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例　　言
１　本書は，府中市教育委員会が国庫補助事業として実施した「府中市内遺跡」において，ツジ・

元町東遺跡および金龍寺東遺跡を中心とした備後国府関連遺跡の調査成果をまとめた総括報告書

であり，その第二分冊である。

２　本報告書作成は，府中市文化財保護審議委員会及び同備後国府跡調査研究指導委員会の指導の

もとに，府中市教育委員会総務課を主務課として作成した。また，国庫補助事業の実施にあたっ

ては，文化庁文化財部記念物課および広島県教育委員会文化財課と連絡をとり指導を仰いだ。

３　本書は，上記委員会の指導のもと，第８章第１～４節・第９章第３・５・６・８節を石口和男，

第７章と第８章第５節・第９章第２・７節・第10章第１節１（１）・２（２）・３・第11章を磯

久容子，第10章第２節を西別府元日（備後国府調査研究指導委員会委員長・広島大学大学院教授），

第10章第３節を松下正司（備後国府調査研究指導委員会委員・比治山大学名誉教授），第10章第

４節を大橋泰夫（備後国府調査研究指導委員会委員・島根大学法文学部教授），第10章第５節を

坂井秀弥（備後国府調査研究指導委員会委員・奈良大学文学部教授），その他を道田賢志が執筆し，

府中市教育委員会が編集を行なった。

４　遺物の実測・拓本・掲載図面作成・出土遺物集計・一覧表作成・写真撮影にあたっては，橘

利枝，松尾雅子，安原照美，山本奈津子の協力を得た。

５　調査・報告書作成において援助・教示を頂いた方々は，第一分冊の第2章第3節に列記してい

る。ご助力に対し感謝する。

６　本書の図８・162・198～ 201・204・206に掲載した地形図は ,府中市都市計画図（1：2,500）を合

成縮小して使用した。

７　本書で用いる高度値は標高であり，方位は原則座標北を示す。挿図中の座標表示は，国土調査

法による世界測地系（平面直角座標系3系）を基準としている。

８　本書に掲載した府中市教育委員会による調査の記録類および出土遺物等はすべて府中市教育委

員会で保管している。

９　本書に掲載した遺物については，基本的には主要なものだけを取り扱っており，それらは既刊

の調査報告書からの再掲載である。掲載遺物には，再検討の結果，再実測したものや今回新たに

掲載された遺物もある。巻末の掲載出土遺物一覧表において確認されたい。

10　本書では，ツジ地区および金龍寺東地区における各調査で確認された遺構の個別番号について

も見直しを行なった。各地区において遺構の種類に関係なく，001から通しの遺構番号を新たに

付け直し，それによって記述を行なっている。本書において新たに付された遺構番号と既刊概要

報告書における旧遺構番号との関係については，対照表を地区ごとに作成し，巻末に掲載してい

る。

11　調査成果の事実報告にかかわる部分の年次表記は，煩雑さを避けるため西暦で表記した。

12　本書の第５章第２節において掲載した地中レーダ探査は，平成 25年度国庫補助事業として，

株式会社イビソクおよび東洋検査工業株式会社に業務委託した。



【凡例】

1　本文中の表記に用いた遺構略号は次のとおりである。

　  SA：塀　SB：建物　SD：溝　SE：井戸　SG：池　SK：土坑　SS：配石　SX：性格不明遺構

2　本文中の調査名称については次のとおりである。

ａ．府中市埋蔵文化財調査団および府中市教育委員会による保存目的調査

　　　　　調査年度とトレンチ番号を組み合わせ　例1）1990年度01Ｔ･ ･ ･9001Ｔ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　例2）2010年度02Ｔ･ ･ ･1002Ｔ

ｂ．広島県教育委員会等による保存目的調査

　　　　　調査次数とトレンチ番号の組み合わせ　例1）第１次01Ｔ ･ ･ ･県 101Ｔ　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　例2）第10次 02Ｔ･ ･ ･県 1002Ｔ

ｃ．開発に伴う試掘確認および記録保存調査

　　　　　　　 調査年度と遺跡名称または事業内容の略称などの組み合わせ

　　　　　　　　　　　 例 1）1988年度砂山遺跡：都市計画道路建設･ ･ ･88砂山街路

　　　　　　　　　　　 例 2）2001年度ホリノ河内遺跡：市道改良工事･ ･ ･01ホリノ

　3　本文中の報告書の略称は次のとおりである。

広島県教育委員会･広島県立埋蔵文化財センター･財団法人広島県埋蔵文化財調査センター編

　『備後国府跡』1983～ 1992･ ･ ･「県備国1～10次」

府中市埋蔵文化財調査団・府中市教育委員会編

　『備後国府跡』1989・1992・1993･ ･ ･「市備国88・90・91」

府中市教育委員会編『府中市内遺跡』･ ･ ･「府市1～17」

　4　本文中で記してある出土遺物量の単位について，一定量以上の出土量がある場合，単位を●

箱といった収納箱（コンテナ）数でその概数を示す。収納箱の容量は，次のとおりとする。

　　　コンテナ小：容量約13ℓ（34× 54× 7cm）　

　　　コンテナ中：容量約18ℓ（34× 54× 10cm）

　5　遺物の器種名は一般名称に従うが，必要に応じ，～磁，～焼などの種別を付している。

　6　時期の呼称は，一般的時代区分の名称を用いる。古代以降は，暫定的に奈良時代～平安時代

中（10～ 11Ｃ）ごろまでを古代，それ以後，鎌倉時代までを古代末～中世前半，室町時代を中

世後半とする。

　7　本書において用いる「国衙」については，正方位を意識した官衙諸施設が展開する府中市元

町を中心とした東西約１kmの範囲を国庁（推定）とその周辺の曹司群，国司館を含めた範囲と

して使用している。
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第１節　地区設定

　備後国府関連遺跡の地区と出土土器による時間軸の設定については，「備後国府関連遺跡１」第一

分冊第４章において既に記述している。本章においては，備後国府の総括的検討を行う過程で必要

な備後国府関連遺跡（国衙域）の時期区分を設定する。また検討する上で，必要な地区設定について

改めて概要を記述しておく。

　

　府中市街地遺跡群において，備後国府関連遺跡は広範囲に広がっており，これまでは個々の遺跡

名称は，小字名や通称などを用いた固有名称を使用してきた（例：金龍寺東遺跡）。さらに，発掘調

査などによって古代の遺跡であることが確認された場合は，内容によって「備後国府跡」または「備

後国府関連遺跡」を個々の名称に冠して使用（例：備後国府跡　金龍寺東遺跡）してきた。

　備後国府関連遺跡の中でも，伝吉田寺跡・金龍寺東遺跡，音無川以西の砂山遺跡・ドウジョウ遺

跡，そして音無川以東のツジ遺跡・元町東遺跡・ホリノ河内遺跡・大マヘ遺跡さらに南側に鳥居遺

跡が所在する元町を中心とした地域，特にツジ遺跡・元町東遺跡と金龍寺東遺跡については，検出

遺構と複数の遺構面を構成する各時期の遺物包含層との関係の整理が進んでいる。その結果として，

当初設定された複数遺跡に跨って遺構が広がることや，遺構・遺物の傾向に差異が存在することが

明らかとなってきた。しかしながら，元町を中心とした地域においてさえ，各遺跡での備後国府に

関連する遺構の全容解明に至るには，断片的であり中途段階といえる。

　こうした状況を踏まえながら，本報告書では各遺跡の調査成果の中から，現段階における備後国

府関連遺跡に関係する調査成果を抽出して総括するため，ツジ遺跡・元町東遺跡と金龍寺東遺跡を

中心に元町に所在するその他の主要国府関連遺跡において，便宜的に「地区」を設定して取り扱うこ

ととする。改めて設定した地区と調査区との関係は図１と表１のとおりとなる。

　まず，ツジ遺跡および元町東遺跡としてきた元町の音無川東岸一帯の地区設定について述べる。

この地域は，備後国府関連遺跡の中で，最も遺跡の内容確認調査が進展している地域である。本報

告書においては，大きくはツジ地区としてとらえ，平成25年に実施した地中レーダ探査の成果も

踏まえて，ＳＤ207を北辺，ＳＤ141を東辺する東西約110ｍ，南北約120ｍの方形区画に該当する地

区を「ツジＣ地区」，ツジＣ地区の東側にあたり0601TのＳＤ016より東側の地区を「ツジＥ地区」，ツ

ジＣ地区の北側にあたり0903TのＳＤ207を境に北側を「ツジＮ地区」と三つの小地区に分けて取り

扱うこととする。ただし，地区設定において境界とした区画溝が機能する時期は，遺跡の長い変遷

過程の中でも限定的であることから，区画溝が存在しない時期の地区名も便宜的に使用する。

　次いで，伝吉田寺跡および金龍寺東遺跡一帯の地区設定について述べる。伝吉田寺跡は飛鳥～平

安時代の寺院跡で，従来から法起寺式の伽藍配置が推定されているが，寺域も含め全容は判然とし

ていない。このため，伝吉田寺跡の東側に隣接して確認されている金龍寺東遺跡との間には，遺構

として明瞭な区画施設が検出されていない。寺域または遺跡の範囲が明確に定まっている状況では

ないが，「伝吉田寺地区」と「金龍寺東地区」の二つの小地区に分けて取り扱うこととする。

　この他に砂山遺跡，ドウジョウ遺跡，鳥居遺跡，大マヘ遺跡，ホリノ河内遺跡を代表的な備後国

府関連遺跡として取り上げ，それぞれ「砂山地区」，「ドウジョウ地区」，「鳥居地区」，「大マヘ地区」

第５章　時期区分の設定

第１節　地区設定（図８，表４）
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第５章　時期区分の設定

「ホリノ河内地区」として取り扱うこととする。

　なお，この設定された「地区」については，あくまでも本報告書内で現段階での総括を目的とし

て設定したものであり，各地区での今後の調査の進展によって見直されるべきものである。

図8　元町周辺調査区及び地区配置図（縮尺1/5,000）
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第２節　時期区分の設定

　第一分冊第４章第２節において，備後国府関連遺跡の遺構および遺物の時間的位置付けを行なう

ための出土土器による編年案をすでに示した。

　本章本節では，各時期の遺物包含層の層位と遺構面の関係性が整理されているツジ地区を基準と

した備後国府関連遺跡（国衙域）の時期区分を設定し，各地区の記述を本書では行なう。

　まず時期区分の設定にあたり，ツジ地区の遺物包含層と遺構面の関係について概要を説明する。

　基本的には古代の基盤層とその各時期の整地に伴う三層の遺物包含層によって，四面の遺構面が

重層的に堆積する構造となっている。各調査地点の遺物包含層の出土遺物と，各遺構の重複関係お

よび遺構埋土からの出土遺物の整理・検討を行ない，備後国府Ⅰ期からⅣ期の時期区分を設定した。

　ツジ地区・金龍寺東地区の基本層序や詳細については，第６章と第７章において記述する。

第２節　時期区分の設定

表４　地区別調査地一覧表
遺跡 地区 調査区 調査年度 主要遺構・遺物 報告書 遺跡 地区 調査区 調査年度 主要遺構・遺物 報告書

県305T 1984 長舎建物SB007 「県備国３次」 県67吉田寺 1967 塔・講堂跡 「県伝吉田寺」

県306T 1984 「県備国３次」 94吉田寺 1994 講堂跡 「府市３」
県402T 1985 「県備国４次」 0303T 2003 「府市９」
県605T 1987 「県備国６次」 9103T 1991 礎石建物SB001 「 市備国91」
9001T 1990 長舎建物SB007 「市備国90」 9301T 1993 礎石建物SB001 「府市１」
9802T 1998 「府市５」 9302T 1993 礎石建物SB001 「府市１」
9901T 1990 礎石建物SB055 「府市６」 9303T 1993 礎石建物SB001 「府市１」
0301T 2003 礎石建物SB055 「府市９」 9304T 1993 礎石建物SB001 「府市１」
0501T 2005 奈良三彩小壺 「府市11」 9305T 1993 礎石建物SB001 「府市１」
0502T 2005 「府市11」 9306T 1993 礎石建物SB001 「府市１」
0601T 2006 東辺区画溝SD141 「府市12」 9401T 1994 礎石建物SB006 「府市２」
0602T 2006 中心的建物SB155 「府市12」 9402T 1994 「府市２」
0702T 2007 東辺区画溝SD141 「府市13」 9403T 1994 「府市２」
0708T 2007 「府市13」 9501T 1995 「府市３」
07ケアセン 2007 「府市13」 9502T 1995 「府市３」
0801T 2008 「府市14」 95金龍寺東下水 1995 礎石建物SB001 「府市３」
0802T 2008 「府市14」 9702T 1997 区画溝SD048 「府市４」
0902T 2009 「府市15」 9703T 1997 「府市４」
0903T 2009 北辺区画溝SD207 「府市15」 9801T 1998 「府市５」
0904T 2009 「府市15」 9902T 1999 「府市６」
1001T 2010 北辺区画溝SD207 「府市16」 9903T 1999 「府市６」
1003T 2010 「府市16」 0001T 2000 苑池遺構SG086 「府市７」
1102T 2011 「府市17」 0101T 2001 「府市８」
1103T 2011 「府市17」 0102T 2001 「府市８」
1104T 2011 「府市17」 0103T 2001 「府市８」
1105T 2011 「府市17」
1201T 2012 —
1202T 2012 — 02ドウジョウ試掘 2002 —
1301T 2013 — 03ドウジョウ試掘 2003 —
県605T 1987 西辺区画溝SD016 「県備国６次」 04ドウジョウ1T 2004 —
9104T 1991 「市備国91」 04ドウジョウ2T 2004 —
0003T 2000 「府市７」 04元町試掘1T 2004 —
0104T 2001 「府市８」 05元町 2005 —
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第５章　時期区分の設定

　備後国府に先行する時期…　７世紀後半。国府が定型化する以前に設置された前身官衙や郡衙が

設置される時期とされるが，ツジ地区において該期の遺構は不明である。しかし，

備後南部で最も古い寺院である伝吉田寺が国衙域の西方に建立され，正確な位置

は確定されていないが，国府北方の亀ヶ岳山頂周辺に古代山城「常城」が築造さ

れた可能性が高く，Ⅰ期の前段階の備後国府に先行する時期として設定する。

　備後国府Ⅰ期…　７世紀末頃から８世紀後半。ツジ地区では，７世紀末頃ないし８世紀初頭に方

形区画で囲繞された国府または郡衙などの官衙と考えられる施設の造営が開始さ

れる。さらに８世紀中頃において，確実な国府施設として整備されて充実する。

　　　　　　　　　遺構は，全て基盤層（ツジⅦ層）上面での検出遺構群である。直上の遺物包含

層（ツジⅥ層）から，７世紀末頃から８世紀代の土師器・須恵器が出土し，９世

紀代の緑釉陶器・灰釉陶器の出土はほぼ見られない。しかし，遺構の重複関係と

遺構埋土からの出土遺物から，ツジ地区では８世紀中頃に区画内の建物施設の配

置や区画の消長など，遺構の配置が大きく変化して画期が認められる。また，備

後国分寺創建以前に平城宮系軒瓦のセットが砂山地区とツジ地区で採用されてい

る。以上の点から，備後国府Ⅰ期の内，７世紀末頃から８世紀前半をⅠ期前半，

８世紀中頃から後半をⅠ期後半とする。

　備後国府Ⅱ期…　８世紀末頃から10世紀末頃。ツジ地区では，国府関連施設の大規模な修復・

再整備が行なわれ，前段の時期から建物施設の配置が大きく変化する時期。Ⅰ期

に存在したＣ地区の方形区画は消滅するが，小規模な区画は存在していたと考え

られ，地区の南側に正方位の建物群が展開する。ツジＣ・Ｎ地区では，該期の遺

構検出面直上の遺物包含層（ツジⅤ層）から，８世紀末頃から11世紀前半の施

釉陶器や初期貿易陶磁器が最も集中して多量に出土する。国府関連施設が継続的

に存在し，活発に機能していたと考えられる。

　備後国府Ⅲ期…　11世紀初頭から12世紀後半。ツジ地区では大型の建物は無くなり，主要な遺

構は，井戸や小柱穴・小規模な溝・土坑の構成となる。しかし，ツジＣ・Ｎ地区

では，遺構検出面直上の遺物包含層（ツジⅣ層）から，11世紀後半から12世紀

後半の大量の貿易陶磁器や瓦器などの搬入土器が出土しており，備後国府Ⅱ期か

ら引き続いて国府施設として機能していたと考えられる。この他にツジＣ・Ｅ地

区の南端では土器集中が存在し，ツジＮ地区の一部では鋳造関連遺構が短期的に

出現している。古代国府から中世府中への転換（移行）期と考えられる時期。

　備後国府Ⅳ期…　ツジⅣ層上面での検出遺構群。時期は，12世紀末頃から13世紀代。ツジ地区

では，主要な遺構として井戸や小柱穴で構成されており，Ⅲ期と同様に建物の配

置状況は判然としない時期。13世紀以降から15・16世紀の出土遺物も少なから

ず出土するが，貿易陶磁器の出土量は急激に減少しており，Ⅲ期までみられた搬

入品の活発な消費は窺えない状況となる。中世府中の中心的様相は，各地区にお

いて今のところ見出せず，継続されてきた国衙機能が衰退する時期と考えられる。

　以上，本書においてはこの時期区分に従って備後国府の各地区の遺構・遺物の記述を行なう。
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第１節　ツジ地区の概要

１．概要（図９，表17・18）

　ツジ地区は，芦田川北岸の支流で府中市元町を南北に流れる砂川（音無川）と周辺の谷状地形から

の小規模河川によって形成されたと考えられる扇状地の末端部の標高31～ 33ｍの平地に所在する。

同地区の西側に音無川が南流し，北側から東側にかけては標高60～100ｍの山塊が存在している（北

側の比高差約30ｍの丘陵上には，境内社に総社を持つ小野神社が存在している）。同地区周辺には，

狭小な小字が非常に多く存在し，同地区と音無川の西側（右岸）の砂山地区周辺と金龍寺東地区周辺

は，府中市街地全体に見られる条里型の地割（Ｎ－28°－Ｅ）とは異なる正方位地割が存在するこ

とから，この地区の一部に備後国府政庁域が造営されたのではないかと指摘されていた（藤岡1969）。

その後，備後国府跡推定地にかかる県教委の第３・４・６次調査や市教委による発掘調査成果から，

一帯に建物施設群とそれらを画する区画溝など備後国府に関連する遺構が濃密に展開し，該期の遺

第６章　ツジＣ・Ｅ・Ｎ地区の遺構
第１節　ツジ地区の概要

図9　ツジ地区調査区配置図（縮尺1/2,000）
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第６章　ツジＣ・Ｅ・Ｎ地区の遺構

