることもできる。後述する基壇高との関係から、この

上層整地土の上には版築土が数十cm積まれたと推定され

るが、完全に失われている。

基礎の施工　基壇の築成後、梁行５間分（図69A～Ｆ筋）の

礎石据付掘形が掘られた。基壇上部が後世削平されてい

るため、土層の確認はできないが、掘形の形状や栗石の

状況、その標高、また後述する窪地SX9990～9992の位置

関係などから、一連の仕事と考えられ、梁行５間で造営

を開始したことはほぼ確実である。検出した遺構は、厳

密にいえば梁行４間時のものであり、改造されている可

能性もあるが、ひとまず全体の遺構検出状態を述べてお

こう。

　礎石据付掘形の平面は、計画変更時に削平を受けたＦ

筋を除いて、大部分が一辺1. 5m前後の隅丸方形で、残存

深さは約40cmある。掘形の底部に拳大の栗石を密に敷

き、その上に礎石下面の形状に合わせて、径20～40cmほ

どの川原石を根石として置いている（巻頭図版3・図71 ・

72）。ただしＢ筋では、掘形の一辺が２ｍ近い巨大なもの

が目立つ。またＣ筋では、①列・⑨列を除くと、柱掘形

の規模や栗石の状況は他の柱筋と同様だが、その上の根

石は小形のものが主流を占め、最上面のレベルも10～15

cm程度低い。Ｃ筋に据えられた礎石は、他の筋の礎石と
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　　　　　　図70東第三堂東半･東外周部の土層図(⑦列目)1:40

は性格を異にしていたとみられる。Ｆ筋は計画変更によ

る削平のため小形のものが多いが、最大規模のものを総

合すると、一辺1.7m以上、深さ30cm以上となり、本来は

他の筋のものと比べて遜色はなかったと判断できる。Ｆ

筋の掘形内にも拳大の栗石が敷かれているが、根石はま

ったく残存していない。このため、Ｆ筋の遺構上面のレ

ベルは、他の筋より約10～20cm低い(図70)。

基壇外周部の整備　基壇外周部には、建設の最終段階ま

で窪地が残されていた。建物東部の窪地をSX9990、南部

をSX9991、西南部をSX9992とする。この窪地の上に残

る整地土や瓦溜、バラス敷きを保存するため、平面的に

検出できなかった部分もあるが、基壇外周部をめぐると

みて間違いない。Ａ筋から心々間で西に約2.7m、⑨列か

ら南に約3.2m、Ｆ列から東に約2.5～3mの位置にあ

る。最大深さは造営当初の上層整地土上面から約35cm

で、底部に5～10cmの青灰色粘土が堆積する。青灰色粘

土層の広がりは最大約3.5m幅である。これらの窪地か

らは、木材のはっり屑や角の鋭い摩耗していない大型瓦

片が多数出土し、建設時に生じた廃材を捨て込んだこと

がわかる。東第一堂・東第二堂でも基壇の外周部に溝を

めぐらし、とくに東第二堂では木屑や瓦片を大量に廃棄

しているが、同様の性格の遺構だろう。東第三堂で溝と

しなかったのは、東第一堂・東第二堂では下層に沼状の

地形が広く及んでいたのに対し、当該地区は水はけの比

較的よい地形だったためと推定される。

　基壇外周部は造営の最終段階に、(1)基壇端部をカッ

トした後、(2)基壇外周部に最終整地土を施し、(3)バラ

スを敷く、という工程をたどって整備された。

　(1)基壇縁辺部の断面観察をおこなったところ、Ａ筋

・③列・Ｅ筋から各1.8mほど離れた位置において、上層

整地土を外側に向かって斜めに掘り込んだ状況を確認し

た。(2)の段階の最終整地土がこの掘り込み面上にのる

ため、後世の削平によるものではない。これは基壇外装

もしくは基壇縁辺部の施工のため、基壇土をカットした

痕跡と考えられ、基壇縁は東西側柱筋・南妻から約1.8

m離れた位置に求められる。この際、Ｆ筋の柱掘形は大

幅に削平を受けており、Ｆ筋は廃棄された、すなわち梁
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行が５間から４間に変更されたことは確実である。

　(2)っぎに、前述した窪地SX9990～9992や後述する足

場SS10030などを覆う最終整地土(暗黄茶褐色砂質土。白色

砂粒を多く含む)が厚さ10～20cmほど入れられた。この最

終整地土は削平を受けたＦ筋の礎石据付掘形を覆ってい

る。このとき同時に埋め立てられたものに、基壇西南外

周部で検出した３基の掘立柱がある。柱穴SX10021は掘

形の直径が約85cm、深さは50cm以上。柱穴SX10020はsx

10021より新しく、直径約70cin、深さ30cm以上。柱穴sx

10022は直径約60cm､深さ50cm以上。３基とも直径約15cm

の柱根が残存する。これらの柱穴は、造営初期の下層整

地土上面から切り込み、最終整地土で覆われている。性

格は不詳。

　最終整地土上層とバラス敷きSX9695の間には、雨だ

れ痕跡がある。基壇西南外周部で確認した南北方向の

SX10070は、幅約50cm ・厚さ約5cmの砂の堆積で、Ａ筋

から心々間で約2.5m離れた位置にある。溝状に調査区

北端まで続くが、人為的に掘られた断面をもたず、東第

三堂の軒先から落ちた雨による流水痕跡と解釈した。

SX10070は⑨列から約2.2m南方で東に折れてSX10065と

なる。幅50cinの砂の堆積であるが、厚さはlcmに満たな

い。こうした建物西辺と南辺での雨だれ痕跡の相違は、

東第三堂が切妻造であったことを如実に反映している。

これらの雨だれ痕跡はバラス層直下にあるため、最終整

地の後、バラスが敷かれるまでに時間差があることを示

している。朝堂全体の完成を待って、一斉にバラスが敷

かれたと考えられる。

　(3)つづいて、最終整地土の上面にバラス敷きSX9695

が施された。建物基壇の西・南外周部で顕著に残るが、

東では疎らにしか確認できなかった。バラスは朝庭部を

中心に敷かれたとみられ、Ａ筋・⑨列から約2.4m離れた

位置で密となり、厚さは約5cmある。

基壇高　バラス敷きは藤原宮期の地表面に相当し、その

標高は、調査区北方で約73.0m､南方で約73.2mである。

礎石据付掘形内の根石で最も高い標高は、北方の①列目

で約73. 3m、南方の⑨列目で約73.4mを測る。礎石の厚

みは明確でないが、基壇高はｌｍ未満とみてほぽ間違い
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①藤原宮以前の堆積土もしくは地山　②藤原宮造営当初の下層整地土
③藤原宮造営当初の上層整地土　　④藤原宮造営最終の整地土
⑤平安期の堆積土

　　ない。基壇がさほど高くないのは、後述するように、東

　　第三堂が床張りであったことと関係するだろう。

　　足場SSI 0030　造営時の足場と考えられる掘立柱穴を基

　　壇外周部で４基検出した。掘形は径40～80cmの円形で、

　　深さ約20cm、埋土には黄褐色砂質土を多く含む。Ｆ筋③

　　列の位置では礎石据付掘形と重複関係にあり、足場の方

　　が新しい。前述のように、足場はいずれも基壇外周部の

　　最終整地土で覆われている。基壇内では検出できず、す

　　でに削平された可能性がある。

　　解体時の状況　基壇外周部において、平城遷都時の建物

　　解体にともなって廃棄されたとみられる大量の瓦堆積を

　　検出した。瓦は丸みを帯びたもので、大型片は比較的少

　　ない。建物基壇の東・西外周部で顕著で、南外周部では

　　疎らである。面的な広がりを確認できる東外周部の瓦堆

　　積は、基壇縁辺部の地盤の傾斜に沿うように堆積し、外

　　側に約2.2m続く。その東方は藤原宮廃絶後の複数の溝

　　や土坑SK9995が存在するためとぎれているが、瓦堆積

　　はさらに続いていた可能性がある。

　　　また基壇東外周部では、解体期瓦堆積層の直下で雨だ

　　れ痕跡SX10060を確認した（図73）。幅70～80cm ・厚さ約

　　lcm程度の微砂堆積で、Ｅ筋から心々間で約2.7m離れ、

　　ほぽＦ筋の上方にあたる。断面観察によれば、とくに雨

　　落溝として掘られたものでなく、軒先から落ちた流水に

　　よる堆積と解釈できる。この雨だれ痕跡は、その直上を

　　前述した瓦堆積が覆っていることから、前述した西・南

　　外周部のSX10065 ・10070とは異なって、建物が機能し

　　た時期に形成されたとみることができる。なお、sx

　　10065 ・10070に相当する場所にも、当該期の雨だれ痕跡

　　が存在すべきであるが、バラス敷きが広がり、その隙間

　　には全体にわたって粗砂が多く入り込んでいて、明確な

　　遺構として認識できなかった。

　　　このように、基壇外周部の遺存状況は極めて良好なの

　　にもかかわらず、基壇外装をなす凝灰岩切石や玉石・瓦

　　・碑などを使用した痕跡はまったく確認できなかった。

　　これは東第二堂でも同様であり、凝灰岩製の基壇外装を

　　用いていた東第一堂との大きな違いと考えられる。

　　東第三堂の計画変更　以上みてきたように、東第三堂が

H-1　藤原宮の調査 51



図71　D筋⑦列目の礎石据付掘形（南から）

　　　　　　図72　C筋⑦列目の礎石据付掘形(南から)

梁行５間で造営を開始したことは、Ａ～Ｆ筋の礎石据付

掘形の状況や、窪地SX9990～9992の位置関係から明ら

かである。一方、解体時における梁行がＡ～Ｅ筋の４間

であったことは、Ｆ筋の礎石据付掘形が基壇土をカット

した際に削平されている点、削平後に基壇外周部の最終

整地土が入れられている点、造営時の足場がＦ筋の掘形

よりも新しい点、雨だれ痕跡や瓦堆積の位置がＦ筋上に

ある点などから確実である。

　実際に２時期分の建物が竣工したのか、造営途中にお

ける計画変更であったのかは大きな問題であるが、次の

ような考古学的根拠から計画変更と判断した。

　建物の建設過程で生じた廃材は、窪地SX9990～9992

のような基壇外周部に捨て込まれると考えられる。その

ような遺構は、このSX9990～9992のみ、すなわち一時期

分しかない。土層の観察から、SX9990～9992は最終整地

直前の造営によるものであり、梁行４間の建設に伴うと

考えられる。

　っぎに、梁行５間の建物が完成し機能していたとすれ

ば、基壇の外周部も整備されたはずである。だが基壇外

周部の断面観察によれば、梁行４間の建物が完成するま

で宮以前の凹凸地形が基本的に解消されていない。した

がって、百歩ゆずって梁行５間の建物自体が完成、もし

くはそれに近い状態にあったにせよ、機能する以前に梁

行４間に建て替えられたことになる。調査区の土層観察

では、建て替え時に周辺の地盤を含めた大土木工事がお
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　　　　　　図73　基壇東外周部の雨だれ痕跡（北から）

こなわれたことを示す痕跡は確認できなかった。

　一方、梁行５間の建物がどこまで施工されたかを明瞭

に示す痕跡もない。Ｆ筋の状況から、栗石を入れる段階

まで進んだことは確実である。しかし現状では、Ｆ筋で

は栗石上の根石が一つも存在せず、削平時に周辺に散乱

した様子も確認できない。根石は礎石下面の形状に合わ

せて置くため、礎石の据え付けと同時に栗石上に置かれ

ると考えられる。礎石を実際に据えた場合、礎石は再利

用のため他所に持ち運ぶにせよ、栗石を残して根石だけ

をすべて持ち去ったとはやや考えにくい。ここでは礎石

を据える直前で計画を変更したと考えておきたい。

東第三堂の規模と形態　以上から東第三堂は、南北棟切妻

造、礎石建ち瓦葺き建物に復元できる。検出した①～⑨

列の心々間距離は約32.7mを測り、これは112尺に相当

すると考えられるので、桁行の柱間寸法は14尺(4. lm)

等間となる。梁行については、Ａ～Ｆ筋の心々間距離は

約14.0mを測るので、これは48尺に相当するとみられ

る。この梁行５同時における側柱筋の位置は東第一堂・

東第二堂のそれとほぼそろう。

　梁行柱間に関しては､東第一堂・東第二堂の梁行柱間や、

西面に孫廂をもつ東第二堂の建物構造を参照すると、同

様に西面に孫廂をもつ、身舎10尺×２・両廂各９尺・孫

廂10尺で計画されたと推定される。なお、身舎３間（Ｂ

～Ｄ筋）で東西に廂をもつ建物や、東に孫廂をもつ建物を

計画した可能性も否定できないが、東第二堂との調和か



ら上記のように推定した。

　一方、梁行４間時の柱間寸法は、桁行の14尺は変わら

ないが梁行は異なる。Ａ～Ｅ筋の心々間距離は約11.4m

を測り、これを38尺に相当するとみれば、身舎10尺×

２、両廂各９尺に復元できる。この場合、Ｃ筋が棟通り

になるが､前述したようにＣ筋の礎石はやや特異であり、

東第二堂の成果を参照すれば、床束の可能性が大きい。

ただし、東第二堂に比べて掘形の平面規模は大きく、掘

形底の標高も他の筋と変わらないなど、相違点も見いだ

せる。根石最上部の標高についての問題も残るが、梁行

５間の段階では床束として施工されなかったことを反映

しているためと考えておきたい。なお、Ｃ筋①列・⑨列

の根石は他の筋と変わらないが、①列は15間に及ぶ桁行

の中央間北側の柱にあたり、また⑨列は南妻中央である

から、上部構造を支える柱が立つと想定している。ま

た、Ｂ筋の柱掘形の平面規模が他の筋より大きいものが

目だっのは、入側柱筋にあたるためと推定される。

　このように復元した場合、５間段階と比べると、柱間

寸法に変化があることになる。基本的には５間段階の掘

形を利用したとみられるが、掘形は一辺1. 5m前後と巨

大なため、礎石を据え付ける際に調整することは可能で

あったろう。

　　藤原宮廃絶後の遺構

溝　群　旧東第三堂の外周部を中心に、９条の南北溝と

それに取り付く２条の斜行溝がほぽ一連で掘られている

　(SD9996～9999、SD10001～10007)。これらは幅40～70cni ・

深さ約30cm。斜行溝には重複関係があり、SD10006より

もSD10007が新しい。層位的にみて、後述する平安時代

の諸遺構より古いが、瓦以外の遺物を含まないため、具

体的な年代は不明である。

掘立柱建物SB10062　調査区の北部で東西３間(約6.1m)

分ならぶ小柱穴。建物の一部と考えられる。掘形の埋土

は、来第三堂の基壇土もしくは整地土に由来するとみら

れる黄灰褐色砂質土をブロック状に含む。詳しい時期は

不明ながら、宮廃絶後早い時期の建物と推定される。

　　平安時代の遺構

　来第三堂廃絶後に建てられた掘立柱建物を多数検出し

た。その周囲には溝や土坑などが存在し、９世紀後半～

10世紀前半頃の土器が大量に出土したので、当該時期の

遺構と考えられる。なお、瓦器はその上層の遺物包含層

にごく少量含まれるのみである。

　東第三堂の基壇土に由来するとみられる淡茶褐色砂質

土が、先述の瓦堆積や南北溝SD9996 ・9997を覆い、淡茶

褐色砂質土を切り込んで溝や土坑が造られた。

南北溝SDg9g3　調査区東壁にかかる推定幅約1.2m・深

さ約50cmの南北溝。調査区北部では、溝底の炭混灰黒色

粘質土から、長年大宝（嘉祥元年〈848〉初鋳）10枚が出土

した。また、その上層の灰黒色粘質土の最上面からは、

炭に混じってゴヒラ軸材（長さ118cm、幅9cm、高さ5 cm)が

出土した。この溝は、調査区東南部で次に述べる土坑SK

9994と重複しており、それより古い。

土坑SKgg94 ・9995　調査区東南部にある幅2.5～4,5m・

深さ40cmの巨大土坑。溝となる可能性もある。 SK9995は

調査区中央付近で落ちこみ、南へ約14m広がる。この途

中で東に折れるのがSK9994で、平面Ｌ字状を呈する。底

には厚さ5～10cmの淡灰色粘質土層があり、意図的に敷

かれた可能性もある。堆積土には大量の炭が混じり、SK

9995には厚さ5～lOcmの炭層もあった。

南北溝SD10013 ・10014　土坑SK9994から北に流れる２

条の南北素掘溝。調査区北壁では、SD10013が幅約40cm

・深さ約30cm、SD10014が幅約45cm ・深さ約45cm。出土

土器から９世紀後半の溝と考えられるが、SD10014が若

干古い土器を含む。付近には多数の掘立柱建物が重複す

るが、層位的にみて溝の方が古い。

東西溝SD10008 ・10010　土坑SK9994の西南部に取り付

く２条の東西素掘溝。 SD10008は、幅約50cm ・深さ約25

cmで、西へ約10m続き、南に折れて南北溝SD10009とな

る。溝の屈曲する場所は、掘立柱東西棟建物SB10017の

東南隅柱から南約ｌｍの地点にあたり、溝と建物は併存

すると考えられる。 SD10008のすぐ北で併流するSD

10010は幅約60cmあるが、ごく浅い。部分的に炭を大量に

含み、土坑状を呈する。

小柱穴群　掘立柱建物に関わる小柱穴が密集しており、

９世紀後半～10世紀前半にかけて建物が頻繁に建て替え

られたらしい。小柱穴は掘形の径が30～40cm ・深さ20～

40cm､炭混じりの暗灰色粘質土を埋土とするものが多い。

穴底に小石や瓦の入る柱穴があり、礎板として使用した

と考えられる。柱同寸法は、180cm (6尺）、210cm (7尺）、

225cm (7.5尺）をとる建物が目だつが、同一建物でもやや

ばらつきがある。柱筋も厳密に通るものは少なく、17棟
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図74　平安時代の遺構変遷図　1:600

を確認できたにすぎない。これらの建物は、重複関係や

方位・配置などから最低４時期に分けられるが（図74）、

時期を確定しがたいものもある。

第１期の建物群　SB10051は桁行６間（約11.0m）・梁行２

間（約3,6m)の東西棟。北東の柱穴には径7cmほどの柱根

を残す。 SB10027は桁行５間（約10.0m）・梁行２間(3.6

m）の東西棟で、東妻をSB10051とほぽ合わせる。２棟と

もに方位の振れはほとんどない。

第２期の建物群　SB10061は桁行５間（約11.0m）・梁行２

間（約4.0m）の東西棟。柱掘形の大部分は、第３期のSB

10053の柱穴で破壊されている。 SB10037は桁行７間（約

14.Om)・梁行２間（約4.0m）の南北棟で、西側柱筋をSB

10061の東妻に合わせる。 SB10061を中軸としてSB10037

と対称となる西側には建物の柱穴は存在しなかった。SB

10061の西妻の南延長線上で、南北４間（約8.4m)分の柱

穴を検出し、南北棟SB10019の東側柱と解釈した。 SB

10061 ・10037は東で北に若干振れる。

第３期の建物群　調査区北端付近にあるSB 10053は桁行

７間（約15.8m)・梁行３間（約6.2m)以上の東西棟で、調

査区外北方にのびる。南廂を伴い間仕切りのある建物で、

本調査で検出した平安期の建物群では最も規模が大き

い。柱間寸法は桁行が225cm等間、梁行は廂がやはり225

cmだが、身舎は約195cmと短い。径約10cmの柱根をもつ柱

穴が２基あるほか、径15～20cm程度の明瞭な柱痕跡をも

つものが多数存在する。この南東にあるSB10035は、SD

10013 ・10014埋没後に建てられた南北棟で、桁行９間

　（約18.4m)・梁行１間（約2.2m)以上、調査区外東方に続

く。 SB10053とSB10035は、第２期のSB10061とSB10037

の基本配置をもとに、それぞれ規模を拡大させた建物と
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みられる。振れも第２期のものと近い。 SB10036は桁行

９間(約18.8m)・梁行１間(約2.2m)以上の南北棟で、SB

10035の建て替え。東で南に若干振れ、それ以前の建物が

東で北に振れるのと異なる。なおSB 10035とSB 10036の

柱掘形には、径約7cmの柱根が１基ずつ残存していた。

第４期の建物群　５棟の建物を想定したが、併存するか

どうか確証がない。 SB10055は桁行４間(約8.0m)・梁行

２間(約3.4m)以上の東西棟。第３期SB10036よりも新し

い。柱掘形埋土の上面に拳大の小石を置いたものが複数

認められた。腐朽した掘立柱の地上部に挿入した礎石で

あろう。この南方に建つSB10045は南北２間(約4.2m)・

東西２間(約3.6m)の建物で、西側柱筋をSB10055の西妻

とほぼ合わせる。以上の２棟はともに東で南に若干振れ

る。調査区南東部にあるSB10015は、桁行３間(約5.7m)

・梁行２間(約3.6m)の南北棟で、SB10055と西側柱筋を

そろえる。その北にあるSB10025は桁行２間(約4.2m卜

梁行１間(約1.8m)の南北棟。東側柱筋の北延長部に２間

　(約4.3m)分の柱穴がならび、塀もしくは一連の建物の

可能性がある。西側柱筋はSB10015と若干ずれる。 SB

10025の西にあるSB 10028は、桁行３間(約5.2m)・梁行２

間(約3.6m)の南北棟で、東で南に若干振れる。

その他の建物　建物配置に規則性をみいだせず、時期区

分しがたい建物が４棟ある。調査区中央付近のSB10042

は桁行３間(約5.4m)・梁行２間(約3.1m)の東西棟。調査

区西北部のSB 10064は、南北２間(約3.8m)分を検出し、

建物の東南部と考えられる。柱掘形は一辺約50cniと他の

ものより大きいが、埋土は炭を多量に含む暗灰色粘質土

で共通する。同じく西北部のSB10049は、桁行３間(約

5.4m)・梁行２間(約3. 5m)の南北棟。第１期SB10051と
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図75　第132次　回廊調査区遺構図　1 : 200

柱位置をそろえるため、併存しないが時期的に近いと考

えられる。調査区西南部のSB10017は、桁行３間（約5.4

m）・梁行２間（約3. 6m)の東西棟。東南・西南隅にあた

る柱穴に径約10cmの柱根を残す。

井戸　詳細な時期区分は明らかにできなかったが、６

基の井戸（SE10011 ･ 10012 ・10024 ･ 10038 ･ 10041 ･ 10054)を

検出した。径70cm前後の掘形をもつものが多く、多数の

石や瓦を廃棄している。このうち構造が比較的よくわか

るのが、調査区東南隅で検出したSE10011である。径約

55cm ・ 深さ約45cmの掘形をもち、底部に２段の曲物を据

え、その上に拳大の石を張る。下段の曲物は径約35cm ・

高さ約25cm、上段の曲物は径約40cm ・ 高さ約7 cm。

　　　　　　　３　回廊調査区の遺構

　基本層序は上から、耕土・床土(厚さ40～55cm)、藤原宮

以後の堆積土(厚さ約10cm)、藤原宮整地土(厚さ約20cm)、

藤原宮以前の堆積土もしくは地山である。

　遺構検出は床土直下で開始し、古文化研の調査区、中

世以降の素掘小溝、平安期の溝などを確認した。その

後、藤原宮整地土の最上面で東面回廊に関わる遺構を検

出し、断面の観察によって下層遺構の存在を確かめた。

　　藤原宮以前の遺構

SX10087　幅1.5～3m・深さ90cra以上の溝状の落ち込

みで、地山を切り込む。埴輪片や高杯などを含み、古墳

の周濠となる可能性がある。

　　藤原宮直前～藤原宮期の遺構

朝堂院東面回廊SC9010　東面回廊は、既調査により瓦葺

礎石建ちの複廊で、柱間寸法は桁行14尺(約4.2m)・梁

行10尺(約3.0m)であることがほぽ確定している。本調査

では６基の礎石据付掘形・抜取穴を検出した(図75)。も

っとも遺存状況のよい東北の掘形は、径約1. 3m・深さ

約30cmで、根石が一部残存していた。抜取穴は径約80cm

・深さ約30cmで、拳大の石や瓦が多数廃棄されていた。

原位置を保つ礎石はないが、調査区東部に１個残存して

０

Å

X-166,410

-

５ｍ

こ

いる。長さ約80cin ・幅約70cm ・厚さ30cm以上の花肖岩

で、風化が甚だしい。

　柱間寸法は、桁行が約4.2mで、14尺とした従来の調査

成果と合致するが、梁行は側柱の心々間距離が約4.8m

しかない。柱位置は東側柱筋が想定どおりで、西側柱筋

が大きく東にずれる。遺構から判断して、梁行の柱間寸

法は８尺、最大限に見積もっても９尺とせざるを得ず、

この解釈については今後の周辺調査をまちたい。

　東側柱筋から約２ｍ東方で、わずかに砂の堆積層を検

出した。その位置から東雨落溝SD8975と考えられる。西

雨落溝SD9002は確認できなかった。

造営期の溝・廃棄土坑　回廊造営に際して、南北溝２条と

土坑３基が掘られている。東面回廊の東側柱筋から約

6. 5m東方にある南北溝SD10080は、推定幅約1. 5m、深

さ約25cmで、木屑や角の鋭い瓦片を多数含む。この溝は

第128次調査で検出した南北溝SD9815の続きとなる可能

性がある。この西方には、深さ約30craの土坑SKI 0081 ・

10082 ・10083が南北に並ぶ。これらは最上層で連結して

おり溝状を呈する。平面規模はSD10080と近く、瓦片や

木屑を多く含む点など同様の性格の遺構だろう。南北溝

SD10089は、東面回廊の西側柱筋から約1.4m西方にあ

り、幅約50cni ・深さ約30cm。既調査では、西雨落溝の下

層で造営期の南北溝SD9080を検出しており、これに対

応する可能性があるかもしれない。

　車雨落溝SD8975の下層では、想定された造営期の溝

図76　東面回廊礎石据付掘形・抜取穴（北から）
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SD9040を確認できなかった。この東側には、同様の機能

を果たす溝や土坑が掘られているため、本調査区内には

もともと造られなかったと考えておきたい。

　　藤原宮期以後の遺構

南北溝SD10090　幅約l,81n・深さ30cmの南北素掘溝で、

藤原宮造営期の溝SD10089の真上に位置する。９世紀後

半から10世紀前半頃の土器を含む。

塀SA10085　径約90cm ・深さ約１ｍの大形の掘形をもつ

２基の柱穴。ともに径約30cmの柱根が残る。北側の柱根

には底面を焼いた痕跡が残る。調査区内に一連となる柱

穴がないため塀と判断した。掘形内には瓦を多数含み、

藤原宮期以後とみられるが、詳細は不明。

井戸SE10086　径約75cm ・深さ70cm以上の近世以後の野

井戸。東面回廊西南部の柱掘形を破壊する。北側にある

古墳時代の落ち込みSX10087のためか、埴輪が多数捨て

られていた。　　　　　　　　　　　　　　　　（市　大樹）

　　　　　　　　　　４　出土遺物

土器類　本調査では弥生時代～近世の資料が出土した。

藤原宮期の土器は僅少で､土師器では杯Ａ・Ｃ・Ｇ・高杯、

須恵器では杯Ａ・Ｂ・Ｇ・台付長頬壷がある。一方、平安

時代の土器は大量に出土し、南北溝SD10013 ・10014や

それを覆う遺物包含層からの出土が顕著である。出土量

は土師器が須恵器を圧倒する。土師器では杯Ａ・皿Ａ・

椀Ａ・甕・土釜が、須恵器では杯Ｂ・甕・壷Ｌがある。他

には黒色土器椀・皿・小皿・甕、弥生土器の甕や蓋があ

る。施粕陶器は緑粕陶器椀・皿・灰粕陶器椀・皿・段皿

が出土した。以下、本調査出土土器の主体をなす平安時

代の資料について報告する。

　１～４は土師器皿。溝SD10013とSD10014から多量に

出土した。　１～３は「ての字」皿に分類でき、これには

灯火痕のあるものが多い。口径は11cm、器高は2cm程度

である。皿Ａ（4）は底部内面をなで、口縁部をヨコナデ

する。底部ヘラケズリ。口径17cm、器高2, 3cm。杯には吉

祥句を墨書したものがある。　５～８は「吉」と記すが、

７は「貴」の可能性もある。　９には人名「忠冨」と書く。

10は土釜。口縁部はヨコナデののち、内面をヨコハケ調

整する。体部はナデののち、外面下半にヨコハケし、上

半にタテハケを粗く施す。鍔部は口縁部に対して平行で

長い。口径は22.8cm。甕には11のように、口縁端部を内
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側に軽く折り込んだのち、片口を作るものがある。口径

は18. 8cinである。 12は火舎で、方形透かしは４方向から

穿つ。体部内面はナデのちヨコハケし、外面は下半に不

整方向の刷毛目を施し、口縁部までをタテハケ調整す

る。口縁端部は、内側に折り込んだあとでヨコナデす

る。脚台部内面は不整方向の刷毛目を施し、端部を一気

にヨコハケ調整する。外面はタテハケを施し、端部には

面をもたせる。刷毛目は粗い。口径41cm､脚台径15. 2cm、

器高26.4cmである。須恵器甕(13)の体部外面は格子目夕

タキののちロクロナデ。口縁部はヨコナデし、面をもつ

端部は外反する。口径は15cmを測る。

　黒色土器(14～17)はＡ類が多く、Ｂ類は僅少である。 14

・15は皿。内面は磨くが、14のように摩滅したものが多

い。口径13. 5cm､脚台径5. 5cm､器高2. 5cm前後である。 16

は椀。体部外面は脚台貼り付け後、ほぽ全面をヘラケズ

リする。内面にはミガキを施すが、摩滅が激しい。甕

　(17)は体部をナデ、口縁部をヨコナデする。内面は摩滅

している。口径は14.8cmである。　　

＼

　施粕陶器は、灰粕陶器10点・緑粕陶器16点がある。大

部分は中世以降の耕作溝や遺物包含層から出土した。灰

粕陶器には段皿・皿Ａ・椀Ａがある。施粕方法は18が八

ケ塗りで、それ以外は漬け掛けである。段皿(18)は厚み

のある体部に台形の輪高台を貼り付ける。段は浅い。粕

調は淡灰緑色を呈する。口径16.8cm、高台径8cm、器高

2.95cni。皿Ａ(19)は底部のみ残存する。高台は厚みのあ

る三日月高台。内面立ち上がり部分まで施粕。粕は暗灰

緑色に発色する。端部で強く外反する口縁部をもつと考

えられる。高台径は7 cm。椀Ａは口縁部片(20)と底部片

　(21)がある。20は外面にも部分的に粕薬がかかる。粕調

は暗灰緑色。口径は17,2cmである。 21は内面立ち上がり

部分まで施粕する。粕調は暗灰緑色。端部が緩やかに外

反する口縁部を復元できる。高台径6.2cm。緑粕陶器は椀

と皿がある。 22は水引き成形後、輪高台を貼り付ける。

粕はハケ塗りし、淡黄緑色に発色する。口径12cm、高台

径5.6cin、器高2.7cmを測る。 23は粕をハケ塗りし、粕調

は暗黄緑色である。口径15cm。椀(24)は八の字に開く高

い輪高台がっく。粕は全面に漬け掛けする。粕調は明濃

緑色を呈する。高台径は10.2cm。

　これら平安土器の特徴は、底部に丸みを帯びた｢ての

字｣皿や体部外面と口縁部内面に刷毛目をもつ土釜、外
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型式
一
6233

6271

6273

6275

型式
-
6561

6641

6642

表12　第132次調査　出土軒瓦集計表

　　　　　　軒　丸　瓦

種

Ｂ
Ａ
Ｂ
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ａ

種
一
Ａ
私
心
Ｃ
Ｅ
Ｆ
Ａ

点数
C
O
　
｡
―
I
^
　
C
O
　
r
^

　
　
　
　
　
　
　
　
１

８
Ｑ
ａ
ｎ
乙

Ｉ

　軒

-点数

6
3
2
3
0
8
C
M

　
　
　
　
　
　
9
0

-
^

I
-
Ｈ

1
-
(

型式

6279

6281

不明
一合計

平　瓦

Ｔ籤‾

6643

6691

不明
一合計

種
一
Ｂ
Ｃ
Ｄ
心
Ａ
Ｂ

種
一
Ｂ
Ｃ
旭
Ｄ
Ｆ

１
９
ｑ

i
-
Ｈ

I
―
I

17

19

　6

94

一点数
1
4
1
1

W

Ｏ
i

　
　
１

132

面をヘラケズリしたＡ類の黒色土器、体部の直線化した

灰粕陶器椀、漬け掛けの緑粕陶器椀に求められ、中心と

なる年代は９世紀後半から10世紀代となる。

　また、遺構出土の土器としては、南北溝SD10013には

14が、SD10014には１・３・４・６・７･１３がある。両者の杯

皿類の形態的特徴に大差はない。黒色土器については、

SD10013では14のような口縁部が僅かに内椀するものが

ある。一方、SD10014には口縁部の外反するものが殆ど

である。したがって、両遺構の年代は共に９世紀後半代

に求められるが、SD10014出土の土器がやや古い様相を

呈するといえよう。

　その他、漆付着土器・須恵器円板・ミニチュアの土師

器高杯・カマド・製塩土器・埴輪がある。製塩土器は砲

弾形を呈し、奈良時代後半以降のものが多い。埴輪は円

筒埴輪と楯形埴輪があり、大半は淡措色～栓褐色をした

害窯焼成のもので６世紀代に比定できる。(飛田恵美子)

瓦類　プラスチックコンテナで731箱という大量の瓦

類が出土した。整理途中のため詳細な点数・重量は未集

計である。ただし、表12に示した軒瓦は抽出作業を終え

ているので、今後大きな変更はない。

　東第一堂・東第二堂の所用軒瓦は、6281A －664 lC (安

養寺瓦窯)と628 IB －664 IF (西田中・内山瓦窯)の２セット

と考えられている(『紀要2001』『同2004』)。これらは本調

査でも一定量出土したが、この他に軒丸瓦6273B ・Ｃ、軒

平瓦664 IEが目だつ。この6273B －664 IEのセットは、大

極殿院所用と考えられている(『藤原概報８』)。東第三堂

の基壇外周部の瓦堆積は、平城遷都の際に、使用できな

い瓦を廃棄したものだが、そのうち９割以上が上述の軒

瓦であるため、これらが東第三堂の所用軒瓦であること

は間違いない。

　そこで問題になるのは、6273Cがどの軒平瓦とセット

になるかである。 6281A －664 lC と6281B －6641Fのセッ

トは、それぞれ同数近く出土しているが、6273B －664 IE
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のセットでは、軒平瓦が軒丸瓦の２倍以上出土してい

る。となれば、6273Cは6273Bとともに6641Eとセットで

ある可能性が考えられる。そこで、6273Bと6273Cを比較

すると、以下のことが共通する。文様構成は、中房がＢ

種のほうが高いほかは、蓮子配置や外縁の凸鋸歯文の長

さが酷似する。外縁の先端をヘラケズリするものとしな

いものがある。瓦当裏面の調整は、ナデやケズリにより

平坦に仕上げるものと指で乱ナデするものの２グループ

がある。接合方法をみると、瓦当裏面上端から、0.8～

1.5cm下がったところに先端部無加工の丸瓦を接合して

おり、丸瓦の広端面にタテ方向のキザミを入れるものと

入れないものがある。外縁の外側にlcm程度箆が被って

おり、掬型の使用痕跡が見られる。クサリ肆の粒子を大

量に含む胎土で、やや軟質な焼成のものが多い。特に外

縁の先端をヘラケズリすることは、高台・峰寺瓦窯で生

産された軒丸瓦に共通する特徴の一つである。よって

6273Cは6273Bとともに高台・峰寺瓦窯で生産された可

能性が高いであろう。

　以上から、生産瓦窯を考えた上で想定される東第三堂

の所用軒瓦は、6281A －6641C、6281B － 6641F、6273B

・C-6641Eの３セットと判断できる。

　また軒丸瓦6271Bを確認した（図78）。複弁蓮華文軒丸

瓦で、外区内縁に直径約1.3cmの大型の珠文を配し､外縁

には面違鋸歯文を飾る。蓮弁のうち一葉は、蓮弁内に３

つの子葉を置くという特徴をもつ。 6271Bは6271Aや

6561Aとともに久米寺所用の軒瓦である。これらは、他

の藤原宮の軒瓦に比べ瓦当が大きく、藤原宮のどこに使

用されたのか、今後の検討課題である。　　（筧和也）

その他　金属器・石・土製品等は整理用小型コンテナ２

箱分か出土した。銅銭・鉄片・砥石・羽口・管状土錘な

どがある。南北溝SD9993からは、長年大宝(848年初鋳）

が10枚紐に通した状態を示すように出土した。出土状況

から遺失銭と考えられる。　　　　　　　（渡部圭一郎）



５　成果と課題

東第三堂の梁行規模の変化　本調査では、東第三堂の南半

部を非常に良好な状態で検出でき、これまで知られてい

なかった重要な知見をいくつか得ることができた。その

第１は、東第三堂の梁行規模が５間から４間へ計画変更

されたことが判明した点である。

　東第三堂は、所用瓦の型式にもとづく検討などから、

東第一堂・東第二堂と同じく、藤原遷都当初には成立し

ていなかった可能性が高い（花谷浩「寺の瓦作りと宮の瓦作

り」『考古学研究』40-2、1993年）。六国史によれば、「大極

殿」の初見は文武２年(698)、「朝堂」の初見は大宝元年

　（701）である。これらは初見史料にすぎないが、朝堂の

成立が初見の時点から大きく遡るとは考えにくい。朝堂

が成立してから和銅３年（710）の平城遷都まで約10年間

しかない。しかも平城遷都計画はすでに慶雲３年（706）

頃には持ち上がっており（鎌田元一「平城遷都と慶雲三年

格」『律令公民制の研究』塙書房､2001年）、これ以後にあえて

大改造をしたとは考えがたい。こうした限られた期間に

大規模な建て替えをおこなったとすれば、東第三堂はほ

とんど機能しないことになってしまう。だが「朝堂」に

関する史料は、慶雲２年・同３年・和銅２年にも認めら

れ、この間にも恒常的に利用されていたことは明らかで

ある。このような点からみても、東第三堂の梁行規模の

変更は、造営段階になされたものと判断される。

朝堂の建物形態の差　第２の成果は、東第一堂～東第三

堂の建物形態の違いが明確になった点である。

　これまで藤原宮の朝堂は、古文化研の調査成果のほ

か、平城宮の例などから、第一堂が最も梁行が大きく、

第二堂以下と格差があるといわれてきたが、これが発掘

調査によって裏づけられた。東第一堂は入母屋造もしく

は寄棟造の屋根をもち、基壇外装に凝灰岩を用いた土間

の建物と考えられる。一方、東第二・三堂は切妻造で、

基壇外装に凝灰岩を用いた痕跡はなく、床張りであるな

ど、東第一堂と形態が明らかに異なる。

　　『儀式』『延喜式』によれば、東第一堂は太政大臣・左

右大臣、東第二堂は大納言・中納言・参議、東第三堂は

中務省・図書寮・陰陽寮の官人の朝座が設けられること

になっていた。大臣（西第一堂に朝座をもっ親王も）とそれ

以外の者を区別する意識が、こうした建物構造の違いに

反映されたとみることができよう。

　しかしながら、最終的な朝堂の建物としては、第二堂

と第三堂との間にも建物規模に差がある点を見逃しては

ならない。すなわち、東第二堂は梁行５間あるのに対し

て、東第三堂は梁行４間にすぎないのである。

　『儀式』『延喜式』によれば、朝堂では、諸司の常政と

太政官の公卿聴政がおこなわれた。東第三堂では中務省

とその被官官司による常政がなされたのに対して、東第

一堂では大臣が着座すると、東第二堂にいた大納言以下

がそこに移り、弁官や諸司・諸使による上申文書の読申

に対して決済を与える公卿聴政がなされた。また大臣が

不参であった際には、東第二堂が公卿聴政の場となっ

た。すなわち、東第一堂・東第二堂は公卿聴政の場であ

ったのに対して、東第三堂は常政の場にすぎなかったの

であり、これが建物規模の差になったと考えられる。

　ところで、前期難波宮でも第一堂-ｙ第二堂－第三堂以

下という建物規模の差が認められる。一方、平城宮の12

棟の朝堂（東区朝堂院）は、下層の掘立柱建物と上層の礎

石建物の２時期あるが、掘立柱建物の段階で第二堂と第

三堂以下との規模の差は失われている。さらに礎石建物

の段階になると、第一堂と第二堂以下との格差までもが

解消される。平安宮でも第一堂と第二堂以下とで規模の

差は認められない。大きな流れとして、第一堂や第二堂

の特殊な位置づけが徐々に失われていったのである。

　このような朝堂の変遷をたどってみると、藤原宮造営

当初の段階では、第一堂と第二堂以下とを区分する新た

な動きがみられたものの、造営途中での計画変更という

形で、第二堂と第三堂以下との間も区分するという従来

の方式に戻されたとみることができよう。

平安期の建物を検出　第３の成果は、9～10世紀の建物

・溝・土坑・井戸を多数検出し、藤原宮廃絶後の土地利

用の一端が明らかになった点である。

　東第一堂周辺では、平安時代末から鎌倉時代の建物・

井戸・溝を多数検出しているが、それ以前の状況を示す

ものとして注目される。本調査で検出した建物群は、出

土遺物に緑粕・灰粕陶器を含み、一般の農村集落とは考

えにくい。藤原宮は廃絶後、一部荘園となることが知ら

れており（宮所庄､高殿庄､飛騨庄など）、荘園の管理施設で

あった可能性も十分にある。今後は周辺における遺構の

広がりを追究していく必要があろう。　　　（市大樹）
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朝堂院東第六堂の調査
一第136次

　　　　　　　　　１　はじめに

　藤原宮中枢部の構造を明らかにするための計画調査の

第８回目で、対象は朝堂院東第六堂。日本古文化研究所

　（以下、古文化研）が、1937～38年にかけて部分的な発掘

調査をおこなっており、桁行12間（14尺等間）・梁行４間

　（10尺等間）の東西棟総柱建物と報告している。

　だが本書48頁以下で述べたように、奈良文化財研究所

が近年おこなってきた東第一堂・東第二堂・東第三堂の

再発掘調査では、いずれも古文化研の報告とは異なる成

果を得ている。なかでも東第三堂は、梁行５間で造営を

開始したものの、途中で梁行４間に計画変更した可能性

が強まるなど、時期差にも留意した検討が求められるよ

うになってきた。

　想定される東第六堂とその周辺地域は、民有地が及ば

ないため、建物全体を調査できる条件が整っている。ま

た東第六堂の東方には、南北棟の東第四堂が建つ。これ

まで東第一堂～東第三堂の調査では、北流する水路のた

め、朝堂基壇西縁部の様相を十分に調査できなかった。

そこで、東第六堂の全体と東第四堂の西縁部南半を含む

南北31mｘ東西67m余の調査区を設定した。

　本年度の調査は2004年10月15日から12月24日にかけて

実施し、調査区東半（南北31m､東西37. 5m､面積約1163�）

の上層遺構を中心に平面検出をおこなった。調査部全体

の発掘計画の関係で調査を中断し、西半の平面検出や遺

構の本格的精査などは2005年度に再開する予定である。

調査途中のため、ここでは検出遺構の概要を簡単に報

したい。

60

図79　古文化研調査区完掘後の状況（西から）
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　　　　　　　２　おもな検出遺構

　遺構検出は床土直下でおこない、古文化研の調査区、

中世以降の素掘小溝、平安頃の建物群・溝などを確認し

た(図79)。古文化研調査区の埋戻土を除去すると、根石

・栗石が極めて良好な状態で姿を現し、東半の調査区内

に35ケ所の礎石位置を確認できる。南側柱筋の東から３

つ目にあたる柱位置の南約３ｍの地点には、礎石１基が

落とし込まれていた(図80)。礎石は花尚岩製で、長さ約

100cm､幅約80cm､高さ約80cm。礎石据付掘形の検出には

至っていないが、根石・栗石の位置から、柱同寸法は桁

行が14尺等間、梁行は古文化研が想定した10尺等間では

なく、身舎が10尺×２、両廂各９尺になりそうである。

棟通りにも根石・栗石は認められ、東第二堂・東第三堂

と同じく、床張りの建物となる可能性が高い。

　このほか、基壇外周部を掘り下げて、平城遷都時に廃

棄された瓦の堆積(図81)や､朝庭部に敷かれたバラス敷

きを広範囲で確認した。また、調査区南壁際に設けた土

層観察を兼ねる排水溝を掘削した際、藤原宮造成整地土

中で、藤原宮造営時に廃棄されたとみられる完形に近い

瓦が多数出土した。今後、東第六堂の造営から解体にい

たる遺構の検出が期待される。

　一方、東第六堂の基壇部分では、径30cm前後の円形掘

形をもつ小柱穴を多数検出した。平安頃に建物が頻繁に

建て替えられたことがわかる。この頃まで残っていた基

壇を利用して建物を建てたのであろう。東第一堂や束第

三堂でも似た遺構を検出しており、当該期における土地

利用の一端を示している。東第三堂の調査では、荘園の

管理施設が置かれた可能性を指摘したが(本書59頁)、こ

れらとの関係も追究すべき課題だろう。　　(市大樹)

図80　礎石（北西から） 図81　瓦堆積（東から）
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第127-8次

１

はじめに

　　藤原宮期以前の遺構

SX9934　調査区中央部北よりにある石敷SX7632の南方

で検出した東西方向の石組暗渠。幅約80cniの溝状の据付

掘形を掘り、人頭大の石を１列組む。据付掘形の一部

は、藤原宮期以前の掘立柱建物SB7965北側柱の柱穴で破

壊されている。

SB7950　第71次調査で検出した北廂をもつ掘立柱東西

棟建物で、側柱と北廂の柱穴計３基を検出した。西に隣

接する第58次調査では検出していないため、桁行が５間

以上７間以下であることが判明した。また、南廂はない

ため、梁行は北廂を含め３間であることも確定した。

　　藤原宮期の遺構

　藤原宮期は、遺構の重複関係から前半と後半に分けら

れる（第71次調査）が、本調査では重複関係を確認できな

いものが多い。そのため検出遺構を一括して報告する。

SA6629　官管Ｂの南辺を画する掘立柱東西塀。第71次調

査で検出しており、本調査区内にも柱穴がかかる。柱掘

形は一辺約1.1mの隅丸方形で、直径約25cinの柱根が根

固めの石で固定されていた（図84）。

SX7632　第67 ・71次調査で検出していた石敷。今回の調

査区内の遺存状況はとくに良好であった（図83）。人頭大

の平石を並べ、目地に小さな石をつめ込んでいる。南北

幅は約6. 5mで、南辺と北辺にそれぞれ幅約30cmの東西

石組溝がとりっく。南辺の石組溝SD7949の遺存状況も

良好であった。

SD9935　石敷SX7632の北辺にある東西方向の石組溝。

北接する南北棟掘立柱建物SB7630の柱穴抜取穴で一部

破壊されている。この抜取穴には石組溝の石が捨て込ま

れており、両者は併存していたらしい。 SD9935は東の第

67次調査区でSB7630の雨落溝と想定される南北石組溝

SD7631と接続しており、SD9935もSB7630の雨落溝と石

敷SX7632の排水溝を兼ねていたと考えられる。

SK9930　炭を大量に含む土坑。正確な平面規模は明らか

でないが、南北に10m前後広がる。出土した土器は飛鳥

Ｖの時期に比定できるため藤原宮期の遺構と考えられる

が、性格は不明。

SBg931　調査区南端で検出した掘立柱建物。南北３間分

を検出し、さらに南へ続く。柱同寸法は８尺（約2.4m）。

掘形の平面は1.2mの方形で、柱穴の一つには、直径約25

cmの柱根が遺存していた。また柱根の底には径25cm、厚
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　本調査は、当初、農業用水路の改修工事に伴う立会調

査であったが、藤原宮期の遺構面まで重機掘削が及んだ

ため、発掘調査に変更しておこなった。調査区は、幅約

1.8m、延長約130mにおよぶ南北に細長いトレンチで、

面積は約240�。調査は、立会の期間を含めて、2004年２

月12日～３月２日である。

　調査区の東西に隣接して、過去に第58・61・67・71次

調査を実施しており、藤原宮内裏東官管の遺構を検出し

ている(『藤原概報20』、『同21』、『同23』、『同24』)。この内裏

東官管地区は、南北に区画された３つの官管ブロックか

らなり、北から、官管Ａ、官管Ｂ、官街Ｃと仮称している

　(『藤原概報24』)。本調査区は官管Ｂ・Ｃの西辺部を南北に

縦断する位置にあたり、これらと関連する遺構の検出が

予想された。

　調査区が南北に長いため、層序は場所により一定しな

い。調査区北半部では水路床面以下が、上から、茶灰褐

色砂質土(旧耕土または床土)、灰褐色の砂質土または砂傑

　(遺物包含層)、暗褐色砂質土(藤原宮期もしくはそれ以前の

整地土)の順である。灰褐色砂質土・砂喋を除去した段階

で藤原宮期の遺構を検出したが、それらと暗褐色砂質土

の間には、部分的に黄褐色砂質土(藤原宮期の整地土と推

定)がある。調査区南半では灰褐色砂質土・砂牒は削平

されており、暗褐色砂質土上に灰色の砂もしくは粘質土

が広がっている。この灰色の砂・粘質土は、周辺河川の

氾濫による自然堆積であろう。南半では暗褐色砂質土上

面で藤原宮期の遺構を検出した。検出面の標高は、調査

区北端で約71.4m、南端で約71.8mである。

　　　　　　　　　２　検出遺構

　検出した遺構の多くは、周辺調査で確認した遺構の延

長である。当該地区の遺構は、大きく藤原宮期以前、藤

原宮期、藤原宮期以降の３期に区分されるが、本調査で

は藤原宮期以降に関しては、耕作にともなう素掘小溝を

除いて顕著な遺構は認められなかった。したがって、藤

原宮期以前と藤原宮期について、新発見の遺構や新たな

知見を得られた遺構を中心に略述する。
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さ12cmほどの石を据えている（図85）。

SBg932　SB9931の北方で検出した掘立柱建物。　７間分

を検出し、南北棟と考えられる。柱間寸法は８尺（約2.4

m）。SB9931と同様に、直径約25cmの柱根を残す柱穴が

ある。

　SB9931とSB9932は柱筋をそろえ、柱の大きさや掘形

の埋土も似る。さらに柱掘形に黄褐色砂質土が入る特徴

も共通することから、同時併存と思われる。

　　　　　　　　　３　出土遺物

瓦類　藤原宮期の丸瓦24点(4 .24kg)、平瓦53点(11.75

kg）が出土した。すべて包含層からの出土で内裏東官街

地区の建物にともなう瓦ではないと考えられる。

土器類　調査区全域から整理箱４箱分か出土した。主に

藤原宮期の須恵器や土師器が中心で、出土遺物の様相は

図83　石敷SX7632と石組溝SD7949 (南から）

周辺調査と同じである。藤原宮期の須恵器には、杯蓋を

利用した転用硯があり、「上」・「月」・「木」・「賜」・「厭」

・「龍」・「職」などの文字が習書されている。

　　　　　　　　　　４　まとめ

　本調査では、周辺調査で検出していた遺構の延長を確

認でき、いくっかの新たな知見も得られた。第67 ・71次

調査では、官街Ｂの建物周辺が藤原宮期後半になると石

組溝や石敷で舗装されていた可能性を指摘しているが、

SB7630近辺の石組溝や石敷は、これを補強する発見とい

える。

　また調査区南方では、官管Ｃの建物に相当する遺構を

新たに検出した。官街Ｃは南限も明確でなく、さらにそ

の南に区画される官管域の様相など、建物を含めた詳細

の解明には、周辺の調査が不可欠である。　（筧和也）

図84　東西塀SA6629の柱穴断面（東から）

図85　南北棟SBgg31の柱穴断面（東から）
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朝堂院東地区・内裏東官街
地区の調査
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第133-11次
小穴、素掘小溝などがある。掘立柱建物・塀、石組溝な

どは藤原宮期と考えられ、その他の土坑・小穴には古墳

時代のものも含むが、多くは時期不詳である。素掘小溝

も時期不詳であるが、おそらく中・近世以降のものであ

ろう。ここでは主として藤原宮期と考えられる遺構につ

いて述べる。

SB9931　北区の北端で検出した掘立柱南北棟建物で、第

127- 8 次調査区南端で検出した建物の南２間分に相当す

る。これによりSB9931は桁行５間の建物であることが確

定した。桁行柱間は2.46mで､桁行総長12,3mである。２

基の柱穴は調査区西壁際で検出し、水路による削平もあ

ってか、第127- 8 次調査で検出した柱穴より規模がやや

小さい。

SB10105　南区で検出した掘立柱東西棟建物で両側柱列

の対になる柱穴を１基ずつ検出した。梁行は約４ｍで、

２間と見られ、桁行の柱間は不明である。いずれの柱穴

掘形も深さが約30cmと浅く、かなり削平を受けていると

考えられる。

SA10110　SB10105と重複する位置で検出。柱穴１基の

みである。SB10105の妻中央の柱を構成する可能性もあ

るが、柱穴全体の位置が北へ接近しすぎているため、こ

こでは別の塀と考えておく。

SA10115　掘立柱東西塀。南区東壁際で柱穴１基のみを

検出した。調査区西壁に次の柱穴が認められないので、

これが西端になるか、あるいは柱間寸法が1,8m以上と

考えられる。直径約15cmの柱根が残っていた。柱穴掘形

の深さは約50cmで、やはりかなり削平を受けているので

あろう。

SX101G0　南区南端付近で検出した石組の東西暗渠。幅

95cm、深さ40cDi以上の掘形内に立石を２列に並べ､底部

に平石を敷いたうえで立石間に角裸ないし平石を充填し

たと見られるが、水路による削平で遺存状況が悪く明確

ではない。石組は幅約60cm、高さ30cm以上。

SX10125　北区の中央付近において、調査区西壁際で検

出した遺構。ほとんどの部分が西側の調査区外にあるた

め形状､規模､構造等を知ることができず､性格は不明。

検出状態で､南北長約2.5m､東西長約0.9m､深さ45cmあ

り、埋土の上部は投黄色土の小塊を含む埋立土、下部は

青灰色粘質土である。これらから井戸ないし井戸枠抜取

穴の可能性も考えられる。この遺構は、南東から北西へ

　　　　　　　　　１　はじめに

　本発掘調査は、水路改修のためのＵ字溝設置に伴い、

橿原市教育委員会の委託により、飛鳥藤原宮跡発掘調査

部が実施したものである。

　調査地は、昨年度実施した第127- 8次調査地（本書61

頁）に南接し、高殿集落の西方約70mを北流する水路に

重複する位置で、調査範囲は幅約２ｍ、長さ約135mにわ

たり、総面積は約270�である。調査位置は、藤原宮内裏

東官管地区およびその南の朝堂院東地区にまたがり、お

およそ内裏南端付近から朝堂院東第二堂北半の東方に相

当する。調査区は高殿集落へ延びる東西道路により分断

されており、便宜的に北区、南区と呼称することとし

た。調査は、奈良県警察と橿原市の協議事項に従い2005

年１月11に開始し、２月２日に終了した。

　　　　　　　　　２　基本層序

　両調査区の土層は基本的に共通しており、上から①表

土(黒色腐植土層、厚さ約30cm)、②旧耕土ないし床土(青灰

色砂質土層、厚さ約35cm)、③水路堆積物(青灰～灰色砂裸層、

近・現代遺物包含層、厚さ15～35cm)、④黒褐色粘質土層(厚

さ15～35cm)、⑤投灰褐色粘質土層(厚さ15～25cm)、⑥暗灰

色粘土層の順で堆積する。水路の攬乱が④層ないし⑤層

にまで及び、両層はかなりの削平を受けている。多くの

遺構はこれらの削平面上で検出し、場所により多少の高

低はあるが、水路に西接する市道面から概ね0.8～1m

下方に位置しており、標高にして北端で約72.0m、南端

で72.6m前後である。④⑤層には古墳時代から奈良時代

にかけての土器や埴輪を含み、出土量が少ないため明確

ではないが、古墳時代から奈良時代にかけての遺物包含

層ないし整地土層と考えられる。⑥層は時期不詳であ

る。また、③層の堆積状況から見て、水路は西から東へ

少なくとも１回は移設されたと考えられる。

　　　　　　　　　３　検出遺構

　主な検出遺構には掘立柱建物２棟、掘立柱塀２条、石

組溝１条、人頭大の蝶を伴う土坑１基、その他の土坑・
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と向かう流路状の溝SD10120（幅約2.5m、深さ約0.3m）の