物が多量に出土することが確認されている。

　第５章第１節において記述した備後国府関連遺跡の地区設定に従って，以下地区別にツジ地区の

調査概要を述べる。

（１）ツジＣ地区

　ツジＣ地区は，ツジ地区の中央に位置する。区画溝SD140，SD141（0601Ｔ・0702Ｔ）を東辺，SD206，

SD207（0903Ｔ・1002Ｔ）を北辺とし，さらに平成25年度に実施した地中レーダ探査の成果を踏ま

えた，北辺が東西108.1 ｍ，東辺が南北121.2 ｍ，南辺が東西100.6 ｍ，西辺が南北115.0 ｍの西辺

がやや西に傾く方形区画をツジＣ地区として設定した。

　Ｃ地区中央部から北側において実施された県305Ｔ・県306Ｔ・9001Ｔ調査では，南北桁行7間

以上，東西梁行２間の正方位の南北方向の長舎建物SB007 や正方位のSB010 が確認されている。

また，遺物包含層から，陶硯類や施釉陶器数点が出土しており，調査地点一帯に備後国府に関連す

る遺構が広がる可能性が高いことが初めて考古学的に確認された。その後Ｃ地区中央部から北側に

おいては，0501Ｔおよび0602Ｔ調査が実施されており，正方位の廂付大型掘立柱建物SB151とと

もに，その南側に並列的に柱筋を揃えて展開するSB111やSB112が確認された。建物配置関係から，

SB151は官衙施設の主屋となるような中心的大型建物と想定された。なお，0501Ｔではガラス小玉

54個が納められた奈良三彩蓋付小壺や墨書土器 ｢厨｣が出土した。

　Ｃ地区方形区画の中央部において実施した1102Ｔでは，掘立柱建物が３棟（SB242～ 244），井戸

（SE262・263）などが検出された。1201Ｔ・1202Ｔ・1301Ｔを実施した地点では，先行調査として

実施されていた県306Ｔや県402Ｔの調査成果と併せて，掘立柱建物が６棟（SB271～ 276），区画

溝（SD286），井戸（SE284・285・287）などが検出された。

　Ｃ地区中央部東側の9901Ｔでは，掘立柱建物から礎石建物への建て替えが行われた正方位の南

北棟SB055などが確認された。9901Ｔの北側隣接する0301Ｔでは，６棟の正方位主軸の掘立柱建

物，井戸，溝などが検出された。

　Ｃ地区北東側の0502Ｔ・ 0903Ｔ・1001Ｔでは，建物配置が３時期変遷する正方位主軸の掘立柱

建物９棟（SB118・119・120・121・122・202・215・216・217）が検出された。また，調査区北端に

おいてＣ地区方形区画北辺の区画溝となる東西方向の溝SD206・207が確認された。

　Ｃ地区南東側では，0601Ｔおよび0702Ｔを実施し，県605Ｔや0506Ｔで確認された区画溝SD016・

SD125（Ｅ地区区画の西辺溝と南辺溝）の続きとともに，SD016の西側に並行する南北方向の区画溝

SD140・SD141が確認された。区画溝SD140・SD141をＣ地区区画の東辺溝と考え，一帯に区画溝

で囲繞される二つの区画施設が隣接して造営されていると想定された。

　ツジＣ地区内でも ,地区北東側から中央部と東南隅部分では比較的調査が進展しているが ,西側か

ら南側についてはほとんど調査が実施困難な状況であり ,調査の展開において偏りが生じている。

　ツジＣ地区内における総調査面積は，2,254㎡である。

（２）ツジＥ地区

　ツジＥ地区は，ツジＣ地区の東側に隣接する地区として設定した。

　同地区内における発掘調査として，県605Ｔにおいて奈良・平安時代の溝状遺構やピットが検出

された。中でもSD016は，主軸がほぼ真南北方向であたため，区画溝あるいは道の側溝の可能性

第２節　広島県教育委員会の調査
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第１節　ツジ地区の概要

が高いと考えられた。SD016は，後に0601Ｔ確認調査によって、Ｅ地区区画の西辺の区画溝であ

ることが確認された。

　県605Ｔの南東約40ｍの地点で実施された0104Ｔ調査では，遺構の検出は無かったが，古代の

遺物が多量に出土する包含層が確認され，これを元町東遺跡とした。その後，0104Ｔ調査区の北

側で0506Ｔ，南側で0703Ｔをそれぞれ実施している。0506Ｔ調査では，奈良時代の東西方向の溝

SD125が確認された。その後，0601Ｔと0702Ｔを実施した結果，区画溝SD125は西側へ延びてお

り，0702Ｔ調査区内で90°に屈曲し，さらに南北方向の区画溝SD016となって，区画の南西隅を

画していることが判明した。0506Ｔの調査成果と併せて，南辺区画溝SD125は東西方向で約45ｍ

以上，西辺区画溝SD016は約15ｍ以上の規模となった。この他に，南辺区画溝SD125が屈曲して

西辺区画溝SD016となるＥ地区南西隅部分には，平安時代中頃から終わりの土器が大量に出土す

る土器集中部SX149が確認された。

　ツジＥ地区の北側では，9104Ｔ・0003Ｔ・0701Ｔを実施している。いずれの調査区においても

官衙施設の枢要な遺構は検出されていないが，古代の遺物包含層が広がっていることが確認された。

　Ｃ地区に近いＥ地区中央西側の0203Ｔでは，３時期変遷をみせる掘立柱建物SB042・SB043a・

SB043bが確認された。これらの建物は，ほぼ正方位の東西棟であり，ほぼ同じ場所に重複して建

て替えられていることが確認された。さらに0203Ｔの北側約50ｍの地点で確認調査0701Ｔを実

施しているが，備後国府との関連性が高い遺構の検出には至らなかった。

　ツジＥ地区における発掘調査は，地区南西部分で比較的調査が実施されているが ,北側から東側

にかけてはほとんど調査が行なわれていないため，遺跡の状況は明らかではない。区画に関連する

遺構としては，南辺と西辺を画する溝の一部が確認されているが，ツジＣ地区のような方形区画が

存在するかどうかは厳密には判然としない状況である。しかし，Ｅ地区の北側と東側には比高差に

して約40～ 70ｍの山塊が存在しており，遺跡の限界線はある程度想定が可能といえる。このこと

からツジＥ地区の範囲は，ツジＣ地区方形区画と同規模の方形区画が存在している可能性を含めて，

SD016を西辺，SD125を南辺とする南北約120ｍ，東西約120ｍをその範囲とする。

　ツジＥ地区内における総調査面積は，898㎡である。

（３）ツジＮ地区

　ツジＮ地区は，ツジＣ地区の北側に隣接する地区として設定した。北側背後には備後国総社を境

内社に持つ小野神社が所在する比高差約30ｍの山塊が存在する。

　ツジＣ地区同様に，県教委の第３次調査（県301～303Ｔ）を端緒として遺跡の存在が把握された。

　0202Ｔは，県301Ｔと一部重複させて内容確認調査を実施した。調査の結果，奈良・平安時代の

掘立柱塀SA041が確認され，その後周囲を広く調査区を設定し0401Ｔを実施した。0401Ｔでは調

査区の南西側において奈良・平安時代の正方位の主軸を持つ掘立柱建物が数棟分検出された。なお，

0401Ｔの西端の上層遺構として，鋳型や鉱滓が出土する平安時代後半の鋳造関連遺構が検出された。

　1002Ｔ実施地点は ,県 302Ｔ・303Ｔが実施された地点であり，0401Ｔ調査地点の西側に隣接し

ている。調査の結果，奈良時代の正方位よりやや東に主軸が傾く掘立柱建物SB230や掘立柱塀SA226・

227・228，平安時代前半の掘立柱建物SB004，平安時代後半頃の井戸SE233などが検出された。検

出された遺構のうち，SB004は南北両面に廂を持つ東西棟で，掘立柱から礎石建物への建て替えが
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行なわれている。さらに平安時代後半から末頃の遺物包含層から，印面に ｢賀・友・私・印｣ の四

文字が陽刻された銅製印章が出土した。

　本地区内においても国府関連施設が展開していることが確実となっているが，ツジＣ地区やＥ地

区に見られるような区画溝は，現況では確認されていない。このため，ツジＮ地区の範囲について

は，設定の基点となる遺構がツジＣ地区北辺となる区画溝SD207のみとなっている。従って，ツ

ジＣ地区SD207を南限とする北側山塊基部までの約75ｍを南北幅とする。東西方向はかなり不明

瞭となってしまうが，西側はホリノ河内地区に隣接し，東端はツジＣ地区とＥ地区が接する東西幅

約100ｍを便宜上その範囲とする。

　ツジＮ地区内における総調査面積は，900㎡である。

２．基本層序（図10）

　ツジ地区全体の土層の堆積状況を整理して基本層序の設定を行なう。基本層序の設定において，

各地区における代表的な調査地点を抽出し，遺構検出面との関係について記述しておく。

　ツジＣ地区は，北辺区画溝SD207やSB202などが検出された地区北東側（0903Ｔ・1001Ｔ）と，

区画内の中心的大型建物SB151や南北方向の長舎建物SB007などが検出された中央部分（9001Ｔ・

0602Ｔほか），東辺区画溝SD141や SB133などが検出された南東側（0601Ｔ・0702Ｔ）を代表的

調査区として取り扱った。Ｃ地区北東側1001Ｔの西壁面土層，地区中央北側9001Ｔ・0602Ｔの東

壁面土層，地区中央東側0301Ｔの北壁面土層，地区南東隅部にあたる0601Ｔ西壁面土層の一部を

代表的な土層堆積柱状図として図10に示した。

　ツジＥ地区は，SB042などが検出された0203Ｔと，区画溝SD016・125などが検出された南西部

分の0601Ｔを代表的調査区として取り扱った。ツジＥ地区0203Ｔの西壁面と0601Ｔ西壁面の土

層を代表的な土層堆積柱状図として図10に挙げておく。

　ツジＮ地区は，SB004などが検出された西側の1002Ｔと，SB081などが検出された東側の0401

Ｔを代表的調査区として取り扱った。ツジＮ地区西側の1002Ｔと東側の0401Ｔとの間に大きな差

異が無いため，1002Ｔの北壁面の土層を代表的な土層堆積柱状図として図10に挙げておく。

　ツジ地区は，元町北側の谷地形から発生している小規模扇状地の東側部分にあたる。このため，

地表面および各時期の遺物包含層（遺構面）の上面は，北西側から南東側に向かって緩やかにその標

高が下がる。ツジ地区の標高は，30.5～ 33.0ｍである。

　ツジ地区の基本層序は，上層から現代の造成土（真砂土など）や耕作土が最上層：ツジⅠ層，そ

の下に旧水田層や鉄分などが沈着した旧水田層の床土：ツジⅡ層，ツジⅡ層直下には，中世～近世

までの整地層：ツジⅢ層が堆積しているが，Ｅ地区内の西側から北側にかけては存在せず，南側か

ら東側において部分的に存在している。ツジⅣ層は，炭化物や焼け土を多く含む遺物包含層で，貿

易陶磁器類・瓦器・土師質土器椀など11世紀後半から12世紀後半の遺物が極めて多く出土する。

ツジⅣ層上面では，小溝・土坑のほかに，小柱穴で構成される掘立柱建物や掘立柱塀が展開してい

たと考えられる。ツジⅤ層は，緑釉陶器・灰釉陶器・初期貿易陶磁器など９世紀から11世紀前半ま

での遺物が多く出土する。ツジⅤ層上面では，井戸のほかに多くの小柱穴や小溝・土坑などが検出

される。また，ツジＮ地区には鋳造関連遺構，ツジＣ地区南東隅からツジＥ地区南西隅にかけて土

第６章　ツジＣ・Ｅ・Ｎ地区の遺構
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【ツジ地区基本層序】

　ツジⅠ　現代表土　真砂土(現代造成土)または，暗褐色粘質土(耕作土)

　ツジⅡ　暗黒灰色〜暗黄褐色粘質土　旧水田層および水田床土

　ツジⅢ　暗褐灰色〜暗茶褐色土

　ツジⅣ　暗褐色土　炭・焼土や遺物を非常に多く含む

　ツジⅤ　暗灰褐色粘質土　炭・焼土や遺物を多く含む　部分的な砂質土層有

　ツジⅥ　暗灰褐色〜暗灰色土　部分的に粘質の強い場所と砂質の強い場所が存在する

　ツジⅦ　暗褐色粘質土　基本的には粘性の強い土層であるが，部分的に砂質となっている
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器集中部SX149が検出されている。ツジⅥ層からは，緑釉陶器・灰釉陶器や９世紀代の土器の出

土はほぼ見られず，７世紀末頃から８世紀後半の須恵器や土師器が主体となって出土する。ツジⅥ

層上面では，８世紀末頃から10世紀末頃までのほぼ正方位の建物施設や溝・井戸などが検出される。

なお，ツジＣ地区の中央部0602Ｔから中央部東側の0301Ｔ付近では，ツジⅥ層とツジⅤ層の分層

が不明瞭となっている。さらにツジＣ地区南東隅部分からツジＥ地区にかかる0601Ｔ・0506Ｔ一

帯ではツジⅥ層が見られず，一帯にツジⅥ層は当初より広がっていないか，もしくは後世の削平に

より消滅したものと考えられる。古代の遺構基盤層となるツジⅦ層上面では，７世紀末頃から８世

紀後半の区画溝や正方位の建物群や掘立柱塀あるいは短期的な工房関連遺構などが検出される。ま

た，ツジⅦ層上面には，一部大きく自然流路の痕跡と考えられる粗い砂質土層が観察され，一時的

な出水氾濫が想定される。

　以上のように，ツジ地区の基本的な層序の構成は，古代の基盤層となるツジⅦ層の上に三層の遺

物包含層であるツジⅥ～Ⅳ層が堆積しており，各層位の上面が遺構検出面となっている。

１．ツジＣ地区の主要遺構

（１）掘立柱・礎石建物

SB111【Ⅰ期後半】 （図 11・12，表18，図版１）

　ツジＣ地区中央北側の0501Ｔ調査区の中ほどよりやや北側から0602Ｔ調査区中ほどよりやや南

第２節　ツジＣ地区の遺構

図10　ツジ地区基本土層図（縮尺１/100）



－10－

側にかけて検出した。検出面の標高は，30.7～ 30.8ｍである。桁行５間（柱間約2.4ｍ等間，総長約

12.0ｍ），梁行２間（柱間約2.0ｍ等間，総長約4.0ｍ），建物主軸の傾きＮ－２°－Ｗの東西棟であ

る。柱穴の平面形は1.0～ 1.3ｍの隅丸方形を呈している。柱穴埋土の状況は，柱掘方埋土の暗褐色

粘質土と柱抜取痕跡と考えられる暗褐灰色砂質土が確認されている。また，SP2では暗褐色粘質土

の柱痕跡が確認された。柱穴底面の標高は30.2ｍであった。

　他の遺構との重複関係としては，SP5・9がSB153の柱穴とSX159によって切られている。また，

SB110の柱穴とSX115を切っている。さらにSB151とSB112の妻側の柱筋がほぼ揃っていることか

第６章　ツジＣ・Ｅ・Ｎ地区の遺構

図11　ツジＣ地区遺構配置図①（中央～中央北側）（縮尺１/300）
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図12　SB111・112遺構実測図（縮尺１/100）
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図12　SB111・112遺構実測図（縮尺１/100）
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ら，３棟の同時並存が想定される。各柱穴から土師器・須恵器の細片が数点出土している。遺物出

土状況として，掘方・柱抜取あるいは柱痕跡からの出土かは不明である。

SB112【Ⅰ期後半】（図11・12，表18，図版１）

　SB111と同様にツジＣ地区中央北側の0501Ｔ調査区と0602Ｔ調査区にかけて検出した。検出面

の標高は，30.8ｍを測る。桁行５間（柱間約2.4ｍ等間，総長約12.0ｍ），梁行２間（柱間約2.4ｍ等

間，総長約4.8ｍ），建物主軸の傾きＮ－２°－Ｗの東西棟である。SB112と SB111は 3.3ｍの距離

をおいて南北に並行して建てられている。柱穴の平面形は1.0ｍ前後の隅丸方形を呈している。柱

穴埋土の状況として，柱抜取痕跡や柱痕跡が確認されている。SP1については，別の建物の柱穴が

切り合っている可能性がある。各柱穴底面の標高は30.3ｍであった。

　他の遺構との重複関係としては，SP6・7がＳＢ153の柱穴に切られている。SP4・5がSB113の

柱穴に切られている。SB110と重複関係が想定できるが，直接的な柱穴間の重複がないため前後関

係は判然としない。SB151あるいはSB111の妻側の柱筋が揃っていることから，この３棟の同時並

存が想定される。

　各柱穴から古代の土師器・須恵器の細片が数点出土した。遺物出土状況として，掘方・抜取ある

いは柱痕跡からの出土かは不明である。

SB151【Ⅰ期後半】（図11・13，表18，図版2）

　SB111や SB112と同様にツジＣ地区中央北側の0602Ｔ調査区において検出した。調査区外の北

東側にのびており，建物全体の規模は不明である。桁行２間（柱間約 2.4 ｍ等間，総長 4.8 ｍ以上）

以上の身舎の南側に１間分（約2.4ｍ）の廂を持つ東西棟と考えられる。建物主軸の傾きは，Ｎ－１°

第６章　ツジＣ・Ｅ・Ｎ地区の遺構

図13　SB151遺構実測図（縮尺1/100）
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－Ｗである。身舎を構成する柱穴の平面形は，一辺が約1.2ｍの方形を呈している。廂部の柱穴の

平面形は，径0.8～ 0.9ｍの円形を呈している。柱穴埋土の状況として，SP1（身舎柱穴）とSP6（廂

柱穴）において，それぞれ径約25cmと径約18cmの柱痕跡が観察された。柱抜取痕跡は確認されて

いない。各柱穴の検出面の標高は，31.1ｍであった。SP1の底面の標高は30.2ｍ，SP6の底面の標

高は30.6ｍであった。

　他の遺構との重複関係としては，廂柱穴であるSP4がSB152の柱穴に切られている。また，SB111・

112との妻側柱筋がほぼ揃っており，これらの建物施設と同時並存していた可能性が高い。各柱穴

から土師器・須恵器の細片が数点出土している。遺物出土状況として，掘方あるいは柱痕跡からの

出土かは不明である。

SB244【Ⅰ期後半】（図11・14，表18・21，図版2） 

　ツジＣ地区中央部の 1102Ｔ調査区北端において検出された。東西方向の３基の柱穴（SP1～ 3）

列として確認された。調査区外の北西側に及んでいるため，建物全体の規模は不明であり，掘立柱

塀の可能性もある。柱間は2.2～ 2.3ｍ，総長4.5ｍ以上である。建物主軸の傾きは，Ｎ－５～６°

－Ｗである。検出面の標高は，30.4～ 30.6ｍであった。各柱穴の平面形は，長軸が0.9～ 1.2ｍのや

やくずれた隅丸方形を呈している。SP1とSP3において，柱痕跡や柱抜取痕跡が確認されたが，建

替えは行なわれていない。柱抜取痕跡の埋土には，暗黄褐色の粘土ブロックが多く含まれていた。

断ち割りを行なった柱穴底面の標高は，29.9～ 30.0ｍであった。

　他の遺構との重複関係としては，SP3がSB243の SP4と一部重複しているが，重複部分がわずか

なため，SB243との前後関係は判然としない。その他にSX269を切っている。建物主軸はやや異

なるが，東端のSP3が SB111・112との妻側柱筋がほぼ揃っていることから，これらの建物施設と

並存していた可能性が高い。

　出土遺物としては，SP3から須恵器杯蓋と杯が出土した。この他に各柱穴から古代の土師器・須

恵器・瓦の細片が小コンテナ２箱程度出土した。遺物出土状況として，掘方・抜取あるいは柱痕跡

からの出土かは不明である。加えて各柱穴からの出土遺物には，重複するSX269の遺物を含んで

いる可能性がある。

図14　SB244遺構・出土遺物実測図（縮尺１/100・１/4）
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SB010【Ⅱ期】（図11・15，表18）

　ツジＣ地区中央部の1201Ｔ調査区北側において検出した。当該建物の東妻側柱列は，県教委第

３次調査306ＴにおいてSB305として検出されていた遺構と同一である。桁行２間（柱間2.9ｍ等

間，総長5.8ｍ）以上 ,梁行２間（柱間2.0ｍ等間，総長4.0ｍ）以上の東西棟と考えられるが，調査区

の西側に及ぶため建物全体の規模は不明である。建物主軸の傾きは，Ｎ－１°－Ｅである。柱穴の

平面形は，長軸が0.6～ 0.7ｍのややくずれた隅丸方形ないし円形を呈するが，SP1とSP6について

は，上層遺構であるSB276の柱穴との重複によって判然としないが，柱抜取によって平面形が南北

方向に長い楕円形を呈している可能性がある。柱穴埋土の状況として，掘方埋土は灰褐褐色・暗灰

褐色または暗褐色の砂質土層で，柱痕跡が確認されている。SP1とSP6以外では柱抜取痕跡は確認

されていない。

　他の遺構との重複関係としては，SB276に切られている。SB272と SB273とは直接的な柱穴の切

り合い関係がないため先後関係は判然としない。

　出土遺物としては，古代の土師器・須恵器・細片が各柱穴から少量ずつ出土している。遺物出土

状況として，掘方・抜取あるいは柱痕跡からの出土かは不明である。

第６章　ツジＣ・Ｅ・Ｎ地区の遺構

図15　SB010遺構実測図（縮尺１/100）
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SB274【Ⅱ期】（図11・16，表18）

　ツジＣ地区中央部の1201Ｔ調査区南側において検出した。調査区外の東側に及ぶため建物全体

の規模は不明である。桁行３間（柱間1.7ｍ等間，総長5.1ｍ）以上，梁行１間（柱間1.9ｍ，総長1.9

ｍ）以上の総柱あるいは西面に廂が付く建物と考えられる。建物主軸の傾きは，Ｎ－４°－Ｗであ

る。柱穴の平面形は，径0.6～0.9ｍのほぼ円形であった。柱穴埋土の状況として，掘方埋土は暗（黄）

灰褐色か暗灰褐色または暗褐色土層で，SP1・３・４・５では，柱痕跡あるいは柱抜取痕跡が確認

される。さらに，SP3・４・６・７では，柱穴掘方上部に20～ 30cm大の礫が数個確認されている

ことから，掘立柱建物ＳＢ274ａから礎石建物SB274ｂへの建て替えが窺える。

　他の遺構との重複関係としては，SB271を切っている。各柱穴からの出土遺物は無かった。

図16　SB274遺構実測図（縮尺１/100）
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SB055【Ⅱ期】（図17・18，表18，図版２） 