埋土上から掘り込まれている。

SKI 0130　北区中央付近の東壁際で検出した土坑。全体

の２分の１以上が調査区外に延びるようであるが、平面

が隅丸方形ないし隅丸長方形を呈すると見られ、現状で

南北長約1.7m､東西長0.7m以上､深さ約50cmある。埋土

中には、人頭大ないしそれよりやや大きい亜円牒数個以

上が、土坑中央部に集中する。これらの傑を礎石の栗石

とし、土坑を礎石据付穴とする見方もあるが、対になる

同種の遺構が調査区内に認められず、判断が困難であ

る。今のところ性格不明と言わざるを得ない。

　　　　　　　　　４　出土遺物

　主な出土遺物には、土器・陶磁器類、瓦類、木製品、

石製品、焼土などがあるが、数量は比較的少なく、土器

類がそのほとんどを占める。

　土器・陶磁器類はプラスチックコンテナ３箱分出土

し、古墳時代から奈良時代にかけての土師器・須恵器、

13世紀後半の瓦器、近世陶磁器があり、ほかに円筒埴

輪、漆付着土器などがある。土師器には杯・高杯・甕・

小型丸底壷・薬壷・鍋などがあり、須恵器には杯（身・

蓋）・蓋・甕・長胴甕・壷などが認められる。古墳時代

の土器では、６世紀前半の土師器甕や、６世紀初頭の須

恵器杯Ｈ蓋がある。④ないし⑤層出土須恵器には、飛鳥

IV～Ｖの杯Ｂが含まれる。円筒埴輪は南区から出土し、

ほとんどが６世紀代に属する。

　　　　　　　　　５　まとめ

　本調査は、現存する水路による削平ならびに狭長な調

査区という制約のため、不明確な点を残さざるを得ない

結果となったが、それでも、藤原宮期と見られる遺構を

いくつか検出できた。本調査位置は、小規模調査を除い

て、これまで隣接地が全く調査されておらず藤原宮期の

状況が明らかでなかったが、本調査でその一端を僅かな

がら窺うことができた。

　北区では、建物としては掘立柱建物１棟のみで、ほか

に井戸の存在する可能性があるが、少なくとも水路部分

では藤原宮期の遺構の密度は非常に薄い。北区では、こ

れまで内裏東官街地区で明らかにされた南北に並ぶ３っ

の官新区画のうち、南端の官新区画（官街Ｃ）南限区画塀

66 奈文研紀要　2005

の発見が期待されたが、本調査では検出できなかった。

削平によるものか、調査位置によるものかは、にわかに

判断できない。

　南区では、掘立柱建物１棟、掘立柱塀２条、石組暗渠

１条が検出された。ここはおおよそ、朝堂院東第一堂南

半と東第二堂北半の東方に位置するが、朝堂院東地区の

一画を構成する建物や塀が確認できたと言えよう。これ

らが官街区画を構成するものかどうかは、今後の調査・

研究に委ねたい。　　　　　　　　　　　　（小池伸彦）

図87　石組暗渠SDIOIOO (北から）

図88　第133-n次調査区全景（北から）
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図89　藤原京発掘調査位置図　１ :30000



本薬師寺の調査

一第133-3次

　　　　　　　　　１　はじめに

　橿原市城殿町における住宅建設にともなう事前調査で

ある。調査地は本薬師寺金堂跡より北方に約105mをへ

だて、平城京薬師寺の伽藍配置を参照すると、食堂後方

の十字廊および東北僧房の小子房の位置に該当する（図

90）。調査区はおよそ南北３ｍｘ東西10m、面積32�で、

調査期間は2004年６月17日～７月１日である。

　　　　　　　　　２　検出遺構

　調査区の基本層序は、上から表土、暗茶褐色土(近世包

含層)、灰褐色砂質土(中世包含層)、黄褐色土、投褐色

土、灰黄色粘土、暗灰色微砂(湧水層)である。黄褐色土

・檀褐色土はいずれも古代の整地土層と想定される。灰

黄色粘土と暗灰色微砂は自然波路の堆積層である。

　黄褐色土上面では十字廊および小子房の想定位置に古

代の遺構を検出できなかったが、中世の東西溝２条を確

認した。古代の遺構面は削平されたと考えられる。

　調査区北端で検出した東西溝SD440は、幅2.3～2.5

68

図90　第133- 3 次調査位置図　1 : 3500

奈文研紀要　2005

ｍ、深さ80cmでＶ字形に深く掘り込み、大きく上下２層

に分かれる。方位は西で北に若干振れる。下層には木屑

を多く含み、瓦、瓦器椀、土師器皿、土釜、青磁、白磁、

漆器が出土した。下層溝を埋め立てて整地した後、その

上層に再び溝を掘削している。上層は、幅1.5～L8m、

深さ30cmでやや規模を縮小する。

　東西溝SD441はSD440の約80em南方に位置し、幅70cm

以上、深さ40cm以上。瓦、瓦器椀、土師器皿が出土。SD

440と重複しないので先後関係は不明だが、出土遺物の

年代観からほぼ同時期と考えられる。

　　　　　　　　　　３　出土遺物

瓦類　古代の瓦は軒丸瓦４点、軒平瓦８点と道具瓦34

点があり、丸瓦299点(34.89kg)、平瓦1162点(138.93kg)

が出土した(表13)。軒丸瓦6276Aaと軒平瓦6641Hは本薬

師寺の創建瓦である。丸・平瓦も多くは創建期のものだ

が、奈良時代の一枚作り平瓦も少量ある。

土器類　古代の土器はいずれも僅少かつ小片である。土

師器杯・高杯・甕、回転台土師器、須恵器杯身・杯蓋・

台付長類壷・平瓶・甕かある。

　中世の土器の多くはSD440から出土した。土師器皿と

-

Y-18,318　　　-18,315

｜ ｜

| －18,312 Å

）　１　　　　３ｍ
ら

図91　第133- 3次調査遺構図　1 : 150

図92　第133- 3 次調査区周辺地籍図
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土釜がその大多数を占め、ほかに瓦器椀、青磁・白磁片

がある。瓦器椀は、ミガキがやや粗く断面三角形の高台

を備える形態が多く、高台を喪失し体部が半球形を呈す

るものも少量含む。土釜は10個体程度あり、口縁端部を

内側に折り込んだ形態のものがほとんどである。鍔がと

くに短いものと、幅・厚みともに小さい鍔が肩部下方に

貼り付くものの２種がある。瓦器椀と土釜の年代観か

ら、SD440出土土器は13世紀後半～14世紀前半に比定で

きるが、中心は13世紀代のものである。

木製品　SD440から漆器椀１点が出土した。ほぼ完形で

口径約14cm、高さ約5 cm。 内外面とも黒漆塗り、口縁外

面２ケ所と底部内面に朱漆で羽形の紋様を描く。

　　　　　　　　　　４　まとめ

　本調査は、本薬師寺の僧房域にあたる城殿集落内では

初めての発掘調査であり、次の２点の成果が得られた。

　１点目は、創建瓦が相当量出土したことである。創建

期の遺構は検出できなかったが、近傍での瓦葺建物の存

在を想定するには充分であり、これまで不明であった僧

房域の様相をうかがう重要な知見と言える。

　２点目は13～14世紀の溝を検出したことである。平城

遷都後の本薬師寺については、11世紀頃までは『左経

記』『七大寺巡礼私記』『中右記』などの史料に記事がみ

える。また、金堂以南の既調査区では10世紀頃の灯明皿

が出土しており、この時期に寺院として機能していたこ

とがわかる。本調査区からは、平安期の資料は出土しな

かったが、SD440 ・441は僧房推定位置と重複するので、

これらの溝が開削される13世紀後半には、少なくとも調

査地周辺における創建当初の施設は廃絶していたと考え

られる。

　SD440 ・441は、その形態一時期から集落や居館に伴

う環濠と考えられる。現在の城殿集落に環濠の痕跡はな

いが、「北垣内」「中垣内」「東垣内」「南垣内」といった

環濠集落との関連をうかがわせる字名が残る（図92、橿考

研編『大和国条里復原図』奈良県教委、1980年）。ただし、SD

440は、「北垣内」北辺より約16m南方に位置するので、

その性格については今後の課題である。

　本調査では本薬師寺創建伽藍の広がりや、中世の環濠

集落の形成について重要な知見を得ることができた。周

辺における今後の調査に期待したい。　　　（冨永里菜）

●

軒丸瓦

　型式

6276Aa

巴(近世)

表13　第133-3次調査　出土瓦集計表
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図94　第133- 3次調査区全景（東から）
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図95　第133- 7次調査遺構図　1 : 300
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9952とSX9953がある。 SD9952は幅140cm、深さ30cinの細

長い斜行溝である。SX9953は、この斜行溝SD9952を切

り込むかたちで土器の壷底部が据え付けられた状態で残

っていた。

　藤原宮期の遺構としては南北塀SA4170がある。柱同

寸法は2. lm (7尺)等間。第45次調査区では、南北塀SA

4172と柱筋を揃えて重複しており、それより新しい。SA

4170の年代的位置づけは、第45次調査と第47 ・50次調査

　(『藤原概報17』)では異なっているが、少なくとも東西大

溝SD4130より北では、SA4170は６間分検出し(第45次調

査)、７間から11間分か未調査で、本調査では12間目を検

出したことになる。北側の柱穴には径14cmの柱根が残っ

ていた。SA4170は土坑SK9950を切っているが、SK9950

は第45次調査で検出したSA4172とは７尺等間で割ると、

想定位置とは完全にずれることとなり、SA4172がどこ

まで北に延びるかは未発掘地を調査しないとわからない。

　　　　　　　３　まとめ

　藤原宮期の遺構は全体的に希薄で、南北塀SA4170の

北端を検出したのみであり、これより北方には延びない

ことを確認した。　　　　　　　　　　　　　（山崎信二）

X－166,540

-

X-166, 550

-

図96　調査地周辺遺構図　1:400

　　　　　　　　　１　はじめに

　本調査は、飛鳥藤原宮跡発掘調査部の収蔵庫建設に伴

う発掘調査である。調査地は1985年に当調査部の新庁舎

建設予定地でおこなった発掘調査地（第45次調査区、『藤原

概報同』の北に接する部分で、発掘面積は343�。このう

ち東約３分の１の72�が第45次調査区と重複している。

調査期間は９月４日～10月25日。

　　　　　　　　　２　検出遺構

　層序は上層から盛土・表土・茶褐色土で、茶褐色土は

中世以降の層と考えられ、瓦器を含み、その下に弥生時

代末から古墳時代初めの遺物を含む層がある。

　弥生・古墳時代初めの遺物を含む層は、南西方向に低

くなる傾斜面をもっており、調査区西南の低部に堆積し

た最上層が灰褐色砂質土、その下が明灰色砂質土、次に

暗褐色砂質土・暗茶褐色土・淡茶灰色土・暗褐色粘質土

の順で斜め方向の上下に堆積している。上述の土層のう

ち、最下層の暗褐色粘質土中にも、弥生土器片を含んで

いる。発掘調査では、低い西南部に堆積した土層を完掘

し、その下の明灰色砂質土・暗褐色砂質土・暗茶褐色土

の上半部を掘り下げたため、遺構図では西南部から東南

部へ斜めの溝が走っているようにみえるが、これは溝で

はなく、東北方向から南西方向へ土層が斜めに堆積して

いることを示している。

　弥生時代末から古墳時代初めの遺構としては、SD

70
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飛鳥地域等の調査

図97　飛鳥地域発掘調査位置図　１ :6000



１　調査の経過

　県史跡豊浦寺跡の現状変更（向原寺納骨堂建設）に伴う

事前の発掘調査。向原寺の現境内は、７世紀第２四半期

の建立と推定される豊浦寺講堂の推定地にあたり、今回

の調査区の南東で実施した1980年の奈文研第２次調査で

は、中世の仏堂（SB480）および創建期の講堂（SB400）の

基壇版築土を確認している（『藤原概報11』）。また、南方

の庫裏の改築に伴う1985年の奈文研第３次調査では、講

堂南辺の雨落溝（SD405）や基壇版築土のほか、その下層

から、周囲に石敷とバラス敷をめぐらす総柱の掘立柱建

物(SB450)を検出している（『藤原概報16』）。

　　『元興寺伽藍縁起井流記資財帳』や『日本三代実録』

元慶６年(882) 8月23日条所引の仁寿４年(854) 9月13

日「太政官符」には、推古天皇の豊浦宮を寺として、豊

浦寺と名づけたと見える。したがって、豊浦寺の創建期

を遡る上記の掘立柱建物は、豊浦宮の一部である可能性

が高いだろう。この建物の廃絶から講堂創建までの間に

堆積した土層から、飛鳥Ｉ段階の土器が出土している事

実もそれを裏づける。また、講堂の基壇築成に先行する

土坑(SK440)からは、飛鳥寺と同位の軒瓦が集中して出

土し、金堂の創建瓦と推定されている。

　今回の調査区は、講堂基壇の推定北辺に近い位置にあ

たり、従来不明であった講堂の南北規模の把握ととも

に、下層の豊浦宮にかかわる遺構の確認が期待された。
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へ

そこで、南北4.4mx東西3.0m (13�）の調査区を設定

し、すべて人力による発掘調査をおこなった。

　発掘調査は10月12日に開始し、同日、奈良文化財研究

所が設置した３級基準点を固定局とするＧＰＳ測量（測地

成果2000に基づく世界測地系）と水準測量を実施した。以

後、地表下約60cmまでは全体を掘り下げたが、近世以降

の置き土が厚く堆積するため、土置き場との関係で、14

日からは東端部のみ60cm幅で深掘りすることとし、基壇

版築土とその下位に位置するバラス敷を検出した。 15日

に写真撮影および平面図・土層図の作成をおこなう。あ

わせて、奈文研第２次調査の礎石と、現在露出展示され

ている同第３次調査の敷石の標高を再測する。その後、

23日に地元を対象とした調査成果の説明会をひらき、25

日より埋め戻しを開始。 27日に完了した。

　　　　　　　　２　調査の成果

土　層　地表下約50～60cmで比較的堅い置き土の面とな

り、この面までは全体を掘り下げた。この置き土は厚さ

60cmほどあり、その下は、近世の瓦や陶磁器を含む青灰

色～暗灰色粘質土が40cin以上の厚さで堆積している。調

査区が狭小なため確定できないが、窪地か土坑状遺構に

― H = 95.0m

―H = 94.0m
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　　　　　　　図100　第133-9次調査区全景(南から)

おける自然堆積であろう。この下が講堂の基壇版築上と

なり、もっとも遺存状況のよい部分では、厚さ約50cmの

版築層が残存している。また、版築土の下にはバラス敷

が広がるが、両者のあいだに間層は認められなかった。

バラス敷上面の標高は93.8～93.9mで、現地表面からは

約1.7mの深さがある。

遺構　講堂の基壇版築土とバラス敷のほか、前者を掘

り込む浅い窪み、近世以降の土坑や溝などを検出した。

以下、古代の遺構について略述する。

　講堂の基壇版築土は、調査区東南端部分で約50cmの厚

さがある。投灰色粘質土と淡灰褐色～灰褐色砂質土卜

部に灰黒色粘質土)を突き固めており、きわめて堅い。も

っとも、一定の高さをもつ基壇として確実に認められる

のはこの部分だけで、それより北では、バラス敷の直上

に担灰色粘質土が１層遺存するにすぎないが、この楷灰

色粘質土層は調査区の北端まで達し、バラス敷を完全に

覆っている。したがって、これを一連の版築土とみてよ

いとすれば、本来の基壇は今回の調査区全域におよび、

基壇北辺はさらに北に位置していたことになる。

　なお、奈文研第３次調査では、講堂基壇南辺の雨落溝

　(SD405)および基壇外装の抜取溝とみられる遺構を検出

している。後者の北縁から今回の調査区の北端までは約

20m(南縁からは約21m)、基壇として間違いない版築層の

高まりまでは約17mの距離がある。したがって、豊浦寺

講堂の基壇南北長は17mを下回ることはなく、20mない

しそれ以上となる可能性が高い。

　ちなみに、飛鳥時代の講堂で南北長が判明する例とし

ては、飛鳥寺が22.9m、山田寺は18.9mという数値が得

　　　　　　　図101　検出したバラス敷（南から）

られている（奈文研『飛鳥寺発掘調査報告』1958年、同『山田

寺発掘調査報告』2002年）。したがって、豊浦寺の講堂は山

田寺をしのぎ、飛鳥寺に近いか、少なくとも両者の中間

程度の規模を備えていたと推定される。

　今回検出した基壇版築土の下に広がるバラス敷は、径

3～8cm内外の傑を敷きならべたもので、奈文研第３次

調査で確認した掘立柱建物周囲のバラス敷と形状がよく

似ている。また、両者の標高を比べると、今回の調査区

のバラス敷上面のほうが約30cm低いが、これはむしろ、

北へ傾斜する地形に整合するものといえる。

　このバラス敷の性格については、調査範囲がごく限ら

れていることもあって確定できないが、第３次調査と一

連のものとみるには間隔が過大であり、別の掘立柱建物

の周囲をめぐるバラス敷と考えてよいだろう。

　ともあれ、層位的な関係とあわせて、これらが豊浦宮

の一部であることはほぽ確実であり、豊浦寺の下層に、

豊浦宮の遺構が良好な状態で広がっていることをあらた

めて確認した意義は大きい。

遺　物　丸瓦60点(10. 2kg)、平瓦194点(45.6kg)のほか、

土師器・須恵器・陶磁器などの土器類が出土した。大半

が近世の遺物で、古代に遡るものは僅少である。講堂基

壇の版築土中からも土師器と須恵器の細片が出土してい

るが、量的にはごく少ない。　　　　　　　　（小潭　毅）

n-3　飛鳥地域等の調査 73
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はじめに

　本調査区は第15 ・16次調査区の東方に接し、既存の畦

畔を保護する必要から南北２つに分かれる。これを便宜

上北区、南区と呼称する。発掘面積は計約654�。調査期

間は2004年４月１日～10月７日である。

　基本層序は、上から水田耕土、床土、遺物包含層、整

地土、７世紀以前の自然堆積土（青灰色土・青灰色砂・灰色

砂）の順となる。調査は主に包含層、Ｃ期整地土（灰褐色

土）、Ｂ期整地土（北区：黄灰色土、南区：赤茶色土）、Ａ期整

地土各層（北区：暗灰色粘質土、南区：茶灰色砂質土・灰茶色

シルト・黄斑灰色粘土・灰黄色粘質土）の上面で遺構の確認

作業をおこなった。

　調査区内は遺構が希薄であった。遺構が確認できない

部分で、Ａ期以前の状況を調べるため北区、南区、喋集

中の計３ケ所で断割調査をおこなった。

　遺構確認面の標高は、Ａ期整地土の下面で97.8m (北区

東北部）～96.8m (南区南部）である。

９
」 検出遺構

　遺構には掘立柱塀、溝、土坑、自然流路がある。ここ

では、年代順に遺構を報告する。

　　Ａ期以前

沼沢地SX4175 ・4176・4177　第15次・16次調査により、

今回の調査区西方は飛鳥時代以前には、沼沢地SX4050

とされている(『紀要2003』)。これと一連の堆積土の範囲

は、調査区中央にある牒集中SX4177をはさみ、平面的に

は南北二股に分かれる。北をSX4175、南をSX4176とす

る。断割調査の結果、SX4177の砂裸はかなりの厚さがあ

ること、SX4175 ・4176の堆積土の下に潜り込むことを

確認し、牒の集中は自然地形の尾根の先端部であった可

能性が高くなった。また、SX4175 ・4176の堆積土は粘土

と砂の互層で、流水による自然堆積である。

　また、部分的ではあるが、調査において確認できた岸

の傾斜はいずれも急勾配をもち、SX4175 ・4176は谷状の

地形を形成していたと想定できる(巻頭図版4)。遺跡周辺

の微地形からみると、水は基本的に西～北西の方向に流

れ、飛島川に合流するのであろう。

　なお、堆積土をSX4177上面より深さ1.5mまで掘り進

んだが、湧水が激しく、掘り下げを断念した。堆積土中

からは、古墳時代中期の土器が出土し、埋没の進行過程

における年代の一点を示している。

　石神遺跡は飛鳥寺の北西に位置する。明治35年(1902)

に須弥山石や石人像が出土し、『日本書紀』にみえる饗応

施設との関係が注目されてきた。

　1981年より奈良文化財研究所が継続して実施してきた

調査成果から本遺跡は３つの大きな遺構変遷があり、こ

れをＡ～Ｃ期と呼称している。

　Ａ期は斉明朝を中心とする時期で、さらに３時期に細

分が可能である。遺構が充実する時期で、方形区画の内

部に大形の掘立柱建物や井戸を配置していたことが明ら

かになっている（図97）。

　つづくＢ期（７世紀後半・天武朝）には、Ａ期の建物をす

べて解体して整地し、掘立柱建物を建てるが、Ａ期に比

べて建物は集中せず、配置も異なることから、性格が変

化したと考えている。

　Ｃ期（７世紀後半～８世紀初頭・藤原宮期）には再び建物

の構成を変え、この段階まで性格を変えつつも大規模な

施設群が存在していたことが判明している。

　遺跡は南方に位置する水落遺跡から、北方の阿倍山田

道との間をその範囲と考えてきたが、飛鳥藤原第110次

　（石神遺跡13次調査､2000年、以下第13次調査と称する。他の次

数も同様）、同116次（第14次調査、2001年）調査において大

規模な東西石組溝SD3896とその南の掘立柱東西塀SA

3893 ・ 3895の存在が確認されたことにより、これらが斉

明期の中心建物群の北辺を区画する施設である可能性が

指摘された（「紀要2001」）。

　この成果を受けて区画施設の北方でおこなった飛鳥藤

原第122次（第15次調査、2002年）、同129次調査（第16次調

査、2003年）では、遺構が希薄になる状況を確認し、想定

を裏付けることとなった（『紀要2003』・『同2004』）。加え

て、区画施設の北方一帯はＡ期には沼沢地であったこと

が明らかとなり、その詳細や石神遺跡の中心建物群と阿

倍山田道の間に存在する空間利用を検討する必要が生起

した。

　これを受けて、本調査では区画施設北方の詳細な占地

状況、およびＡ期以前の状況の検討を目的として調査を

おこなった。
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　　Ａ期（飛鳥時代前葉～中葉）

　この時期の遺構は少なく、主に整地に関連する遺構を

確認した。

東西溝SD4164　南区南端で確認した溝。幅約30cm、深さ

約10cm。黄斑灰色粘土上面で確認した。溝の上部は灰色

の粘質土であるが、溝の中には円牒を詰めた状況を確認

することができた。このことから飛鳥時代前半の暗渠と

考える。

土坑SK4171　南区東南部の黄斑灰色粘土下で確認した

不整形の土坑。多量の土器や加工痕のある木片、種子、

炭化物を含む。

　　Ｂ期（天武朝～持統朝中頃）

　Ｂ期・Ｃ期に属する遺構は、年代の根拠となる遺物の

出土は少なく、重複関係や整地土による相対的な変遷の

みが判明している。第15 ・16次調査における整地土の所

見を参考にＢ期とＣ期に区分したが、詳細な時期の特定

はできなかった。

南北塀SA4160　北区東北部で確認した掘立柱列（図103)。

柱穴５基を確認し、柱間は約３ｍ。柱の抜取痕跡を明瞭

に残す。周囲に対応する柱がないことから、掘立柱塀と

考える。牒集中SX4177では柱穴を確認できない。 SD

4161に先行する。

南北溝SD4162　北区束北部で確認した素掘溝。幅約1.0

～1,2m深さ15cinで、灰色の粘質土が堆積する。後述する

SD4161およびSD4163に先行する。

南北溝SD4163　北区東北部で確認した素掘溝。幅約1.0

m、深さlOcmで、灰色と明褐色の砂が堆積する。整地土

の差異から後述するSD4161に先行する。

　　Ｃ期（藤原宮期）

南北溝SD4161　北区東北部で確認した素掘溝。幅約60

cm、深さ約20cm。褐色土が堆積する。後述する土坑SK

4170に先行する。

土坑SK4170　北区東北部で確認した不整長方形の土坑。

堆積中に炭化材を含んでいる。細片ではあるが、土器が

出土し、Ｃ期以降と考える。

　　奈良時代以降

東西溝SD4126　北区南部で確認した素掘溝。幅約1.2m

～1. 5mで、第16次調査で確認した溝の延長部分にあた

る。堆積土中に多量の石を含む。水田耕作時の暗渠の可

能性がある。　　　　　　　　　　　　　　（金田明大）
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図103　南北塀SA4160 (北から）

　　　　　　　　　３　出土遺物

　出土遺物は多岐にわたる。おもに木簡、工房関連資

料、土器、土製品、瓦に分類できる。

木　簡　木簡は、北区西南部､第15次調査区埋戻土、第16

次調査区埋戻土から各１点出土した。このうち釈読でき

るのは第15次調査区埋戻土のもので、「口〔以力〕上人同

野上人」と書かれている。上下両端の左右に切り込みを

有する付札状の木簡（031形式）。上端折れであるが、切り

込みの下半部は残存する。長さ(99)mm・幅26mni ・厚さ５

㎜。第15 ・ 16次調査ではSD1347 ・ 4090 ・ 4121を中心と

した遺構から木簡が多量に出土しており、これと関連す

るものである『r紀要2003』・『同2004』）。　　　（市　大樹）

木製品・金属製品・石製品　整理用コンテナで20箱分か

出土した。木製品には火鏝板・部材などがあるが、数は

少ない。

　工房に関連する遺物として鉄板・砥石・羽口・堆禍・

ガラス小玉鋳型・琥珀玉・水晶・長石・竃甲などがあげ

られる。主に黄斑灰色粘土層と、茶灰色砂質土から出土

した。これらは装飾品に関する素材と加工用具であり、
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付近に生産をおこなった工房の存在を想定することがで

きる。

　滑石製模造品は谷の堆積土及び喋集中区の蝶の間から

出土した。臼玉、勾玉、円盤等がある。時期の詳細は不

明であるが、特徴から古墳時代に属するものである。い

ずれも完成品であり、製作過程を示す未成品はないた

め、谷の埋め立てに伴いおこなわれた近隣の古墳の削平

等に起因すると考える。

　サヌカイトの剥片および石器は121点出土し、このう

ち剥片が110点を占める。他に石鏃・スクレイパー・ド

リル・ピエスエスキーユなどがある。

　　　　　　　　　　　　　　　　(渡部圭一郎・金田明大)

土器・土製品　土器は各層から出土したが、なかでも初

期の整地土である黄斑灰色粘土、茶灰色砂質土の両層か

らは多量の資料が出土した。大型の蓋や鉢、異形蓋とい

った特殊な器種を含む。まず、黄斑灰色粘土および関連

する土坑SK4171出土の遺物について概要を示す(図104 ・

105)。飛鳥Ｉ期を主体とし、古墳時代のものが混じる。

　土師器杯Ｃ(1)は深手のもので、外面は下半部にケズ

リをおこない、粗いミガキを施す。内面は太い放射状暗

文を施す。栓褐色。口径12.6cm、器高5,1cm。

　土師器杯Ｇ(2)は外面底部周辺に指頭圧痕を残す。ま

た一部に輪積痕跡が残存する。暗褐色。口径12.4cm、器

高4. km。

　土師器杯Ｈ(３)は口縁部より少し下からケズリをおこ

なう。措褐色。口径15.0cm、残存高4. 5cm。

　土師器鉢(４)は大型のもので、口縁端部に平坦面をも

つ。外面は下半部にケズリをおこない、全体にミガキを

施す。内面は見込から逆Ｕ字状に太い放射状暗文を施し

た後、口縁部直下に螺旋状暗文を施す。投褐色口径32.8

cm、復元高9.4cm。

　土師器高杯(５)は杯部外面下部にミミズ腫れ状の粘土

の高まりを製作痕跡として残すもので、内面に粗い放射

状暗文を施す。暗褐色。口径15.2cm､器高12.6cm､脚部径

10.0cm。

　須恵器蓋(6～13)のうち、杯の蓋(6～10)にはつまみ

や全体の形状に差がある。(６)は宝珠形のつまみをもち、

かえりが突出する。灰色。口径11.6cm、器高3, 3cni。(7)

も同様の特徴をもち、青灰色。口径11. 6cin、器高3.4cm。

　(8)はかえりが突出しない。灰色。口径12.2cm､器高3.0

cｍ。(9)は中央が凹んだつまみをもち、かえりが突出す

る。青灰色。口径9. 6cm、器高3.0cm。(10)はつまみの横に

１ケ所の穿孔がある。使用法は明らかではない。灰白

色。口径13.2cm、器高3. 6cmバ11)は端部が屈曲して外方

に開く特異な形状を持つものである。壷等の蓋になると

考える。同じ層からはこれより大型の類似品も出土して

いる。青灰色。口径13. 3cm、器高3.1cm。(12)は高杯の蓋

と考える。扁平なつまみをもち、屈曲部に明瞭な稜をも

つ。蓋部上半に回転ケズリをおこなう。青灰色。口径

13.4cm、器高5.1cm。(13)は大型の蓋である。本調査では

少なくとも12個体の大型の蓋があり、出土土器の特徴の

ひとっといえる。外面には緑色の自然粕がかかる。灰白

色。口径44.6cm、器高10. 7cm。

　須恵器杯H(14～16)は　いずれも底部外面に回転ケズ

リをおこなう。(15)・(16)は底部にヘラ記号をもってお

り、(15)は一本線、(16)は＊(アスタリスク)状の記号が焼

成前に描かれている。(14)は灰色。口径10.8cm、器高3.4

cm。(15)は青灰色、口径13. 0cm、器高3. 5cin、(16)は灰

色。口径12.4cm、器高3. 6cm。

　須恵器杯B (17・18)は胴部下位に稜をもち口縁部が外

反するもので、高い脚部をもつ。脚部に(17)は３方向に

方形、(18)は３方向に円形の透かし穴をもつ。共に青灰

色。(17)は口径16, 6cm、器高9. 6cm、(18)は口径16.4cm、

器高7.4cm。

　須恵器杯(19)は口縁部を強い回転ナデによって外反さ

せるもので、底部は工具で回転切り離し後、粗いナデの

みをおこない、粘土のバリが残る。灰白色。口径10. 8cni、

器高3, 9cm。

　須恵器高杯(20～22)は長脚のものと短脚のものがみら

れる。長脚のうち(20)は２段３方向の方形透かしをも

つ。青灰色。口径14.0cm、器高20.4cm、脚部径15. 8cm。

　(21)は２段２方向の方形透かしをもつ。灰色。口径11.8

cm、器高16.1cm、脚部径14, 5cni。短脚の(22)はやや焼成が

不良のもので明灰色である。口径12.8cm、器高6. 0cm。須

恵器鉢(23)は大型のもので、半球形の鉢部に脚部をつけ

た形状のもの。口縁端部を平坦にっくる。脚部は高く、

外方に踏ん張っている。鉢部との接合部付近に３方向の

台形の透かし穴を穿孔し、ヘラ状工具の先端を押し付け

た痕跡が残る。内外面共に回転ナデをおこない、丁寧な

つくりである。青灰色。口径34, 6cin、器高16.0cm。
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図104　黄斑灰色粘土出土土器　１：４

　茶灰色砂質土は黄斑灰色粘土の上にある整地土で、土

器群も黄斑灰色粘土と共通する特徴をもつものが大半で

ある。出土土器は量が多く、多彩な器種があり、上下の

各層と接合するものも多い。ここでは、特筆できる資料

を中心に報告する。いずれも飛鳥Ｉ期。
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　土師器高杯(24)は杯部内面に放射状暗文および螺旋状

暗文を施す。杯部下部外面には粘土円盤の痕跡が明瞭に

残存し、円盤状の粘土板に粘土をまきつける形で杯部の

成形がおこなわれたと考える。赤褐色。口径15. 8cm、残

高4,3cm。
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図105　茶灰色砂質土出土土器　１：4 (38は1:3）

　須恵器蓋（25～34）のうち、(27)は器高の高いもので、

壷の蓋と考える。青灰色。口径13.4cm､器高5.1cm。（28）～

　（30）は半球形の蓋部に筒状の突出部をつけた形態のも

ので、異形の蓋と考える。生産地を考える上では、類例

として奈良県明日香村水落遺跡、大阪府堺市陶邑窯跡群

KM60号窯・TK321号窯、岡山県瀬戸内市西谷遺跡Ｎ０.