　ツジＣ地区中央部東側の0301Ｔ調査区南端から9901Ｔ調査区にかけて検出した。9901Ｔ調査区

外の南側に及ぶため建物全体の規模は不明である。桁行５間（柱間2.3ｍ等間，総長11.5 ｍ）以上，

梁行２間（柱間2.45ｍ等間，総長4.9ｍ）の南北棟と考えられる。建物主軸の傾きは，Ｎ－２°－Ｗ

である。柱穴の平面形は，SP1は不整形，SP3はほぼ円形であった。柱穴埋土の状況として，全て

の柱穴で柱抜取痕跡が確認された。柱抜取痕跡の土には黄褐色土がブロック状に混じっている。こ

の黄褐色土（粘質土）は，床面化粧土ないし基壇土の可能性が推測される。SP1では，２度の柱抜取

痕跡が観察される。SP2とSP4では，柱穴掘方の検出面上において20～ 30cm大の礫が数個確認さ

れていることから，掘立柱建物SB055aから礎石建物SB055bへの建て替えが窺える。

　他の遺構との重複関係としては，小溝SD071や小ピットに切られている。

　各柱穴からの出土遺物として，古代の土師器・須恵器の細片が少量ずつ出土している。遺物出土

状況として，掘方・抜取あるいは柱痕跡からの出土かは不明である。

SB057【Ⅱ期】（図17・19，表18，図版２）

　ツジＣ地区中央部の0301Ｔ調査区中央やや東側において検出した。桁行３間（柱間2.3ｍ等間，総

長6.9ｍ）,梁行２間（柱間2.0ｍ等間，総長4.0ｍ）の東西棟で，建物主軸の傾きは，Ｎ－３°－Ｅで

ある。柱穴の平面形は，いずれの柱穴も径0.6ｍのほぼ円形であった。検出面の標高は30.3ｍ，底面

の標高は29.6～ 30.0ｍ，検出面からの柱穴の深さは25～ 60cmである。柱穴埋土の状況として，掘

方埋土は暗灰褐色～灰褐色土で，SP1・２では柱痕跡と考えられる灰色粘質土が確認された。また，

SP2からは柱根と考えられる木質が出土した。柱根は長さ43.8cm，幅15.0cm，厚さ15.6cmを測る。

柱根の下端面中央部に 8.0cm 四方の凸部がみられ，背面はやや不整形であるが，20.0cm ほ

第６章　ツジＣ・Ｅ・Ｎ地区の遺構

図17　ツジＣ地区遺構配置図②（中央東側）（縮尺１/300）
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どの径の材の４面を面取りして作られた角材と考えられる。表面の風化がはげしく，工具痕跡等は

不明である。SP10の掘方底面からは礎盤石と考えられる石が検出された。柱抜取痕跡は確認され

ていない。

　他の遺構との重複関係としては，SD067・068・069や SB059を切っており，SD063・064・071に

切られている。SA054との前後関係は不明である。SB058は本遺構の北側に2.0ｍの距離をおいて

並行して建てられており，４基の柱穴列として概報に報告されていたが，SB057北面の廂部の可能

性がある。

　出土遺物としては，古代の土師器・須恵器・瓦の細片が各柱穴から少量ずつ出土しているが，掘

方あるいは柱痕跡からの出土かは不明である。

図18　SB055遺構実測図（縮尺１/100）
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どの径の材の４面を面取りして作られた角材と考えられる。表面の風化がはげしく，工具痕跡等は

不明である。SP10の掘方底面からは礎盤石と考えられる石が検出された。柱抜取痕跡は確認され

ていない。

　他の遺構との重複関係としては，SD067・068・069や SB059を切っており，SD063・064・071に

切られている。SA054との前後関係は不明である。SB058は本遺構の北側に2.0ｍの距離をおいて

並行して建てられており，４基の柱穴列として概報に報告されていたが，SB057北面の廂部の可能

性がある。

　出土遺物としては，古代の土師器・須恵器・瓦の細片が各柱穴から少量ずつ出土しているが，掘

方あるいは柱痕跡からの出土かは不明である。

図18　SB055遺構実測図（縮尺１/100）
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SB197【Ⅱ期】（図17・18，表18） 

　ツジＣ地区中央部東の 0301 Ｔ調査区から

07ケアセン調査区にかけて検出した。桁行３

間（柱間北から1.8ｍ，2.0ｍ，2.0ｍ，総長5.8

ｍ）， 梁行１間（柱間2.2ｍ，総長2.2ｍ）の南

北棟で，建物主軸の傾きは，Ｎ－３°－Ｅで

ある。梁行１間という建物規模から，本遺構

の東側に身舎が存在し，検出部分が西面の廂

部である可能性が想定できるが，判然としない。

検出面における柱穴掘方の平面形は，長径

0.5～ 1.1 ｍのほぼ円形ないし楕円形のプラン

を呈している。

　柱穴埋土の状況として，柱掘方埋土は灰褐

色または暗灰褐色土で，柱痕跡や柱抜取痕跡

は確認できなかった。

　他の遺構との重複関係としては，SD067を

切っており，SB059との前後関係は不明である。

　出土遺物としては，SP3から９～10世紀の

土師器杯が出土しており，その他にも古代の

土師器・須恵器の細片が各柱穴から少量ずつ出土している。

第６章　ツジＣ・Ｅ・Ｎ地区の遺構

図19　ＳＢ057遺構実測図（縮尺１/100）

図20　ＳＢ197遺構実測図（縮尺１/100）
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第２節　ツジＣ地区の遺構

　各柱穴からの出土遺物には，重複するSD067の遺物を含んでいる可能性がある。

（２）溝 

SD206【Ⅰ期前半】・207【Ⅰ期前半・後半】（図21・22，表21，図版１）　

　ツジＣ地区北東側の0903Ｔおよび1001Ｔ調査区の北端のツジⅦ層上面において検出された東西

方向の溝である。

　SD206は，最大幅約2.5ｍ，検出面からの深さ約0.2ｍ，長さ12.5 ｍ以上で調査区外の東側に及

んでいる。主軸の傾きは，Ｎ－３°－Ｗである。SD206の埋土は，鉄分の沈着が顕著な暗灰褐色粘

質土が堆積している。SD206の底面の標高は30.7～ 30.8ｍを測る。

　SD207は，最大幅約1.5ｍ，検出面からの深さ約0.5ｍ，長さ17.5 ｍ以上で東西両端とも調査区

外に延びている。主軸の傾きは，SD206同様にＮ－３°－Ｗである。検出面の標高は約30.9ｍを測

る。埋土の状況として，かなり粘性の強い暗灰褐色粘質土が堆積している。SD207の底面の標高は

30.5～ 30.7ｍを測る。

　他の遺構の重複関係としては，SD206はSD207によって切られている。

　SD207 の出土遺物としては，須恵器の鉢が出土している。遺物の出土状況として，調査時に

SD206と SD207のいずれの出土遺物か分別できなかったが，共有の出土遺物として８世紀前半の

須恵器の高杯・高台付杯・皿のほかに丹塗土師器の杯が出土している。このほかにも古代の土師器・

須恵器の細片が少量出土した。

SD140【Ⅰ期後半】・141【Ⅰ期前半】（図23，表21）　

　ツジＣ地区南東側の0601Ｔおよび0702Ｔ調査区のツジⅦ層上面において検出された南北方向の

溝である。SD141の上位にSD140が重複している。主軸の傾きは，Ｎ－２°－Ｗである。0702Ｔ

調査区内において，SD140・141の南半は現代の浄化槽抜取りにによって大きく削平を受けている。

図21　ツジＣ地区遺構配置図③（北東側）（縮尺１/300）
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さらに掘立柱建物である SB135・136 の柱穴によって切られているため確認が困難を極めたが，

0702Ｔ調査区南端付近で西方向に屈曲していることが確認された。溝の規模は，約18ｍ以上に及

び，北端・南端ともに調査区外へ及んでいる。最大幅はSD140が約 0.6ｍ，SD141が約 1.0ｍ，検

第６章　ツジＣ・Ｅ・Ｎ地区の遺構

図22　ＳＤ206 ･ 207遺構・出土遺物実測図（縮尺１/200・１/50・１/4）
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第２節　ツジＣ地区の遺構

出面の標高は29.5ｍ，検出面からの深さは約0.4ｍを測る。SD140の埋土はかなり粘性が強く，鉄

分などの沈着がみられる粒子の細かな暗褐色粘質土の上に粗い淡灰色の砂が堆積している。SD141

の埋土は，暗褐色粘質土が堆積している。

図23　SD140･141遺構・出土遺物実測図（縮尺１/200・１/50・１/4）
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他の遺構との重複関係としては，SB135・136の柱穴によって切られている。また，SD142によっ

て切られており，不明確ではあるがSD143・144にも切られているものと考えられる。

　７世紀末～８世紀前半の土師器・須恵器が小コンテナで２箱程度が出土しているほか，瓦片数点

が出土した。

（３）井戸

SE262【Ⅱ～Ⅲ期】（図24・25，表21）

　ツジＣ地区中央部の1102Ｔ調査区南端やや東よりで検出した。検出面における平面形は，南北

約2.0ｍ，東西約1.9ｍのやや隅丸の円形の掘方を呈している。検出面の標高は，30.6ｍであった。

遺構内の埋土の状況として，井戸側内の最上層には，焼土と炭と遺物を多く含んだ暗灰色粘質土（１

～３層）が堆積している。さらに井戸側内の１～５層には大小の多くの礫が含まれており，大きいも

のは50㎝以上のものが出土した。１～５層出土の遺物および礫は本遺構の廃絶時に投棄された物と

考えられる。井戸側内の最下層からは径46.2㎝の曲物が検出され，曲物内には６層として鉄分などの

第６章　ツジＣ・Ｅ・Ｎ地区の遺構

図24　ツジＣ地区遺構配置図④（中央～中央南側）（縮尺１/300）
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第２節　ツジＣ地区の遺構

沈着した暗灰色の砂質土が体積していた。この曲物と砂質土は，井戸水の浄化機能を目的として設

置されたものと考えられる。井戸枠材の大半が腐植していたが，残置していた隅柱杭の最下部とそ

の他の痕跡から一辺約0.8ｍの縦板横桟型の方形木組井戸であったと考えられる。井戸底の標高は

28.8ｍで，湧水は無かった。掘方には黄褐色粘土ブロックが多く混入し，鉄分などの沈着やグライ

化が観察された暗黄褐色～暗灰色の粘質土（７・９層）が堆積していた。

　他の遺構との重複関係としては，小溝であるSD250・253を切っている。

　出土遺物は小コンテナで５箱程度出土している。井戸側内の埋土から４箱，掘方埋土から１箱程

度の出土であった。出土遺物のほとんどが土師器・須恵器の細片で，その他に瓦・　・緑釉陶器・

白磁が出土した。堀方の９層から10世紀後半の近江産緑釉陶器が出土し，井戸側内４・５層から

９世紀後半～10世紀の京都産緑釉陶器が出土し，井戸側内２・３層から時期不明の青磁や白磁が

出土している。

SE287【Ⅳ期】（図24・26・27，表21）

　ツジＣ地区中央部南側の1301Ｔ調査区南側やや西よりで検出した。検出面における掘方の平面形

は，南北約2.2ｍ，東西約2.2ｍのやや隅丸方形に近い不正円形を呈している。検出面の標高は，30.5

ｍであった。遺構内の埋土の状況として，井戸側内の最上層には，焼土と炭と遺物を多く含んだ淡

図25　SE262遺構・出土遺物実測図（縮尺１/50・１/4・1/6）
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黒褐色砂質土（１～４層）が堆積している。また，井戸側内の上層の一部には，二次的な掘方で修復

跡と考えられる埋土（５～７層）が認められる。井戸側内の中層から下層には，暗灰褐色や暗黄灰褐

色の砂質土や黒灰色の粘質土が堆積していた。掘方には，黄褐色粘土ブロックが多く混入する黄褐

色粘質土と暗黄褐色土が混ざった土層（15～ 20層）が堆積していた。井戸側内の最下層からは，

径約40㎝の曲物の枠が検出された。井戸枠材の大半が腐植していたが，残置していた木質とその

他の痕跡から一辺約 0.9 ｍの縦板横桟型の方形木組井戸であったと考えられる。井戸底の標高は

28.0ｍであった。

　他の遺構との重複関係としては，SD286を切っており，SK292によって切られている。

　出土遺物は小コンテナで24箱程度出土している。井戸最上層から６箱，井戸側内の埋土から13

　

第６章　ツジＣ・Ｅ・Ｎ地区の遺構

図26　ＳＥ287遺構実測図（縮尺１/50）
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第２節　ツジＣ地区の遺構

箱，掘方埋土から５箱程度の出土であった。井戸側内からの出土遺物のほとんどが底部に回転糸切

り痕が認められる土師器の杯・皿（小皿）類であった。加えて，掘方下層から中層にかけて龍泉窯

系青磁や白磁Ⅱ類・Ⅲ類・Ⅳ類が出土し，井戸戸側内下層から和泉型Ⅲの瓦器が出土している。そ

の他に各埋土から，緑釉陶器・灰釉陶器・貿易陶磁器・土師質土器椀・瓦が出土した。

２．ツジＣ地区における地中レーダ探査

（１）調査概要（図28）

　ツジＣ地区をはじめ，元町一帯は昭和30年代から宅地化が急激に進行しており，現在において

確認調査のための十分な面積確保や計画的な調査展開が非常に困難となっている。発掘調査の成果

として，ほぼ正方位の区画溝とともに複数の建物施設が確認されていることから，方形区画を伴っ

た官衙施設が一帯に展開している可能性が高まっていた。しかし，ツジＣ地区内の調査状況として ,

北側から東側分で比較的発掘調査が進展しているが ,西側から南側については宅地化のため，調査

を実施することが困難な状況にあり ,調査の展開に偏りが生じていた。こうした状況下で，備後国

府跡調査研究指導委員会の助言を受け，ツジＣ地区の方形区画の規模の把握を目的として，平成

25年度の国庫補助事業において地中レーダ探査を実施した。探査地点の選定については，これま

での調査成果から市教委が推定している区画推定ラインを基本として行なった。まず，既往の発掘

調査において区画溝が確認されている地点とその延長線上，そして現況の町割から想定されている

区画推定線がかかる地点において計７地点を選定した。

　探査の結果，北辺が東西108.1 ｍ，東辺が南北121.2 ｍ，南辺が東西100.6 ｍ，西辺が南北115.0

ｍの西辺がやや西に傾く不整な方形区画が存在する可能性が高まった。区画溝についての詳細は本

節１に記述したとおりである。この方形区画をツジＣ地区として取り扱うこととした。

図27　SE287出土遺物実測図（縮尺１/4・１/6）
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（２）調査方法（表５・６）

　地中レーダ探査は，地中に電磁波を送信して地中の異なる物性からの反射を受診することにより，

地中の状況を映像として表示することが可能である。得られた映像を解析することにより，遺跡な

どの地中の変化部を読みとって対象物の位置を推定する。

使用機器

　探査に使用された機材は，米国GSSI社製の地中探査レーダ装置（SIR-3000）を使用した。探査

には，中心周波数200MHzのアンテナを使用した。

　機器の仕様を表５に示す。

第６章　ツジＣ・Ｅ・Ｎ地区の遺構

図28　ツジ地区レーダ探査実施地点位置図（縮尺１/2,000）
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探査数量

　探査数量について表３に示す。

（３）調査結果（図29～ 36，表７）

　各地点の探査データにおいて，地層と推定される連続した水平方向の反射が見られた。

　これらの連続した反射層が局所的に変化している箇所を遺構と推定した。

　なお，検出されていない地点においては，遺跡上部の盛土の影響で，境界が不明瞭となり検出さ

れなかった可能性も考えられる。

　探査を行った各地点のうちG地点，I地点，J地点およびK地点において，遺構と思われる映像

上の変化が検出された。検出結果を遺構と考えられる反応がえられた地点ごとに記述する。

G地点（図29・30）

　探査地点はＣ地区推定方形区画の南辺の中央よりやや西側の地点である。南辺の区画溝の有無を

確認するために実施した。

　側線１～３において，北から14.1～ 15.6 ｍの位置の深度1.6ｍ付近に幅約1.3ｍの東西方向の溝

状の遺構と思われる映像が検出された。

レーダープロセッサ
データフォーマット
ディスプレイ
内臓メモリ
タイムレンジ
ゲイン
フィルター
スキャンレート
サンプリング
入出力ポート
電　源
環境温度
大きさ
重　量

Intel Strong ARM RISC 206MHz
Radan（.dzt）
8.4ｲﾝﾁTFT 800×600　64000色
512MB
最大 8000 ns
1～5ﾎﾟｲﾝﾄ、－20～80dB
水平フィルター、垂直フィルター
120ｽｷｬﾝ/秒　(512ｻﾝﾌﾟﾙ/ｽｷｬﾝ)
256、512、1024、2048、4096、ｻﾝﾌﾟﾙ/ｽｷｬﾝ
CFメモリーカードスロット、USB、Ethernet
内臓バッテリ　10.8Ｖ
－10～40℃(使用時)
31.5×22.0×10.5㎝
4.1kg（バッテリを含む）

SIR－3000機器仕様

表５　レーダ探査機器仕様

表６　ツジ地区地中レーダ探査数量表

Ｅ 地点
Ｆ－1 地点
Ｆ－2 地点
Ｇ 地点
Ｉ 地点
Ｊ 地点
Ｋ 地点

175.0
102.0
225.6
98.9
135.0
78.6
101.0

探査地点名 総探査距離（ｍ）

合　計 916.1

側線数

５本
２本
９本
５本
９本
３本
５本
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第６章　ツジＣ・Ｅ・Ｎ地区の遺構

図29　Ｇ地点レーダ探査結果平面図

図30　Ｇ地点測線1・3レーダ探査結果断面図
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第２節　ツジＣ地区の遺構

I 地点（図31・32）

　探査地点は確認調査0601Ｔ実施地点であり，Ｃ地区東辺区画溝SD140・141とＥ地区西辺区画溝

SD016が確認されている箇所である。既確認済みの遺構がどのように探査映像として描出されるの

かを確認するために実施した。

　側線１～６において，東から 5.4 ～ 7.7 ｍの位置の深度 1.3 ～ 1.5 ｍ付近に幅約 2.3 ｍの SD140・

141と思われる南北方向の溝状の遺構と，東から2.9 ～ 4.2 ｍの位置の深度1.3 ～ 1.5 ｍ付近に幅約

1.3ｍのSD016と思われる南北方向の溝状の遺構と思われる映像が検出された。

図31　Ｉ地点レーダ探査結果平面図

図32　Ｉ地点測線2・4レーダ探査結果断面図
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第６章　ツジＣ・Ｅ・Ｎ地区の遺構

図33　Ｊ地点レーダ探査結果平面図

図34　Ｊ地点測線1・2レーダ探査結果断面図

J地点（図33・34）

　探査地点は区画溝SD206・207の西側延長線上にあたり，Ｃ地区推定方形区画の北辺の中央より

やや西側の地点である。北辺の区画溝の有無を確認するために実施した。

　側線１～３において，北から14.8～ 16.3 ｍの位置の深度1.6ｍ付近に幅約1.5ｍの東西方向の溝

状の遺構と思われる映像が検出された。
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第２節　ツジＣ地区の遺構

K地点（図35・36）

　探査地点はＣ地区推定方形区画の西辺の北端付近である。西辺の区画溝の有無を確認するために

実施した。

　側線１～５において，西から3.0～ 5.2ｍの位置の深度1.5～ 1.7ｍ付近に幅約1.5ｍの南北方向の

溝状の遺構と思われる映像が検出された。

図35　Ｋ地点レーダ探査結果平面図

図36　Ｋ地点測線3・4レーダ探査結果断面図

検出位置

埋設管埋設管 消火栓

埋設物と推定

検出位置

埋設管
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第２節　ツジＣ地区の遺構

K地点（図35・36）

　探査地点はＣ地区推定方形区画の西辺の北端付近である。西辺の区画溝の有無を確認するために

実施した。

　側線１～５において，西から3.0～ 5.2ｍの位置の深度1.5～ 1.7ｍ付近に幅約1.5ｍの南北方向の

溝状の遺構と思われる映像が検出された。

図35　Ｋ地点レーダ探査結果平面図

図36　Ｋ地点測線3・4レーダ探査結果断面図

検出位置

埋設管埋設管 消火栓
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埋設管
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第６章　ツジＣ・Ｅ・Ｎ地区の遺構

表７　ツジ地区地中レーダ探査結果一覧表

Ｅ 地点
Ｆ－1 地点
Ｆ－2 地点
Ｇ 地点
Ｉ 地点
Ｊ 地点
Ｋ 地点

検出されず
検出されず
検出されず
14.1～15.6
5.4～6.7
14.8～16.3
3.0～5.2

探査地点名 データ上の遺構検出位置（ｍ） 深度d（ｍ）

―
―
―
1.6

1.3～1.5
1.6

1.5～1.7

備　　考

一部埋設物を検出
　
鉄筋の影響
　
一部埋設物と土質変化を検出
　
一部埋設物を検出
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第３節　ツジＥ地区の遺構

（１）掘立柱建物・礎石建物

SB042【Ⅰ期後半】（図37・38，表18・21，図版３）

　0203Ｔ調査区の中央やや北よりでツジⅦ層上面から検出した。桁行４間（柱間2.4ｍ等間，総長

9.6ｍ）以上×梁行２間（柱間2.4ｍ等間，総長4.8ｍ）の東西棟であることを確認した。建物の西半は

調査区外に及ぶため，全体規模は不明である。建物の主軸は，Ｎ－３°－Ｅである。柱穴の平面形

は径0.9～1.0ｍの円形ないし不整円形である。検出面の標高は29.8ｍで，検出面からの柱穴の深さに

図37　ツジＥ地区遺構配置図（縮尺１/500）

第３節　ツジＥ地区の遺構
１．ツジＥ地区の主要遺構
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ついては断ち割りを行なったもので60～ 75cmを測る。平面観察と断ち割りを行なった柱穴の土層

観察から，柱抜取穴・柱痕跡を確認することができた。柱抜取穴の埋土（暗灰褐色粘質土）には，黄

褐色粘土ブロックが多く混入しており，ツジＣ地区の9901Ｔで検出されたSB055の柱抜取穴にも

同様の黄褐色粘土ブロックが混入していることが確認されている。この黄褐色粘土ブロックは柱の

抜取りの際に混入した床面化粧土ないし基壇土の可能性が推測される。検出された柱痕跡の幅は

22cmであった。

　他の遺構との重複関係としては，SP7は SB043a・SB043bの柱穴に切られており，調査区西壁面

においてSP10はツジ･層に大きく削平を受けている。また，SP3は SD044を切っている。SD049・

050との重複関係は確認できなかった。

　出土遺物としては，各柱穴から奈良～平安時代の須恵器・土師器が少量ずつ出土している。SP

　

図38　SB042遺構・出土遺物実測図（縮尺１/100・１/4）

第６章　ツジＣ・Ｅ・Ｎ地区の遺構
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８からは布目平瓦（８世紀後半？）の小片が１点出土している。SP2・３・４から８世紀代と考えら

れる須恵器の壺蓋・杯蓋・杯などが出土したが，遺物出土状況として，掘方・抜取あるいは柱痕跡

からの出土かは不明である。

SB043ａ【Ⅱ期】（図37・39，表18・21，図版３）

　0203Ｔ調査区の中央でツジⅦ層上面から検出した。桁行４間（柱間2.25ｍ等間，総長9.0ｍ）以上

×梁行２間（柱間2.25ｍ等間，総長4.5ｍ）の東西棟であることを確認した。建物の西半は調査区外

に及ぶため，全体規模は不明である。建物の主軸は，Ｎ－３°－Ｅである。計10本分の柱穴が検

出されており，柱穴の平面形は短辺約0.9ｍ，長辺約0.9～ 1.2ｍの隅丸の方形ないし長方形である。

検出面の標高は29.8ｍで，検出面からの柱穴の深さについては断ち割りを行なったもので0.9～ 1.0

ｍを測る。平面観察と断ち割りを行なった柱穴の土層観察から，柱痕跡や柱抜取穴とともに

SB043bの柱穴を確認することができた。SB042と同様に柱抜取穴の埋土（暗灰褐色粘質土）には，

黄褐色粘土ブロックが多く混入している。検出された柱痕跡は幅35cm前後であった。

　他の遺構との重複関係としては，SP5はSB042の SP7を切っており，SB042の後に南西方向に約

３ｍずらして建て替えられていることが判明した。また，ほぼ同じ位置でSB043bの柱穴が重複し

て掘り直されていることから，SB043bへの建替えが確認される。SP2は SD044を切っており，調

査区西壁面においてSP10はツジⅤ層に大きく削平を受けている。

　出土遺物については，SB043b の柱穴と重複しており断ち割りの際に一括で取上げたため，

SB043bの遺物との分別が不可能となってしまっている。

　各柱穴から須恵器・土師器が数点ずつ出土している。SP8からは布目平瓦の小片が１点出土して

いる。SP10から８Ｃ後半～９Ｃ初頭と考えられる須恵器杯が出土した。遺物出土状況として，掘方・

抜取あるいは柱痕跡からの出土かは不明である。

SB043ｂ【Ⅱ期】（図37・39，表8・21，図版３）

　0203Ｔ調査区の中央でSB043aとほぼ重複するかたちで検出した。桁行４間（柱間2.25 ｍ等間，

総長9.0ｍ）以上×梁行２間（柱間2.25ｍ等間，総長4.5ｍ）で北側に廂を伴う東西棟であることを確

認した。北側の廂について , SB043aと SB043bの柱筋のずれから，SB043bに伴うものと判断した。

廂部の出は，1.65ｍを測る。建物の西半は調査区外に及ぶため，全体規模は不明である。建物の主

軸は東西方向で，Ｎ－１°－Ｅである。廂部の柱を含めて合計 14本分の柱穴が検出されており，

身舎の柱穴の平面形は約0.6～ 0.9 ｍの不整円形である。検出面の標高は29.8 ｍで，検出面からの

柱穴の深さについては断ち割りを行なったもので45～ 80cｍを測る。平面観察と断ち割りを行な

った柱穴の土層観察から，柱痕跡や柱抜取穴が観察され，SB043bの柱穴はSB043aの柱抜取穴を

利用して構築されたと考えられる。検出された身舎の柱痕跡は幅35cmであった。

　遺構との重複関係としては，SB043aを同じ位置で建替えられている。SB043aと同様にSD044を

切っており，調査区西壁面においてSP14はツジ･層に大きく削平を受けている。

 出土遺物については，SB043aと同様である。廂の柱穴の断ち割りも行なったが，時期決定が可能

な出土遺物はなかった。
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（２）区画溝

SD016【Ⅰ期前半】（図37・40，表21）

　SD016は，ツジＥ地区の南西隅にあたる0601Ｔ調査区中央部において検出された南北方向の溝

である。この溝は県605Ｔにおいて確認されていた遺構である。主軸はＮ－１～２°－Ｗである。

最大幅約 0.8 ｍ，検出面からの深さは約 0.4 ｍ，長さ 15.0 ｍ以上で北端は調査区外へ及んでいる。

溝の南端はSD125と直交するが，両溝間に前後の関係は無く，｢Ｌ｣ 字状に屈曲する一連の溝であ

ることが確認された。検出面の標高は北端で約29.5ｍ，南端で約29.3ｍであった。土層観察から，

粘性の強い暗褐色粘質土が堆積している。さらに遺構の底面の状況として，かなり小規模の凹凸が

図39　SB043a･b遺構・出土遺物実測図（縮尺１/100・１/4）

第６章　ツジＣ・Ｅ・Ｎ地区の遺構
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第３節　ツジＥ地区の遺構

図40　SD016･125・127遺構・出土遺物実測図（縮尺１/500・１/50・１/4）
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観察された。遺構の重複関係として，本遺構の南側は，土器集中部SX149によって覆われている。

遺構の位置関係として，Ｃ地区方形区画東辺区画溝SD140・141とほぼ平行関係にあり，SD141と

SD016の中心間は約4.0ｍを測る。

　出土遺物としては，土師器・須恵器の細片が少量出土している。ほとんどが図化不可能な細片で

あったが，須恵器の高杯と杯を図示した。

SD125【Ⅰ期前半】（図37・40，表21，図版2・3）

　SD125は，ツジＥ地区の南西隅にあたる0601Ｔ調査区中央部南端と0506Ｔ調査区中央部におい

て，東西方向の溝として検出された。主軸はＮ－２°－Ｗである。長さ45.0ｍ以上，幅0.4～ 1.1ｍ，

検出面からの深さは約0.4ｍ，西端は北にほぼ90°屈曲してSD016となる。東端は調査区外へ及ん

でいるため，全体の規模は不明である。検出面の標高は西端で約29.3ｍ，東端で約28.9ｍであった。

土層の断面観察から，遺構の断面形は両端が浅く中央部分が深くなる逆 ｢凸｣ 字形を呈している。

底部付近には暗灰色の土に基盤層と同じ暗黄褐色の粘土ブロックが混じっており，その上に部分的

に粘性の極めて強い暗灰褐色土が堆積している。さらに遺構の底面の状況として，かなり小規模の

凹凸が観察された。0601Ｔ調査区内では，溝の幅が約0.4ｍと最も狭く，検出面から底面までの深

さも12cmと最も浅い箇所が存在し，部分的に残存状況が異なっている。

　遺構の重複関係として，SD016と同様に土器集中部SX149によって覆われている。この他にSD124・

128・129と「Ｔ」字状に交わる。前後関係は不明瞭であるが同時期のものと考えられる。

　出土遺物としては，７世紀末頃から８世紀前半の土師器・須恵器が出土した。ほとんどが図化不

可能な細片であったが，須恵器の長頚壺の頚部と杯と高杯を図示した。

SD127【Ⅰ期前半】（図37・40，図版2・3）

　SD127は 0506Ｔ調査区の西，Ｅ地区南辺区画溝SD125の南側約3.3ｍの付近で，Ｅ地区南辺区

画溝SD125に並行する浅い溝として検出された。長さ約4.0ｍ，最大幅約0.7ｍ，検出面の標高は

29.0ｍ，検出面から遺構底面までの深さは８～12cmと浅い。土層の断面観察から，埋土は暗褐色

砂質土の単層であった。出土遺物としては，図化不可能な細片がわずかに出土している。

（３）性格不明遺構

SX149【Ⅲ期】（図37・41，表21，図版３）

　ツジＥ地区の南西隅のツジⅤ層の最下部において極めて多量の土器が出土する箇所が検出された。

本地点のⅤ層は，出土遺物から11世紀末頃から12世紀初頭にかけての整地層と考えられ，遺物や

炭化物が極めて多く出土している。なかでも出土土器が破損することなくほぼ完形に近い状態で埋

没している範囲を土器集中部 SX149 として取り扱った。遺構の範囲は，東西 11.0 ｍ以上，南北

11.0ｍ以上に及び ,調査区外の南東側へ広がっているため ,全体の規模は不明である。調査区南壁面

において，検出面の標高は29.6ｍで，約30cmの厚さで暗黒灰色粘質土や暗灰褐色土とともに大量

の土器が堆積している。遺構の重複関係としては，SB136，Ｃ地区方形区画溝SD140・141，Ｅ地

区区画溝SD016・125，SX148・194の上位にあたる。

　出土遺物の内訳については，土師器小皿（高台付のものを含む）が約75％強を占めており，次いで

土師器杯（高台付のものを含む）が約18％で，土師器の小皿と杯で大半を占めている。その他の遺物

としては，土師器の器台脚が約２％と比較的目立っている。この他に須恵器・瓦・土錘が数点ずつ

第６章　ツジＣ・Ｅ・Ｎ地区の遺構
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第３節　ツジＥ地区の遺構

図41　SX149出土遺物実測図（縮尺１/4）
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第３節　ツジＥ地区の遺構

図41　SX149出土遺物実測図（縮尺１/4）
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出土し，10世紀後半の近江産緑釉陶器陶器皿・９世紀中頃～後半の猿投産灰釉陶器椀・白磁ⅩⅠ

類椀が各１点ずつ出土している。調査区全域の各層位からの出土遺物量は，小コンテナで470箱程

度が出土しており，その内330箱程度（約70％）が土器集中部を含むツジⅤ層からの出土であった。

さらに土器集中部SX149を含むツジⅤ層からの出土遺物の内訳は，土師器が240箱程度（約72％），

須恵器が90箱程度（約27％），瓦が３箱（約１％）程度であった。

（１）掘立柱建物・礎石建物

SB230【Ⅰ期後半？】（図42・43，表18）

　SB230は，1002Ｔ調査区北の中央よりやや東側において検出された。調査区外の北側に及んでい

るため，建物全体の規模は不明であった。桁行３間（柱間1.8～ 2.0ｍ，総長4.0ｍ）以上，梁行２間

（柱間1.7ｍ，総長3.4ｍ）の南北棟として検出された。建物の主軸は，Ｎ－５°－Ｅである。検出

面の標高は31.8～ 31.9 ｍを測る。各柱穴の平面形は，長軸が0.6～ 1.0ｍの円形ないし不整円形を

呈している。柱穴を断ち割っての土層観察は行なっていない。

　平面においてのみの確認であるが，他の遺構との重複関係としては，直接的な柱穴の重複は無い

が，位置関係からSA229と重複しているものと考えられる。南西隅柱がSA228の西端の柱穴と重

複するが，前後関係は不明である。各柱穴から古代の土師器細片が数点出土した。

図42　ツジＮ地区遺構配置図（縮尺１/500）
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第４節　ツジＮ地区の遺構

SB004【Ⅱ期】（図42・44，表18・21，図版３）

　SB004は，1002T調査区南において検出された。桁行５間（柱間2.4ｍ等間，総長12.0ｍ）， 梁行

２間（柱間2.5ｍ，総長5.0ｍ）の身舎に北側に１間分（2.8ｍ）の廂を持つ東西棟である。さらに1002

Ｔの南東側で実施された県302Ｔにおいて検出されたSB302は，位置関係からSB004の一部と考

えられる。このことにより，SB004は南側にも１間分（2.5ｍ）の廂を持つ南北二面の廂付建物と判

明した。建物の主軸は，Ｎ－４°－Ｗである。検出面の標高は，31.8～ 31.9ｍを測る。各柱穴の平

面形は，長軸が0.7～ 1.1ｍの不整円形を呈している。柱穴を断ち割り，土層観察を行なったところ，

柱痕跡や柱抜取穴が確認された。断ち割りを行なった柱穴底面の標高は31.2～ 31.6ｍであった。柱

穴掘方の検出面上において根石と考えられる20～ 30cm大の礫が数個確認されていることから，掘

立柱建物SB004aから礎石建物SB004bへの建て替えが窺える。

　他の遺構との重複関係としては，SP8が SA227の柱穴を，SP13・15が SA228の柱穴をそれぞれ

切っている。さらに位置関係においてSB230と重複するが，層位関係と出土遺物からSB230より

新しい。

　SP3・５・14からの出土した須恵器・土師器の杯を図示した。この他に各柱穴から丹塗土師器杯

や瓦（縄目平瓦）の細片が少量出土したが，遺物出土状況として，掘方・抜取あるいは柱痕跡からの

出土かは不明である。

（２）掘立柱塀

SA226【Ⅰ期前半・Ⅰ期後半？】（図42・45）

　SA226は，調査区東端において，６間（柱間1.7～ 2.2ｍ，総長12.7ｍ）以上の南北方向の柱穴列と

して検出された。主軸はＮ－４°－Ｅである。北側と南側ともに調査区外に延びているため，遺

図43　SB230遺構実測図（縮尺１/100）

Y＝98,545

X＝－157,415

0 5m

SP1

SB230

SA228SP2

SP3

SA229

SP4

SP5

SP6



－42－

構全体の規模は不明である。検出面の標高は，32.0 ～ 32.1 ｍを測る。各柱穴の平面形は，長軸が

0.8～ 1.0ｍの円形ないし不整円形を呈している。柱穴埋土に暗黄粘土ブロックを含む柱抜取穴が確

認された。断ち割りを行なった柱穴底面の標高は30.2～ 30.5ｍであった。

　直接的な重複関係は無いが，調査区外で東西方向のSA227と直交すると考えられる。

図44　SB004遺構・出土遺物実測図（縮尺１/100・１/4）

第６章　ツジＣ・Ｅ・Ｎ地区の遺構

Y＝98,545Y＝98,540 Y＝98,550

X＝－157,415

X＝－157,420

a′a

1

32.0m

bb′a
a′

0 10㎝

b′b 32.0mc′c 32.0m

g′g
32.0mi′i 32.0m

1　暗黄灰色粘質土
    (抜取？)
2　暗褐灰色粘質土

1　暗灰色粘質土
     (抜取，炭)
2　暗黄灰色粘質土

1　暗褐灰色粘質土(炭)
2　暗灰褐色粘質土

1　暗灰褐色粘質土
2　暗黄灰色粘質土
3　暗褐色粘質土
     (砂質土○)

1　暗灰褐色粘質土
　　（強粘，柱根痕）
2　暗褐灰色粘質土

1　暗灰褐色粘質土
2　暗灰色粘質土

1　暗灰色粘質土
2　暗褐灰色粘質土
     (粗砂○)

1　暗灰色粘質土
2　暗褐灰色粘質土
　  (粗砂○)

1　暗褐灰色粘質土
     (粗砂○)

1　暗灰色粘質土
2　暗褐灰色粘質土
     (SA228埋土)
3　暗灰黄色粘質土
     (SA228埋土)

f′f1

SB004

SP11

1

1

2

1

2SA227SP5

1
2

1　暗灰褐色粘質土
2　暗灰色砂質土
3　暗黄灰色砂質土
     (掘り過ぎ？)

0 2m
1

3

32

2

1

h h′

SP10

SP2

SP12 SP13

SP14
SP15

SA228

SP6
SP5SP4

SP3

cc′

d
d′

e
e′

f
f′

g
g′

SP8

SA227 SD005

SB003

SP17

SP16

県302T

32.0m

32.0m

32.0mh′h 1

2

2

d′d

j′j

e′e

k′k 32.0m

32.0v 32.0m

2
2

1

2
3

1瓦 2 3

SP9

SP7

SP1

i
i′

j

j′
k

k′

1 2



－43－

第４節　ツジＮ地区の遺構

　各柱穴から８世紀後半の土師器・須恵器の細片が数点出土した。

SA227【Ⅰ期前半・Ⅰ期後半？】（図42・46）

　SA227は，調査区南西端において，４間（柱間1.4～ 1.8ｍ，総長6.6ｍ）以上の東西方向の柱穴列

として検出された。主軸は，Ｎ－５°－Ｅである。東側と西側ともに調査区外の南側に延びている

ため，遺構全体の規模は不明である。建物の一部であることも想定される。検出面の標高は，31.8

～ 31.9ｍを測る。各柱穴の平面形は，径0.8～ 1.0ｍの円形ないし不整円形を呈している。柱穴を断

図45　SA226遺構実測図（縮尺１/100）
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ち割り，土層観察を行なったところ，柱痕跡や柱抜取穴が確認された。断ち割りを行なった柱穴底

面の標高は31.3ｍであった。

　他の遺構との重複関係としては，SP5がSB004の柱穴によって切られている。また直接的な重複

関係は無いが，調査区外においてSA226と直交すると考えられる。

　各柱穴から８世紀代の土師器・須恵器の細片が数点出土した。

SA228【Ⅰ期前半・Ⅰ期後半？】（図42・47）

　SA228は，調査区東側において，４間（柱間1.8～ 3.0ｍ，総長8.8ｍ）以上の東西方向の柱穴列と

して検出された。主軸はＮ－４°－Ｗである。調査区外の東側に延びているため、遺構全体の規模

は不明である。検出面の標高は，31.7～ 31.8ｍを測る。各柱穴の平面形は，長軸が1.0～ 1.2ｍの円

形ないし不整円形を呈している。柱穴を断ち割り，土層観察を行なったところ，柱抜取穴が確認さ

れた。断ち割りを行なった柱穴底面の標高は31.5ｍであった。

　他の遺構との重複関係としては，SP2・４がSB004の柱穴によって切られている。

　各柱穴から８世紀代の土師器・須恵器の細片が数点出土した。

SA229【Ⅱ期？】（図42・47）

　SA29は，調査区東側において，４間（柱間2.2～ 2.4ｍ，総長9.6ｍ）以上の東西方向の柱穴列と

して検出された。主軸は，Ｎ－１°－Ｅである。調査区外の東側に延びているため，遺構全体の規

模は不明である。検出面の標高は，31.7～ 31.9ｍを測る。各柱穴の平面形は，径約0.8ｍの円形な

いし不整円形を呈する。柱穴を断ち割っての土層観察は行なっていない。

　他の遺構との重複関係としては，直接的な柱穴の切り合いは無いが，SB081と重複している。

　検出時に各柱穴から古代の土師器・須恵器の細片が数点出土したが，図化可能なものは無かった。

図46　SA227遺構実測図（縮尺１/100）
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（３）鋳造関連遺構