10土坑出土資料があげられるが、水落遺跡、陶邑窯跡群

の例は筒部が短く、先がすぼまる点で異なる。西谷遺跡

例は法量、形態の面から一致する点が多い。ただし、胎

土、焼成は異なっている。
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　生産地の検討に加えて、使用方法も課題の一つであ

る。全形がわかる(28)をみると、口縁端部が斜めにつま

み出されており、本報告ではこれは甕や壷の球胴に合わ

せたのではないかと考えて蓋と考えたが、形状からは上

下を反転して漏斗として用いた可能性もある。出土資料

の痕跡の観察をおこなったが、現状では使用方法に関す

る知見は得られていない。(28)は外面上半部に回転ケズ

リをおこなう。青灰色。口径20.2cm､器高10.5cm、筒部径

3.2cm。(29)は軟質の焼成で灰白色。筒部径2.9cm、残高

3.9cm。(30)も同様に軟質の焼成で灰白色。筒部径2.5

cm、残高2.8cm。(31～34)は大型のものである。(31)は内

外面ともにナデ調整をおこなうが、上半部の外面に平行

タタキ、内面に同心円状当具の痕跡をわずかに残してい

る。青灰色。復元口径44.6cm､残高11.8cm。(32)は上半部

外面に回転ケズリをおこなう。灰色。復元口径43,6cm、

残高9. 3cm。(33)は外面に厚く降灰しており、調整は不

詳。青灰色。復元口径39.0cm、残高6.2cm。(34)も外面は

降灰がみられ、上半部に回転ケズリをおこなう。青灰

色。口径36.4cm、器高11.5cm。

　須恵器杯G (35 ･ 36)は大小がある。(35)は底部に回転ケ

ズリをおこなう。灰色。口径11.0cm、器高3.7cm。(36)は

最も小型のもので、底部はナデをおこない工具による切

り離し痕跡を残す。口径8.6cin、器高3,7cm。

　須恵器盤(37)は浅い盤にやや高い脚部をつけたもので

ある。口縁部は外反する。盤部外面の下半部は回転ケズ

リをおこなう。脚部は焼成時に大きく歪んでいる。灰

色。口径43.5cm、器高11,1cm。

　土馬(38)は頭部のみの出土である。粘土塊で首を作り、

これに粘土板を取り付けてタテガミを表現する。続いて

耳を両側に取り付け、最後に円形の粘土で首とした粘土

塊を挟み込むようにして頭部を作っている。ヘラ状の工

具で細い目をつける。首筋に１条、タテガミに２条、細

い竹管状の工具によって剌突をおこない、装飾する。残

高7.9cm。

瓦　丸瓦181点(14.2kg)、平瓦739点(45. 3kg)が出土して

いる。いずれも北区北部での出土が大半を占めている。

　軒瓦は、いずれも軒丸瓦で、４点が出土した。全て角

端点珠型式のもので、素弁八弁蓮華文の石神Ａ型式、素

弁11弁蓮華文の飛鳥寺Ｖ型式、VI型式、素弁九弁蓮華文

の飛鳥寺Ⅷ型式がある。
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　　　　　　　　　４　まとめ

　本調査では、沼沢地の性格および調査区周辺の土地利

用のあり方について新たな知見を得ることができた。従

来、沼沢地とされてきたものは、流路である可能性が高

い。遺跡周辺の現状は、北方および西方へ下がる緩斜面

であるが、整地がおこなわれる以前は谷が入り起伏のあ

る地形であったことが想定できる。少なくとも古墳時代

中期には谷は埋没をはじめており、残存していた起伏も

飛鳥時代には整地されて現在みることのできる平坦な地

形に変貌した。

　第15 ・16次調査の所見によれば、この整地はＡ期の中

央建物群をＢ期に建て替えた時点でおこなわれたものと

考えられてきた。しかし、整地土中の土器は古墳時代に

属する少数のものを除けば、時期差はわずかと考えるこ

とができる。これらを整地の時点における廃棄とする

と、整地の段階は従来の想定より若干遡ることとなる。

この時期には、既に小墾田宮や飛鳥寺といった大規模な

宮殿や寺院、石神遺跡の饗宴施設などが機能しており、

周辺の発展とともに尾根や谷などの地形を残していた部

分も整地を進めたのであろう。施設の拡充に伴う土地需

要の増大や、政治的中心地としての飛鳥の整備がその背

景にあるとみられる。現在我々が見る飛鳥の景観の基礎

は、このような大規模な土木工事によって形成されたも

のであった。

　反面、調査区周辺においてはこれらの大がかりな整地

以降も遺構の存在は希薄であり、石神遺跡の中心施設群

の北方は、基本的には溝や塀がある程度の空閑地であっ

たことを示している。

　出土遺物は装身具や調度に用いられた原料等の工房関

連資料や、多様な食器類を主とする。近隣より運ばれ、

廃棄されたものであり、周辺における当時の活発な活動

の一面をうかがわせる。

　遺跡の北方に存在が想定されている阿倍山田道につい

ては、本調査区内では確認できなかった。その位置につ

いては、現在の県道桜井飛鳥吉野線付近と、そのやや南

方に想定する見解があるが（西口壽生「石神・小墾田・山田

道」「明日香風」79号、2001年）、さらに北方の調査の進展に

委ねられることとなった。今後の成果に期待したい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（金田明大）



高松塚古墳の調査
第137次

　　　　　　　１　調査の目的と経緯

　国宝高松塚古墳壁画恒久保存対策検討の一環として、

整備計画策定のための基礎資料の収集と、墳丘の現況や

埋没状況が壁画保存環境に及ぼす影響の解明を目的にお

こなった特別史跡高松塚古墳の発掘調査。文化庁の委託

を受けた奈良文化財研究所が、奈良県立橿原考古学研究

所、明日香村教育委員会と共同して、平成16年10月１日

から平成17年３月31日まで実施した。

　調査前の古墳は、平成15年度に実施した緊急保存対策

によって、竹林が伐採され、指定地の保護柵内全面が土

嚢と防水断熱シートで覆われていた。発掘調査はこれら

を撤去しておこなったが、雨水や日照が壁画の保存環境

に影響を与えぬよう、南北17.7mx東西26.4m、高さ

11.8mの仮設覆屋を建設し、その内部で調査をおこなっ

た。調査は、竹根と表土の腐植土を除去した後に、墳丘

部、墳丘裾回り、指定地外の順におこない、全体で656�

を調査した。

　　　　　　　２　古墳の規模と形態

　これまで高松塚古墳は、昭和47年時の調査所見や墳丘

測量図をもとに、直径20mの基盤をもつ、直径16mもし

くは18mの円墳と考えられてきた(橿原考古学研究所編『壁

画古墳高松塚　調査中間報告』1972年)。その後、壁画保存施

設建設に伴う盛土が南半部になされ、現在は南北約20m、

東西最大径約13mの瓢箪形に変形する。

　今回、墳丘の旧状をとどめる北半部を対象に面的調査

をおこなった結果、墳丘裾をめぐる周溝を発見し、下段

径約23m、上段径18mの二段築成の円墳であることが判

明した。下段部はほぼ完全に削平されており、上段部も

北から東にかけての削平が著しい。こうした墳丘の改変

は、出土土器から12世紀後半以降に進捗したと推測され

る。また古墳の西半部は、後世の畑地造成によってlm

近く地下げされ、基盤の砂傑層が露出する。

図106　墳丘東半部
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図107　第137次調査遺構図　１：厦xl

　東半部の墳丘裾で検出した周溝は、幅2,4m前後、深さ

約0.7mで、溝底は南に向かって下降する。地形の高い北

　（北北東）を起点に、墳丘裾にそって東西に溝を巡らせ、

尾根筋や墳丘から流下した雨水を丘陵下へ排水した施設

と考えられる。周溝から出土した遺物は僅少であるが、

奈良時代中頃から後半にかけての土器があり、埋没時期

の一端を知ることができる。墳丘の高さは、北の周溝底

面から3.6m、東の周溝底面から4.5mを測り、南からの

高さは、かつて存在した水田面から8.5mと報告されて

いる。

　古墳は、南東から北西へのびる丘陵の南西斜面に築造

されており、背後の丘陵を開削して緩斜面を造り、石室

位置を平坦に造成して石室を構築する。石室は3～5 cm

の厚さを単位とする版築層で裁頭円錐状に被覆されるが、

版築層の端部は墳丘裾におよび、版築上に褐色土を積ん

で墳丘を築成する。東南部では、版築層の直下に７世紀

中頃から後半にかけての遺物包含層が存在し、版築層か

ら藤原宮期の須恵器が出土するなど、古墳の築造時期を

推定する有力な手がかりが得られた。
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　　　　３　古墳の現況と壁画の保存環境

　壁画保存環境の劣化原因究明のため、昭和47年調査区

の埋め戻し状況や、木竹による墳丘の損傷状況などを調

査した。その結果、墳丘整備時の埋め戻しに異常はなく、

墳頂部に根を張るモチノキや、墳頂北東部に存在する蜜

柑畑造成時の段差などが保存環境に悪影響を及ぼしてい

る可能性が浮上した。また過去におこなわれた電気探査

や水分分布調査により、墳丘北東部に含水率の高い土壌

分布が想定されてきたが、それが古墳が築造された丘陵

の土層構造や、古墳周囲の埋没環境に起因することが明

らかになった。さらに墳丘の断割調査により、大規模地

震で生じた版築の地割れや断層を多数確認し、昭和47 ・

49年調査時に墓道部で検出した大規模な土層の陥没も、

一連の地震痕跡と推測できるようになった。これらの地

震痕跡は、過去に周期的に発生した南海地震の痕跡と考

えられる。地割れにそって植物が根をはる状況が観察さ

れ、石室内への雨水の浸透や、虫の侵入経路となってい

る可能性があろう。　　　　　　（松村恵司・渡部圭一郎）





表14　2004年度　平:

拍)恥調査次数
一
370次

371次

372次

373次

374次

375次

376次

377次

378次

379次

380次

381次

382次

383次

384次

385次

386次

387次

388次

調査地区

6AAW-K

６ＢＫＦ-Ｋ･L

6AHH-H

6AFC-G

６ＡＧＮ-Ｂ･Ｃ

6AFF-D

６ＡＢＳ-Ｃ･6ABT-T

6AFF-D･Ｅ

６ＢＳＲ-Ｎ･Ｏ

6AFJ-E･Ｆ

6BSD-P

6ALR-F･Ｇ

6BKF-I

6BKF-F

6AGP-Q

6AC0-P

6AA0-B

6ABA-E

6AGF-H

遺　跡

平城宮朝集殿院

興福寺旧境内

講査期間

2004.4.1～7.1

2004.4.1～4.26

平城京左京七条一坊十六坪2004.6.7～7.23

平城京左京一条二坊九坪

旧大乗院庭園

平城京左京二条二坊十四坪

平城宮中央区朝堂院

平城京左京二条二坊十四坪

西隆寺

平城京左京三条一坊十五坪

西大寺浄土院

平城宮東院地区西北部

興福寺旧境内

興福寺一乗院跡

平城京右京三条一坊十六坪

平城宮西北地域

平城宮内裏北外郭北辺

平城宮内裏北外郭北辺

平城京右京三条一坊八坪

2004.7.5～7.9

2004.7,26～10.29

2004.7.26～8.20

2004.10.5～12.24

2004.8.11～9.3

2004.10.1～10.15

2004.10.18～10.29

2004.11.9～11.24

2005.1.5～4.12

2005.11.24～12.3

2004.12.5～12.9

2005.1. 5～1.14

2005.1.14～1.17

2005.1.19～2.9

2005.3.1～3.3

2005.3.14～3.15

発掘調査一覧

-
ｌ調査地

１　奈良市佐紀町

ｉ　奈良市登大路町

面積調査地

　964�　奈良市佐紀町

　88�　奈良市登大路町

　704㎡　奈良市八条町

　27�　奈良市法華寺町

　680ni　奈良市高畑町

　120�　奈良市法華寺町

1700�　奈良市佐紀町

　81�　奈良市法華寺町

　93�　奈良市西大寺東町

　96�　奈良市二条大路南

　29�　奈良市西大寺小坊町

1050�　奈良市佐紀町

　63�　奈良市登大路町

　64�　奈良市登大路町

　28�　奈良市二条大路南

　　4�　奈良市佐紀町

　49�　奈良市佐紀町

　　9�　奈良市佐紀町

　　6�　奈良市二条大路南

担当者
一林　正憲

山本崇

高橋克壽

次山

馬場

大林

馬場

淳
基
潤
基

清永洋平

中川あや

豊島直博

森川　実

深潭芳樹

神野　恵

豊島直博

森川　実

金井　健

井上和人

今井晃樹

金井　健

今井晃樹

贋査要因
-
学術調査

建物建設

建物建設

住宅建設

史跡整備

住宅建設

学術調査

住宅建設

建物建設

建物建設

確認調査

学術調査

庁舎建設

庁舎建設

住宅建設

住宅建設

道路拡張

住宅建設

住宅建設

　96

108

124

　84

110

128

　86

128

122

123

　84

104

　84

120

8
4
8
48
4
8
484

興査次数

373次

380次

382次

384次

385次

386次

387次

388次

遺跡

平城京左京一条二坊九坪

西大寺浄土院

表15　2004年度　平城宮跡発掘調査部　小規横綱査の概要

　　　　　　　　　　綱査の概要

住宅建設に伴う事前の発掘調査。奈良時代の遺物を含む落ち込みなどを確認した。

西大寺旧境内にあたる浄土院は、周辺の水田・畑よりも高い土盛上にある。その位置から、土盛が西大

　　　　　　　　　　　　　寺薬師金堂を起源とする可能性が指摘されていたため、土盛の性格や基壇、掘込地業等、薬師金堂に関

　　　　　　　　　　　　　わる痕跡の有無を確かめるために調査をおこなった。調査区は土盛上を西区、土盛の東側下を東区とし

　　　　　　　　　　　　　た。東区で奈良時代に属す可能性が高い柱穴、近世に属す流路を検出したが、西大寺薬師金堂に関わる

　　　　　　　　　　　　　遺構は認められなかった。

興福寺旧境内　　　　　　　奈良合同庁舎の車庫増築に伴う事前調査。調査区の大半は庁舎建設時に掘削されていたため、遺物包含

　　　　　　　　　　　　　層が残存したのは調査区の両端のみであった。包含層からは多量の木炭とともに12世紀末頃の土器が多

　　　　　　　　　　　　　量に出土した。したがってこの包含層は12世紀末頃の火災の後、北側へ続く傾斜地を整地した際に形成

　　　　　　　　　　　　　されたと考えられる。この所見は調査地西側の一乗院旧境内（現奈良地方裁判所）の状況と一致し、火

　　　　　　　　　　　　　災後の整地がこの付近まで及んでいたことが明らかになった。

平城京右京三条一坊十六坪　住宅建設に伴う事前調査｡東西７ｍ､南北４ｍの調査区を設定し、標高65.6m付近で奈良時代以前の遺構

　　　　　　　　　　　　　面を検出した。遺構面には細かい凹凸が多数あり、出土した土器片がいずれも強く摩滅していることか

　　　　　　　　　　　　　ら、河川（秋篠川）の氾濫によって侵食されていると考えられる。また幅の一定しない南北溝１条を検

　　　　　　　　　　　　　出し、この埋土から弥生時代の土器片が多数出土した。

平城宮西北地域　　　　　住宅建設に伴う事前調査。濠ないし苑池の一部を確認した。堆積土には中世から近世にかけての瓦、陶

　　　　　　　　　　　　　磁器片を含む。

平城宮内裏北外郭北辺　　　道路拡張に伴う事前調査。地山を掘り込む土坑２基、東西に並ぶ掘立柱の掘形６基、掘立柱の抜取穴６

　　　　　　　　　　　　　基を検出した。

平城宮内裏北外郭北辺　　　住宅建設に伴う事前調査。東西２ｍ、南北,4.5mの調査区を設定し、奈良時代の整地土上、標高74.0m

　　　　　　　　　　　　　付近で遺構を検出した。検出した遺構は、瓦片を大量に含む東西溝とそれを切り込む東西溝、北から西

　　　　　　　　　　　　　へ曲がるＬ字形の溝などである。調査区南半は内裏北外郭の北面区画塀の想定位置にあたるため、これ

　　　　　　　　　　　　　に相当する柱穴や築地の存在が期待されたが、今回の調査区内ではそれらを確認できなかった。

平城京右京三条一坊八坪　　住宅建設に伴う事前調査。建物位置に２×３ｍの調査区を設置し、地表から60cinほどで遺構面に達する。

　　　　　　　　　　　　　埋土に弥生時代の土器を含む土坑を１基検出した。

表16　2004年度　平城宮跡発掘調査部　現場班編成　※総担当者

考古第一

春
夏
秋
冬

次山　淳

豊島直博

井上和人

考古第二
－

　高橋克壽

　川越俊一

　森川　実

※神野　恵

　考古第三
一

※林　正憲

中川あや

深潭芳樹

今井晃樹

　遺　構

　島田敏男・粟野　隆
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平城宮の調査

図108　平城宮発掘調査位置図　1:80〔〕0
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中央区朝堂院の調査
第367 ・ 376次

図109　第367・376次調査位置図
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堆積物を採取し、花粉および珪藻の分析調査を環境考古

研究会・奈良教育大学古文化財科学研究室に委託して実

施した。

　　　　　　　　　２　基本層序

　調査区の現地形は北から南へ緩やかに下降傾斜し、中

央には南北に水路が流れる。調査区の基本層序は上か

ら、整備盛土（10～20cm)、|日耕土（10～20cm)、床土（10～

20cih)となり、この下に小石敷（3～10cm)が存在すること

を確認した。

　小石敷は地表面から浅いため一部耕作等により影響を

受けるものの、中央水路より東側では全域で、西側では

東半部においてよく遺存していた。この小石敷を除去し

た面で、奈良時代およびそれ以前の遺構を検出し、調査

区中央に尾根状に張り出す蝶混茶色土（地山）と東南側

に向かって堆積する暗灰褐色土（古墳時代の遺物包含層）を

確認した。調査区南では、暗灰褐色土上面に明灰色土

　（整地土）を一部確認し、調査区東半では古墳時代の流路

を検出した。一方、中央水路の西側西半部の小石敷は耕

作等により大きく影響を受け、床土直下の灰白色土上面

で奈良時代の遺構を検出した。遺構検出面の標高は調査

区中央北で最も高く約67.1m、南東隅で最も低く約66.4

mである。

図110　第376次調査区全景（北から）

　　　　　　　　　１　はじめに

　今回の調査は、中央区朝堂院の中央を占める朝庭部分

についての初の本格的な調査である。調査区は、朝庭中

央の北方に位置する。

　第367次では中央区朝堂院の中軸線上に配された掘立

柱建物群と区画施設とみられる溝や門を検出した。とり

わけ東妻の柱列を揃えた２棟の東西棟建物の配置は、東

区朝堂院の朝庭で確認した大嘗宮遺構（第161 ･ 163 ･ 169

次調査）の一郭に酷似し、中央区朝堂院の朝庭においても

天皇即位に伴い大嘗祭を営んでいた可能性が高いことを

初めて明らかにした。このため第376次ではこの南側に

調査区を設定し、引き続き大嘗宮遺構東半部の全面的調

査を実施した。

　なお、第367次・376次の両調査区（以下調査区）では下

ツ道をはじめとする宮造営以前の遺構も検出した。

　第367次の調査面積は、約1､900�、調査期間は2004年

１月５日から３月31日。第376次の調査面積は、第367次

調査区のうち360�を重複させた約1､700�、調査期間は

2004年10月５日から12月24日である。

　第367次では、検出した遺構のうち、溝の一部について
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　　　　　　　　　３　検出遺構

　　平城宮造営以前の遺構

SD18620　調査区中央で確認した古墳時代の流路。灰色

砂の埋土から古墳時代の土師器が出土した。

SD8373 ・8380・8385　調査区東半で検出した３条の東西

溝。東隣の第97次で確認した平城宮造営以前の溝と一連

とみられる。 SD8373は約23m､SD8380は途中削平がある

ものの約27m、SD8385は約12mを確認した。

SD1860　下ツ道東側溝。幅1.0～1.9m、検出面からの深

さは約20cmで、調査区南端では削平され確認できなかっ

た。溝埋土（暗灰色砂）の分析によると、花粉、珪藻の密

度は非常に低いことが判明した。常時は乾燥し、降雨時

に排水する程度の溝であったことが推定される。

SD1900　下ツ道西側溝。幅1.5～2.0m、検出面からの深

さは南端で約90cmである。下ツ道両側溝の心々間距離

は、20.1～22.4mを測る。溝底部は場所により15cm程の

高低差があり、溝埋土から宮造営以前の土師器、須恵器

が出土した。溝下部の埋土からは100個/ml以下の密度で

寄生虫卵が検出された。このことより、溝に生活汚水が

流入していたことを推定できる。

　　奈良時代の遺構

　第367次では、検出した掘立柱建物４棟、掘立柱門１

棟および溝１条の配置が、東区朝堂院の朝庭で確認した

大嘗宮東北部に酷似することから、これらを大嘗宮遺構

に推定した。

　第376次では引き続き掘立柱建物や掘立柱門を検出し

た。さらにこれらを取り囲む柱列を確認できたことによ

り、大嘗宮遺構が中央区朝堂院の朝庭にも存在すること

を確定し、大嘗宮の東半部を構成する悠紀院の全貌が明

らかになった。

　一方、大嘗宮遺構との重複関係から、この大嘗宮以後

の掘立柱建物、掘立柱塀、溝および土坑を検出した。こ

のため、大嘗宮の遺構とそれ以外の遺構にわけて解説を

おこなう。

　　大嘗宮の遺構

　大嘗宮の規模および構造は、平安時代の『儀式』、『延

喜式』等により復元できる（図112)。これらによれば、大

嘗宮は東西107尺、南北150尺の規模を持つ、東半部の悠

紀院と西半部の主基院から構成される。四周は柴垣によ

88 奈文研紀要　2005

り取り囲まれ、それぞれに一門を設ける。両院内部をさ

らに南北に区画し、北の区画に臼屋、膳屋、南の区画に

正殿、御厠を配する構造を持ち、大嘗宮の北側には廻立

殿が位置することが知られている。このため検出した遺

構を大嘗宮構成施設に比定でき、ここでは対応する名称

を併記することとする。なお１尺は0. 296mとする。

SB18630　臼屋。桁行３間、梁行２間の東西棟建物。桁行

柱間約1.6m (5.5尺）、梁行柱間は約1.3m (4.5尺）である。

妻の柱と側柱の掘形の一辺は約70cmと約60cmで、検出面

からの深さは約30cmと約55cmである。

SB18631　北門。調査区では西側の柱穴１基のみを確認

した。中央区朝堂院の中軸で折り返すと柱間は約4.0m

　(13.5尺）で、大嘗宮北面に開く東西１間の門となる。

SA18632 ・18633　大嘗宮北面柴垣。東西の溝状掘形と溝

底部から小柱穴を検出した。柱は臼屋SB18630の北約3.0

m（10尺）の位置に柱間約3.0m（10尺）で立ち並び、北門

SB18631と連なって大嘗宮の北面を区画する。朝堂院中

軸線から東北隅までは約31.2m (105尺）である。

SA18634 ・18642　悠紀院東面柴垣。 SA18634は南北に小

穴が並び、北端で北面柴垣SA18633に取り付き、大嘗宮

東北隅をなす。 SA18642は、東門SB18641の南側へ約3.0

m（10尺）の間隔で並ぶ南北柱列。この柱列の北側にそれ

ぞれ0.3～1.1m離れる位置にも南北の柱列がある。この

柱穴では掘形のみ確認でき、柱を抜き取った痕跡は認め

られなかった。 SA18642の柱穴との重複関係からSA

18642よりも新しい。
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図112「儀式」による大書宮の建物配置
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検出面からの深さは約80cmである。掘形及び抜取埋土か

ら遺物は出土しなかった。

SB18641　東門。臼屋SB18630、膳屋SB18635の東妻の柱

列から東側へ約5.8m (20尺）に位置する柱間約3.0m（10

尺）の南北１間の門。東面柴垣SA18634 ・SA18642より

やや東に位置する。抜取埋土の瓦及び凝灰岩は小石敷

SX18650に露出していた。

SA18643　臼屋、膳屋区画中垣。膳屋SB18635の南約5.8

m（20尺）の位置の東西柱列。柱間は約3.0m (10尺）で、

東端は東門SB18641の南約1. 61nの位置で束面柴垣SA

18642に取り付く。西端は西面中垣SA18639に取り付き、

悠紀院北側区画の西南隅をなす。

SB18644　南門。調査区では東側の柱穴を検出した。中

央区朝堂院の中軸で折り返すと柱間は約3.6m (12尺）と

なり、大嘗宮南面に開く東西１間の棟門と推定でき、北

図114　悠紀院正殿SB18640 (北から）

n卜１　平城宮の調査

7７7

｜

SX18650

SB18635　膳屋。臼屋SB18630の南約3.0m（10尺バこ東妻

の柱列を揃える桁行５間、梁行２間、柱間2,4m (8尺）の

東西棟建物。西２間と東３間をわける位置に一対の間仕

切柱がある。側柱列からそれぞれ約1.5m (5尺）内側に

位置し、仕切られた西２間は「盛所」に比定できる。南

側柱の断面観察の結果、柱掘形、抜取埋土に軒平瓦が多

数含まれる状況を確認できた（図113)。後述の小石敷sx

18650の薄い箇所では抜取埋土に含まれる瓦が露出する

が、柱穴上面は総じて小石敷が覆うことから、柱穴は小

石敷上より掘り込まれ、柱抜取後に再び小石で覆われた

と考えることができる。

SB18636　膳屋（主基院）。調査区内で柱穴２基を検出

し、柱穴上部は削平されていた。この位置は前述の悠紀

院膳屋SB18635の北側柱列を朝堂院中軸線で折り返した

場所と一致することから、悠紀院膳屋と同様に桁行５

間、梁行２間の東西棟建物に推定できる。

SB! 8637　小門。柱間3.0m (10尺）の南北１間の門。南の

柱位置を膳屋SB18635の北側柱列に揃え、西妻の柱列か

ら西へ約5.5m (18.5尺）離れて配される。柱穴を結んだ

南北方向はやや西に振れる。

SA18638 ・18639　悠紀院西面中垣。柱間は不揃いである

が、小柱穴が南北に並び、小門SB18637のやや西に取り

付く。北端で北面柴垣SA18633、南端で後述の臼屋、膳

屋区画中垣SA18643に取り付き、悠紀院の西面の中垣を

なす。

SB18640　正殿。桁行５間、梁行２間、柱間約2.4m (8

尺）の南北棟建物。東側柱列を膳屋SB18635の西妻の柱

列と揃え、南妻の柱列を後述の御厠SB18645の北側柱列

と揃える位置に配される。北３間と南２間をわける位置

に一対の間仕切柱を検出した。側柱列からそれぞれ約

1.5m (5尺）内側に位置し、仕切られた北３間は「室」、

南２間は「堂」に比定できる。柱穴の一辺は約80～90ciD、

図113　膳屋SB18635　南側柱東から３～５番目柱穴平面図・断面図　1:40
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　　　図115　正殿SB18640とSB18861の柱穴重複関係　1:40