　0401Ｔ調査区の西側のツジⅤ層上面からは，鋳型・炉壁の破片や鋳物残滓と考えられる鉱滓な

どが出土する土坑，被熱した石と多量の焼土・炭とともに土器片が出土する落ち込みなどが集中し

て検出されている。また，その周辺において検出された小ピット数基の埋土からも鋳型が出土して

いる。鋳型の観察から，羽釜の鋳造遺構と考えられるが，それ以外のものと考えられる鋳型片も混

在している。こうした状況から，備後国府Ⅲ期のこの場所に鋳造に関連する施設が存在し，生産活

動が行われていたものと考えられる。

SK101【Ⅲ期】 （図 42・48・49）

　SK101は 0401Ｔの中央南端において検出された。遺構の大半は調査区外の南側に広がっている

と考えられる。調査区南壁面から約1.9ｍ分が検出されており，掘方の平面形は不整形である。検

出面の標高は31.7ｍ，検出面から深さは約20cmであった。

　断面の土層観察から，埋土は最下層に大量の鉱滓と灰混じりの黒灰色粘質土（２c層），中層に鉱

滓を含んだ橙茶褐色～橙褐色の砂質土（２a・２b層），上層に灰混じりの暗灰色土が堆積する。

　埋土および遺構周辺から，鉱滓が小コンテナで４箱程度が出土し，その他には瓦片数点と土師器・

須恵器の細片があわせて小コンテナで１箱程度が出土した。

　他の遺構との重複関係としては，SD087を切っている。遺物出土状況から，鋳造にともなう鉱滓

の廃棄土坑と考えられる。

SK102【Ⅲ期】（図42・48・50，表21）

　SK102は 0401Ｔの西側において検出された。掘方の平面形は径約1.7ｍの不整円形を呈している。

検出面の標高は31.8ｍ，検出面からの遺構の深さは約30cmであった。他の遺構との重複関係とし

ては，SB081・082の上位に位置するが，柱穴との直接的な切り合いは無かった。

　基本的な埋土の状況は，下層の炭混じりの暗茶灰色砂質土，上層に炭と灰の混じる暗灰色砂質土

図47　SA228・229遺構実測図（縮尺１/100）
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図48　ツジＮ地区鋳造関連遺構群配置図（縮尺１/100）

図49　SK101遺構実測図（縮尺１/40）
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が堆積する。そのほかの埋土の特徴として遺構壁面に焼土層，底面に炭層が薄く堆積している箇所

があり，上層と下層の間にも炭層を薄く挟んでいた。

　埋土から土師器を中心に須恵器などが小コンテナで１箱程度が出土している。土師器杯，須恵器

蓋・杯，白磁Ⅳ類椀が出土し，その他はほとんどが細片であった。

図50　SK102遺構・出土遺物実測図（縮尺１/40・１/4）

図51　SK103遺構・出土遺物実測図（縮尺１/40・１/4）
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SK103【Ⅲ期】（図42・48・51・52，表21，図版３）

　SK103は 0401Ｔの西端において検出された。掘方の平面形は一辺約2.0ｍの不整方形を呈してい

る。検出面の標高は31.9 ｍ，遺構底面の標高は31.6 ｍであった。他の遺構との重複関係は見られ

図52　SK103出土鋳型・炉壁実測図（縮尺１/4）
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図53　SK104遺構実測図（縮尺１/40）

なかった。基本的な埋土の状況は，最下層には炭混じりの灰褐色砂質土と粘土ブロックを多く含む

黄白色粘質土，中層にはかなり被熱した砂質土・粘質土や粘土ブロックが入り混じっており，上層

として炭・焼土混じりの砂質土が堆積していた。遺構の底面を精査したところ，北半部分に平面形

が径30～ 40 cmの円形で深さ約10cmの窪みが２箇所と，それをつなぐような幅約20cmで深さ約

５cmの溝が検出された。この遺構底面の窪みは，木材こそ残っていなかったが，鋳型を組み上げ

て固定していた掛木の設置痕跡と考えられる。南側に対となる掛木の設置痕跡が想定されるが，調

査当初の土層断ち割りのため検出することができなかった。

　埋土各層から鋳型および炉壁の破片が大量に出土している。鋳型の出土量は小コンテナで24箱

程度であった。鋳型の構造としては，外枠となる粗い土で形成された粗型にきめ細かな土が表面に

施された二層構造となっている。外型となる鋳型には，横方向の溝（凹線）が施されたものや平滑な

面をもつものが存在する。また，この他に白磁Ⅴ類椀が１点出土し，図化不可能な瓦片が１点と土

師器と須恵器などがあわせて小コンテナで２箱程度出土している。

　本遺構は，遺物の内容や出土状況などから，羽釜の鋳造遺構と考えられる。

SK104【Ⅲ期】（図42・48・53，図版３）

　SK104はSK103の北東側において検出された。

掘方の平面形は長軸（北東方向）約1.0 ｍ，短軸

約 0.9 ｍのほぼ円形を呈している。検出面の標

高は31.9ｍ，検出面からの深さは５cmと浅い。

　断面の土層観察から，下層に焼土混じりの淡

茶褐色砂質土（２層），上層に橙～白黄色粘土（１

層）が堆積しており，上層と下層の間には極め

て薄く炭と灰の層が存在する。埋土からの出土

遺物としては，瓦器（産地不明）・土師器・須恵

器の細片が少量出土している。

　他の遺構との重複関係としては，SD093を切

っており，数基の小ピットに切られている。

SX105【Ⅲ期】（図42・48・54，図版３）

　SX105はSK104の南西側において，不整形の浅い落ち込みとして検出した。検出面の標高は31.8

～ 31.9ｍで，検出面からの深さは10cmを測る。遺構内には大きく分けて２箇所に，10～ 40 cm大

の被熱した花崗岩などの集石が存在している。

　断面土層観察から，埋土は下層に淡黄褐色の細かな砂，上層に炭や焼土をかなり多く含んだ暗灰

色の砂質土が堆積している。埋土からは，SK103から出土している鋳型や炉壁と同じ砕片が出土し

たほか，土師器を中心に須恵器などが小コンテナで１箱程度が出土している。土師器甕・皿，須恵

器壺の底部が出土し，その他は細片であった。

　他の遺構との重複関係としては，SD093を切っており，数基の小ピットに切られている。
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図53　SK104遺構実測図（縮尺１/40）

なかった。基本的な埋土の状況は，最下層には炭混じりの灰褐色砂質土と粘土ブロックを多く含む

黄白色粘質土，中層にはかなり被熱した砂質土・粘質土や粘土ブロックが入り混じっており，上層

として炭・焼土混じりの砂質土が堆積していた。遺構の底面を精査したところ，北半部分に平面形

が径30～ 40 cmの円形で深さ約10cmの窪みが２箇所と，それをつなぐような幅約20cmで深さ約

５cmの溝が検出された。この遺構底面の窪みは，木材こそ残っていなかったが，鋳型を組み上げ

て固定していた掛木の設置痕跡と考えられる。南側に対となる掛木の設置痕跡が想定されるが，調

査当初の土層断ち割りのため検出することができなかった。

　埋土各層から鋳型および炉壁の破片が大量に出土している。鋳型の出土量は小コンテナで24箱

程度であった。鋳型の構造としては，外枠となる粗い土で形成された粗型にきめ細かな土が表面に

施された二層構造となっている。外型となる鋳型には，横方向の溝（凹線）が施されたものや平滑な

面をもつものが存在する。また，この他に白磁Ⅴ類椀が１点出土し，図化不可能な瓦片が１点と土

師器と須恵器などがあわせて小コンテナで２箱程度出土している。

　本遺構は，遺物の内容や出土状況などから，羽釜の鋳造遺構と考えられる。

SK104【Ⅲ期】（図42・48・53，図版３）

　SK104はSK103の北東側において検出された。

掘方の平面形は長軸（北東方向）約1.0 ｍ，短軸

約 0.9 ｍのほぼ円形を呈している。検出面の標

高は31.9ｍ，検出面からの深さは５cmと浅い。

　断面の土層観察から，下層に焼土混じりの淡

茶褐色砂質土（２層），上層に橙～白黄色粘土（１

層）が堆積しており，上層と下層の間には極め

て薄く炭と灰の層が存在する。埋土からの出土

遺物としては，瓦器（産地不明）・土師器・須恵

器の細片が少量出土している。

　他の遺構との重複関係としては，SD093を切

っており，数基の小ピットに切られている。

SX105【Ⅲ期】（図42・48・54，図版３）

　SX105はSK104の南西側において，不整形の浅い落ち込みとして検出した。検出面の標高は31.8

～ 31.9ｍで，検出面からの深さは10cmを測る。遺構内には大きく分けて２箇所に，10～ 40 cm大

の被熱した花崗岩などの集石が存在している。

　断面土層観察から，埋土は下層に淡黄褐色の細かな砂，上層に炭や焼土をかなり多く含んだ暗灰

色の砂質土が堆積している。埋土からは，SK103から出土している鋳型や炉壁と同じ砕片が出土し

たほか，土師器を中心に須恵器などが小コンテナで１箱程度が出土している。土師器甕・皿，須恵

器壺の底部が出土し，その他は細片であった。

　他の遺構との重複関係としては，SD093を切っており，数基の小ピットに切られている。
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SD085【Ⅲ期】 （図 42・48）

　SD085は 0401Ｔの西側，SK101と SK102との間で検出された小溝である。中間部分で約97°に

屈曲している。幅約40cm，検出面の標高は31.8ｍで，検出面からの深さは５～10cmであった。

　埋土は淡褐色の粗い砂層で，土師器・須恵器の細片が少量出土している。

　遺構の重複関係としては，SB081～ 083の上位に位置している以外確認できなかった。検出面や

SK103をはじめとする鋳造関連遺構の周囲を囲繞するような形で検出されていることから，これら

の遺構と関連する溝である可能性が高い。

ピット【Ⅲ期】（図42・48・55，表21，図版３）

　0401Ｔ調査区の西側のツジⅤ層上面では，検出された主要な鋳造関連遺構のほかにその周辺に

おいて検出された小ピットＰ４・９の埋土からも鋳型が出土している。

図54　SX105遺構実測図（縮尺１/40）

図55　鋳造関連遺構群ピット内出土遺物実測図（縮尺１/4）

第６章　ツジＣ・Ｅ・Ｎ地区の遺構

Y＝98,565

SD093

0 2m

X＝－157,431

SK104

SK103

f

f′

f
f′

2
1

32
.0
m

1
　
暗
灰
色
砂
質
土
(炭

・
焼
土
混
じ
り
)　

　
2
　
淡
黄
褐
色
細
砂

0 10㎝

1

2
3

SX105



－51－

第５節　小結

　ツジ地区の遺構変遷については，各調査地点の遺構の重複関係と遺物包含層および検出遺構面に

よって部分的に整理され，各概要報告において報告されている。しかし，これまでにＣ地区の方形

区画をはじめ周囲に広がる国府関連施設の遺構群について，総括的な遺構配置や変遷等の検討は行

なわれていない。そこで，ツジ地区全体の古代の遺構群と出土遺物および遺物包含層の帰属時期の

再整理を行い，遺構変遷について得られた成果を本節においてまとめる。

　なお、遺物についての詳細な所見は第９章を参考にされたい。

遺構の変遷（図56～ 60）

【備後国府に先行する時期】：７世紀後半

　Ｃ地区・Ｅ地区・Ｎ地区各地区において，該期の遺構・遺物は確認されていない。

【備後国府Ⅰ期】：７世紀末頃から８世紀後半

　備後国府Ⅰ期は古代の基盤層であるツジⅦ層上面での検出遺構群である。遺構の時期や重複関係

から，備後国府Ⅰ期のうち前半と後半の遺構の配置変化が認められ，加えて瓦の採用が想定される

ことから画期が認められる。よって，Ⅰ期前半の時期を７世紀末頃から８世紀前半とし，Ⅰ期後半

の時期は，８世紀中葉から８世紀後半とする。

　Ⅰ期前半のＣ地区およびＥ地区に，溝によって画された方形区画施設が設置され，Ｃ地区の方形

区画施設はⅠ期後半において継続している。従って，備後国府Ⅰ期のツジ地区の遺構については，

前半と後半に分け，さらにＣ・Ｅ・Ｎ各地区別に遺構の状況について記述する。

【Ⅰ期前半】：７世紀末頃から８世紀前半（図56）

Ｃ地区

　Ｃ地区全体を区画溝で画した方形区画が出現する。方形区画内部には，北東側に短期仮設的な工

房関係遺構が機能し，中央部から北東側にかけて正方位主軸の建物施設が複数棟造営され，建物施

設群は配置をやや変えて建替えが行なわれている。

　Ｃ地区の北端と東端にほぼ正方位の区画溝SD206と区画溝SD141が設置され，それぞれ区画の

北と東を画している。平成 25年度の地中レーダ探査の成果をふまえれば，Ｃ地区の区画規模は，

北辺東西約108.1 ｍ，東辺南北121.2 ｍ，南辺東西100.6 ｍ，西辺南北115.0 ｍとなり，やや西辺が

さらに西に傾く不整な方形区画となる。Ｃ地区方形区画の北辺区画溝SD206 は短期的に消滅し，

１ｍほど北側にずらしてSD207 として再設置されたものと考えられる。区画溝の内側において，

築地塀あるいは土塁といった遮蔽施設の痕跡は確認されていない。しかし，区画内部に存在する建

物施設と区画溝との距離（柱穴外側端部から区画溝内側端部まで）は，確認されている箇所で1.5～

3.5ｍの空間が存在しており，区画溝を伴って何らかの遮蔽施設が存在していた可能性がある。

　方形区画内の北東側には，７世紀末ないし８世紀初め頃や８世紀第Ⅱ四半期頃の漆が付着した須

恵器長頚壺や鉱滓といった遺物が出土する工房関係と考えられる遺構が存在する。SX033・115・116・

212・213・269は，不整な平面形を呈する落ち込みで工房関係の廃棄土坑と見られる。一方で，Ｃ

地区北東側の区画溝SD206の南側に存在するSX211については，ほぼ長方形の平面形を呈する浅い

掘り込みの底面が平坦な竪穴状で，他の工房関係の遺構と様相が異なり，作業場的な施設が想定さ

れる。これらの工房関係遺構は，いずれも長期に施設が機能していた可能性は低く，一時仮設的に

第５節　小結
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機能したとものと考えられる。

　Ｃ地区方形区画内の中央部から北東側にかけて，正方位の掘立柱建物群が造営されている。特に

北東側のSB121，SB118，SB216は，それぞれSB122，SB119，SB217へと建替えられ，建物の北

側柱筋を揃えて規則性が高められた配置へと変化している。工房関係遺構 SX211 に先行する

SB202については，SB118や SB121と柱筋が揃っていることから，規格性を持って造営された可能

性が高い。一方，方形区画内中央部のSB110，SB242はほぼ同じ場所において，それぞれSB110a

からSB110bへ，SB242aからSB242bへ建て替えが行なわれている。その一方で，Ｃ地区方形区画

内の西半側や中央部東側において，建物施設の展開は見られない。

　Ｃ地区方形区画内の中央部からやや北東よりに存在するSX117からは，ガラス小玉54個が納め

られた奈良三彩蓋付小壺が出土しており，施設造営に伴う地鎮関係遺構と考えられる。詳細な帰属

時期は不明だが，Ⅰ期後半も含めた８世紀代の遺構と考えられる。

Ｅ地区

　Ｅ地区では，Ｃ地区方形区画の東側に隣接する形で，地区の南西側に区画溝が出現するが，短期

的に埋没する。Ｅ地区においてもＣ地区と同様の方形区画が存在すると想定されるが，その規模は

判然としない。区画内部には中央部西側付近に，正方位主軸の建物施設SB042が造営されている可

能性がある。

　Ｅ地区では，まず西辺を画する区画溝 SD016 と南辺を画する区画溝 SD125 が設置される。

SD016と SD125は，Ｌ字状に接続して南西隅を画している。Ｅ地区の区画の全体規模は不明であ

るが，東側と北側に山塊が控えているという地理的制限を考慮してもなお，Ｃ地区方形区画と同規

模の正方位の方形区画が展開する余地は十分存在している。区画溝SD016・125は，一部遺構底面

に掘削時の工具痕跡と考えられるような凹凸が残置しており，長期に遺構が開口していない可能性

が高く，短期的な消滅が想定される。SD125 の南側には，並行関係にある SD127 が存在する。

SD127は遺構底面までの深さが浅く，残存状況が悪い可能性を考慮すれば，SD125とともにＥ地区

の南辺の一部が二重の区画溝であった可能性が高い。

　Ｅ地区区画内において，Ｃ地区のような複数棟の建物施設は，現況で確認されていない。中央部

西側付近に正方位の掘立柱建物SB042が１棟確認されているが，柱穴からの出土遺物は少なく，時

期の特定は現況では難しい。該期の地区内において確実な建物施設が現状のところ確認されておら

ず，区画および区画溝設置に伴う内部施設の状況について未確定な部分が多い。

Ｎ地区

　Ｃ地区・Ｅ地区のような区画溝で囲繞される区画は確認されていない。Ｎ地区の西側には主軸が

東に傾く掘立柱塀が設置され，中央部南よりに正方位主軸の建物施設（？）が造営されている。

　Ｎ地区において，現状ではＣ地区との境にＣ地区方形区画の北辺にあたる区画溝SD206・SD207

が存在するのみで，他にＥ地区の区画溝として認識できる遺構は確認されていない。

　Ｎ地区の西側には，正方位より東に主軸が傾く掘立柱塀SA226，SA227，SA228が検出されてい

る。掘立柱塀の内，SA226の南端とSA227の西端は調査区外で接すると考えられ，少なくともＬ

字状に屈曲していると想定される。各掘立柱塀の柱穴埋土の出土遺物から，８世紀代という時期は

与えられるが，詳細な帰属時期は不明である。

第６章　ツジＣ・Ｅ・Ｎ地区の遺構
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第５節　小結

　Ｎ地区の中央部やや南よりには，SB082・SB084といった正方位主軸の施設が存在しているが，

部分的な柱穴列の検出となっているため，掘立柱塀の可能性もある。

図56　ツジ地区遺構変遷図①（縮尺１/1,250）
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【Ⅰ期後半】：８世紀中頃から８世紀後半（図57）

Ｃ地区

　備後国府Ⅰ期前半に造営された区画溝は継続的に機能しており，Ｃ地区方形区画が保持されてい

る。方形区画内部の中央北側には，方形区画中軸線上に正方位の東西棟で構成される中心的建物施

設群が強い規格性を持って並列的に造営される。一方，前段の時期に正方位主軸の建物施設が複数

棟造営されていた方形区画北東側には，総柱建物を含む小規模な建物施設が東西に並んで設置され

ている。加えて，該期には方形区画南東側において，正方位の建物施設が設置されている。その一

方で，方形区画内の西半側や中央部東側は，前段の時期と同様に代表的な建物施設の展開は認めら

れない。

　Ｃ地区方形区画の東辺区画溝SD141は SD140として再設置され，北辺区画溝SD207は継続して

存在していることから，方形区画は維持されていると考えられる。

　方形区画中軸線上の北端に廂を持つ東西棟SB151が築造され，その南側に東西方向の掘立柱建物

SB111・112の２棟がSB151と柱筋を揃えて並列的に築造されている。さらに南側のSB244につい

ても，同様に柱筋を揃えた掘立柱建物の可能性が高く，最大で４棟の正方位の東西棟が南北に並列

的に配置されていると想定される。方形区画中軸線上の東西棟群の内，最も北側に存在するSB151

は，少なくとも南面に廂を有しており，区画内の建物配置や柱穴や柱間規模から，方形区画内の中

心的大型建物である可能性が高い。

　区画中軸線上の東西棟群の西側には，桁行７間以上の南北方向の長舎建物SB007 が存在する。

SB007は，南北方向の桁行の柱間が2.2～ 2.6ｍであるのに対して，梁行が1.6ｍと狭い構造となっ

ており，掘立柱塀などの遮蔽施設である可能性も想定しておきたい。

　方形区画内の北東側には，小規模の雑舎的な掘立柱建物SB215と総柱構造のSB120とが東西方

向に並んで設置されている。

　方形区画内の南東側にも建物SB134が築造されており，その後SB133に建て替えられている。

　この他に，Ｃ地区方形区画内には，区画内部をさらに区画していたと考えられるような塀や溝が

確認されている。

Ｅ地区

　Ⅰ期前半に見られた区画溝は消滅しており，区画溝の再設置や代替するような囲繞施設は見られ

ないため，区画としての存在が判然としない。地区の中央部西側付近に，正方位の掘立柱建物

SB042が確実に存在している。

Ｎ地区

　地区の西側に存在する正方位より東に主軸が傾く掘立柱塀群は，詳細な帰属時期が判然としない

ため，該期において存在している可能性がある。該期の地区西側には，やはり正方位より東に主軸

が傾く小規模な掘立柱建物が築造されている。地区の中央部南よりには，前段の時期から正方位主

軸が継承されており，同じ場所で新たな建物施設（？）が造営されている。地区の東側には，基盤層

であるツジⅦ層の一部が自然流路によって流入した砂層が広く堆積しており，安定性を欠くためか，

建物施設が存在しない。

　地区西側の正方位より東に主軸が傾く小規模建物SB230と SA228は位置関係が近接し過ぎてい
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るため，併存は困難と考えられる。