門SB 18631より小規模である。柱穴の一辺は約60cm、検

出面からの深さは約60cmで、柱穴埋土には瓦や凝灰岩を

多数含む。

SB18645　御厠。南北１間、東西１間で柱間はそれぞれ

約3.0m（10尺）、約2.4m (8尺）である。北側柱列を正殿

SB18640の南妻の柱列に、西側柱列を臼屋SB18630､膳屋

SB18635の東妻の柱列に揃えて位置する。東区朝堂院の

朝庭で確認したものとは異なり、南北に柱間が広くなる

ように配される。柱穴埋土には瓦や碑を含む。

SA18646　悠紀院南面柴垣。約3.0m（10尺）の間隔で並

び、西に向かってやや南に振れ、西端で南門SB18644に

取り付く。東端では東面柴垣SA18642と連なり大嘗宮東

南隅をなす。

SA18647　御厠SB18645西側柱から西へ約3.9m (10尺）に

位置する南北柱列。南北３間分を検出し、正殿と御厠を

隔てる目隠塀に推定できる。中央部の柱間は約3.2m

　（10.8尺）で外側約2.1m (7尺）に比べて広いことから、

垣を設けず開いていた可能性がある。

　　大嘗宮以外の遺構

SX18650　厚さ3～10cmで調査区に全体に広がる小石

敷。床土および小石敷の直上では中世の瓦器および宋銭

が出土する。しかし、小石敷を除去した面で検出できる

のは、奈良時代およびそれ以前の遺構に限られる。この

ことから、この小石敷は朝堂院朝庭部の舗装に由来する

ものと考える。調査区では記録作成後、一部を残して除

去した。

SD10400　幅約20～30cin、深さ約10cmの南北溝で、溝埋

土から奈良時代の遺物が出土した。第136 ・140次で確認

した溝の延長部分とみられる。

　　時期不明の遺構

SB18660　中央水路によって未確認の柱穴があるが、桁

行５間、梁行４間、柱間約2. 7m (9尺）の掘立柱建物を検

出した。建物範囲は調査区北側へさらに延びる可能性が

ある。柱穴の掘形の一辺は約1.0m、検出面からの深さは

0.8～1.0mである。この建物は中央区朝堂院の中軸上

で、今回確認した大嘗宮遺構群の北側に位置することか

ら、廻立殿と考えることもできる。

SB18661　桁行２間を検出した。中央区朝堂院の中軸で

折り返すと全体で、桁行７間、梁行４間、柱間約2.4m
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図117　SB18661とSX18662 (北から）

　　　　図116　SB18861とSX18662の柱穴重複関係　1:40

　(8尺)の南北両庇付東西棟建物に推定できる。柱穴の掘

形の一辺は約1.0m、検出面からの深さは約80cmである。

東妻中央の柱と身舎東南隅の柱が、正殿SB18640の西側

柱と重複し(図115)、それより新しい。

SX18662　中央区朝堂院の中軸上に位置し、東西および

南北に柱を揃えて配される柱穴群。南北方向に４列、東

西方向に３列の計12基を検出した。東西の柱間は西から

約2 Amと約1. 5m、南北は北から約2.0m、残り２間は約

1,5mである。最も北側の東西柱列以外は抜取埋土が全

て黄色土であった。また北から２列目、西から２番目の

柱穴はSB18661の柱掘形と重複し、SB18661より後のも

のと確認できた(図116)。このため北側の柱列以外からな

る東西棟建物が存在する可能性がある。一方、SX18662

の南北方向の柱列のうち、西側２列はそれぞれSB18661

の梁行と揃うことから、SB18661の床を支える床束にな

る可能性もある。いずれにしても建物全体の規模を確認

し、検討する必要がある。

SB18663　桁行２間を検出し、中央区朝堂院の中軸で折

り返すと桁行７間、梁行２間、柱間約2.4m (8尺)の東西

棟建物に推定できる。 SB 18661の南約6.0m(20尺)に東妻

の柱列を揃えて配される。柱穴の掘形の一辺は約60cm、

検出面からの深さは約40cmである。

SB18664　桁行９間、梁行２間、柱間約2,2m (8.5尺)の

南北棟建物。北妻の柱列をSB18661の北側柱列に、南妻

の柱列をSB18663の南側柱列に揃え、これらの東妻の柱

列から東へ約9,0m (30尺)に位置する。柱掘形の一辺は

約80cm、検出面からの深さは約40cmである。
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圖掘形埋土

　　　　　　　図118 SK186B7断面図1:40

SA18665　柱間約3.0m (10尺)で立ち並ぶ東西柱列。調査

区内で、約30m分を確認し、東端は後述のS A18666に取

り付き、西端は調査区外に延びる可能性がある。柱掘形

の一辺は約30cm、検出面からの深さは約40cmである。こ

の柱列は朝堂第一堂の北妻に揃え、朝堂の位置を基準に

計画した可能性がある。

SA18666　柱間約3. Om (10尺)で並ぶ南北柱列。南北とも

に調査区外へと延びる可能性がある。 SA18665とあわせ

てSB 18661、SB18663、SB18664の区画施設となる可能性

がある。

SKI 8667　調査区南にひろがる明灰色土(整地土)上より

掘りこまれた大土坑。正殿SB18640の東西幅内に収ま

り、この南２間以南に広がる。上面は小石敷SX18650に

覆われ、上から暗灰色土、炭を多く含んだ黄灰色土とな

り、下層では灰色細砂が堆積していた。この土坑は正殿

SB 18640南妻中央の柱穴上部を削平し(図118)、正殿より

新しいとわかる。暗灰色土からは奈良時代後半の土師器

が出土し、灰色細砂から板片や加工痕跡が残る木片が出

土した。大嘗宮解体に伴う廃棄土坑の可能性がある。

SD18652 ・SD9183　南北溝SD9183は、下ツ道東側溝SD

1860の東に位置し、これに調査区北方で東西溝SD18652

が接続する。幅1.2～1, 5m、検出面からの深さは20cmで

ある。膳屋SB18635の西妻の柱列、正殿SB18640の東側柱

列の柱穴をSD9183の溝底部で検出し、大嘗宮遺構より

も新しい。溝埋土の分析では花粉および珪藻の密度は非

常に低いことが判明し、降雨時に排水する程度であった

と推定できる。　　　　　　　　　　　　　　(清永洋平)

図119　正殿SB18640南妻中央の柱とSK186B7 (北東から）

１

２

５

　　　　　　図120　第367･376次出土土器　1:4

　　　　　　　　　　4　出土遺物

土　器　第367 ・376次ではコンテナ32箱分の土器が出土

したが、須恵器・土師器ともに細片が多い。以下、下ツ

道西側溝SD1900 (367次）と、大嘗宮以降の大土坑SK

18667 (376次）から出土した土器について述べる。

　１・２はsD1900出土の土器。１は須恵器杯Bn- lo口

径18.6cm､器高8.3cmを測る。口縁部から底部にかけては

やや丸みを帯び、底部外面にはロクロケズリを施す。２

は土師器甕。内外面にハケ目調整を施したのち、口縁部

外面をナデて仕上げる。色調は灰褐色。ともに平城宮Ｉ

　（宮造営直前）に属する。

　３～５はSK18667出土の土器。３は土師器椀Ａｎ。口

径12,4cmを測る。この器形の特徴である外面のヘラミガ

キ痕は器面の剥落で観察できず、ヘラケズリ痕をわずか

に残すのみである。４は土師器杯ＡＩ。明褐色を呈する

第ｎ群土器で、口径16.0cm、器高4,2cmを測る。３と同様

に器面の剥落が目立つものの、ヘラミガキ痕を一部にと

どめる。５は土師器甕。体部外面と口縁部内面にハケ目

を残す。３～５はいずれも平城宮IV～Ｖに属しており、

SK18667の宮廃絶以前の埋め立てを示す。　（森川　実）

瓦碕類　第367、376次では、軒丸瓦33点、軒平瓦52点、鬼

瓦１点、面戸瓦７点、挺斗瓦15点、丸瓦、平瓦、碑、凝

灰岩などが出土した。今回の調査区では、特に大嘗宮関

係の建物の柱穴から集中的に瓦匍類が出土した。このう

ち軒瓦を時期別にみると平城宮瓦編年I～IV期にまたが

っている。この中で最も新しいのは曲線顎ｎの特徴をも

Ⅲ-1　平城宮の調査 91



つ6732AでⅣ－１期、すなわち天平宝字１年(757)から

神護景雲１年(767)に生産された軒平瓦である。したが

ってこの建物群には、この瓦が生産されて以後の年代を

与えなければならない。

　正殿SB 18640、北門SB18631、小門SB18637を除く大嘗

宮関係建物の柱穴からは多数の瓦縛類が出土した。接合

状況は掘形と抜取穴出土の資料が接合し、また確実に掘

形内に据えた資料があることから、本来は掘形で用いる

ために運ばれた瓦とみなすべきである。

　たとえば膳屋SB18635の柱穴では柱を取り巻くように

瓦を据えた痕跡をとどめていた（図121)。その本来の目的

は柱を堅牢に固定することにあったのであろう。瓦の残

存率を、完掘したこの柱穴、すなわち膳屋南側柱東から

３番目の柱穴でみると、軒瓦が６点出土している。この

うち４点が７割以上遺存しており、内訳は6732Aが３

点､6721Cが１点、これに小片となった軒瓦や丸､平瓦が

ともなっていた（図122)。また異なった柱穴相互で瓦が

接合する。この他の柱穴に同一個体の破片を包含する事

実を重視し、さきの事実を組み合わせ、完形品かこれに

近い瓦碑類、中でも7kg前後もある軒平瓦などを倉庫な

どで積極的に選びだして、これを大嘗宮建設現場に運び

込み、そのままか打ち欠くなどして大嘗宮の柱を固定す

るのに用いたと推定する。　　　　　　　　　（深潭芳樹）

木製品　大土坑SK18667の黄褐色粘土層と灰色細砂層か

ら小コンテナ10箱分程度の木製品が出土。いずれも木材

加工時に生じた木端で、大きさは長さ30cm、幅7cm程度

の棒状品から径1cm程度の削り屑まで様々。樹種はヒノ

図121　膳屋SB18635南側柱東から３番目柱穴（南西から）
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表17　第367 ・376次出土瓦祷類集計表

型式

6133

6225

6281

6284

　　6313
　　古代
　　平安巴
　　　巴
　型式不明
軒　丸　瓦

重量
点数

種
盾
函
Ａ
Ｂ
？
辿
Ｂ
Ｄ
＆
Ｃ

計
-
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-
89.4㎏

1266
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1
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Ｏ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
３
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-
6646

6663

6664

6665

6668

6685

6691

6721

　　　6732

　　　6763
　　型式不明

軒　平　瓦　計

　平瓦
375.9㎏
　5453
　　道具瓦

碕他
-
7.1kg

　8

種
一
Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｄ
Ｈ
Ａ
Ａ
Ｂ
Ａ
Ｃ
ｈ
Ａ
Ａ

凝灰岩
一
6.6kg

　5

点数

一
１
１

t
£
>

｡
-
H

C
Ｏ

―
I

l
Ｏ

C
Ｏ

１
t
ｏ

　1

10

　1

12

52

キが多く、スギが少量である。

金属製品・鋳造関係品　床土および小石敷SX18650直上

から17点の銭貨が出土した。銭種はすべて中国銭であ

る。銭種は太平通賓（北宋、976年初鋳）から紹煕元賓（南

宋、1190年初鋳）までみられる。銭貨以外は鉄釘５点、鑓

１点、銅金具２点が出土した。鉄釘１点はSD1900（下ッ

道西側溝）出土。長さ17.1cmをはかる完形品。鋳造関係品

は羽口片２点、鉄滓１点が出土した。

石器　弥生時代の石器10点が出土した。打製石鏃１

点、石錐１点、石核１点、剥片７点。石材はいずれも二

上山産サヌカイト。　　　　　　　　　　　　（豊島直博）

こ
・

図122　膳屋SB18635南側柱東から３番目柱穴出土瓦



　　　　５　大嘗宮の構造と天皇の比定

　　大嘗宮の天皇比定

　今回確認した大嘗宮は、称徳天皇即位にかかわる遺構

と結論できる。以下にその根拠を述べる。まず、柱穴内

より出土した瓦の年代から、今回の遺構は天平宝字年間

以降であり、奈良時代後半のものと考えることができ

る。よって､淳仁以降４代の天皇が該当することになる。

　このうち、光仁天皇と桓武天皇は太政官院で大嘗祭を

おこなったことが知られ、遺構の重複関係や出土遺物の

年代観から、東区朝堂院で確認しているＢ期とＣ期の大

嘗宮にそれぞれ当てることができる。また、淳仁天皇の

大嘗祭は『続日本紀』によると乾政官院でおこなわれた

ことが知られる。乾政官は太政官の藤原仲麻呂政権下に

おける唐風美称であるから乾政官院と太政官院は同一の

施設であって、淳仁天皇の大嘗宮が光仁天皇や桓武天皇

と同じ東区朝堂院に所在することは明白である。

　したがって今回検出した大嘗宮は、奈良時代後半の大

嘗祭のうち唯一場所の明記のない天平神護１年(765)の

称徳天皇のものであることが明らかになる。

　今回の中央区における称徳天皇の大嘗宮の発見によっ

て、東区朝堂院に存在する５時期の大嘗宮について、宮

外に想定される南薬園新宮で大嘗祭を営んだことが『続

日本紀』に見える孝謙天皇以外の、元正・聖武・淳仁・

光仁・桓武の各天皇のものであるとの推定（上野邦一「平

城宮の大嘗宮再考」『建築史学』19､1993年）が実証されたこと

になる。

　こうして平城宮内で大嘗祭をおこなった６代の天皇の

大嘗宮が確定し、奈良時代の大嘗宮の詳細な変遷を考え

ることが可能となった。　　　　　　　　　　（金田明大）

表18　奈良時代の大害祭

年　月　日 天皇 悠紀国 主基国 史　　　　料
　史料出典

(『続日本紀』)
推定位置

①
716年11月19日

　(霊亀２)
元正 遠江 但馬

辛卯、大嘗す。親王已下、及び百官人らに禄を賜うこと

差あり。由機の遠江・須機の但馬国の郡司二人に位一階

を進む。

霊亀２年11月

辛卯条

東区朝堂院朝庭

　(01期)

②
724年11月23日

　（神亀１）
聖武 備前 播磨

己卯、大嘗す。備前国を由機とし、播磨国を須機とす。

従五位下石上朝臣勝男・石上朝臣乙麻呂、従六位上石上

朝臣諸男、従七位上榎井朝臣大嶋ら、内の物部を率いて、

神楯を斎宮の南北二門に立つ。

神亀元年11月

己卯条

東区朝堂院朝庭

　(02期)

③
749年11月25日

　（天平勝宝１）
孝謙 因幡 美濃

乙卯、南薬園新宮において大嘗す。因幡をもって由機国

とし、美濃を須岐国とす。

天平勝宝元年

11月乙卯条
南薬園新宮

④
758年11月23日

　（天平宝字２）
淳仁 丹波 播磨

辛卯、乾政宿院に御して、大賞の事を行う。丹波国を由

機とし、播磨国を須岐とす。

天平宝字２年

11月辛卯条

東区朝堂院朝庭

　(Ａ期)

⑤
765年11月22日力

　（天平神護１）
称徳 美濃 越前

娶酉、是より先、廃帝、既に淡路に遷る。天皇、重ねて

万機に臨む。ここにおいて、更に大言の事を行う。美濃

国をもって由機とし、越前国を須伎とす。〔実際の祭日

は22日己卯か〕

天平神護元年

11月娶酉<16

日〉条

中央区朝堂院朝庭

　【今回】

⑥
771年11月21日

　(宝亀２)
光仁 参河 因幡

契卯、太政官院に御して、大賞の事を行う。参河国を由

機とし、因幡国を須岐とす。参議従三位式部卿石上朝臣

宅嗣・丹波守正五位上石上朝臣息嗣・勅旨少輔従五位上

兼春宮員外亮石上朝臣家成・散位従七位上榎井朝臣種人、

神楯怖を立つ。大和守従四位上火伴宿祢古慈斐・左大弁

従四位上兼播磨守佐伯宿祢今毛人、門を開く。内蔵頭従

四位下阿倍朝臣息道・助従五位下阿倍朝臣草麻呂、諸司

宿侍の名簿を奏す。右大臣火中臣朝臣清麻呂、神寿詞を

奏す。弁官史両国の献物を奏す。右大臣に祐六十疋を賜

う。五位已上に裳人ごとに一領を賜う。

宝亀２年11月

発卯条

東区朝堂院朝庭

　(B期)

⑦
781年11月13日

　（天応１）
桓武 越前 備前

丁卯、太政官院に御して、大書の事を行う。越前国をも

って由機とし、備前を須機とす。両国種種翫好の物を献

る。土風歌舞を庭に奏す。五位已上に禄を賜うこと差あ

り。

天応元年11月

丁卯条

東区朝堂院朝庭

　(C期)
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　　大嘗宮の規模と構造

　今回確認した称徳天皇の大嘗宮悠紀院の規模は、東西

約31.2m (105尺)、南北43.8m (148尺)で、大嘗宮全体で

は東西62.41n(210尺)となる。また、臼屋と膳屋は東妻を

揃えて北側の区画に位置し、正殿と御厠は南側の区画に

位置することから、今回の大嘗宮は東区朝堂院の朝庭で

全貌を確認したＡ期(淳仁天皇)、Ｂ期(光仁天皇)、Ｃ期(桓

武天皇)の大嘗宮とほぼ同一の規模と構造をもつことが

明らかとなった(図123)。

　こうして奈良時代後半の大嘗宮が出揃った結果、『儀

式』の記載からは復原が困難であった建物配置の計画性

を遺構に基づいて推定可能となった。今回の大嘗宮遺構

にはＡ期のものよりも、Ｂ・Ｃ期に共通する特徴を見出せ

る。称徳天皇以降、正殿は大嘗宮の中軸寄りに定めら

れ、これに従うように悠紀院北側の区画も中軸寄りに拡

張される。また北側の区画では東西に門が開き、その位

置は膳屋の側柱列を基準に定められたことを推定でき

る。なお、悠紀院の柴垣はＢ・Ｃ期で確認した柴垣遺構と

同様に杭状に立ち並ぶ柱を支えにして柴を巡らす構造で

あった可能性が高い。

　一方、Ａ～Ｃ期では各建物は側柱列を揃えた位置に展

開することを確認できるが、今回の大嘗宮では全ての建

物において側柱列を揃えるべく、建物の位置を相互に関

連づけた可能性が高い。その距離を正殿の位置から求め

ると、正殿の北妻の柱列と東側柱列は、膳屋南側柱列と

御厠西側柱列から約12. Om (40尺)の位置に揃え、この距

離は正殿の南北長と一致し、とりわけ正殿と密接な関係

を取り結ぶように設定されたことを推定できる。また今

回の大嘗宮北門は第一次大極殿院Ｈ期の南門心から南へ

約148m(500尺)に位置し、大嘗宮そのものも中央区朝堂

院の朝庭の計画的な場所に定められた。

　こうした高い計画性は大嘗宮の建物群からも示唆され

る。今回の大嘗宮建物の柱穴からはＡ～Ｃ期では見られ

なかった多数の瓦蒔が出土した。これらは建物建設時に

使用した可能性が高く、柱を取り巻くように据えられた

状況からは大嘗宮建物の柱据付精度の高さをうかがえ、出

土した瓦の接合状況からは周到な建設過程を推定できる。

　なお、加工痕跡を残す木片が、大嘗祭後の大土坑SK

18667の埋土から多数出土した。大嘗祭終了後の作業工

程に関連する可能性もある。　　　　　　　　　(清永)
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図123　奈良時代後半の大書宮（単位は尺）
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まとめ

　　下ツ道の検出

　７世紀に奈良盆地内の南北交通の要路として存在した

下ツ道は、平城遷都に際して埋め立てられ、朱雀門以南

は朱雀大路に拡幅再整備された、平城京の条坊制の基準

となる道路である。

　宮内では、朱雀門基壇下および周辺の調査（第16 ・17

次）、中央区朝堂院の南門の調査（第119次）で、東西の両

側溝を検出し、第一次大極殿院の調査（第75 ・77次）で東

側溝を確認しており、今回はその間を埋めるものとな

る。一方、西側溝SD1900は本調査区以北では確認されて

おらず、現状では最も北側の状況がわかった。他の調査

で確認したものと同じく、下ツ道東側溝SD1860 ・SD

7787は浅く、西側溝SD1900は深いという傾向に変化は

みられない。今回、SD1900では、少量ながら土器が出土

し、平城遷都直前の土器の様相を考える上で重要な資料

を得ることができた。　　　　　　　　　　　　　（金田）

　　称徳天皇の西宮と中央区朝堂院

　今回、称徳天皇の大嘗宮を確認し、さらに中央区朝堂

院の中軸上に展開する大嘗宮以後の掘立柱建物群が見つ

かったことで、中央区朝堂院の利用形態の具体的な様相

が鮮明に示された。称徳天皇の大嘗宮の発見は、称徳天

皇の西宮の位置比定を考える上で重要な手がかりとな

る。称徳天皇の西宮は、第一次大極殿の跡地に設けられ

た宮殿とする説が有力であるが、内裏の建物群をこれに

あてる説もあった。しかし、称徳天皇の大嘗宮が第一次

大極殿の南に位置する中央区朝堂院に展開することか

ら、西宮が第一次大極殿院の跡地に設けられた宮殿であ

ることがほぼ確定し、また中宮院の比定についても東区

の可能性が一層高まった。

　一方、朝堂院の中軸線上に展開する掘立柱建物群（SB

18661・SB18663・SB18664)は称徳天皇の大嘗祭がおこな

われた天平神護１年(765) 11月より後の時期のもので、

規模からみて仮設の施設とは考えにくい。称徳天皇の西

宮、あるいは平城太上天皇の西宮に関連する施設の可能

性が考えられ、称徳天皇の西宮との関係でいえば、『続

日本紀』にみえながらいまだ位置の明らかでない道鏡の

法王宮も候補の一ったり得るだろう。ただし、その時期

を決める手がかりは得られていない。　　　（渡辺晃宏）

　　称徳天皇の大嘗宮と廻立殿

　今回の称徳天皇の大嘗宮悠紀院の規模と構造は、東区

朝堂院の朝庭で確認したＡ～Ｃ期の大嘗宮と基本的な違

いはなく、『儀式』から復原できる大嘗宮とも合致し、む

しろ極めて高い計画性を持つことが明らかとなった。

　こうした大嘗宮の北側にはSB18660が位置し、『儀式』

によって知られる廻立殿にあたる可能性がある。しかし

　『儀式』から復原できる廻立殿が、桁行５間、梁行２間

の東西棟であるのに比べて、SB 18660はかなり大規模で

あり、このため今回新たに見つかった朝堂院中軸に展開

する掘立柱建物群と関連する可能性もある。 SB18660を

廻立殿に比定できるかどうかはなお検討を要する。

　一方、東区朝堂院のＡ期で大嘗宮の廻立殿に比定した

建物は桁行４間、梁行１間（桁行柱間10尺、梁行22尺）の東

西棟建物で、これも『儀式』から復原できる廻立殿と規

模が異なる。また東区朝堂院で確認した他の時期の大嘗

宮については廻立殿に比定できる建物を確認できていな

い。したがって廻立殿の存在形態の確認が奈良時代の大

嘗宮について残された課題である。

　　大嘗祭以後の掘立柱建物群

　中央区朝堂院の中軸上に展開しているSB 18661 ・SB

18663 ・SB18664は整然とした正殿、前殿、脇殿の配置を

とる可能性が高い。また検出した柱列はこれらを取り囲

む区画施設に推定でき、この東限とみられるSA18666が

調査区外の南に延びることから考えて、区画はさらに南

へ広がると想定できる。さらに北限の区画施設とみられ

るSA18665は朝堂の第一堂の北妻と柱筋を揃える位置に

あるが、SB18660が廻立殿ではなく、今回見つかった大

嘗祭以後の掘立柱建物群と関連するとすれば、その間に

区画施設は存在するものの、区画はさらに北側へも展開

する可能性がある。

　こうして中央区朝堂院の朝庭に、区画施設をともな

い、整然とした配置をもつ掘立柱建物群の存在がはじめ

て明らかになったが、その全貌と時期や性格の解明につ

いては課題が残された。いずれにしても中央区朝堂院の

中軸に位置する極めて特殊な建物群であり、また正殿と

みられるSB18661周辺に存在する多数の柱穴群SX18662

とあわせて、その解明は奈良時代後半の中央区朝堂院の

利用形態や機能を考える上で重要な課題となった。今後

の周辺の調査が期待される。　　　　　　　　　（清永）

m-1　平城宮の調査 95
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　　　　　　　　図124　第370次調査位置図

　　　　　　　　　２　基本層序

　西調査区では、現地表から順に表土、整備にともなう

盛土、旧耕作土、旧床土が堆積し、標高64.1～64.3mで

奈良時代の遺構検出面にいたる。調査区の西側と東側と

では検出面の高さが異なり、西側の方が20cm程度高い。

これは、かつての水田の段差によるものと思われる。ま

た、第326次調査において奈良時代の整地土が確認され

ているが、西調査区では北辺でわずかに確認できるのみ

で、それ以外の場所では古墳時代の流路の痕跡も確認で

きることから、整地土は削平されていると判断できる。

　一方、東調査区の層序は、現地表面から奈良時代の遺

構検出面にいたるまでは、整備土と第48次調査時の埋戻

土である。遺構検出面の標高は63.5～63,6mである。

　　　　　　　　　３　西調査区

　西調査区は東・西朝集殿の東西中軸線と、第326次調

査で確認された朝集殿院南門の南北中軸線が交差する地

点を基準にして設定した。調査の結果、南北方向の道路

の側溝や、その内側（路面側）に設けられた穴列、および

古墳時代の流路などを確認した。

　　平城宮造営以前の遺構

SD18725 ・18730・18740　いずれも古墳時代ないしそれ

以前と推測される流路である。南流するSD18730に交差

するかたちで、SD18725が東へと流れている。 SD18730

は調査区中央部でやや溜まり状に広がっている。深さ40

cm程度（標高63.6m程度）まで確認したが、流路の底を検

　　　　　　　　　１　調査の経緯

　朝集殿院における過去の調査としては、東朝集殿の基

壇および朝集殿院の東面築地を検出した第48次調査

　(1968年）に始まり、朝集殿院の北辺部における状況を明

らかにした第265 ・267次調査(1996年）、朝集殿院の南門

を確認した第326次調査(2002年）、そして朝集殿院の東

南隅の状況を明らかにした第346 ・355次調査(2002～2003

年）があげられる（図124)。

　これらの調査成果から、朝集殿院は奈良時代前半と後

半で区画施設の様相が異なっていたことが判明した。す

なわち、前半においては掘立柱塀で区画され、その東西

幅は後半の区画より広い。これが後半になると、築地塀

へと改築され、東西幅は朝堂院と同じ幅になる。

　区画の内部には、基壇をともなう礎石建物である朝集

殿が東西に対称に建てられていたと推測される。このう

ち、東朝集殿は後に唐招提寺の講堂として移築されたこ

とが確認されている。

　このように、朝集殿院の構造についての情報が蓄積さ

れていくなかで、朝集殿院中央の広場部分の状況につい

てはほとんど不明のままであった。そこで今回の調査で

は広場部分の様相を明らかにするために、東西31mｘ南

北19m、面積589�の調査区を設定して調査をおこなっ

た。以下、この調査区を「西調査区」と呼ぶ。

　今回の調査ではもう１ヵ所、東朝集殿の南端部分で東

西25mｘ南北15m、面積375�の調査区を設定した。この

調査区を設定した目的は、東朝集殿の変遷過程を明らか

にするためである。先に述べたように、朝集殿院の区画

施設は奈良時代前半と後半で状況を大きく違えている。

また、朝集殿院北方の東区朝堂院についても、奈良時代

前半と後半で朝堂が掘立柱建物から礎石建物へと大きく

変化している。これらのことから、礎石建物として認識

されている朝集殿そのものも時期に応じて構造が変化し

ている可能性が考えられた。そこで、今回改めて第48次

調査区に重複するかたちで調査区を設定し、この問題に

取り組むことにした。以下、この調査区を「東調査区」

と呼ぶ。

　調査期間は2004年４月１日から７月１日までである。
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図125　第370次調査　西調査区遺構平面図・断面図　1 : 150
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出するにはいたらなかった。また、平面では検出できな

いが、SD18725の下層に南へと流れる流路SD18740が土

層断面において確認されている。

SX18726～18729　いずれも古墳時代の土器が出土した小

穴である。穴の大きさは20cm程度で、中から壷などが出

土した。ただし完形のものはなく、破片が多い。しかし、

その中には意図的に埋納された可能性をもつものも含ま

れる。

　　朝集殿院に関わる遺構

SF18370 ・ SD18700 ・ 18710　SF18370は、朝集殿院の南門

と朝堂院南門とをつなぐ南北道路である。朝集殿院南門

を調査した第326次調査でも検出しているが、今回はそ

の北に延長する部分を検出した。第326次調査同様､牒敷

などの舗装は確認できない。

　SF18370の側溝にあたるのがSD18700とSD18710であ

る。このうち東側溝のSD18700は、水田を作る際の削平

の影響を受け、一部途切れた状態で検出された。現在確

認できる幅は最大で約80cmで、深さは5～10cm程度で

ある。なお、SD18700とSD18710の溝心々間距離は80尺

　(約24m)である。

SKI 8709　SD18700に堆積していた灰色砂質土を除去し

た際に検出した土坑である。中からはほぼ完形の軒丸瓦

6225Aが出土した(図137)。 6225Aは平城宮瓦編年のⅢ－

１期(天平17年～天平勝宝元年頃)に相当することから、SK

18709が埋まり、SD18700が堆積したのは奈良時代後半

と考えられる。

SD18732　西側溝のSD18710と交差する位置にある東西

方向の溝である。遺物等が出土しなかったため、厳密な

時期は不明だが、東西方向を示していることから、SF
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に。
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SXl8707

七

18370施工以前に何らかの計画性をもって設けられた可

能性がある。

SX18701～18707 ・SX187n～1B720　SD18700より西へ２

ｍの位置、すなわちSF18370の路面上において、南北に

並ぶようにして計７基の穴が検出された。また同様に、

SD18710の東２ｍの位置においても南北に並ぶ計10基の

穴が確認された。

　これらの穴の相互の距離は異なり、東側では北から４

基、２基、１基、西側では５基、３基、Ｉ基と並ぶ。し

たがって東側と西側の穴は、一見すると対称の位置に並

　　　　　　　　　　　　　　　　門

図127　西調査区　東旗竿列とSD18700（北東から）
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んでいるように見えるが、実際には東西で対応しない穴

がある{SX18715 ・18718)。穴の中には掘削が１回のみで

はなく、同じ箇所で複数回の掘削がおこなわれ、確認で

きたものでは少なくとも５回以上の掘削がなされている

ものもあった(SX18717)。その一方、掘削が１回しか確

認できないものもあるなど(SX18701など）、その状況は

一様ではない。わずかに、複数回の掘削がおこなわれて

いるものは穴の深さがやや浅く（50～60cm程度）、単独の

掘削からなるものはやや深い（30～40cm程度）という傾向

が認められる。また、第326次調査では穴をつなぐように

溝が設けられているが、今回の調査では一部にしか認め

られない(SD18741 ・18742)。

　このような穴は朝集殿院南門付近（第326次調査:SA

18380 ・18390)のほか、朝堂院南門付近（第265次調査:SA

17008 ・17009)、壬生門北方付近（第216次調査:SX14220～

14435･14450～14465、第224次調査:SX14887～14899)でも確

認されている。これらは各門を中軸として、中軸から東

図129　SX18706断割状況
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西にそれぞれ約11mの位置に、南北にほぽ一直線になら

んでいる。したがって、これらの遺構はいずれも関連性

をもっていると考えられる。

　これらの柱穴の性格については、これまでの報告でも

触れられているように、儀式に際して立てられた旗竿の

痕跡と考えられる。『延喜式』などの記載によれば、元日

朝賀や外国の使者を迎える儀式などの際に、朝堂院から

朱雀門にいたるまでの各所に、各種の旗（「誠・幡」など）

を立てる規定があり、これらの遺構との関連性がうかが

える。

　　　　　　　　　　　芦

図130　西調査区　西旗竿列とSD18710 (北東から）
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　　　　　　　　　４　東調査区

　　平城宮造営以前の遺構

SD6030『平城報告Ｘ』で報告された古墳時代の流路で

ある。東朝集殿の直下に位置し、断面でのみ確認した。

基壇下層の黄褐色粘土層から掘られており、最上面（標

高63.3m)での幅は4,8mである。深さに関しては底を検

出していないものの、現状で40cm以上はある。

SX18736～18738　いずれも基壇下層の黄褐色粘土層上面

で検出した小穴群である。 SD6030がこの層から掘られ

ていることから、これらの小穴群も古墳時代のものと思

われる。建物の柱穴となるような規則性はなく、性格は

不明である。

　　東朝集殿に関わる遺構

SB6000　東朝集殿SB6000の基壇痕跡を検出した。現状

確認できる基壇の東西幅は約16mである。階段部は南北

幅が約４ｍで、東西幅は約ｌｍである。東の階段部は基

壇土が残存しているが、西の階段部は基壇土が既に削平

されており、地覆石などを据え付けたと考えられる掘形

を一部に残すのみである。なお、基壇西南隅も同様の状

況である。基壇の周辺には基壇外装を構成していたと思

100

図131　東調査区全景（北西から）

奈文研紀要　2005

われる凝灰岩が砕片となって出土している。基壇は、整

地土の上に黄褐色土を直接盛って構築され、掘込地業は

確認できない。現状確認できる整地面からの残存高は最

大で60cm程度である。

　残存する基壇の上面では礎石の据付痕と抜取痕を１カ

所のみ確認することができた。唐招提寺講堂の調査から

復元される東朝集殿の柱位置を遺構平面図に重ねてみる

と、今回確認された据付・抜取痕とほぼ一致する（図

134)。また、階段の位置も建物の柱間と一致する。

図132東朝集殿SB6000基壇検出状況（南東から）

図133　凝灰岩の散乱状況（東朝集殿東南隅、南から）
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図135　SB6000の礎石据付・抜取痕（東から）

SSI 8734　東朝集殿にともなう足場である。掘形は径約

40～60cm、深さ約10～40cm程度である。想定される東

朝集殿の柱位置と、これら足場の位置を比較してみる

と、東朝集殿の柱を取り囲むようにして位置している。

足場は規則的に並び、すべて同時期のものと思われる

が、造営にともなうものか、移築の際の解体にともなう

ものなのかは判断できなかった。

SX18735　性格不明の柱穴である。当初、第48次調査の

際に設けられた東西方向の断割の壁面で確認されていた

102

図136　SX18735 (北から）
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ものだが、今回は平面的な検出をおこなった。柱穴の大

きさは径約1.3mで、現状確認できる深さは約70cmに達

する。柱穴の輪郭は円形を呈している。当初、柱穴の輪

郭は基壇下層の整地土層である灰褐土層の上面で確認し

たが、その下層の暗灰褐色土層では、輪郭の外側にさら

なる掘り込みの痕跡が確認された。したがって、当初確

認された輪郭は柱の抜取穴で、下層の掘り込みが柱穴の

掘形であることがわかった。

　この柱穴が建物にともなうかどうかを確認するべく調

査を進めたが、対応する位置に柱穴はなく、この柱穴は

単独で存在していたと考えざるを得ない。柱穴の掘形は

朝集殿院の整地層から掘られ、抜取穴は基壇下にあるこ

とから、朝集殿院の整地から東朝集殿基壇を築成するま

での一時期に柱が立てられたと考えられる。

　　　　　　　　　　５　出土遺物

土　器　出土した土器・土製品の総数は整理用コンテナ

４箱分である。内訳は、古墳時代の土師器・須恵器・埴

輪片のほか、古代の土師器・須恵器、中世の瓦器・土師

器、近世以後の陶磁器などである。

　このうち遺構検出面上層の黄色土では、13 ・14世紀の

瓦器や土師器羽釜が多く含まれており、当該時期におい

て土地の利用がおこなわれていたことがわかる。

　遺構にともなう土器はほとんどが細片と化しており、

時期認定は難しい。古墳時代の遺物に関しては、一部sx

18729などの遺構にともなうものがあるが、多くはSD

18725 ・18730に含まれるものである。

瓦碍類　今回の調査では旧調査区の再発掘や内庭部の調

査が主体となったため、出土した瓦傅類の量はきわめて

少ない（表19参照）。このうち、SK18709からはほぽ完形

に近い6225Aが１点出土している（図137)。この6225A

　　　　　　表19　第370次調査出土瓦簿類集計表

型式
-
6225

型式不明

軒丸瓦

一

一

軒　丸　瓦　計

重量

点数

丸瓦

-
30.1kg

423

点数

Ｉ
Ｉ

２

　平瓦

108. 6kg

　1494

型式
一
6663

6664

6726

鎌倉

型式不明

軒平瓦

一

Ｃ
Ｄ
？

軒　平　瓦　計

碑
一
1.1kg

　1

点数

１
１

１
１

Ｉ
i
ｎ



　　　　　　　図137　SKI8709出土軒丸瓦(6225A)

に関しては、第48次調査の成果から、6663Cとセットに

なって東朝集殿に用いられてたことが明らかにされてい

る(『年報1968』)。

　　　　　　　　６　まとめ

　　朝集殿院における旗竿列

　朝集殿院の中央部では南北に通じる道路の側溝を確認

し、その道路の内側では、儀式の際に立てられたと考え

られる旗竿の柱穴を検出した。しかしその際に、旗竿が

どのように立てられていたかの具体相は明らかではな

い。参考資料として一例をあげると、江戸時代末期に筆

写された『大極殿朝賀図』（図138)がある。検討の際の一

助となろう。

　今回の調査区内では柱穴の配置についての規則性は認

められなかったが、今後、今回の調査区の南北の状況を

確認して検討する必要がある。

　　東朝集殿の変遷過程

　今回の調査では、先述のように、SX18735を除くと、

基壇の下層に顕著な遺構は確認できなかった。ただし、

調査範囲が極めて限定されているため、現段階では基壇

下層には、礎石建の東朝集殿と同規模かつ同位置に掘立

柱建物がないことを確認したのみで、ここから考えられ

る可能性は以下の３つである。

　①礎石建物より小規模の掘立柱建物が、基壇下層に存

在する。東区朝堂院において、下層の掘立柱建物は上層

の礎石建物より規模が若干小さいことがわかっている。

その場合、今回調査がおよばなかった範囲である基壇中

央部の下層に掘立柱建物が存在している可能性は否定で

きない。

　②礎石建物より東に位置をずらして存在している。奈

良時代前半の朝集殿院は、奈良時代後半より東西幅が広

いため、それに応じて掘立柱建物も、やや東寄りに位置

している可能性がある。ただし、区画施設である掘立柱

塀との間隔を考慮に入れた場合、掘立柱建物の規模は礎

石建物よりも小規模であった可能性が高くなる。

　③下層の掘立柱建物は存在しない。この場合、東朝集

殿は奈良時代初めの造営当初以来、一貫して礎石建物で

あったのか、あるいは奈良時代当初には朝集殿は建てら

れなかったとの２つの可能性がある。　　　（林　正憲）

図138『大極殿朝賀図』（部分・國學院大學図書館所蔵、江戸時代末期写）（共同通信社199〔〕「即位儀礼にみる宮廷文化展」図録より）
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東院地区西北部の調査
第381次

奈文研紀要　2005

　　今回の調査成果

　今回の調査では、４期にわたる遺構変遷を確認した。

各遺構の解釈および周辺の調査成果との整合性について

は、さらに詳細な検討が必要であるが、検出した主な遺

構について概説する。

　まず、南側の第292次調査(1999年度）でみつかった総

柱の掘立柱建物SB17800が、当時の所見よりも北に２間

分のび、梁行６間、桁行６間の正方形の平面プランをと

ることがわかった。さらに北側に、同規模かそれ以上の

規模の掘立柱建物が並ぶことも明らかとなった。 SB

17800との距離は20尺で、SB17800とSB17810の間隔と同

じであり、柱筋もほぼ通ることから一連の建物と判断さ

れる。

　また、今回の調査では、先行する建物を確認した。柱

穴の重複関係から明らかな遺構変遷は、８間以上×２間

の南北棟の側柱建物→３間×２間の東西棟の総柱建物→

８間×４間の東西棟の総柱建物→６間以上×６間の総柱

建物である。これらはいずれも柱同寸法が10尺等間で設

計されている。とくに総柱建物のうち、新しい２時期の

ものは、平城宮内でもきわめて大規模な部類に属する。

　これら特異な遺構群の性格を明らかにするには、周辺

地区の従来の調査成果とあわせて、今後検討しなければ

ならない。さらに東院地区の中枢部分の発掘調査をすす

めることによって、東院地区の全体像を把握する必要が

ある。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（神野　恵）

図139　第381次調査区西半の検出状況（北から）

　　調査の概要

　調査は2005年１月５日から開始した。調査面積は1050

�。基本層序は整備による盛土、耕作土、担褐色粘質土

の地山となるが、西半は地山の上に中世以降の土器を含

む遺物包含層が残る。奈良時代の遺構は地山面で検出し

た。東側の地山は栓灰色の粘質土であり、西にいくほど

漸移的に裸が多くなる。

　平城宮の東に張り出す東院地区の自然地形は、東側か

北から宇奈多理神社にむかって南にのびる丘陵、西側は

水上池からっづく谷地形である。 1960年代以来、西辺を

中心に発掘調査（第22北･43 ・104 ・128 ･ 270 ･ 292次）が継

続的におこなわれてきた。現在、この谷筋に沿って東院

庭園にむかう宮内道路が整備されている。今回の調査区

は東から西にさがる緩傾斜面に位置し、遺構検出面のレ

ベル差が調査区の東西で約１ｍある。しかし、第128次調

査など西側の調査成果によると、遺構の残存状況は良好

で、この高低差は奈良時代から存在したと考えられる。

　　周辺の調査成果

　これまで東院地区については、園池を含む南側の発掘

調査が先行的にすすめられた。その研究成果は2003年に

　『平城報告XV』として刊行され、また園池を中心とする

　「東院庭園」の復原整備がすでに竣工している。

　文献史料には、奈良時代後半になると「東宮」ないし

　「東院」は、儀式や叙位がとりおこなわれた場所とし

て、しばしば登場するようになる。しかし、このような

儀礼の舞台となった中枢部分の実態は明らかでないのが

現状である。

　今回の調査区は、南は第292次、西は第128次および第

22次（南）に接する。西側の第128次および第22次（南）の

調査では、雑舎や厨と推定される数多くの建物や大型の

井戸SE9600など､東院に付属する諸施設の存在が明らか

となった。さらに、1999年度の第292次調査では、一連の

大規模な掘立柱建物SB 17800、SB17810、SB 17820が見つ

かった。とくにSB17800とSB17810は総柱であり、高床の

構造が考えられることなどから、「楼閣宮殿」と想定され

た。今回の調査は、この全容を把握し、西側の遺構群と

の関係を明らかにすることを目的とした。
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図140　平城京発掘調査位置図　1 : 40000



興福寺中金堂院の調査
第369次

　　はじめに

　今回の調査は、興福寺第１期境内整備事業における回

廊周辺排水施設関連工事の事前調査である。

　興福寺中金堂院ではこれまで中金堂、中門及び東面回

廊の調査を実施し、各建物の規模、基壇外装を確認して

いる（『興福寺　第１期境内整備事業にともなう発掘調査概報

I～IV』、以下『概報工～IV』とする）。

　今回実施した調査では、３ケ所の調査区を設けた。こ

のうち主調査区（西エ区）は既に確認した南面回廊東側の

暗渠を中門の中軸線で西に折り返した位置にあたる。他

の２ケ所（西II区・東区）は、中門南面の参道上に位置す

る（図142)。

　今回の調査は、設置する排水施設が基壇面以下には及

ばないことから、調査区における遺構面の高さを確認す

ることを目的として実施し、南面回廊西側の暗渠および

南面・西面回廊の両基壇について部分的な調査を実施す

ることとした。調査は2004年３月３日に開始し、３月11

日に終了した。調査面積の合計は32,8�である。
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図141　雨落溝SD7420 ・SD8802と暗渠SD8800 C北東から)
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　　　　　　　　図142　第369次調査位置図

　　検出遺構

西Ｉ区　南北12.8m、東西２ｍの調査区を設定し、現地表

下5～20cmで、南面回廊の西側暗渠SD8800、南面回廊

SC7417と西面回廊SC8804の基壇土を検出した。遺構面

の標高は、調査区北端で95. 06m、南端で94.85mである。

近代の遺物を含む溝SD8801が調査区中央に位置し、溝

底部で黄茶褐色土(地山)を確認した。

　この断面でSC7417、SC8804の築成状況を観察すると

　(図143)、地山上面に黄褐色土(整地土)で平らにし、この

上にSC7417では１層、SC8804では３層の黄灰褐色土(基

壇積土)を確認した。現状の基壇高は地山から約50cmで

ある。整地土の上では、SD8800の底石を検出した。底石

は幅約40cm、厚さ約20cmで、側石は抜き取られていた。

なお、底石両脇に凝灰岩片を多数含む黄褐色砂質土層を

確認でき、この上面は基壇土で覆われていた。

　一方、調査区北の断割箇所ではSC7417､SC8804の内庭

側の基壇外装SX7418、SX8803と雨落溝SD7420、SD8802

を検出し、調査区北と中央の断割箇所ではSD8800の底

石、側石を検出した。 SX7418は地覆石と羽目石の一部、

SX8803は地覆石のみ検出した。地覆石の幅は約20cm、

長さ約40cmで、羽目石の幅は約５ｃｍである。 SD7420は

溝幅約45cm、SD8802は溝幅約40cmで、それぞれ内庭側

に川原石および凝灰岩を立て、底部に川原石を並べる。

底石の上面はSD7420の東端(94.87m)とSD8802の北端

(94.90m)で高く、南西隅(94.81m)に向かって低くなる。

　SD8800の側石は幅約12cm、長さ約30cmで上部が欠け



表20　第369次出土瓦碍類集計表

軒丸瓦

型式

6671(興540)

巴

種

－Ａ

軒　丸　瓦　計

重量

丸瓦
一
14. 1kg

_旦＿

点数

Ｉ
Ｉ

２

　平瓦

　32. 0kg

　　375

型式
一
興909

軒平瓦

一　種

軒　平　瓦　計

　　　　　凝灰岩

　　　　　100. 6kg

..＿　　　　103

点数

-

５

　Ａ

H = 95.

Y－15,504

　　1

SX8803

｜

基壇土⊇整地上属地llj

　　　　　SD8802
｜

Ｙ一15,502

　　　1

Å

SD7420

Ａ･

SX7418

― X-146.125

Ａ’

― X-146,130

　　　｜　　　　　　　　　　　　｜
　Y -15,504　　　　　　　　　Y-15.502

図143　第369次遺構平面図・断面図　1:60
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る。底石は一辺約40cmの正方形の切石で、調査区中央で

はその長さを確認できなかったが、幅は約40cmで両側

に５ｃｍ程の切り欠きを持ち、上面には著しい風化がみ

られた。北端の底石は幅約30cm､長さ約50cmで､北縁と

西縁を隣あう地覆石と揃え、中金堂院内庭側南西隅の交

点をなす。また側石はSX7418の地覆石と羽目石ととも

に基壇土を掘り込み、一連に据え付けられていることを

確認でき、改修の痕跡は見あたらなかった。

西II区・東区　西11区は南北9.5m、東西0.4mの調査区

で、東区は南北8.6m､東西0.4mの調査区である。地表面

から深さ10～40cm程の掘削をおこなった。浅い掘削の

ため、遺構は検出できなかった。

　　出土遺物

　調査区からは土器、金属器、瓦、凝灰岩が出土した。

土器はコンテナ１箱程度、金属器は鉄釘２点であり、奈

良時代から近代のものを含んでいる。瓦については表20

を参照されたい。

　　まとめ

　本調査は部分的な調査ではあったが、南面回廊西側の

暗渠を検出することができた。さらに内庭側の基壇外装

と雨落溝を検出し、中金堂院の回廊南西隅の地覆石交点

を確定することができた。既に確認した東南隅の交点部

の座標を用いて検討すると、南面回廊内庭側の振れは、

E O °19'31″Ｎになる。また、今回検出した地覆石および

雨落溝は中門北半で検出したものと一連のものと考える

ことができ、その遺存状況からはＢ期（『概報工』）のもの

と推定できる。

　なお、SD8800底石両脇にひろがる土層は溝状の遺構

になる可能性がある。 SD8800北端でみられた基壇土を

掘り込み据え付ける暗渠側石の据付状況と一致せず、据

付掘形とは考えにくい。このため、中金堂院の造営に際

し、暗渠に先行して掘られた溝とも考えることができる

が、今回は、部分的な確認に留まったため、詳細は今後

の課題として残された。　　　　　　　　　（清永洋平）



興福寺旧境内の調査
一第371次

　　　　　　　　　１　はじめに

　今回の調査区は、奈良市登大路町に所在し、平城京条

坊では、左京三条七坊四坪の西北隅、興福寺旧境内の西

端に位置する（図144)。江戸時代の『興福寺伽藍春日社境

内絵図』や寛政３年(1791)作成と推測される『興福寺子

院絵図』によると、調査地は興福寺子院のひとっ、「正法

院」の敷地北端にあたる。

　発掘調査は、幼稚園園舎新築工事にともなう事前調査

として実施したもので、調査面積は88�、調査期間は、

2004年４月１日から４月26日までである。

　　　　　　　　２　旧地形と遺構

　調査地の地形は、興福寺中心伽藍のある平坦面から、

西へ急速に落ちる谷の斜面にあたり、調査前の旧地表面

は、調査区東端で標高92,8m､西端で標高90,5mを測る。

調査区の東から約５ｍの地点で、約80cmの段差が認めら

れ、そこから西へ緩斜面が続いている。調査地全体が、

近代の大規模廃棄土坑により複雑に荒らされていた。

　トレンチ東端では、表土の直下約10cmで牒混じり黄褐

色土の地山を検出した。この面から深さ約２ｍまで、昭

和30年代の遺物を含む土坑SK8824が掘り込まれており、

残存する平坦面は、土坑縁辺のわずかの部分である。

　その西では、比高差約ｌｍの崖が確認された。崖の西

も別の廃棄土坑に削平されるが、土坑を掘りきった下

　　　　|Y-15､630

X-146,085

　　　-
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　　　　　　図144　第371次調査位置図　1: 3000

で、江戸時代頃の淡黄褐色土の整地層と多数の柱穴・土

坑を確認したほか、崖のすぐ西では、16世紀頃から近世

までの遺物を含む茶褐色土、13世紀から近世までの遺物

を含む茶灰褐色土、黄褐色土からなる３段階の整地層を

確認した。なお、検出遺構は、概ね中世以降のものであ

るが、時期が推定できるものは少ない。

　以下、時期の判明する遺構の概要を報告する。

　　中世の遺構

SD8815　黄褐色土の整地層に掘られた、幅約60cm、最大

で深さ約20cmのＬ字形の溝。南北約1. 5m、東西約６ｍ分

検出し、西は溝底より低いレベルまで削平されているた

め、どこまで続いていたかは不明。南は調査区外に続

く。敷地の北及び東を限る区画溝と推測される。

SK8816　南北1.4m、東西1.1m、深さ40cmの土坑。 13世

紀頃の土器を含み、近世の遺物は認められない。

　　江戸時代の遺構

SX8820　崖の西約0.5mの茶褐色土層で検出した。穴底

Ｙ一15,620

　　　　　　　　　　　　１

図145　第371次調査遺構平面図　1 : 125
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　　　　　　　図146　第371次調査出土土器　1:3

に径約40cm、高さ30cm弱の上面が平坦な石が残る。対応

する遺構は未発掘区にあるか、削平により失われている

ため不詳。崖との間隔がせまく崖下の建物は推測し難い

ため、崖上の建物の屋根を受ける柱にともなうものか。

SA8821　調査区南端の壁際で検出した２基の柱穴であ

る。検出が１間分のみのため性格は不詳。　（山本崇）

　　　　　　　　　３　出土遺物

土　器　総数は整理用コンテナで５箱分。うち、包含層

遺物は２箱。平安時代初めの土師器、緑粕陶器、中世以

後の土師器、瓦器、瓦質土器、青磁、陶磁器などがある

　(図146)。　1が緑粕陶器の椀である。貼り付け高台をも

ち、胎土は須恵質である。４～６は、SK8816から出土し

た鎌倉時代13世紀頃の土師器皿類で、大小２種類ある。

いずれも１段強いヨコナデが施されており、外面に明瞭

に段がっく。これらは斜面地形の整地が最初になされた

時期のものであろう。それらを埋め立てた茶褐色土から

出土したのが２のへそ皿で、この時期以後の土師器がも

っとも多く出土している。３はより新しい時期のもの

で、底部中央には焼成前にあけられたと見られる小孔が

ある。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(高橋克壽)

廓剔|‖Ｓ印１９]lliｙ7７S

表21　第371次調査出土瓦碍類集計表

型式

6301A(興60)

平安

鎌倉巴

室町巴

室町

中世

近世巴

近世後半巴

近世

近世後半

時代不明

軒　丸　瓦　計

重量

点数

丸瓦
-
79. 9kg

551

点数

Ｉ
I
I
｣
T
i

C
M

･
―
I
Ｏ
Ｏ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
C
Ｏ

13
ｑ
1

'
X
)

型式

鎌倉

興811 (室町)

室町

中世

近世

近世後半

時代不明

　4

81　　軒　平　瓦　計

平瓦
-
145. 1kg

1211

碑他
一
2.6kg

　3

点数

Ｉ
Ｉ

C
Ｏ

y
―
l

33

１
１

41

凝灰岩
-
0.2kg

　1

道具瓦　　スタンプ付き平瓦　１点　鳥裳（近世）２点

瓦躊類　第371次調査から出土した瓦碑類の一覧を、表21

に掲げた。出土した瓦の大半は近世のもので、古代およ

び中世の瓦はごくわずかである。また、五輪塔のスタン

プが見られる平瓦があるが、これも近世のものと考えら

れる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（林　正憲）

　　　　　　　　　４　まとめ

　本調査で確認された遺構と遺物の出土状況によると、

調査区周辺は、13世紀以降、谷地形を整地した上で本格

的に利用されはじめたと考えられる。興福寺が中世寺院

として発展する過程で、寺域縁辺部の利用がはじまった

のであろう。

　本調査は、寺域縁辺の利用状況を推測する手がかりを

得た点で貴重な成果を得たといえるが、周辺の調査は概

して小規模で、全体像は未解明と言わざるをえない。本

調査地の周辺においても、なお中世以降の遺構が濃密に

分布すると推測され、継続した調査が望まれる。（山本）

図148　第371次調査　調査区中央部完掘状況（北西から）
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旧大乗院庭園の調査
第374次

１

はじめに

　平城宮跡発掘調査部では、本庭園を管理する（財）日本

ナショナルトラストの委嘱を受け、復原整備に向けた資

料を得るための発掘調査を、1995度より継続して実施し

ている。東大池の西側の調査の結果、それまでの名勝指

定地外へ遺構が続くことが判明し、2003年に追加指定が

なされた。それに伴い、追加指定地上に建設されていた

JR西日本の宿泊施設「大乗苑」が解体され、今年度か

ら、「大乗苑」跡地の調査をおこなっている。

　今回の調査地は、西小池中央部が推定される地区（北

区）と、第365次調査で近世の岸の下層で平安時代とみら

れる遺構を部分的に確認した東大池西南隅部（南区）を

対象とする（図149)。調査期間は2004年７月26日～10月29

日、調査面積は、北区約510�、南区約170�、合計約680

�である。

２　大乗院庭園と禅定院

　大乗院は、一乗院とならび両門跡と呼ばれた興福寺の

門跡寺院である。寛治元年(1087パこ、興福寺の北方（現

在の奈良県庁舎付近）におかれるが、治承４年（1180）平重

衡の南都焼き討ちによって焼失し、その翌年に禅定院の

あった現在地に移転した。一方、禅定院は、11世紀中頃

に興福寺僧成源によりおこされた元興寺の子院である

が、大乗院を開いた隆禅が二代院主となり、以後、大乗

院主は禅定院主を兼務しており、両院は密接な関係にあ

った。禅定院の伽藍については、三代院主頼実が永久年

中(1113～1117)に堂舎を建立したことが知られる。

　その後大乗院は、宝徳３年(1451)に徳政一揆で焼亡す

るが、当時の院主尋尊により、建物のみならず庭園も整

備された。この時の作庭を担ったのは、足利義政にも重

用された庭師の善阿弥であった。善阿弥によって改修さ

れた庭園は、改修を受けつつも江戸時代はじめまで続い

たと考えられており、江戸時代の庭園の姿は『大乗院四

季真景図』（以下『真景図』）などの絵図からうかがうこと

ができる。

　明治維新後、大乗院は廃絶、御殿の一部は個人宅とな
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　　　　　　　　図149　第374次調査位置図