　地区の東側の正方位主軸の建物SB083は，前段の時期のSB084，SB082と同じ位置に築造されて

いる。

図57　ツジ地区遺構変遷図②（縮尺１/1,250）
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　備後国府Ⅰ期のツジ地区において，特筆すべき出土遺物に陶硯と瓦が挙げられる。陶硯について

は，特にＣ地区において高い出土傾向が認められ ,備後国府Ⅰ期を通じて硯が使用される状況にあ

ったと考えられる。瓦については，出土状況から具体的な瓦葺建物の位置は特定することはできな

かったが，８世紀中頃に瓦葺建物が造営されていると考えられる。

　以上の状況から，Ⅰ期前半のツジ地区は，まず区画溝による方形区画が設置され，Ｃ地区方形区

画内の一部に奈良三彩小壺を使用した地鎮や仮設工房的な活動が窺え，Ｃ地区およびＥ地区におい

て正方位を意識した建物施設が造営されている。

　Ⅰ期後半のツジ地区は，Ｃ地区方形区画内に中心的大型建物を中心に規格性が高い建物群が整然

と配置され，一部建物施設に瓦が葺かれるなど施設の充実が窺える。加えて，Ⅰ期を通じての継続

的な陶硯類の出土状況や，杯・杯蓋・皿など供膳形態主体の器種構成から，備後国府の本格的整備

に伴って居住と文書行政が主体となるような官衙施設＝館が展開していた可能性が高い。

【備後国府Ⅱ期】：８世紀末頃から１０世紀末頃（図58）

　Ⅱ期の遺構群はツジⅥ層上面での検出遺構群であり，ツジⅤ層によって覆われている。時期は８

世紀末頃から10世紀末頃とした。Ｃ地区方形区画の外郭線である区画溝が埋没し，方形区画は消

滅している。また建物配置において，前段の備後国府Ⅰ期後半のような規格性は見られない。しか

し，ツジ地区内における建物群の正方位主軸は継続されており，中には礎石建物や廂付建物など主

屋となるような大型建物が各所に存在している。また，建物施設のほかに，正方位の小規模な塀・

溝の遮蔽あるいは区画施設が部分的に確認されていることから，範囲は不明ながら小規模に区画が

されていた可能性が高い。以上のような状況から，該期のツジ地区は大規模に施設配置が変化する

時期といえる。

　備後国府Ⅱ期以降のツジ地区の遺構配置は，Ｃ・Ｅ・Ｎ各地区においてⅠ期のような一定の区画

を想定し得るような囲繞施設が確認されていない状況となっている。このため，遺構のまとまりを

基にした各小地区別に記述することが困難な状況であるため，ツジ地区全体として記述を行なう。

　Ｃ地区方形区画を画していた区画溝は消滅し，前段の時期まで存在していた広範囲に及ぶ区画施

設は見られない。また，Ｃ地区方形区画中軸線上に造営された中心的建物施設群も消滅し，その場

所には小規模な雑舎的建物SB152・SB153が見られるだけで，大型建物は存在しない。

　地区全体の建物配置の傾向として，北側から南側へ建物施設が展開する傾向が窺える。また，地

区中央部のSB055・SB059・SB274，北側のSB004，東側のSB043のように，礎石建物あるいは廂

付建物といった格式の高い大型建物が各所に存在している。

　地区中央部のⅠ期に建物施設の展開が見られなかったＣ地区方形区画内の西半側や中央部東側に

該当する場所で，建物施設や掘立柱塀や溝が造営されている。中でも，SB055・SB274は掘立柱建

物から礎石建物に建て替えられ，SB059は東面に廂を持つなど，他の建物施設より規模も大きくよ

り格式の高い建物として存在している。地区中央部東側では，９世紀前半頃の溝群（SD035・036・

067・068・069）の後にSB057や SB059などの建物施設が10世紀後半まで配置を変えながら築造さ

れている。Ⅱ期の約200年という時間幅のなかで，範囲・規模について明らかではないが，再整備

が行なわれた可能性は高いと考える。備後国府Ⅱ期後半の10世紀後半頃には，地区中央部に井戸

が設置される。
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第５節　小結

　地区の南端では，Ｃ地区方形区画の区画溝が埋没した後，掘立柱建物が築造されている。Ⅰ期を

通じて存在した方形区画による建物配置が見直され，Ｃ地区一帯で建物施設の再配置が行なわれた

ものと理解できる。SB135は，10世紀後半にSB136に建て替えられている。なお，SB135の北側に

図58　ツジ地区遺構変遷図③（縮尺１/1,250）
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存在するSB133については，出土遺物からⅠｂ期の遺構として扱っているが，SB135と柱筋が揃っ

ていること，加えて一部柱穴（SP1）出土遺物に10世紀代の黒色土器Ａ類が見られ，帰属時期につ

いて不安要素を有していることから，Ⅱ期まで存続し並存する可能性も指摘しておく。

　Ⅰ期のＮ地区に相当する地区北西側では，主軸が東に傾く遺構群は消滅し，ほぼ正方位主軸の建

物施設が設置されている。SB004は，ほぼ正方位の南北二面廂付の大型建物であり，掘立柱建物か

ら礎石建物へ建て替えられている。Ｎ地区東側では，９世紀代に正方位の小規模建物SB081が築造

され，その後10世紀代に溝群が造営されている。

　ＣからＮ地区にかけては建物配置の変化が見られるが，Ｅ地区においては正方位の東西棟SB043

ａ・ｂが大型建物としてⅠ期とほぼ同じ場所で建て替えられながら存続している。SB043aは，Ⅰ

期に築造されたSB042の位置から，やや南西側にずらした位置に建て替えられている。詳細な時期

は判然としないが，９世紀代にSB043aは，さらに北面に廂を持つ構造のSB043bへの建て替えが

行なわれている。SB042からSB043a・SB043bに変遷するこの建物施設は，ほぼ同じ場所で重複し，

規模や構造が近似していることから，同じ機能を持った建物と想定される。

　備後国府Ⅱ期のツジ地区を最も特徴付ける出土遺物として，緑釉陶器・灰釉陶器・初期貿易陶磁

器・陶硯が挙げられる。いずれも出土点数・出土重量において，備後国府関連遺跡中でＣ地区が最

高値を得ており，該期を通じて継続的に搬入されている状況が明らかとなった。この他に，９世紀

代の瓦が少量出土している状況から，瓦葺建物が存続していた可能性が高い。

　以上のように，Ⅱ期のツジ地区では，国府施設の大規模な再整備が行なわれ，大幅に建物施設の

配置が変化している。その一方で，前段のⅠ期から建物施設の正方位主軸は継続しており，各所に

格式の高い大型建物施設とそれに伴うと考えられる雑舎的建物施設が造営されている。さらにツジ

ＣからＮ地区にかけては，該期の国産施釉陶器・貿易陶磁器が継続的かつ多量に搬入されているこ

とが確認されている。こうした高級陶磁器類の集中出土，加えてⅠ期から継続的に陶硯類が出土す

るという傾向から，遺構のまとまりとして規模と範囲は判然としないが，ツジＣ・Ｎ地区には居住

的空間と役所的空間が一体となった館が想定される。ツジＥ地区については，Ⅰ期とⅡ期を通じて

建物配置や出土遺物の傾向についても変化がみられないことから，同じ施設機能が継続していると

考えられる。隣接するＣ・Ｎ地区と比較して，建物配置変化や出土遺物の傾向において異なる様相

を示しながら，正方位志向の施設配置をとる共通性が見受けられる。地区全体としては未調査部分

が多いため，その性格や位置付けは今後の課題となろう。

【備後国府Ⅲ期】：１１世紀初頭から１２世紀後半（図59）

　ツジ地区において，大型建物は確認されておらず，遺構の状況が大きく変化する時期である。Ⅲ

期の遺構群はツジⅤ層上面での検出遺構群であり，ツジⅣ層によって覆われている。時期は11世

紀初頭から12世紀後半である。

　ツジ地区全体において，大型建物は消滅し，小ピット群と井戸・土坑・小溝といった構成となる。

地区の南端には，11世紀後半に土器集中部SX149が出現しており，大量の土師器の小皿・杯・白色

土器写しとされる柱状高台が出土している。その後，12世紀の前半にSD147や SE145・146が造営

され，さらに12世紀の後半にSD138や SE192が造営されている。Ｃ地区中央やや南側付近に存在

するSE262（廃絶時に礎石の投げ込みか？）・263については，10世紀後半～11世紀後半というⅡ

第６章　ツジＣ・Ｅ・Ｎ地区の遺構
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第５節　小結

期からⅢ期にかけての大きな時期幅が与えられているが，Ｃ地区の中央部分から周辺に向かって時

期の新しい井戸が築造されていく傾向が窺える。

　ツジ地区北側では，11世紀代に鋳型や鋳物滓が出土する鋳造関連遺構群（ＳＫ101～ 104・ＳＸ105

図59　ツジ地区遺構変遷図④（縮尺１/1,250）
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など）が造営されている。Ｎ地区西側では，11世紀末～12世紀前半にSE233が造営されている。

　該期の主要出土遺物として，Ｎ地区とその北西に隣接するホリノ河内地区を中心に貿易陶磁器の

ほか，楠葉産黒色土器，瓦器といった11世紀後半から12世紀前半の資料の集中出土範囲が広がっ

ている。硯類については，ツジ各地区から前段の時期から継続して風字硯や長方硯といった定型硯

が出土しているほか，転用硯あるいは石硯の出土がみられる。該期の瓦は確認されておらず，瓦葺

建物の修復は想定できない。

　以上のように，Ⅲ期のツジ地区では，柱穴が小規模化し，建物構成の検出が困難となっている。

しかし，ＣあるいはＮ地区に一帯には，Ⅱ期から継続する遺物の出土傾向から，国府を背景とした

活発な高級陶磁器の搬入と消費活動が窺えることから，国司館としての機能が存続していた可能性

が高い。加えて，詳細な帰属時期は判然としないが，Ｎ地区において11世紀後半から12世紀前半

頃に短期的ではあるが生産活動の痕跡が認められる。

【備後国府Ⅳ期】：１２世紀末頃から１３世紀代（図60）

　前段のⅢ期と同様に，基本的には小ピット・小溝・井戸・土坑による構成である。ツジⅣ層上面

での検出遺構群である。時期は12世紀末頃から13世紀代である。

　Ｃ地区の中央南側に，井戸SE284・285・287が造営される。特にSE287の埋土下層から12世紀

末～13世紀初めの和泉型瓦器，埋土中層から13世紀中頃～後半の草戸Ⅰ期より古相の土師質土器

椀が出土しており，該期の代表的な遺構となっている。

　Ｅ地区には，正方位とは異なる小規模建物SB132が存在する。

　該期の出土遺物として，貿易陶磁器が挙げられるが，地区全体における出土量は，前段のⅢ期と

比較して激減するといってよいほど減少傾向を見せている。また，陶硯・瓦の出土も無い。ただし，

12世紀末頃～ 13世紀初めの和泉型瓦器が，ホリノ河内地区・ツジＮ地区に偏って出土しており，

Ⅲ期の貿易陶磁器の出土傾向に従うような傾向が窺える。

　以上のように，Ⅳ期のツジ地区は遺構の状況から，前段のⅢ期からの変化が見られず，建物施設

の配置状況は判然としない。貿易陶磁器の出土量は減少するが，少なからず出土している。ツジ地

区が中世府中の中心として利用されていたような状況は窺えない。

　以上，ツジ地区の変遷を追ってみた。今回の各時期の遺構および検出面と遺物包含層の整理によ

って，小規模な調査区設定による調査成果をひとまず整理できたと考える。

　ツジ地区では，備後国府Ⅰ期前半とした７世紀末頃から８世紀初頭に区画を伴った官衙施設が一

帯に造営されて以降画期を経ながら，遅くとも備後国府Ⅰ期後半とした８世紀中頃から国府施設と

して，備後国府Ⅳ期とした13世紀代まで継続的に空間利用されていたことが明らかとなった。

　【参考文献】

　　藤岡謙二郎　1969『国府』吉川弘文館
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第５節　小結

図60　ツジ地区遺構変遷図⑤（縮尺１/1,250）
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第７章　金龍寺東地区の遺構

1．概要

　金龍寺東地区は，ツジ地区の北西約500ｍの地点に位置する。また，備後南部では最も古い時期

に創建された伝吉田寺跡の東に隣接している。その伝吉田寺の塔跡から約70ｍ東の地点を，1991

年に市教委が調査（9103T）し，乱石積基壇をもつ礎石建物（SB001：旧建物Ａ）を確認したことが発

端になり，周辺部の確認調査が実施されることとなった。そして，SB001の建物の性格について，

伝吉田寺跡の一部であるのか，別の寺院跡なのか，官衙に関連したものなのかを明らかにするため，

市教委が1993年から2001年まで重点的に確認調査を実施した。遺構が広がっていなかった地点も

含めて，金龍寺東地区として調査した総調査面積は1,857㎡である。

　1993年度の調査（9301～ 06Ｔ）ではSB001の基壇規模を確認し，1994年度には9301～ 06Ｔの西

側（9401Ｔ）で別の基壇をもつ建物（SB006：旧建物Ｂ）を検出したほか，SB001の南側（9402・03Ｔ）

で礎石の抜き取り跡と思われる遺構（SB020：旧建物Ｃ）を検出した。次いで1995年度には，SB020

が確認された地点を拡張して調査（9502 Ｔ）し，一辺１ｍ以上の柱穴で構成される掘立柱建物跡

第７章　金龍寺東地区の遺構

第１節　金龍寺東地区の遺構

図61　金龍寺東・伝吉田寺地区調査区配置図（縮尺1/2,000）
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（SB038：旧建物Ｄ）を確認した。

　その後1998年度（9801Ｔ），1999年度（9902Ｔ）の調査により，SB038が桁行 4間×梁行2間

の東西棟であったことが明らかになり，さらにSB038の北で，柱穴間に溝を持つ掘立柱建物跡（SB072：

旧建物Ｆ）が確認され，SB038と SB072に重なって，桁行8間×梁行2間の南北棟のSB039（建物

Ｅ）も確認された。そのほか，隣接する伝吉田寺跡との境界が推定された地点（9903 Ｔ）では，

井戸（SE082）と南北方向の溝状遺構（SX080）が確認され，さらに2000年度（0001Ｔ）調査で，

中島を持つ苑池遺構（SG086）を確認した。また，遺跡の範囲については，1997年度の調査（9702

Ｔ）で確認された東西方向の溝（SD048）を境に，南方では建物跡が確認されず，遺物も極端に減

　

図62　金龍寺東地区主要遺構配置図（縮尺1/500）
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ることから，SD048が，遺構集中域の南端を区画する溝の可能性があり，遺跡の南限と考えられた。

　この金龍寺東地区および伝吉田寺跡の遺跡の範囲については，北側には現況の比高差で約40ｍ

の崖線が北側背後に迫っており，北限を想定することができる。南側についても，金龍寺東地区で

はSD048付近，伝吉田寺地区では県67吉田寺調査で設定された推定寺域ラインおよび1994・95下

水立会の瓦出土状況から，SD048を西に延長した辺りに推定することができる。だが，伝吉田寺跡

と金龍寺東地区の境界および，金龍寺東地区の東端については，区画施設等の遺構が確認されてお

らず，不詳のままである。

　なお，金龍寺東地区の一部は，府中市指定史跡「金龍寺東遺跡」に指定され，遺跡の保存と活用を

目的として1993年に公有地化されている。

2．基本層序

　金龍寺東地区においては，SB001や SB006が確認された地点〈北部〉と掘立柱建物や溝，苑池が

検出されている地点〈南部〉がある。北部と南部は水路で分断されており，連続した基本層序を設

定することはできなかった。尚，9703Tは，他調査区と距離があること，遺構も確認されていない

ことから，除外する。

　北部については，SB001周辺（9103T・9301～ 06T・95金龍寺東下水）とSB006周辺（9401T）

においても，異なる様相を示すため，基本層序を設定できなかった。よって，それぞれ遺構のとこ

ろで個別に取り扱う。

　南部については，次のとおりである。

　Ⅰ～Ⅲ層は，近世以降の造成土で，遺跡周辺が近年にかなり地上げされている。

　Ⅳ層は，中世～近世までの堆積層で，複数層に分層され，水田層もこれに含まれる。分層された

それぞれの面でピットが検出される。小型の柱穴で構成される掘立柱建物が展開する。

　Ⅳｇ層：古代の遺構廃絶後の整地層と捉えられる。鉄分の沈着が顕著な層で，ほとんどの調査区

に堆積し，11世紀後半から12世紀代の土器を包含している。上面では小ピットが数多く検出され

ており，この層を境に，小型の柱穴で構成される掘立柱建物が展開する。

　Ⅴ層：古代の包含層である。主に8世紀～9世紀の遺物を包含している。掘立柱建物の展開して

いる場所では，上下の２層（上層・下層）に分層できる地点があり，Ⅴ層下層の上面で，南北棟の 

 　表８　金龍寺東地区基本層序対照表〈南部〉

 

基本層序 
94年度

（9402/03T）
97年度
（9702Ｔ）

95/98/99年度
（9501/02/9801
/9902T）

99年度
（9903T）

00年度
（0001T）

01年度
（0001～  
　  03T）

 Ⅰ層 
Ⅱ・Ⅲ層
 Ⅳ層

 Ⅳｇ層  

Ⅴ層 

Ⅵ層 
Ⅶ層 
Ⅷ層 

 
 
 

  

  

1 , 2層
3層
4層
4ｇ層

5層
6層

（6a層の一部）
8 , 9層
10層

11～14層

1層
2層

3 ， 4層
4ｇ層

5層
（SD048）

6層
7層
8層

1 ， 2層
3層

3 ， 4層
4ｇ層

5層
6層

7層
8層

9 ， 10層

1層
2 ， 3層
4層
4ｇ層

5層（SX081）

-

6層
7層

8～10層

1層
2 ， 3層
4層
4ｇ層

4h・4i層（苑池新）

5層
（苑池古）

-
7層
8層

1層
2 ， 3層

-
-

-

-
-

4 , 5層
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掘立柱建物（SB039）などが検出されている。

　Ⅵ～Ⅷ層：古代以前の堆積層である。Ⅵ層上面から，東西棟の掘立柱建物跡などの遺構を確認し

ている。

 以上が，基本層序の概要である。調査区により，確認できる層とない層，基本層序でおさえられ

なかった層が存在する。また，0101～ 03Tでは，近世以降に大きく削平されて，古代～近世の包

含層（Ⅳ・Ⅴ層）がみられなかった。標高からも，古代の遺構が削平された可能性が高い。

3．主要遺構

（１）掘立柱・礎石建物

SB038【Ⅰ期】（図64，表20，図版5）

　9802Tで全体を検出した桁行４間（8.0 ～ 8.1 ｍ），梁行２間（4.1 ｍ）の東西棟の掘立柱建物跡で，

主軸方向はN－ 1～ 2°－Ｗである。柱穴の間隔は北側柱が西から2.1，1.9，1.9，2.0 ｍ，南側柱が

西から2.1，1.9，1.9，2.1ｍで，東・西妻柱はともに2.0～ 2.1ｍ間隔である。柱穴の規模は，一辺

0.9～ 1.0× 0.9～ 1.1ｍの隅丸方形もしくは長方形，やや方形に近い円形であり，検出面からの深さ

は，約0.7～ 0.8ｍである。柱痕跡を残すものと抜き取られたものがある。柱の痕跡から柱の径は約

20㎝と推定される。

　Ⅶ層上面で検出され，SK062（9801T）やSX067（9801T）に削平されている。建物の時期は，8

世紀前半～後半頃と考えられる。

　SB038の約1ｍ北に建物とほぼ平行する溝（SD054）がある。SB038の雨落ち溝かもしれない。

SB072【Ⅰ期】（図65，表20，図版5）

　9902Tで検出された桁行４間（8.2～ 8.3ｍ），梁行２間（4.1ｍ）の東西棟の掘立柱建物跡で，主軸

方向はN－1～2°－Ｗで，柱筋溝状遺構がみられる。柱筋溝状遺構の規模は幅0.2～ 0.3ｍで，検出

面からの深さは0.15ｍ前後である。断面と一部掘下げによる観察の結果，溝の底には凹凸の窪みが

図63　基本土層図（縮尺1/100）
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みられた。木材をはめ込んだ痕の可能性があり，板壁付の建物であったと推定される。