り、明治７年からは小学校として利用される。御殿が取

り壊された後、明治16年に新たに飛鳥小学校が建設され

る。飛鳥小学校は明治33年に他所に移転し、一時期荒地

となったが、明治42年に奈良ホテルが開業、大正時代に

は建設会社の倉庫が建設された時期もあった。昭和33

年、前出の「大乗苑」が建設されたが、これも撤去され、

現在に至る。

　　　　　　　　　３　北区の調査

　当調査部では、西小池の調査にあたり、『真景図』など

の絵図を参考に、メシマを中心とする北側の池を「北

池」、ヲシマから連リハシにより結ばれた小島群から西

側を「中池」、それより東側および南側を「南池」と便宜

的に呼び分けている（図150)。北区は、西小池中池南部お

よび南池北部（西小池中央部）と、その西側の陸地部分を

対象とする。調査区の北側は第336次調査区と接し、東部

は第352次調査区と重複する（図151)。

　　基本層序

　基本層序は以下のとおりである。表土、「大乗苑」の解

体に伴う瓦牒層、「大乗苑」建設のための盛土層、戦後造

られたテニスコートに伴う石炭殻層、灰褐色砂質粘土
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図150　池の名称と絵図の対照
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コ

図152　第374次調査　北区遺構平面図　1:200
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H = 90.0m

Ｙ一15.210

口…白色粘土層

II･･･暗褐色砂質土層

EI ･･･黄褐色及び青灰色砂質土層

■･･･黒褐色土層

■…褐色砂質土層

■…暗灰色粘質土層
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Y-15. 220

図153　北区中央東西畔北壁断面図　1:50

Y-15.215

図154石列SX8828 C北東から）

H = 90. Om

層、多量の瓦牒で盛土され、西側に土留めの南北石列

　(SX8848)を伴う白色粘土による整地層、飛鳥小学校建

設時の整地層である暗褐色砂質土層となる。それより下

層は、池の内部と西側陸地部分とで異なる。池内は青灰

色砂質土または黄褐色砂質土による池埋立土、黒褐色の

池内の堆積土、池底である地山となる。一方、池西側の

陸地部分は、室町時代の土師器片を含む褐色砂質土層、

瓦器片を含む暗灰色粘質土層、地山となる。

　調査は、近代の建物遺構を検出した遺構面（灰褐色砂質

粘土）で遺構検出、記録をおこない、徐々に掘り下げ、西

小池の岸を確認した褐色砂質土上面を最終的な検出面と

した。さらに、数箇所で部分的な断割調査をおこない、

下層の遺構を検出した。

　　西小池以前の遺構

　検出した遺構は大きく、西小池以前の遺構、西小池お

よびこれに伴う遺構、西小池埋め立て後の遺構、に区分

される。西小池以前の遺構は、池西側陸地部分の褐色砂

質土上面、および断割調査で検出した遺構である。

　褐色砂質土上面では、多数の小穴と数条の溝を検出し

た。『真景図』では、西小池の西側に御殿や塀などが描か

れるが、今回の調査では、建物や塀の遺構としてまとま

るものはなかった。礎板状の石を据える柱穴(SX8843～

47）は、第365次調査で検出したSB8563の柱穴のありかた

に類似し、江戸時代の遺構の可能性が高い。 SB8563の柱

穴と比較して著しく浅く、柱穴の基底部に近いこと、石

組井戸SE8831の残存状況が良くないことなどを考え合

わせると、西側陸地部分は、大きく削平を受けたものと

考えられる。

南北溝SD8825　調査区西壁中央付近で検出した、地山を

112

SD8825

掘り込む南北溝。西の調査区外へ落ち込み、東肩のみ確

認した。溝の埋土は瓦器片を含み、溝底へ進むにっれ粘

土質へと変化する。

東西溝SD8826　土器溜りSX8829を取り除いた面で検出

した最大幅約2.9m、深さ約15cmの東西溝。灰褐色粗砂

を埋土とする。

東西溝SD8827　土器溜りSX8829を取り除いた面で検出

した幅約30cm､深さ約５ｃｍの東西溝。 SD8826を掘り込む。

石列SX8828 (図154)池西側陸地部分の断割調査で検出

した。石は径60～80cm程度で、東西に７基、北側の面を

そろえて並ぶ。最も西で検出した石の中央には、直径約

20cm、深さ約20cmのホソ穴があけられている。

土器溜りSX8829 (図155)調査区西辺の断割調査において、

褐色粘質土を取り除いた面で検出した。南北約８ｍ、西



は調査区外へと続く。鎌倉時代の土器が多数出土した。

磯敷遺構SX8830　黒色を基調とした10cm程度の傑を敷

き詰めた遺構。南北幅は最大で約６ｍ、最大の深さは40

cmあり、西側は調査区外へとさらに落ち込んでいく。堆

積土は粒子の粗い青灰色砂質土で、水の流れた形跡が認

められる。重複関係から、石組井戸SE8831より古く、土

器溜りSX8829よりも新しい（図156)。喋上面から室町時

代の土器が出土した。

石組井戸SE8831　内径約60cni、深さ40cniの円形の石組井

戸。石組の上面がそろっておらず、浅いことから、上半

が破壊され、基底部のみが遺存しているものと考えられ

る。埋土から室町時代の土器が出土した。

石列SX8832　調査区西部中央付近、褐色土を取り除いた

図155　土器溜りSX882g (北東から）

図156　石組井戸SF8831と聘敷遺構SX8830 (北東から）

面で検出した石列。南北に30～50cmの石を３基並べる。

石の上面には室町時代の土師器がのる。

　　西小池およびこれに伴う遺構

西小池SG7651 (南池）・SG8323(中池）西小池中池南半お

よび西小池南池北部を検出した。検出した池の東西岸間

は約15mである。

　南池北部は、第352次調査で池内と東岸造成状況を確

認しているが、今回は東岸の汀線を確認した。東岸は、

調査区北部で鍵の手に折れ南に伸び、第352次調査で検

出した方形造りだしSX8774を形成し、南へと続く。

　中池南部は、褐色砂質土を掘り込んで岸を造成し、池

底部は地山を削り造成する。西岸の汀線は、北から緩や

かな曲線を描いて南に延び、調査区南部で東に回りこん

で舌状の岬SX8834を形成し、調査区外へ続く。岸は緩や

かに立ち上がり、約15度の傾斜をもち、拳大から人頭大

の割り石を中心とした護岸石を据える。

　西小池中央部は、このほか池内に、後述するヲシマsx

8770、小島SX8833、魚溜りSX8835などが設けられてい

る。今回の調査区内での池底最深部の標高は89.4m前

後、両岸に据えられた護岸の石や、ヲシマなどの高さよ

り、水面高は89.7m付近と推定される。

　池の堆積土内からは、江戸時代後期の土師器および陶

磁器が出土した。

ヲシマSX8770　『真景図』に「ヲシマ」と記された、南

北約９ｍ、東西約５ｍの島。東半を検出した第352次調査

とあわせて島の全体が判明した。島の頂部の標高は89.9

m、半球状に地山を削り残し、さらに土を積み造成して

いる。周囲に護岸石をめぐらし、一部に石が岩山状に集

中するところが見られる。北および東岸では基底部に石

や土を押さえるために長さ約1.7mの木材を多角形にな

るように並べる。

小島SX8833　ヲシマの南西に位置する島で、南北約２

ｍ、頂部の標高は現状で89.7m、東半はSX8840で破壊さ

れている。ヲシマと異なり、地山上の淡灰褐色の土層の

上に暗灰色粘質土の盛土をして造成する。島の周囲には

護岸の石を据えている。

岬SX8834　西小池中池の南部で検出した舌状の岬。第

352次調査で検出したSX8776に相当する。断割調査より、

岬の整地土の下は5～lOcm大の傑層となる。なお、『真

景図』では、南池北岸、ヲシマ、小島、岬それぞれの間
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図157魚溜りSX8835 (北西から）

　　　　　　　図158埋甕遺構SX8836(北から)

に、板状の石橋が描かれているが、今回はそれに相当す

る遺構や遺物は確認できなかった。

魚溜りSX8835 (図157)ヲシマの北西に位置する、池底を

深さ0.3mに掘りくぽめた遺構。南北約4,5m、東西約３

ｍの楕円形で、壁ぎわを22本の杭と竹のしがらみで護岸

する。池の清掃時や避暑・避寒の際の魚の溜り場所で、

植物の水底下の根茎部が多数出土したことから、水生植

物の生育地を兼ねた可能性がある。

埋甕遺構SX8836 (図158)西小池中池南部の池底に、口縁

部を打ち欠いた、最大径70cmの瓦質の甕を埋め込む。

　　西小池埋め立て後の遺構

　池の埋立土、飛鳥小学校建設に伴う整地土、灰褐色砂

質粘土上面で検出した遺構。

南北溝SD8798　調査区の東端の南北溝。西小池車岸の立

ち上がりを掘り込む。北側はSD8337へつながり、南端は

調査区外へ伸びる。
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杭列SA8797　SD8798に沿って検出した南北方向の杭

列。 SD8798の埋土を掘り込み、調査区北側のSD8337内

の杭列に続く。

石組井戸SE8837　調査区西北で検出した円形の石組井

戸。内径約0.8m、石組の上端から約0.4mの位置で土坑

SK8838とつながる土管を組み込む。井戸の深さは、80cm

まで確認した。

水槽SX8838　SE8837の約３ｍ南に位置する漆喰製の水

槽を据えた遺構。水槽は50cm平方、深さ約70cmで、周囲

を石・瓦・漆喰で固める。水槽の上端から20cmの位置

に土管が固定され､SE8837から水が流れ込むように勾配

が付けられている。 SE8837とあわせて、浄水などの施設

と思われる。なお、水槽の埋土からは、瓦・陶磁器のほ

かに、石筆・硯などの飛鳥小学校に関連する遺物が多数

出土している。

SX8791　2基の甕を南北に配した埋甕遺構。甕内に石が

落とし込まれていた。北側の甕のみ内部の石を取り上げ

て精査した。甕は直接地面に据えられ、口縁の周囲のみ

漆喰で固められている。甕底部には、厚さ10cmほどに多

量の飽屑が詰め込まれ、その上面には墨書のある薄板、

部材片などが投棄されていた。

SX8842　暗褐色砂質土層上面で検出した、屈曲部に黄漆

喰製の枡を伴う土管暗渠列。

SX8839 ・SX8840　調査区中央で検出した水槽のコンク

リート基礎。いずれも地山に木杭を数本打ち込んだ上

に、コンクリートを流し込む。 SX8839の内部には、レン

ガが多量に投棄されていた。

SK8793　セメント樽を埋め込む遺構。直径41.5cm、高

さ64cmｏ SX8839、SK8841との間には板材が置かれてい

ることから、一連の遺構と考えられる。

SX8336　第336次調査で検出した円牒を用いた建物基礎

の南半部。Ｌ字に折れ曲がり、西は調査区外へ続く。

　　　　　　　　４　南区の調査

　南区は、東大池西南隅部にあたる。第365次調査で近世

末の池岸を検出した後、下層で蝶敷とみられる状況を確

認し、この裸敷が近世以前の池の遺構である可能性を指

摘した。今回は、この裸敷面の広がりと時期の特定を目

的として、土層を詳細に観察し、かつ細かく分け面的に

掘り下げて調査した。
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図159　第374次調査　南区遺構平面図　1 : 150

Å

器片が傑敷中から出土した(図160)。牒敷は、中央畔やや

北寄りの位置で段差をもち、北側が約10cm高い。この段

を境として南北で状況を異にする。南半は、大ぶりの蝶

が密に敷かれ、裸の直上には目地に入り込む薄い租砂層

があり、その上に粘質砂質土がのる。一方、北半は小ぶ

りの裸が多く、北部ほど密になり、傑上面は青灰色粘質

土で覆われる。南北の傑の境界を示す見切り石などは確

認されなかった。南側の堆積土の様子より、常に水が流

れていた状況が推測され、池尻などに相当する池の遺構

と考えられる。遺物より、大乗院が移転する以前、禅定

院時代に作られた庭園遺構である可能性が高い。

疎層SX8589　調査区北辺で確認した厚さ約40cmの牒層。

傑敷SX8587のベースとなる黄褐色粘質土の下層に存在

し、当初地山起源の自然堆積層と思われたが、園池の構

造および変遷にかかわるため、数箇所で掘り下げ精査し

た。その結果、１)遺物を包含しない、２)裸層の下層に

数ｃｍ大の傑を含む砂牒層が存在する、３)南、東側への

広がり確認されないが、西および北側に広がる、４)同様

の傑層が周辺で数箇所確認されている、以上４点を確認

した。これらの事実より、牒層が自然堆積であると考え

られるが、園池に先行する遺構の崩落などによって形成

されたものである可能性を残す。　　　　　(大林潤)

　　　　　　　　　５　出土遺物

　　瓦碍類

　第374次調査で出土した瓦堵類(表22)は、古代から近

世までと幅広い時期に属するが、なかでも近世に位置づ

けられるものが大半をしめる。

　軒瓦では、四重弧文軒平瓦が南区池岸整地土層から出

土した(図161)。顎の長さ6.8cm、深さ1,0cm。文様は深

く弧線の上面は丸昧を帯びる。胎土に白色粒を多く含

み、硬質な焼きで灰色を呈する。第310次調査で出土した

四重弧文軒平瓦も同様の特徴をもつ。なお、これらの瓦

は飛鳥池遺跡出土の四重弧文軒平瓦II型式Ａ２に酷似す

ることが注目される。

　丸瓦・平瓦では、｢瓦佐｣の刻印をもつものが１点ずつ

出土した。興福寺菩提院大御堂の平瓦にも同様の刻印が

みられ、かつ、安政３年(1856)の紀年銘を持つ。

　道具瓦は11種類に及び、バラエティーに富む。棟の端

部に葺かれる獅子口が、これまでの大乗院庭園の調査の

m-2　平城京と寺院の調査 １１５

X-146, 660

　　-

-

‾‾

‾ｙ二こニニ

Ｊ

0　　　　　　　　10cm

七

　　　　　　　　図160磯撒間出土土器1:4

　基本的な土層は、第365次調査の通りである。また､近世

の整地層より下の各層間では、包含する遺物に大きな時

期差は認められず､いずれも12世紀前半を下限としている。

石列SX8851　近世の整地層を取り除いた面で検出した

石列。池岸に直行する方向に、約30cmの石が３基並ぶ。

石は南に面をそろえ、石の南側は約20cm低くなる。

諌敷SX8587　第365次調査で部分的に確認した裸敷面。

今回は、範囲を広げ面的な調査を試みた。裸敷は、３～

５ｃｍ程度の小石と、拳大ほどの石からなり、さらに西の

調査区外へ延びる。 12世紀前半を下限とする土師器、瓦



表22　第374次調査出土瓦硝類集計表

　　　　　瓦
型式　　　　　点数型式　　　　　点数型式　　　　　点数
平安　　　　　　　１　四重弧文　　　　　１江戸　　　　　　　１
興153 (鎌倉)

興280 (江戸)

興285 (室町後半)

興352 (室町後半)

興409 (室町後半)

室町巴

室町後半巴

江戸前半巴

江戸巴

巴

隅巴(江戸)

室町後半菊丸

江戸菊丸

菊丸

江戸小型菊丸

菊丸

江戸

型式不明

　1

13

　５

　１

　１

　３

１４

　１

３７

　９

　１

興730 (平安)
興866 (室町後半)
興919(室町)
剣頭文(鎌倉)
連珠文(鎌倉)
室町
室町後半
中世
江戸前半
江戸後半
江戸

　９小型
36型式不明
　７隅切
　５
　８
　１
２４

２江戸後半
Ｉ

３

1

2

2

1

7

4

1

1

　軒　桟　瓦　計　　４
ヱ

　鬼　瓦　　　　　　11
面戸瓦　　　　　　11
獅子口（銘付2点含）12
鳥　会　　　　　　３
賓斗瓦　　　　　　15
箱髪斗瓦　　　　　Ｉ

53割概斗瓦（刻印付1点含）41
７隅切平瓦
10刻印付丸瓦
　１刻印付平瓦
　　刻印付煉瓦
　　角桟伏間瓦
　　水切瓦
　　輪違い

1
1
1
6
1
5
4
1

　
　
　
　
　
　
4
　
1
n
乙

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土管(完形)　　　21

軒　丸　瓦　計　177軒　平　瓦　計　　94道具瓦(刻印付Ｉ点含)16
　　　　丸瓦　　　平瓦　嫡(煉瓦含　石塔　用途不明　　　　　９

重量　212.6㎏　907.1kg　37.7kg　6.52㎏

?も

¬
源

口

２

１～３煉瓦刻印

　　　　　　　　　四重孤文軒平瓦

図161　第374次出土瓦祷類　１：３

１

　３

４近世瓦刻|

４

≧aiii;ii;i⊆;;≦

中で最も多い12点出土したことが注目される。その中に

は「源口」「口口〔仕カ〕」の刻銘をもつものがある。

　煉瓦は、「×」「＊」の刻印をもつ赤煉瓦のほか、

　「MADE IN ＨＩＲＯＳＥ」の刻印をもつ耐火煉瓦が出土し

た。いずれも表面には長辺方向に条線が走り、手抜き成

形されたものと考えられる。「×」印煉瓦は、岸和田煉瓦

株式会社（明治26年創業）の製品である。「＊」「MADE IN

ⅢＲＯＳＥ」印煉瓦の製造元は特定できないが、前者は大

坂城址や住友銅吹所跡でも出土している。以上の資料は

すべて、大正14年(1925)に定められたJES規格の法量に

合わないため、それ以前の製品である可能性が高い。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（中川あや）
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　　　　　　　　　　　　　　　　図162　第374次調査出土土器・陶磁器類　１：４

　　その他の遺物

　ここでは、西小池の堆積土出土遺物、埋立て後の各層

出土遺物の概略を述べ、多量の遺物が出土した水槽sx

8838についてはまとめて紹介する。

池内の遺物　木製品には、柿葺に用いたと考えられる板

材等がある。柿は完形にちかいもので長さ28.2cm､幅9.9

cm。長さ1. 2cm、太さ1. 5fflmの木(竹)釘を１枚あたり２本

うつ。

　金属製品には、真鎗製の延べ煙管、銅製の弓金具（把手

金具か）、環、鉄製の小刀がある。延べ煙管は雁首から吸

口にかけてを一体で製作したもので、火皿を欠く。現存

長10.9cm、胴の断面は楕円形を呈し幅1.0cm、厚さ６ ｍｍ。

胴の表面に赤色の漆（顔料はベンガラ）で山形文を描く。

池の埋立て以後の遺物　池の埋立土である青灰色砂質土

7二二⊆;／。

・黄褐色砂質土層上面から、白色粘土層にかけての整地

層、および西小池西岸の各面にともなう井戸SE8837、埋

甕遺構SX8791、南北溝SD8798および土管掘形内から出

土した遺物のうち、特徴的なものは石製品で、硯５点、

石筆49点、石盤片がある。硯には裏面に「本高嶋青石」

と針書きされたものが１点ある。

　また、白色粘土層にともなって多量の漆喰片、タイル

が出土した。タイルには裏面に「奈良」と墨書されたも

のがある。

水槽SX8838出土遺物　水槽内の掘削中に多量の遺物が確

認されたため、内部の土壌を持ち帰り、水洗選別をおこ

なった。その結果、折れた鉛筆芯やビーズ（ガラス小玉）

など微細な遺物も採取した。また、水槽内であったこと

から植物質資料をはじめ、皮・布製品の遺存状態も良好
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　　　　　　　図163　SX8838出土金属製品･銭貨

であった。出土遺物は、木・竹製品、金属製品、銭貨、

石製品、土製品、ガラス製品、貝製品、自然遺物など多

岐にわたるが、陶磁器類はごくわずかである。

　木製品には、将棋駒、鉛筆、算盤玉、石盤の枠木、横

櫛、糸巻き、編針、円盤状木製品、多数の部材片等があ

る。将棋の駒は、五角形を呈し｢角行｣と読めるものな

どが20点ちかくあるが、そのなかに裏面を削ったもの、

断面の不整形なものがあり、これらには｢少佐｣｢中尉｣

などと記されたものが含まれている。駒を加工し、行軍

　(軍人)将棋に用いたものであろう。行軍将棋は詰め将棋

をもとにして、日清・日露戦争に影響をうけて考案され

たものである。鉛筆は４点出土。いずれも軸が丸く、芯

の断面も丸い。このうち２点に刻印がみえ、｢口CASH

　池２　MADE IN ＧＥＲＭＡＮＹ｣(ＭＡＤＥ以下は２段)、左

寄せで｢BBB　Rigold & Bergmann｣(下線部筆記体)とあ

る。前者に｢小野｣と刻まれている。所有者を示すもの

であろうか。算盤玉は６点出土。径は0.8～1.8cm。

　金属製品(図163)には、鉄製品に蹄鉄、板状品、ナイ

フ、鋲、釘、瓶などの蓋、ドアの蝶番、雨樋用かと思わ

れる径5cmほどの管などがある。蹄鉄は、長さ5. 9cm、幅

5, 6cm。通常のものの４分の１ほどのきわめて小さいも

のである。１点出土。板状品は、長さ5.6～2.8cm、幅3.7

～1,8cmの舌状の鉄板の両端を折り曲げたもので、22点
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出土。東京都西新宿三丁目遺跡では、幕末から明治初頭

の遺構を中心に42点が出土し、江戸市中よりも江戸近郊

の農村での出土が多いこと、古墳時代の方形鍬・鋤先に

形態が似ることなどが指摘されている（東京オペラシティ

建設用地内埋蔵文化財調査団『西新宿三丁目遺跡』1993年）。こ

の他に、鉛面子、メッキを施した指ぬき、蝶番、ボタン

状品などがある。鉛面子は、径2.2cm、厚さｌｍｍ程の円盤

形のものが１点。文様は摩滅していて不明。

　銭貨には、寛永通宝５点、明治10年鋳造の一銭銅貨２

点がある。寛永通宝の一部は砕片である。

　石製品には、硯２点、石盤片、石筆113点、碁石（黒）

１点がある。多量の石筆のなかに径９ｍｍの太型品もある。

　土製品には、梅花などを型抜きしたものが６点ある。

長さ2.4cm以下の小さなもの。背面は平坦か凸面になる。

泥面子の一種で､おはじきなどに用いたものであろうか。

瓦転用品には、転用円盤と砥石がある。前者は平面形が

正円にちかく、側面を研磨したもので７点。後者は不整

形で曲面をなす研磨面をもつもので５点。前者について

は、第336次調査で「びんちゃん」と墨書したものが出土

し、遊具と考えたが、同様に石蹴りあるいはお手玉の道

具と考えておきたい（宮崎貴夫「円盤状陶磁製品」『風呂川遺

跡』西有家町教育委員会、1982年）。

　ガラス製品には、ガラス瓶、び一玉６点、ビーズ（ガラ

ス小玉）４点がある。

　貝製品には　ハマグリ製の碁石（白）４点とばい独楽

１点がある。ばい独楽は、バイガイの殻口部をおとし、

螺塔部を利用したもので、断面を水平に研磨する。砂・

鉛などをいれておもりとし、蝋で口をふさいだ。明治30

年代頃に現在のような鉛、鉄製の「べいごま」に変わる

以前のもの。出土例は、兵庫県伊丹郷町、明石城にある。

他の貝殻には、ハマグリ、カキ類、サルボウ、ハイガイ

などがある。

　この他、消しゴムなどのゴム製品、布・皮製品、人の

歯、樹脂製のボタン、多量の種子などが出土した。

　以上の遺物を用途別に区分すると、文房具、遊戯具、

服飾・裁縫具、生活残滓などとなる。なかでも種類・量

ともに豊富な文房具類（図164)と、遊戯具類（図165)は、

飛鳥小学校との関係をうかがわせる資料である。

　SX8838は、井戸SE8837と接続していることから、常

時開口していて汚水が入るようなありかたは考えにく



く、これらの遺物は水槽として廃絶された後の堆積物で

あろう。明治33年の飛鳥小学校移転にともなう塵芥であ

る可能性が高い。このことは、遺物個々の年代観や組成

からもうかがい知ることができる。

　鉛筆・消しゴムの出土も、石盤・石筆の時代から、ノ

ート・鉛筆の時代への過渡的なありかたを示している。

また、碁石や行軍将棋の駒、泥面子と鉛面子、び一玉、

石蹴り用の瓦製円盤やバイガイを加工した独楽など、明

治中頃の児童遊戯を物質文化から検討する材料がえられ

たことになる。これらに加えて、服飾・裁縫等にかかわ

る遺物が意外と多く含まれていることも、SX8838出土

遺物の特徴である。　　　　　　　　　　　　（次山　淳）

　　　　　　　　　６　まとめ

西小池の全体像　調査の結果、西小池中央部は、複雑に入

り組んだ汀線を持ち、中島や岩島を伴った変化のある景

観を呈していたことを確認した。今回の調査で、西小池

は西南の一部を残してほぼ完掘したこととなり、その全

体像がより具体的に明らかになった。西小池は、３つの

形の異なる池をつなげた形状で、全体は、最大で南北約

図164　SX8838出土文房具類

60m､東西約30mである。岸には護岸石をめぐらせ､大小

３つの中島や､岬､州浜､岩島などによって構成され、池

底には埋甕や魚溜りが設けられていた。これまでの調査

で、西小池の平面形状は、『興福寺旧大乗院庭苑図』(『風

景』第６巻第３号掲載)に描かれた形状とほぽ相違ないこと

が推測されていたが、構成要素の詳細や、池底で検出し

た遺構など、絵図からは読み取れない重要な情報を得る

ことができた。また、既に確認されている東大池と比較

すると、規模､構成要素､造成状況などが大きく異なり、

両池は異なる空間を作り出していたと考えられる。

禅定院時代の遺構の存在　南北両区において、12世紀前半

に遡る遺構の存在を確認した。北区では、西小池西岸の

整地土の下層に、瓦器片を含む暗灰色土層および、溝の

遺構を検出した。また、南区では第365次調査で検出した

蝶敷面の時期が判明した。禅定院は、隆禅によって永久

年中に伽藍の整備がおこなわれており、今回検出した12

世紀前半の遺構は、この時の造営に関わる可能性が高

い。特に、南区検出の牒敷遺構は、禅定院時代の園池の

存在を証明するものであり、今後の発掘調査による禅定

院伽藍の解明が期待される。　　　　　　　　　(大林)

図165　SX8838出土遊戯具類
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図168　第383次調査遺構平面図　1 : 100

興福寺一乗院跡の調査
第383次

はじめに　今回の調査は奈良地方・家庭・簡易裁判所の

建て替えにともなう緊急調査で、調査地は興福寺の子院

・一乗院の東北隅にあたる。調査面積は63�、調査期間

は2004年12月５日～12月９日であった。基本層序は上層

から造成土(旧地裁建設時)、近代整地土(中近世～近現代遺

物を含む)、赤色土､黄色粘土､褐色砂傑となっており、黄

色粘土より下位は無遺物層(地山)である。近代整地土以

下の土層は旧地裁の建設時に大きく削られていたので、

調査は同層以下の土層が残存している範囲(約５�)を対

象とした。

検出遺構　調査区内は大きく攬乱を受けていたため、遺

構が検出できたのは北壁沿いの狭い範囲に限られた。遺

構検出面の標高は約92.9m。まず西端部北壁では、赤色

土直下で土師器皿類をきわめて多く含む土坑SK8950を

確認した。この土坑の規模・平面プランは攬乱により定

図166　第383次調査位置図　1 : 1000
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かでない。埋土は２層に細分できるが、両層の間には遺

物の接合関係がある。また、調査区東端部では黒色土直

下で浅い土坑SK8951～8953を検出しているが、遺物は

少なく細片化か進んでいる。このうち、SK8951からは近

世瓦（興福寺275型式）が出土している。

出土遺物　ここではSK8950の土器群について述べる。こ

の資料は多量の土師器皿類と少量の瓦器椀からなり、前

者には残存率1／1～I／3程度と比較的残りがよい破片も

含まれている。土師器皿は淡褐色～明褐色系の色調を呈

し、口径の平均10.4cmの小型品（１～４）と、同じく平均

15. 3cmの大型品（６～９）とに分類できる。大型品の器高

は1.8～3.4cmと変異幅が広い。大型・小型の別を問わ

ず、口縁部外面に２段横ナデを施す例が目立つ。口縁端

部はやや内傾～直立気味で、玉縁状の口縁をもつ例は皆

無である。いわゆる「コースター型」皿（５）を数個体分

含む。瓦器椀は１個体分に限られる。いずれも12世紀前

半の土器群とみられ、隣接調査地の土坑（第330次・SK

8249など）とほぼ同時期の可能性がある。　　（森川　実）
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図167　SK8g50出土土器
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　　はじめに