　柱間は，北側柱間が西から，2.2ｍ，1.9ｍ，1.9ｍ，2.3ｍで，南側柱間が西から，2.1ｍ，1.9ｍ，

1.9ｍ，2.4ｍとなり，両端の柱間が広い。南北方向の柱間は，2.0～ 2.1ｍである。柱穴の平面形は，

径0.6 ～ 0.9 ｍの円形または不整円形で，北側柱中央の柱穴においては，検出面からの深さが0.52

～ 0.68ｍで，中央に径20㎝程の柱痕跡が認められている。また，SB072の内側で，軸を同じくす

る土坑が３基並んで検出されており，性格は不祥であるが，SB072に伴う遺構の可能性がある。

　遺構の検出面はⅦ層上面で，SD020や SX062に削平されている。遺物は，柱穴（SP3）埋土から

須恵器の杯蓋（図65－ 1）が出土している。遺構の時期は，８世紀前半から後半と考えられる。

図64　SB038・SD054遺構実測図（縮尺1/100）

図65　SB072遺構・出土遺物実測図（縮尺1/100・1/4）
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SB001【Ⅱ期】（図66～ 68，表20，図版4）

　9103T・9301～ 06T・95金龍寺東下水の調査区で確認した乱石積基壇をもつ礎石建物跡である。

層序　

　黄色系の粘質土と暗灰褐色土が交互にブロック状に入った版築状の土層（14層）が基壇盛土で

ある。14層の下面，17層の上面はほぼ平坦であり，まず周辺を平坦に整地したとみられる。また，

基壇外装を破壊しないように土層観察トレンチを設定しているため明確ではないが，基壇の石組の

下に，整地面の17層を溝状に掘り込んだと思われる15層があり，周囲を広く平坦に整地した後，

基壇予定地の周囲に小さな溝を掘って，基壇を構築するための目安にした可能性がある。また，基

壇の上層には，主に3～ 6層（古代末から中世の包含層）が堆積しており，基壇上では小ピットを

中心とする数多くの上層遺構が検出されている。

礎石建物

　桁行5間，梁行4間の四面廂建物
1）
と考えられる。主軸方向はほぼ真北（Ｎ－1°－Ｗ）とみられる。

　礎石４ヶ所，根石４ヶ所を確認しているが，基壇上面の標高は，北端（9302T）で約31.5ｍ，南

端（95金龍寺東下水）で約30.7～ 31.0ｍであり，上層からの攪乱に加え，南半では基壇の上面が大き

く削平されており，礎石の痕跡がない場所は削平された可能性が高い。元位置を保っていると考え

られる北半部の礎石３ヶ所と南半部の根石４ヶ所から建物の規模を復元したところ，桁行3.6ｍ（12

尺），梁行が3.0ｍ（10尺）の３間×２間の身舎に，奥行3.0ｍの廂が廻る構造の建物であったこと

が推定された。基壇の出は，南北方向が3.1～ 3.2ｍ（約11尺）で，東西方向が約4.1ｍ（約14尺）

図66　SB001周辺土層図（縮尺1/100）
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であり，軒の出は4.5ｍ（15尺）程度あったと考えられ，組み物を必要とする格式の高い建物であ

ったと思われる。全体の平面規模は，桁行16.8ｍ（56尺），梁行12ｍ（40尺）となる。

　また，基壇上で建物と軸を同じくする川原石を6個分検出している。建物に関係する遺構の可能

性があり，須弥壇の地覆石である可能性も否定できない。

図67　SB001遺構・出土遺物実測図（縮尺1/200・1/4）
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基壇

　東西約 25ｍ，南北約 18.3 ｍの規模で，

四方に階段が取り付き，南辺に犬走りを

伴うものである。基壇外装は自然石を用

いた乱石積で，平坦面を外側に向けて垂

直に積んだことが窺える。２～３段残存

する箇所が多く，一段目の石に 40 ～ 50

㎝大の比較的大きな自然石を使用してい

る。

　階段は，南・北・西面で確認されている。

南面が 9.6 ｍ（32 尺）幅である。北面と

西面は，全体を検出できていないが，確

認された状況から，北面が，幅約１間（約

3.6ｍ），西面が，幅約1間（約3ｍ）であったと思われる
2）
。東面は確認できていないが，おそらく

西面同様の階段があったと考えられる。奥行きはいずれも約90㎝（3尺）で，北面と西面では，奥

行き45㎝（1.5尺）で2段の階段が復元できる。南面も奥行き約90㎝であるが，基壇の復元高が約

1.1～ 1.2ｍと推定され，３段以上の階段であった可能性が高い。

　犬走りは，南辺の階段取り付け箇所から東に約7ｍ検出されている。基壇外装が造られた後に施

工されたと考えられ，南面に約30㎝大の石を一段たてならべ，基壇との間を少し小振りの石や瓦

片等で丁寧に埋めたものであった。被熱した石や瓦片（軒平瓦１型式）が使用されており，他の建

物からの転用もしくは，SB001の基壇修復に伴うものの可能性が考えられる。

　また，基壇南の階段南端から約50㎝南で敷石が検出されている。建物のほぼ中心線上で，上面

の平坦な石を6個以上使用しており，南北幅約50㎝，東西幅約60㎝以上である。建物に伴う敷石

であろう。敷石の範囲は不明であるが，建物の前面に施工されたようである。

時期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　建立時期については，基壇盛土（14層）から９世紀代の須恵器・土師器が出土しており，出土

土器からは９世紀代の建立と考えられる。しかし，基壇周囲から瓦が多量に出土するので瓦葺建物

であったことは間違いないが，金龍寺東地区で主体となる軒瓦は８世紀前半のものであることから，

同じ場所に８世紀代の前身建物があった可能性も考えられ，時期については今後の調査で再検証す

る必要があろう。

　どちらにしても，建物周辺からは９～10世紀代の遺物が出土しており，９～10世紀代の金龍寺

東地区において，主要な建物であったことは間違いない。

SB006【Ⅱ期】　（図69，表20）

　SB001の基壇西端から約20ｍ西の地点（9401Ｔ）で検出している。基壇東辺の外装石と考えら

れる石列と，礎石落とし込み穴，礎石抜取穴と考えられる土坑からなる遺構で，規模は不明である

が，乱石積基壇を持つ礎石建物跡と考えられる。基壇はほぼ全面で削平されていたが，微・細砂を

含む暗褐色土と灰～黄褐色土をブロック状に交互に積み重ねた13層が基壇盛土と考えられる。石

図68　SB001平面模式図（縮尺1/400）
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列は約 3 ｍ確認し，東約 50㎝の場所で浅い溝

（SD011）を検出した。雨落ち溝の可能性がある。

遺物は出土しなかった。時期については，基壇

盛土（13層）より下層（18層）から掘り込まれ

た溝（SD008）やピット（P76）から８世紀後半

～９世紀初頭の須恵器が出土しており，備後国

府Ⅰ期には遡らないことが判明している。

SB020【Ⅱ期】（図70）

　9402・03T及び 9501Tで，根石状の石が残る

礎石抜取穴２基が確認されている。Ⅴ層から掘

り込んでいる。

　ほかに対応する礎石や抜取跡が確認されてい

ない
３）
ため規模は不明であるが，上層の遺構で削

平されたと推測すると，西方や北方に広がるこ

とが想定される。建物の軸方向はほぼ真北で，

想定される柱間は南北2.1～ 2.4ｍ（7～ 8尺）で

ある。

図69　SB006遺構・出土遺物及び9401T南壁実測図（縮尺1/100・1/4）

図70　SB020遺構実測図（縮尺1/100）
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SB039【Ⅱ期】（図71）　　　　　　　　　　　　　

　9801T及び 9902Tにて検出

された掘立柱建物跡で，桁行

８間（約18.8ｍ），梁行２間（約

3.8 ｍ）の南北棟の長舎建物で

ある。　 

　建物の主軸方向は，真北で，

柱穴の間隔は，東側柱が，北

から2.25，2.25，3.0，2.25，2.25，

2.25，2.1，2.3mで，西側柱が，

北から2.25，2.25，3.0，2.25，

2.25，2.25，2.25，2.25mである。

北妻柱の間隔は 1.9 ～ 2.0m，

南側妻柱は 1.9 ｍ等間である。

柱穴の平面形は，径 50.0 ～

90.0㎝の円形または不整円形

を呈しており，検出面からの

深さは，20.0 ～ 65.0㎝を測る。

柱の抜取穴があるものと柱痕

跡が認められるものがあった。

一部の柱穴上には検出面と同

じ高さで 10 ～ 20㎝大の石が

確認されており，礎石に建替

えられた可能性もある。構成

している柱穴の配列から，北

側の４間分は総柱の構造である。

また，北側から３番目と４番

目の柱穴間が 3.0 ｍと広いこ

とが特徴的である。２棟の建

物にわかれる可能性も残る。

　検出面はⅤ層上面で，時期

は 9 世紀以降と考えられる。

遺構の重複関係については，

SD075，SK078 に削平されて

おり，SB038，SB072，SK062

（9902T）を削平している。

図71　SB039遺構実測図（縮尺1/100）
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（２）苑池遺構

SG086（古）【Ⅱ期】（図72・73，図版5）　　　　　　

　0001Tで確認された苑池遺構
4）
で，Ⅶ層上面で検出している。遺構は0001Ｔ調査区のほぼ全域に

及び，調査区外にも大きく広がっていると考えられるため，全容は不明であるが，規模は南北15

ｍ以上，東西23ｍ以上，深さ0.4～ 0.5ｍである。埋土下層に粘性の強い粘質土層が堆積しており

池の跡と考えられる。小礫や約50cm大の石が出土したものの，護岸施設の痕跡は確認できなかっ

た。素掘りの池であろう。長方形状に残されている箇所があり中島と考えられる。中島の検出面で

の標高は 30.4 ｍ前後で，上面規模は，南北約 6.8 ｍ，東西約 5.3 ｍである。また，調査区の西端

図72　SG086出土遺物実測図（縮尺1/4）
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図73　SG086（古）・（新）遺構実測図（縮尺1/200）
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で，半島状に陸が突き出た箇所が確認されており中島となる可能性があるが，調査区外に及ぶため，

中島であるか池の西岸であるのかは確認できなかった。

　遺構の重複関係としては，SX085を削平している。

　遺物は，小コンテナ箱で，須恵器２箱，土師器１箱，瓦類14箱程度が出土した。そのうち，埋

土下層の粘質土層（５c層）から，８世紀前半の須恵器や瓦のほか，9世紀代と思われる丹塗土師器

が出土しており，造られた時期は9世紀代と考えられる。その後，中島周辺部が埋め立てられて，

SG086（新）の状態となる。

SG086（新）【Ⅱ～Ⅲ期】（図72・73，図版5）

　SG086（古）の東半部が埋め立てられた段階の遺構である。SG086（古）同様に全容は不明だが，規

模は東西19ｍ以上，南北14ｍ以上である。護岸施設は確認されなかった。底面は比較的平坦で，

標高は29.6～ 29.7ｍである。Ⅳg層が最終的な埋土として堆積する。遺構の深さは，Ⅳ g層上面か

ら計測して，約0.6～ 0.7ｍである。

　埋土から大量の遺物が出土した。出土量は，埋土上層（Ⅳ g層）から小コンテナ箱で須恵器４箱，

土師器等１箱，瓦類59箱程度，埋土中・下層（4h・i層）から小コンテナ箱で須恵器５箱，土師器７

箱，瓦類109箱程度出土し，大半が瓦類である。「大畠」とかかれた墨書土器（図177-3）や唐三彩（図

197-1）なども出土している。土師器には灯明皿として使用されたと考えられる口縁部に煤が付着し

たものが多く出土している。

　時期は，埋土下層（４ i層）出土の土器から，池を一部埋め立てて，新段階になった時期は10世紀

後半と考えられる。最終的にⅣｇ層が堆積しており，11世紀後半～12世紀前半頃に埋没したと考

えられる。尚，４ｈ層から瓦器2点（図72-36・37）が出土したが，須恵器や土師器の時期とは異なっ

ており，一部上層の遺構を４ｈ層として掘り下げた可能性がある。

（３）　溝

SD021【Ⅰ・Ⅱ期】（図74・75）

　9402・03T，9801T，9902Tで検出された南北方向の溝で，長さ約37ｍ程が検出されている。Ⅵ

層上面で確認され，埋土上部にSX070が構築されている。検出面の標高は30.2～ 30.3ｍで，9402T

では幅1.6～ 1.88ｍ，深さは0.18～ 0.22ｍ，9801Tでは深さ0.5～ 0.6ｍであった。埋土の堆積状況

から，大きく上層と下層に分けられ，9502Tの北壁ではSD021にⅤ層上層が被っているが，9902T

では埋土上層は一部Ⅴ層下層を掘り込んでおり，溝埋土の上層と下層で時期の経過が窺える。出土

遺物からは，下層は８世紀代，上層には９世紀前半の土器が含まれる。よって，遺構の時期は，８

世紀後半頃から９世紀前半頃と考えられる。

SD036【Ⅰ期】（図74）

　9501Tで確認された南北方向の溝で，9402・03Tの西壁では，Ⅴ層としていたものである。幅は

約1.75ｍで，長さ約18ｍ分を検出した。深さは0.5ｍ程度である。時期は出土遺物から8世紀後半

である。

SD042【Ⅰ期】（図74）

　9502T南壁で検出された溝で，平面ではうまく検出できなかった。断面は逆台形を呈し，深さは

約0.5ｍであるが，調査区外へ続くため，幅や長さ等の規模は不明である。SD037に削平されてい
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るため，時期は９世紀前半以前と考えられる。須恵器の枡（図197－ 10）が出土している。

SD037【Ⅱ期】（図74・75）

　9501Tで検出された真北方向の溝である。長さ約18ｍ分を検出した。西端は調査区外へ広がる

ため，幅は不明である。深さは0.5ｍ前後で，断面形は台形を呈し，部分的に２段掘りとなってい

る。検出面の標高は30.3ｍ前後である。漆の付着した須恵器の壺や鉢が出土している。時期は出土

遺物から９世紀前半頃である。

図74　南北溝（SD021・SD036・SD037）実測図（縮尺1/250・1/50）
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SD040【Ⅱ期】（図62）

　9902T 等で検出された東西方向の溝で，SB001 の基壇南面から約 12 ～ 13 ｍ南に位置する。

9402Tでは，長さ約6ｍ分を検出している。検出面での溝幅は1.8～ 2.4ｍ，深さ0.1ｍで断面皿状

の溝である。9902Tでは，南側のかたが約1.4～ 3.2ｍ分検出されている。

　遺構の重複関係は，SB039やSD036を削平し，SX079に削平されている。時期は９世紀後半以降

と考えられる。

SD048【Ⅱ期】（図62，図版5）

　9702Tで検出された東西方向の溝状遺構である。調査区の西端から東端まで約22ｍを検出して

いる。南側のかたのみを検出し，検出面の標高は30.3～ 30.4ｍで深さは西端で0.16ｍ，東端で0.4

ｍ以上である。0101Tでは確認されなかったが，遺構の標高から，削平された可能性がある。

　遺構の時期は，検出面がⅤ相当層であることから，9世紀以降と考えられる。出土遺物には，須

恵器・土師器・瓦があるが，小片ばかりで，時期を特定することができなかった。

　性格としては，区画の溝と考えられるが，苑池遺構の一部である可能性も残る。

図75　SD021出土遺物実測図（縮尺1/4）

図76　SD037出土遺物実測図（縮尺1/4）
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図77　SX070遺構実測図（縮尺1/100）

（４）　井戸

SE082【Ⅰ期】（図62）

　9903Ｔで検出している。平面形は直径約1.9ｍの円形と思われるが，約半分が調査区外に続くた

め不詳である。石組や井戸枠・井筒などの痕跡はみられず，素掘りの井戸であったと考えられる。

上部にSX081が存在することから12世紀以前に埋まったものであることは間違いない。

　土層断面から，遺構の検出面は，Ⅶ層上面と考えられるが，詳細な時期は不明である。埋土に殆

ど遺物を包含していないうえに，下層から出土した遺物もないことから，古い時期【Ⅰ期】の可能

性を考えたい。

（５）　その他の遺構

SX035【Ⅰ期】（図62）

　9501Ｔの報告（「府市３」）で，礎石抜き取り跡１～９として報告されたもので，Ⅶ層上面で検

出されている。検出された遺構は，平面・断面ともに不整形で，検出面からの深さは0.1～ 0.2ｍと

浅いが，SD037に上面を0.4ｍ以上削平されたと思われることや概ね南北方向に並んでいることか

ら，柵や建物跡の可能性がある。遺構の時期は，検出面と他の遺構との重複関係から，８世紀と考

えられる。

SA084【Ⅰ期】（図62）

　0001Tで検出された浅い土坑が，東西方向に４基並んで確認されている。柵もしくは建物を構成

する柱穴の可能性がある。柱穴とした場合，柱間は，東から3.3，3.6，3.3ｍである。検出面の標高

は30.0ｍ前後で，SX085に削平されている。時期は8世紀前半頃と考えられる。

SX085【Ⅰ期】（図62）

　SB038の西約5ｍの地点に位置している。0001Tで検出さ

れた不整形で浅い落ち込みである。

　検出面の標高は30.0ｍ前後で，深さ15㎝程度である。８

世紀前半の漆塗りの須恵器杯が出土している。SG086（古）

に削平されている。時期は8世紀前半～後半頃と考えられる。

SX070【Ⅱ期】（図74・77）

　9801T の北西隅と 9902T の南西隅で確認されている。

9801Tでは，10～ 40㎝大の川原石で構成されるが，南半部

はしっかりと石材が敷き詰められ，北半部は崩れたような状

況を呈していた。上面の標高は30.2～ 30.3ｍ前後で，SD020

の埋土上に構築されていた。9902Tでも同様で，10～ 50㎝

大の川原石が南北方向に2.0ｍ前後，東西方向1.0ｍ前後の範

囲で敷き詰められており，上面の標高は30.2～ 30.3ｍであっ

た。下部施設等はなく，SD021の埋土上に集石していたこと

が確認されている。一旦途切れているものの，南北に続く一

連のものと捉えられる。SD021との関係や性格は不明である

が，SD021が埋没した後のゆるい地盤を強固にする目的で石
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が入れられた可能性があり，通路などの存在が推測される。時期は9世紀前半以降と考えられる。

SX032【Ⅲ期】（図62）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　9501～ 9402Tにまたがって検出された落ち込みで，瓦類が集中して出土し，瓦集中部として報

告している。検出面の標高は30.2 ｍ前後，規模は東西約5ｍ，南北約5ｍ，断面形は皿状を呈し，

深さは最大で約0.2ｍであった。落ち込みの上層部に多量の瓦片とともに炭等がレンズ状に堆積し

ていた。瓦の多くは磨滅が激しく，ほとんどが二次的に被熱していた。遺物は小コンテナ箱で，瓦

類が約150箱，土器片が約3箱であった。土器はすべて被熱していた。10世紀代の土器が出土して

おり，遺構が形成された時期は10世紀後半～10世紀末と考えられる。

SX067【Ⅲ期】（図62）

　9801Tで検出された不整形の落ち込みで，SB038，SK062・SK063を削平している。東西方向で

約5.5 ｍを検出し，調査区外東方に続いている。検出面の標高は30.3 ｍである。埋土は４層あり，

下層が薄く堆積したあと，一気に埋まった状況がみられた。遺物は比較的多く，小コンテナ箱で，

須恵器4箱，土師器等3箱，瓦類5箱程度である。8世紀後半～10世紀代の遺物が出土しており，

遺構の埋没時期は10世紀後半～10世紀末頃と考えられる。

SX079【Ⅲ期】（図62）

　9902Tで検出された不整形の落ち込みで，SB072（旧建物Ｆ），SD041を削平し，SD075に削平

されている。東西方向約4.5ｍを検出し，調査区外東方に続いている。検出面の標高は30.3ｍ前後

で，深さ約 65㎝である。大きく上層と下層に分けられ，上層は短期間に埋まったと考えられる。

出土遺物や土層の状況が，SX067と良く似ており，同じ遺構の可能性がある。遺物は小コンテナ箱

で，須恵器2箱，土師器等1箱，瓦類5箱程度である。遺構の埋没時期はSX067と同じ 10世紀後

半～10世紀末頃と考えられる。

SX080【Ⅲ期】( 図 62）

　9903Ｔで検出されたほぼ南北方向の浅い溝状の遺構である。11世紀後半の土師器が出土したピ

ット（9903T-P1）の上に堆積するとともに，出土遺物に12世紀前半～後半頃の須恵器椀（府6－ 33

－12）がみられ，上部に瓦集中部（SX081）がある。検出面の標高は30.2ｍ前後，幅は4.5～ 5.6ｍで，

深さは0.1～ 0.3ｍで，南（SE082上部）にいくほど深くなっていた。周辺よりへこんだ地形のとこ

ろへ土が堆積して形成されたものであろう。周辺の整地に伴って埋没した遺構と考えたい。

　なお，遺構埋土と井戸上層からは，小コンテナ箱で66箱程度の遺物が出土し，そのうち64箱は

瓦類で，上部の瓦集中部（SX081）を中心に出土したものである。遺構の時期は，11世紀後半から12

世紀代と考えられる。

3．小結

　備後国府の時期区分を用いて，金龍寺東地区の遺構変遷について述べる。

【備後国府Ⅰ期】：７世紀末頃から８世紀後半　

　Ⅵ層やⅦ層上面で確認された遺構群で，SA084，SX085とともに，Ⅵ層面で確認された南北に並

ぶ東西棟の掘立柱建物（SB038，SB072）や南北溝SD021下層とSD036もこの時期の遺構である。南

北溝は掘立柱建物跡の西側にあり，遮蔽施設の存在を類推することができる。SX035も塀になる可
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図79　金龍寺東地区遺構変遷図②
　　　　　　　　　（縮尺1/1,000）