　この調査は、薬師寺境内の北寄りを東西に流れる排水

路の付け替えに伴い、奈良市河川課の委嘱を受けて実施

した。調査地は薬師寺西面回廊の外側に当たる。調査面

積は246�、調査期間は2004年２月12日から３月17日。工

事深度が奈良時代の遺構面を破壊するには至らないた

め、重機による掘削を終了した後に遺構を検出し、壁面

を精査した。検出遺構の掘り下げはおこなっていない。

　　基本層序

　基本層序は上から表土、造成土、明灰色砂質土、暗灰

色砂質土、茶褐色砂質土の順に堆積する。明灰色砂質土

以下は中世までの遺物を含む整地層である。茶褐色砂質

土の下で部分的に瓦、炭、焼土の堆積層を確認した。こ

れらの整地土は回廊が倒壊したのち、周辺の地ならしを

したものと考えられる。

　　検出遺構

　茶褐色砂質土の上面で、溝、土坑、井戸、瓦溜り、集

積遺構などを検出した。掲載した平面図は主な遺構を検

出した部分である。 SX2825は瓦溜り。瓦の中には平安時

代の軒平瓦が含まれる。 SD2826は南北溝。暗灰色の埋土

で、近世の土器を含む。 SE2827は井戸。掘り下げていな

いため、時期は不明。

　　出土遺物

　瓦と土器がコンテナ10箱程度出土した。瓦は本薬師寺

創建瓦である軒丸瓦6276A、薬師寺の所用瓦6304Eなど

図169　第368次調査位置図

が整地土中から出土している。土器は奈良時代の須恵

器､土師器のほか、中世の瓦器が少量出土した。金属器、

木製品、木簡は出土していない。

　　まとめ

　今回の調査区の南端部分は境内の南西隅に当たるが、

六条大路の北側溝を検出することはできなかった。今

後、周辺地域を調査する際には六条大路北側溝を含めた

下層遺構の調査が必要である。しかし、回廊外側は中世

以降も溝や井戸が掘削され、遺構の密度は高い。長期間

に渡って活発な土地利用がおこなわれていたことが判明

した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（豊島直博）
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図170　第368次調査遺構平面図・断面図　1:80
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　　はじめに

　調査地は近鉄西大寺駅の東に位置し、西隆寺南面回廊

の外側に当たる。近年再開発が進む地域で、今回の調査

もビル建設に伴う事前の調査としておこなった。調査地

にはすでに撤去を終えた建物基礎が残っており、基礎の

間の遺構残存部分を６ヵ所に分けて調査した。面積は93

�。調査期間は2004年10月１日から10月15日である。

　　基本層序

　基本層序は造成土、奈良時代の瓦を含む整地土である

暗灰色粘質土と暗褐色砂質土、地山である灰色粗砂の順

に堆積している。暗灰色粘質土と暗褐色砂質土は地山の

標高が低い部分で確認した。遺構は整地土および地山の

上面で検出した。検出面の標高は71. Om前後である。

　　検出遺構

　土坑と柱穴42基、溝６条を検出した。遺構の所属時期

は古墳時代前期と奈良時代以降に分けられる。 SK980は

調査区北寄りで検出した不整形の土坑。埋土からは西隆

寺の所用瓦を含む大量の瓦が出土したことから、寺の廃

絶に伴う廃棄土坑と考えられる。 SX981は小型の柱穴。

埋土から古墳時代前期の小型丸底土器１点が出土した。

　出土遺物

　調査区内からはコンテナ15箱程度の遺物が出土した。

図171　第378次調査位置図
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1 : 4000

大半は奈良時代の瓦で、西隆寺所用瓦である軒丸瓦6235

C、6236D、軒平瓦6761A、鬼瓦１点、礎斗瓦１点、刻印

付き平瓦１点などが出土した。土器は奈良時代の須恵

器、土師器のほか、古墳時代の土師器が出土した。

　　まとめ

　今回の調査地は中心伽藍である回廊の外側に位置して

いたため、西隆寺に直接関わる遺構を検出することはで

きなかった。多数検出した柱穴や溝は正方位に乗らず、

古墳時代の遺構である可能性が高い。これらの西隆寺下

層遺構は、北東に展開する佐紀盾列古墳群の造営主体を

探る重要な手がかりとなるであろう。　　（豊島直博）
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図172　第378次調査区遺構平面図　1 : 150
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左京三条一坊の調査
第379次
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　　はじめに

　この調査は、店舗新築にともなう事前の調査として実

施した。調査地は左京三条一坊十五坪の南端付近にあた

る。東側の隣接地はすでに奈良市教委によって発掘調査

がおこなわれている(奈良市94次)。調査面積は96,0�。調

査期間は2004年10月18日～10月29日である。

　基本層序は上層から順にバラス層、造成土、旧耕作

土、黄灰色砂質土、暗紫灰色粘土と続く。このうち、黄

灰色砂質土以下の土層は奈良時代の遺物を含む整地土で

ある。これより下層は遺物を含まない砂混じり灰白色シ

ルト層となる。遺構検出面は暗紫灰色粘土の上面で、そ

の標高は約60.7mであった。なお、暗紫灰色粘土層に含

まれる遺物はごくわずかである。

　　検出遺構

　黄灰色砂質土直下で検出できた遺構は、配置に規則性

が認められない小土坑と、調査区内を縦横に走る十数条

の溝のみである。奈良市94次調査では、奈良時代の掘立

柱建物・井戸等が検出されているが、今回の調査ではそ

　　　　　‥･:／･　　.1.
･~

路¨　
..とエａぷ・一SSZ

　　I■〃一一

　　　　　　　図173　第379次調査位置図　1: 1000

のような遺構を確認することができなかった。なお、調

査区東南部は自然流路SD8925にあたり、断面観察では

粘土と砂の互層の堆積が認められた。前述の小土坑・溝

は、重複関係からみて、この流路よりも新しいことがわ

かる。

　　出土遺物

　奈良時代の遺物は主として黄灰色砂質土から出土し

た。土器は出土点数のうち耳／jほどを須恵器が占める。

また、土師器はほとんどが細片である。須恵器には杯Ｂ

・同蓋・甕類が含まれる。このほかに、ES27区・暗紫灰

色粘土からは完形の傅が出土している。

Y -18,365

(森川　実)
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図174　第379次遺構平面図・断面図　1 : 100
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左京七条一坊の調査
第372次

　　はじめに

　介護老人保健施設建設にともなう事前調査である。調

査地は、平城京左京七条一坊十六坪の西半中央にあた

る。十六坪は、北を六条大路、南を七条条間北小路、東

を東一坊大路、西を東一坊坊関東小路に囲まれた区画で

ある。1994年におこなった第251～255次調査では、十六

坪のほぼ四分の三を調査し、奈良時代から平安時代にい

たる（I～VI期に区分）建物の配置、土地利用のありかた

などが明らかにされている（「平城京左京七条一坊十五・十

六坪発掘調査報告」奈文研学報第56冊、1997年）。

　調査区は、前述の各調査地に三方を囲まれた場所に位

置する（図175)。東西50m、南北13mの東西に長い区画

　（東西区）と、東西６ｍ、南北９ｍの南北に長い区画（南北

区）がＴ字形になるように設定した(704ni)が、現地表面

から旧耕土面までの客土が２ｍ以上と厚く、安全のため

の法面部分を広く取ったために、実質的な調査面積は、

約383�となった。調査期間は､2004年６月７日～７月23

日である。
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5５.

　　検出遺構

　調査地の基本層序は、客土の下、灰褐色砂質土、黄褐

色粘質土、暗褐色砂質土、檀褐色砂質土となる。遺物包

含層および耕作溝埋土である灰褐色砂質土を掘削したの

ち、黄褐色粘質土層上面において遺構検出をおこなった。

　検出した主な遺構は、調査区北辺で東西45m分を検出

した素掘溝１条、掘立柱建物１棟、塀４条、土坑３基な

どである。遺構内からの遺物、および遺構間の重複に乏

しく、時期、遺構変遷に言及できる遺構は少ない。

東西溝SD8875　東西調査区の北辺にそって、調査区東壁

から西壁まで45m分を検出した素掘りの東西溝。東西の

調査区外へ続く。溝の南岸はほぼ直線的に東西に通り、

暗褐色砂質土に対する掘り込みも明瞭であるのに対し、

北岸は全体に不明瞭である。また、調査区中央付近、溝

上に掘り込まれた土坑SK8876を境に、東西で様相が異

なる。西半は、溝幅が1.7～2.2mと広く、深さ20cm。溝底

には周溝状に幅30cinの溝がめぐり、陸橋状になる箇所も

ある。埋土は、暗青灰褐色の粘質土。

　東半では、溝に対して不整形な土坑が連続的に掘り込

まれる。西からSK8876、SK8877、SK8878、SK8879、SK

8880の５基である。

　SK8876は、東西3.9m、南北2,1m、深さ50cmの無花果

形の土坑(図176-C)。底面で杭穴状の小ピットを多数検

出した。 SK8877は、東西５ｍ、南北1.2m、深さ35cniの長

楕円形の土坑(図176-B)。 SK8878は、東西２ｍ、南北1.5

m、深さ45cmの楕円形の土坑。 SK8879は、東西3.2m、南

北1. 5m、深さ45cmの楕円形の土坑。 SK8880は、東西３ｍ

以上、南北２ｍ、深さ37cmの長楕円形の土坑で、東端は

調査区外へ続く。埋土はいずれも灰褐色あるいは投褐色

の粘質土を主体とする。土坑と重複していない部分で

は、SD8875の溝幅は80cm、深さ15cmになる。

　これら一連の遺構の上層に重なる方形遺構SX8890の

出土土器が、奈良時代前半であることから、SD8875、お

よびSK8876～SK8880も奈良時代前半期の遺構と考えら

れる。

掘立柱東西棟建物SB8881　南北調査区北半で、東壁に３

基、西壁に２基の柱穴を検出した。柱穴はいずれも黄褐

色粘質土上面から掘り込まれており、掘形は１辺80cmの

方形。梁行２間の東西棟と考えられる。西北の柱穴には

長さ64cm、径16cmの柱根が遺存していたが、他はすべて
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抜き取られている。東壁中央の柱穴はやや南に寄ること

から、妻中央の柱ではなく、間仕切りなどに関わるもの

であろう。梁行13尺(南北3.8m)、桁行柱間７尺(2.06m)。

北側柱筋は、SD8875の南岸から5.8m南に位置する。

掘立柱南北塀SA8882　調査区西壁南半で、柱穴２基を検

出した。黄褐色粘質土上面より掘り込まれており、深さ

60cni。柱間は約３ｍ。第254次調査で検出したSA6598の

延長上北端にあたる可能性がある。

掘立柱東西塀SA8883　東西調査区西半で、全長14.2m、

4間分検出した。西で北に振れ、SD8875の南岸から約１

ｍ南に位置する。柱穴は黄褐色粘質土から掘り込まれて

いる。柱同寸法は、西から3.1、3.8、3.4、3.9mとややば

らつきがある。 SA8885と筋の揃う可能性がある。

掘立柱東西塀SA8884　東西調査区中央で、全長21.31n検

出した。　５間以上となる。 SD8875の南岸から約1.8m南

に位置する。柱穴は黄褐色粘質土から掘り込まれてい

る。柱同寸法は、西から２穴目から3.1、2.8、3.1、3.4m

とほぽ等間隔である。

掘立柱東西塀SA8885　東西調査区東半で、全長11.3m、

4間分を検出した。 SD8875の南岸から約1.3m南に位置

する。柱穴は黄褐色粘質土から掘り込まれている。柱間

寸法は、西から1.5、4.5、2.4、2,8mとなり不揃いであ

る。西端の柱穴２基は、柱間が狭いことから、何らかの

施設が取り付いていた可能性がある。

土坑SK8886　東西調査区東半南辺で検出した３基の土

坑のうち、最も西に位置する。東西４ｍ、南北1,5mの不

整形な平面を呈し南端は調査区外へ続く。深さ20cmの全

体に浅いたまり状の土坑である。埋土は炭化物を含む黄

灰褐色土。平城Ⅲ期頃の土器が出土した。

土坑SK8887　東西3. lm、南北1. 3mの長楕円形の土坑

で、深さ20cm。埋土は炭化物を含む投灰褐色土で、平城

ｍ期の土器が出土した。

土坑SK8888　東西80cm、南北65cm、深さ35cmの長方形の

土坑。埋土は炭化物を含む祖褐色土。奈良時代前半の土

器が出土した。

落ち込みSX8889　東西調査区東半北辺で検出した東西

5.2m、南北1. 5mの半円形平面を呈する窪み状の遺構。

北半は調査区外へ続く。深さ20cmｏ SX8890を掘り込む。

埋土は灰黄褐色の粘質土で、奈良時代後半から末にかけ

ての土器が出土した。
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　　　　　　　　図177調査区全景（北東から）

方形遺構8X8890　東西6.4m、南北２ｍ以上の方形平面を

呈する遺構。北半は調査区外へ続く。南辺は東西溝SD

8875埋土に重複する。深さ15cm。埋土は、措褐色砂質土。

奈良時代前半の土器が出土した。

落ち込みSX8891　東西調査区東南隅で検出した落ち込み

状の遺構。東西2.5m、南北1.5m。埋土は粗粒砂を主体と

し、粘質土と互層をなすことから、自然流路の一部であ

る可能性がある。掘形等が確認されなかったため遺構と

の関係は不明であるが、長さ47cm、径16cmの柱根が据え

られた状態で出土した。　　　　　　　　　（次山淳）

　　出土遺物
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図178　第372次調査出土土器　1:4（1～6:SX8889、7～9 :SX889Q、10 : 灰褐色砂質土）

その他の遺物　瓦・傅類の出土はわずかで、軒瓦の出土

はない。丸瓦47点、平瓦239点､碑７点､全体で22.54kgを

はかる。銭貨は、景徳元賓が１点出土。北宋銭で、1004

年初鋳。この他に、サヌカイト製の剥片、鉄製品などが

出土した。

　　まとめ

　今回の調査地は、近代以降の攬乱も多く、全体に遺構

密度も希薄であったが、検出した遺構のありかたは、さ

きに調査された坪東半部と類似し、対称をなすと考えら

れる遺構も複数検出した。

①東西溝SD8875は、東側の第252次調査で検出したSD

6430と一連の溝である可能性が高いにこでは、直接的な

関係が不明のため、別の遺構番号を付した）。 SD6430は、六条

大路南側溝南岸から60m南で検出した素掘東西溝で、幅

ｌｍ、深さ20cm。34.7m分を確認し、西端は未発掘部分

（今回の調査地）へ続くものとされた。　Ｉ期（和銅年間の平

城京造営期バこ比定されている。十六坪全体を南北に区画

する区画溝、あるいは六条大路心と、七条条間北小路心

の心々距離を二分した坪内の地割り溝という性格が想定

されている。

　前述のように、SD8875東半部における本来の溝幅と

深さ（幅80cm、深さ15cm)はSD6430にちかく、奈良時代前

半という時期も矛盾しない。暗褐色砂質土に対する掘り

込みの明確な南岸のラインが、位置関係からもSD6430

を踏襲していると考えられる。したがって、坪西半部に

おいても、同様の区画溝が存在していたことになり、確

認されたその総延長は約80mとなる。

②掘立柱東西棟建物SB8881は、坪西南部のほぼ中央北

辺に位置するが、東南部では同位置にSB6425およびSB

6426が建てられている。 SB6425は、Ｈ期（恭仁京遷都ま

で）の正殿と考えられている建物で、前述のSD6430から

南に６ｍに位置する。桁行５間×梁行２間の身舎に南廂

のっく東西棟建物で、桁行中央３間８尺、両端間8.5尺、

梁行８尺、廂の出10.5尺となる。北側柱筋を坪の南北二

等分線に揃える。

　SB6426は、Ⅲ期（平城還都後から神護景雲年間まで）に同

位置で廂を廃して建て替えられた建物で、桁行の両端間

のみ９尺となる。Ⅲ期には、13m南に正殿SB6500が建て

られ、SB6426はその後殿と考えられている。

　SB8881も、建物全体の規模・構造については不明な点

が多いが、坪内での位置、SD8875との距離などから、坪

南西部において、SB6425 ・6426と対称位置に建てられた

建物である可能性が高い。しかしながら、柱間が東の２

棟に比べてやや小さいこと、廂をもたないこと等の点に

相異が認められる。

③掘立柱南北塀SA8882は、第254次調査で検出したSA

6598の延長上にあたる可能性がある。 SA6598は、全長41

m、16間分検出した南北塀で、北で東へ3 °30’振れる。

その時期はＶ期（平安時代前期）に比定されている。北側

の第255次調査区に続かないことから、坪内二等分線付

近でとまる可能性が指摘されている。 SA8882をSA6598

の延長とした場合、坪の南北二等分線を越えて北へ延び

ることから、むしろSD8875の位置と塀の北限との関係

が示唆される。

　また、今回の調査では坪南西部の北辺を区画する東西

塀３条（SA8883･SA8884･SA8885)を検出した。これらの塀

も、SD8875から一定の間隔で並行して設けられている。

このことから、遺構の時期、SD8875の溝としての継続期

間などに問題が残るが、坪内の南北の区分においては、

先の調査で指摘された六条大路心と七条条間北小路心の

心々距離を二分した線が、何らかのかたちで継続して意

識されていた可能性を考えておきたい。　　（次山　淳）
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左京二条二坊の調査
第375 ・377次

　　　　　　　　　１　はじめに

　調査地は、左京二条二坊十四坪の南西部分にあたる。

共同住宅建設にともなう事前調査で、調査面積は第375

次調査が120�、第377次調査が81�。調査期間はそれぞ

れ2004年７月26日～８月20日と８月11日～９月３日。

　調査地周辺ではこれまでも数次の調査がおこなわれて

いる。数期にわたる遺構が重複し、建物が密に配置され

ているという、宮と近接する京内の重要地域にふさわし

い利用状況が確認されている。ただし、西側に隣接する

左京二条二坊十一・十二坪は、遺構の面からも、緑粕瓦

などの出土遺物からも、一般的な京内の宅地とは異なっ

たきわめて特異な状況を呈するが、十四坪ではそうした

状況はみられない。坪内が一体として利用されていた

か、区画されていたかなどの点も判然としていない。

　また、第189次調査では、奈良時代の地山黄色粘土の層

から、旧石器出土も報告されているが、その後の周辺調

査では出土していない。

128

図179　375次・377次調査位置図　1 : 4000
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２　検出遺構

　　第375次調査

　調査前は耕地に一部土をいれて整地した状況であっ

た。整地土下には旧耕土が0.9mほど幾層にも堆積する。

遺構検出面の標高は60.2～60.4m。検出面直上に、きわ

めて多くの遺物を含む包含層がある。この層からは鬼瓦

なども出土したが、瓦器類などの中世の遺物も含む。

　検出した主要な遺構は、建物１棟・塀１条・溝４条・

柱穴群２など。多くの重複関係が認められ、３時期以上

の変遷がある。重複関係の比較的明瞭な主要な３遺構に

よって時期をＩ～Ⅲ期とした。その他の遺構について

は、重複関係からわかる範囲で各期との関係を示した。

掘立柱塀SA8905　東西方向に並ぶ。柱間８～９尺ほど。

３間分確認した。西は調査区外にのびるが、東および南

には延びない。柱掘形は一辺約80cmの隅丸方形を呈す

る。柱はすべて北側に抜き取られる。１期。

掘立柱建物SB8g00　桁行３間以上梁行２間の身舎と、西

面および北面の廂を確認した。身舎の柱間は10尺、廂の

出は11尺。北西を起点に東にむけ１～４、南にイ～二と

して番付を付した。イ４・八１・八２・二２・二３に柱

根が残存し、イ４一口１・口３・口４・八２・二２・二

３から礎板・襖が出土した。

　柱根の残存する八２・二３から出土した土器が平城ｍ

～IV期のもので、口３の柱抜取穴からの出土土器が平城

Ｖ期のものである（図184－ 3）。これらから、平城還都後

に建てられ、奈良時代の末に取り壊されたと考えられ

る。　Ｕ期。

　柱根はいずれも掘形の北側に寄る。掘形を広げて掘り

直し、柱を立てた状況もみられ、八２の掘形では東西約

　　　　　　　　　　１　　　　２　　　３　　　４

柱の表示のうち
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図180　SB8g00柱番付図
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図181　第375次調査遺構平面図・断面図　1 : 100

　1.4m南北約1.3mの北側に東西約ｌｍ南北約0.3m張り出

　した凸形を呈する。北側柱列は、調査区内では東西lm

　南北ｌｍ以上の隅丸方形を呈するが、柱穴北端は調査区

　外であり、イ４の柱根の残存位置から八２か南入側柱列

　と同様な形状になる可能性が高い。南入側柱列では掘形

　北端を検出しているが、二Ｉ一二２・二３では不整形で

　ある。また、八２一二２では、柱根の上部南側に石を当

　てるようにしていた。

　　イ４・八２の柱は転用材を用いており、貫を受けるた

　めとみられる加工が残る。転用の際に、上下を逆転させ

　ている。

　。柱根の残存する深さは、多くは検出面から約ｌｍほど

　で、抜取穴の深さも検出面からｌｍほどである。ただし

　二３の柱根は検出面より約1.4m残存し、柱の深さには

　ばらつきがみられる。柱径も、八２で38cmに対し二３で

　26c・であり、一定ではない。根固めの状況も柱毎に多様

　である。柱径や、柱穴掘形の深さ、根固めのいずれも、

、入側柱・側柱どうしでの共通性も認められない（根固め

　については後述）。

｜

X-145, 450

-

X-145, 455

-

図182　SB8900a 4礎板検出状況（東から）
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　また、イ４・八１の柱根上端部は、遺構検出面より上

層で検出している。

東西溝SD8910　調査区北部の素掘溝。SA8905の北側に

接し、SB8900の北廂部分を通る。幅約60cm、検出面から

の深さ約30cm。東西とも調査区外にのびる。溝埋土中か

ら瓦などが出土した。Ⅲ期。

南北溝SD88g6　調査区東の浅い素掘溝。幅約50cm、検出

面からの深さ約5 cm。 調査区中央付近より北では検出で

きていない。南はSB8900の柱二４と重なり、さらに南に

延びるかは不明。Ⅱ期より古い。

南北溝SD8895　調査区西の浅い素掘溝。 SB8900の入側柱

筋の西に接する。北側はSB8900の柱口２より北では確認

できていない。南側は､調査区外へと延びる。ｎ期より古い。

柱列SA8901　調査区南西部の東西柱列。２間分を確認し

た。西・北・南には延びない。東側は調査区外に延びる

とみられる。柱間は約９尺。柱掘形は、一辺約80cmｏ SA

8905 ・SB8900などの柱穴に比べ､極端に浅い。 SB8900の

身舎内に位置するためｎ期ではない。おそらくはⅢ期以

降であろう。東端の柱穴から墨書土器１点が出土した。

Y-17,841

X-145, 431

｜

｜

柱列SA8902　調査区南西部の東西柱列。２間分を確認し

た。SA8901と状況はよく似ている。西・北・南には延び

ず、おそらく東に延びるであろう。柱間はやはり約９尺

で、柱穴は同様にごく浅い。 SB8900との重複関係から、

ｎ期より古い。　　　　　　　　　　　　　　(馬場基)

　　第377次調査

　調査地の現地表面の標高は約63.2m。基本層序は、上

から順に造成土、暗灰色粘砂土(耕土)、黄灰色砂質土(床

土)、灰褐色砂質土、暗灰褐砂質土(古代の遺物包含層)、担

灰色粘砂土(奈良時代の遺構面)、灰色粗砂・灰黄色粘土

　(地山)。遺構面の標高は60.4m～60.5mである。

　主な検出遺構には柱穴・土坑・溝がある。

SA8g15　調査区東寄りに位置する２基の柱穴。深さは

約30cniで、７尺の間隔で南北に並ぶ。 SA8916は調査区

西寄りに位置する２基の柱穴。後述するSA8917と重複

し、それに先行する。深さはｌｍをこえ、８尺の間隔で

南北に並ぶ。南側１基は南壁で確認した。 SA8917は調査

区西寄りに位置する２基の柱穴。深さは北側が50cm、南

側が60cmで、８尺の間隔で南北に並ぶ。これらはそれぞ

l X-145,437

一

一

-

図183　第377次調査遺構平面図・断面図　1 : 100
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れ建物か塀の一部であった可能性があるが、北側延長線

上（北壁）ではそれらと一連になる柱穴を確認できなか

った。また、断割調査の結果、柱穴はすべて抜取穴と判

断され、奈良時代後半の土器が出土した。

SK8918　調査区南に位置する東西1. 3mの不整形土坑。

後述するSD8919と重複し、先行する。木製の板が１点出

土した。材はヒノキで長さ89cm（現存）×幅９ｃｍｘ厚さ

５ｃｍ。水平方向に据えられたかのような状態であった

が、土坑底からは15cm程上で出土した。なお、第304次

調査（左京三条一坊十坪）では掘立柱建物の礎板として同

様の部材が出土している。 SK8918も柱穴であった可能

性があるが、周辺の調査を待ちたい。このほか、奈良時

代後半の土器が出土した。

SD8919　調査区中央西寄りの南北溝。幅約50cmで、深

さは約30cm。奈良時代の土器が出土した。

SD8g20　調査区東端を流れる南北溝。調査区の東側に

かかり、幅・深さともに不明。奈良時代後半の土器が出

土した。　　　　　　　　　　　　　　　　　（中川あや）

　　　　　　　　　　３　出土遺物

―
Ｆ

１

0　　　　　　　　　　　　　　　　　　20C�

　図184　第375 ・377次調査出土土器　１：４

　　瓦碍類

　第375次調査では､軒丸瓦２点､軒平瓦６点､鬼瓦１点、

面戸瓦１点、博などが出土した(表24)。 6663B ・CbはSD

8910、面戸瓦はSB8900n4抜取穴からの出土であるが、

それ以外はすべて遺物包含層からの出土である。

　6663Cbは平城宮瓦編年ｍ－１期に位置づけられてお

り、SD8900の年代の上限を示す。顎には横方向に朱線が

走り、瓦を茸いた際に茅負の朱が付着したものと考えら

れる。鬼瓦は平城宮鬼瓦分類ＶＡ式である。

　第377次調査では、軒丸瓦２点と、丸瓦・平瓦・薄が整

理用コンテナにして１箱分出土した(表25)。軒丸瓦はい

ずれも包含層から出土した。　　　　　　　　　(中川)

型式
一
6275

6311

表24　第375次調査出土瓦碍類集計表

軒丸瓦
一

一

Aa

軒　丸　瓦　計

　　　　　丸瓦

重量　　18.2kg

点数　　222

道具瓦

点数
-　１

　１

　　　２

　　　　平瓦

　　　61.3kg

　　　　847

鬼　瓦　１点

型式

一
6663

6664

6721

軒平瓦

一種種
一
Ｂ
ａ
？
？
Ｑ
？

軒　平　瓦　計

　　碑他

　　1.0kg

　　　4

点数

Ｉ
Ｉ

Ｉ
Ｉ

１
１

-
凝灰岩
-
94.2kg

面戸瓦　１点

表25　第377次調査出土瓦碍類集計表

型式
-
6282

古代

軒　丸

重量

点数

軒丸瓦

一

一

瓦　計
一

丸瓦
一
〇.7kg

10

点数

Ｉ
Ｉ

-
平瓦
-
3.5kg

型式

軒

軒平瓦

一 種

平　瓦　計

傅
-
1.0kg

1

点数

０
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図185　SB8900出土礎板実測図(1) 1:8

　　　　　　　　　　　圧痕がのこり、下の板（5）には上の板との重ねの圧痕が　　SB8900の礎板について

　第375次調査で検出した掘立柱建物SB8900では、確認

した14の柱穴のうち、イ４、口１、口３、口４、八２、

二２、二３の７基から礎板、および礎板にかかわる資料

を得た。礎板の用材には、厚手の材をもちいるもの（口１

・口３・口４）と、板材をもちいるもの（口３・八２・二２

・二３）があり、口３では両者が併用されている。また、

口４では、８点の襖が出土した。

　厚手の材は、建築部材などを分割した転用品とみら

れ、口１の１では側面に仕口の加工を上下２箇所とどめ

る。口４の10 ・11は厚さ6～7cm前後の板材に加工され

たものを用いている。　1 ・10・11のように一端を片刃、

あるいは両刃の襖形に加工することに特徴がある。

　板材をもちいた柱穴では、出土状況の観察と柱の圧痕

などから礎板としての用法が復原できる。八２では、２

枚の板材をＶ字形に重ね合わせる。上の板（4）には柱の

132 奈文研紀要　2005

のこる。二３では、２枚の板材を東西方向に並べる。と

もに柱の圧痕をのこす。襖も、建築部材などの再加工品

と考えられ、刃部の加工は両面、片面ともにある。

　この用材のちがいを建物との関係でみると、①厚手の

材の使用は、身舎・廂に関わりなく口列にみとめられ

る。建物の構造によって礎板を使い分けるのではなく、

東西方向のならびに主眼をおいた礎板の選択がなされて

いることがわかる。②板材の使用は身舎部分に認められ

る。八２と二３では、それぞれの柱穴から出土した２枚

の板材が接合した。さらに遺構間においても八２の４と

二３の８が接合し、４枚は長さ180cin以上の１枚の板材

を分割したものであることが判明した。このことは、用

材のストックといったことがなければ、作業の共時性と

連続性を示唆し、これらの柱穴をひとつの建物と考える

ことを保証するものとなろう。　　　　　　（次山　淳）
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