能性がある。さらに，SE082もこの時期もので

あろう。

　また，隣接する伝吉田寺と同笵である８世紀

前半の軒瓦（軒丸瓦２ｂ型式・軒平瓦１型式）

が出土するため，８世紀前半において，建物の

特定はできないが金龍寺東地区に瓦葺建物が建

設されたことも推定される。さらに，８世紀後

半には，国府と同笵の平城宮式軒瓦（軒丸瓦３

ｂ型式・軒平瓦２（Ⅱ）型式）で補修している。

　備後国府Ⅰ期には，正方位を志向した遮蔽施

設を伴う施設が設置されている。掘立柱建物と

ともに，瓦葺建物の建立も想定され，瓦葺建物

は８世紀後半には国府と同笵の軒瓦で補修され

ることから，施設の性格は明らかにできないが，

寺院もしくは国府に関係する官衙施設が造営さ

れたものと考えたい。

【備後国府Ⅱ期】：８世紀末頃から10世紀末頃

　８世紀末～10世紀前半頃（Ⅱ期①）と10世

紀後半～末頃（Ⅱ期②）に分けて記述する。

Ⅱ期①　８世紀末頃から１０世紀前半頃

　金龍寺東地区の施設の南を区画すると考えら

れる東西溝（SD048）が出現するとともに，南

北溝（SD021上層やSD037）の東側に南北棟の

長舎建物（SB039）が建てられ，西側には中島

をもつ苑池（SG086）が築造されるとともに，

山寄せには，乱石積基壇を伴う瓦葺礎石建物

（SB001）が造営されるなど，遺構配置や構造

に大きな変化が認められる。

　遺構としては，SB001，SB006，SB020，SB039，

SG086（古），SD037，SD048，SX070が当該期

のもので，SD021（上層）が９世紀前半頃まで機

能していたとみられる。

　北部と南部で基本層序を設定できなかったた

め，北部のSB001やSB006と，南部のSB039や

SD037との併存関係は明確でないが，山寄せに

礎石建物2棟が造営され，その南側に苑池が築

造された９世紀代に大きな画期が見いだせる。

図78　金龍寺東地区遺構変遷図①
　　　　　　　　　（縮尺1/1,000）

X＝－157,250

X＝－157,300

Y＝98,050

SE082

0 20m

0 20m

X＝－157,250

X＝－157,300

Y＝98,050

SG086（古）

SA084
SX085

SX035 SB072

SB038

SD021

SD054

SD021
SD036

SD037

【備後国府Ⅰ期】

【備後国府Ⅱ期①】

SD048

SD021

SD039SD037

SB
020
SB
020

SD021

SD040

SD037

SB001
SD006



－79－

第１節　金龍寺東地区の遺構

図79　金龍寺東地区遺構変遷図②
　　　　　　　　　（縮尺1/1,000）
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山寄せには，乱石積基壇を伴う瓦葺礎石建物

（SB001）が造営されるなど，遺構配置や構造

に大きな変化が認められる。

　遺構としては，SB001，SB006，SB020，SB039，

SG086（古），SD037，SD048，SX070が当該期

のもので，SD021（上層）が９世紀前半頃まで機

能していたとみられる。

　北部と南部で基本層序を設定できなかったた

め，北部のSB001やSB006と，南部のSB039や

SD037との併存関係は明確でないが，山寄せに

礎石建物2棟が造営され，その南側に苑池が築

造された９世紀代に大きな画期が見いだせる。
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図80　金龍寺東地区遺構変遷図③
　　　　　　　　　（縮尺/1,000）

　遺構の前後関係としては，８世紀後半頃に東

西棟の掘立柱建物（SB038，SB072）がなくなり，

９世紀初頭から前半に，東西棟があった位置に

南北棟の長舎建物（SB039）が建てられ，南北溝

（SD021）の下層が埋まる。さらにその後，SD021

の上部に石が入れられSX070ができる。そして，

SD021 の西側には，９世紀前半に新しい南北溝

（SD037）が造られる。一方でSD037が造られる

前に，規模は不明であるが礎石建物（SB020）が造

営されたようである。掘立柱建物（SB039）と礎石

建物（SB020）が併存していたかどうかは明らかで

ないが，SB039とSD021やSD037は併存していた

と考えられる。その後，SB039廃絶後の９世紀後

半から10世紀前半頃に東西溝SD040ができる。

　９世紀代には，掘立柱建物の北側山寄よせに

瓦葺礎石建物（SB001）が造営され，SB001の西側

にも礎石建物（SB006）が建てられ，苑池（SG086）

も同時期に築造されたと考えられる。

　SB001の創建時期については課題が残るが，周囲からは９～10世紀代の土器（土師器）が多く

出土しており，９～10世紀代に施設が機能していたことは間違いない。丹塗り土師器や灯明皿の

出土がみられ，これらを使用するなんらかの行事が行なわれていたことが窺える。また，SB006の

詳細は不明だが，SB001の西側にも基壇を伴う礎石建物が存在した。

　施設の性格を明らかにするのは容易ではないが，建物の構造や配置，内容が大きく変化している。

新たな役割を担うようになったのかもしれない。

Ⅱ期②　１０世紀後半頃から１０世紀末頃

　10世紀後半頃，苑池（SG086（古））の東側が埋め立てられて，形状を変え，新段階（SG086（新））と

なる。

　瓦葺礎石建物（SB001）は機能しているとみられるが，南北棟の長舎建物があった周辺には，瓦集

中部（SX032）や性格不明の落ち込み（SX067・079）等ができ，多量の瓦とともに10世紀代の土器が

出土している。10世紀後半から末にかけて形成されたものと考えられる。

【備後国府Ⅲ期】：１１世紀初頭から１２世紀後半

　金龍寺地区のこれまでに造営された諸施設が廃絶に向かい，小型の柱穴で構成される掘立柱建物

が展開するようになる。

　11世紀代の遺構として，SX081に削平されたP１（9903Ｔ）が11世紀後半頃のものであり，苑池（SG086

（新））もまだ完全には埋まっていなかったと思われる。SB001などの瓦葺建物がまだ存続していた可

能性はあるが，11世紀前半と考えられる土器は少なく，同じように機能していたかどうかは定かで

はない。
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　そして，11世紀後半から 12世紀前半に，苑

池（SG086）が完全に埋没して周辺が整地される。

SX081もこの頃に埋まったと考えられる。

　Ⅳｇ層をはじめとしてⅣ層が各調査区に広く

堆積して，小ピット等が検出されている。建物

跡の柱の並びは抽出できていないが，小型の柱

穴で構成される掘立柱建物が展開したようであ

る。出土遺物には土師器のほか，白磁や瓦器と

いった搬入品が少量出土している。

　小型の柱穴で構成される掘立柱建物の性格は

はっきりしないが，これまでの役割や機能が失

われて，新たな性格を持った建物等が建てられ

たものと考えられる。

　また，SB001 の基壇の北側で，炉跡状遺構

（SK004）が検出されている。時期は明確でな

いが，SB001廃絶後のものである。ほかにも，94・

95下水立会では，SB001の約 20～ 50m東方と

約 30ｍ西方の地点で，羽釜の鋳型を含む鋳型

片が小コンテナ箱で約1/2箱分出土しており，Ⅲ期以降にこの周辺で羽釜の鋳造が行なわれたよう

である。

【備後国府Ⅳ期】：12世紀末頃から13世紀代

　Ⅲ期に引き続き小型の柱穴で構成される掘立柱建物跡が存続しているとみられる。

　はっきりした建物跡は抽出できないが，SB001の上層では数多くの小ピットが検出され，周辺か

ら13世紀代の白磁や青白磁（表12-3）が数点出土している。

　以上，金龍寺東地区の遺構について時期変遷を追った。しかし，想定される性格については，隣

接する伝吉田寺の存在を無視することはできない。よって，伝吉田寺跡の遺構の変遷とあわせて，

次節以降で検討することとする。

　【註】

　　１）　二面廂建物の可能性もある。東北隅の礎石が原位置を保っているとすると，桁行の柱間が3.6ｍの等間隔となり，

二面廂建物の可能性がある。どちらの構造にしても，格式の高い建物であることは間違いない。備後国府跡調査研

究指導委員会委員三浦正幸氏のご教示による。

　　２）　建物の復元構造や規模については，根石の位置を優先した結果であり，奈良文化財研究所の箱崎和久氏のご教示

に基づいている。

　　３）　9402・03Tの調査では，東側の礎石抜取跡の可能性がある土坑と同時期とみられていたが，9501Tの調査で，検出  

層位が異なる見解が得られたため，はっきりした遺構は根石の残る礎石抜取跡2基のみとなった。

　　４）　護岸施設は見られないが，中島の存在が観賞用の池とみる根拠であり，庭園の池（苑池）と考えられる。

　　　 奈良文化財研究所の小野健吉氏のご教示による。

図81　金龍寺東地区遺構変遷図④
　　　　　　　　　（縮尺/1,000）
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第２節　隣接する伝吉田寺地区の遺構

図82　伝吉田寺地区遺構配置図1）（縮尺1/1,000）

1．概要（図82）

　伝吉田寺跡は，府中市元町に所在する紫雲山金龍寺の境内およびその周辺に位置する。この金龍寺に

ついて，近世の地誌『福山志料』には，「コノ寺モト吉田寺ト云［中略］，傍近ノ田トリ出シトテ，今金剛力士

ノ朽腐セル一体を残ス，旧物ナルヘシ，［中略］　吉田ハ葦田ノ略ナリト云」と記されており，古くからこの地

に寺院跡のあることが知られ，郡名を冠する寺院と考えられている。境内には，塔心礎と伝えられる石が所

在している。

　まず，1942年に当時広島県立府中高校教諭であった豊元国によって発掘調査が行われ，礎石の検出と

ともに，藤原宮式や川原寺式の軒丸瓦，唐草文の軒平瓦が出土し，法起寺式の伽藍配置が推定された。

翌 1943 年に広島県史跡に指定

されている。

　その後，1968年 2月に，指定

地内の開発に伴う緊急対応として，

広島県教育委員会と広島大学に

よる伝吉田寺跡の発掘調査（県

67吉田寺）が行われた結果，塔

跡と推定される一辺 14.5ｍの乱

石積基壇を確認し，講堂跡と推

定される石列等が確認された。

そして，中門跡や東側回廊，南

門の推定位置にトレンチを設定し，

従前の推定線と若干異なる法起

寺式（観世音式）の伽藍配置と，

寺域の範囲を推定した。また，

1942年の調査で出土した種類の

遺物以外に，平安時代の土器や

瓦も出土したことから，伝吉田寺

が平安時代まで存続していたこと

を確認している。調査面積は約

220㎡である。

　その後は，市教委による2件

の

調査（94吉田寺・0303Ｔ）が行われたのみで，市教委調査の総調査面積は26.5㎡である。

　94吉田寺の調査は，講堂跡基壇の南面石積みの延長線上で実施し，石組と礎石を確認し，講堂跡の

建替えに伴う遺構の可能性が推測されている。0303Ｔの調査は，推定寺域の西側区画ライン付近で実施し，

南北方向の砂溝を確認したが，狭小なトレンチ調査であったことから，区画の溝かどうかはわからなかった。

下水道工事路線 下水道工事
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　発掘調査以外では，金龍寺参道や伝吉田寺付近の下水道管埋設工事（幅約1ｍ，深さ約1.5～2ｍ）

に伴って工事立会（94・95下水立会）を実施した結果，推定南門付近と推定中門付近で瓦類が集中

して出土した。南門付近からは小コンテナ箱で約20箱，中門付近からは小コンテナ箱で約11箱の

瓦類が出土しており，それぞれの地点に瓦葺建物の所在を示唆するものと考えられる。

2．主な遺構と遺物（図82・83）

塔跡

　県教委の調査で，１段の石列を，北側および東側の一部と南側で部分的に確認しており，一辺

14.5ｍの基壇規模であることが判明している。上部が削平された可能性が考えられること，礎石や

根石，掘方などは確認できていないことから，建物の規模は明らかでない。

講堂跡

　県教委の調査で，基壇を11.6ｍ，および東南コーナーを確認している。基壇の石は部分的にしか

遺存しておらず，移動しているものもあったが，基壇を構成する土層が段をなしており，基壇端が

おさえられている。礎石は遺存せず，部分的に根石と考えられる石が遺存していたが，掘方などは

確認されていない。講堂基壇の復元規模は，他の同時代の例と塔の規模を考慮して，少なくとも正

面29ｍ（95.7尺），奥行17ｍ（56.1尺）以上と推定されている。

　94吉田寺調査では，県67吉田寺で確認された講堂基壇の南辺の延長線上で石組が確認されてお

り，講堂基壇が改修された可能性が指摘されている。石組の覆土からは瓦や土師器，緑釉陶器片が

出土している。また，石組の掘り方を削平して礎石が据えられている。石組と距離が近すぎること

から，講堂跡とは別の建物が建てられた可能性が高い 2）。

推定回廊跡

　県教委の調査では，塔跡の東側基壇の線から8.1ｍ東で，トレンチの壁面に，東に整った面を向

けた石があること，その西側がやや高くなっていて，瓦や土器類が際立って多く検出されているこ

とから，このあたりを回廊と考えることができるかもしれないとしている。基壇の幅や，その他に

ついても明らかでないが，単廊の可能性が指摘されている。

推定中門跡

　県教委の調査では，塔跡の南側基壇の線から南へ20ｍの地点で，長さ20～ 50㎝の自然石の1段

もしくは2段の乱石積の状況が確認されている。北側は現代の工事で攪乱されていて，石積みの間

から瓦に混じって近世の陶器が出土するので確実ではないが，この石積みを中門跡基壇の南面と推

定している。94・95下水立会で，推定中門付近から小コンテナ箱で約11箱の瓦類が出土しており，

この位置に中門が存在したことを肯定するものと考えられる。

　中門につながる回廊と，塔基壇南面からの距離は20ｍ前後で，講堂の側面につながる回廊の推

定線と塔基壇北面との距離は，ほぼ同じと推測されている。

推定南門跡

　遺構は確認されていないが，中門の基壇と考えられる石積から約35ｍ南の地点の東側で畑と水

田の間が50㎝程度の段をなしており，寺域南限の可能性が指摘されている。94・95下水立会では，

推定伽藍中軸線と南限ライン付近で小コンテナ箱で約20箱の瓦類が出土しており，同地点付近に
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図83　伝吉田寺跡塔・講堂遺構実測図3）（縮尺1/100・1/50）
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南門が存在したことが推定される。

出土遺物

　瓦類，須恵器，土師器のほか，数は少ないが，緑釉陶器，貿易陶磁器，鉄釘などが出土している。

時期は７世紀後半～12世紀以降と幅広い。軒瓦は畿内系の文様をもつ軒丸瓦１・２型式，軒平瓦１・

２型式が出土しており，川原寺式の軒丸瓦１型式を創建瓦とし，藤原宮式といわれる軒丸瓦２型式

と軒平瓦１型式が伽藍整備期（塔跡・講堂跡）の所用瓦である。備後国府と同笵の平城宮式軒瓦（軒

平瓦２型式）も出土しており，修復に使用されたものとみられる。そのほか，製作年代は不詳であ

るが鎌倉時代頃ともいわれる金剛力士像が出土品として伝わっている。

3．小結

堂塔と伽藍配置について

　伝吉田寺については，調査により，塔と講堂の基壇が確認され，回廊跡，中門跡，南門跡の手が

かりが得られたことから，金堂は未確認だが，主軸が約2度西偏する観世音式（広義には法起寺式）

の伽藍配置が推定されている。建物の規模では，塔跡基壇が一辺14.5ｍであり，地方の古代寺院と

しては規模が大きいことも特徴のひとつである。

存続時期について

　造営時期については，出土瓦から７世紀後半に創建され，７世紀後半から８世紀前半に伽藍が整

備されたとみられる。存続時期については，94吉田寺の調査で講堂跡基壇の改修が窺える遺構が

確認されていること，９世紀代の瓦が出土することから，平安時代にも改修されながら存続してい

たことが判明している。加えて，94吉田寺調査では，講堂基壇南辺と想定される石組みから１ｍ

北側の位置に礎石が据えられており，基壇の出が短過ぎることから，古代の講堂跡とは別の礎石建

物が存在した可能性が高い。古代からの堂塔が廃絶した後に，講堂があった場所に別の建物が建て

られたとみられる。

　伝吉田寺の講堂跡に所在して

いる金龍寺については，もと蓮

池山吉田寺という天台宗の大寺

であったが，いつのまにか廃寺

となり，大永５年（1525）に金

龍寺が創建されたという伝承が

ある。94吉田寺調査では，石垣

から中世末の巴文軒丸瓦
4）
が出

土している。廃寺となった時期は明らかでないが，伝承にあるように，一定の廃絶期間をへて現金

龍寺につながる寺が創建されたのであろう。

性格について

　伝吉田寺については，出土する瓦の年代や広がり，堂塔の規模などから，備後南部の中核的寺院

として捉えられている（村上ほか1977，妹尾1998）。また，８世紀後半には，国府や国分寺と同笵

の軒瓦（軒平瓦２型式）が出土しており，国府との関係性が深まったことも窺える。

1 0 10㎝

図84　94吉田寺調査出土巴文軒丸瓦実測図（縮尺1/4）
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図83　伝吉田寺跡　講堂・塔　実測図（縮尺　1/100，1/50）（注２）

　国府周辺の寺院については，国府付属寺院ともいうべき寺院があったとする見解があり，「国府寺」

（角田1938）や「国府付属寺院」（木下1988他）について検討されている。鬼頭清明は，国分寺成

立以前の国司が行った仏教行事について，法制上の措置はみられないが，国庁近くの寺院が，国司

の行なう仏教行事の担い手として選定され利用された可能性が高いとしており（鬼頭1989），備後

国府においては，国衙に近接している伝吉田寺がその役割を担ったと考えられ，国府の仏教行事に

深く関わっていたことが想定される。

　【註】

　　1）県67吉田寺の調査区位置については，調査図面（広島大学考古学研究室所蔵）を，府中市都市計画図に当てはめて作

成した。そのため，いくらかずれが生じている可能性が高いことを了承いただきたい。

　　　 また，講堂跡の復元規模については，『伝吉田寺跡発掘調査概報』（県教委1968）の推定復元図をもとに，東西30m，

南北18mで作図し，回廊については，概報の記述をもとに推定ラインを作図したが，回廊の可能性が指摘される状

況や中門の所在が推測される状況はあるものの，調査で明確な痕跡は検出されていない。 

　　2）石組から礎石までの距離が短すぎるため，石組遺構が伝吉田寺の講堂基壇とすると，この礎石は古代から続く講堂

とは，別の建物のものと考えられる。奈良文化財研究所の箱崎和久氏からご教示いただいた。 

　　3）県67吉田寺の講堂基壇と塔基壇の実測図については，調査図面（広島大学考古学研究室所蔵）に基づいて，作成した。 

　　4）類似する瓦が，山口市の大内氏館跡や凌雲寺跡で出土（凌雲寺式）しており，15世紀末から16世紀初頭の年代観が与

えられており，参考となる。東広島市教育委員会の妹尾周三氏よりご教示いただいた。
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図85　金龍寺東・伝吉田寺地区遺構変遷図①（縮尺1/1,000）

　備後国府関連遺跡の時期区分を用い，金龍寺東地区および伝吉田寺地区の遺構変遷を検討する。

　伝吉田寺地区については主要堂塔以外の遺構が明らかになっていないので細かい変遷を追うこと

はできないが，出土遺物から，塔や講堂が平安時代まで存続したものとして取扱うこととする。

【備後国府に先行する時期】：７世紀後半

　伝吉田寺の創建期とされる時期である。川原寺式の軒丸瓦（軒丸瓦１型式）が少量出土することか

ら，小規模な瓦葺建物（仏堂か）が建立されたことが想定されるが，場所は特定できない。金龍寺東

地区でも出土するため，金龍寺東地区側に建立された可能性もある。

【備後国府Ⅰ期】：７世紀末頃から８世紀後半

　まず，７世紀後半から８世紀前半にかけて，伝吉田寺地区に伽藍が整備され，伝吉田寺地区に遅

れて８世紀前半に，金龍寺東地区に建物の特定はできないが瓦葺建物が建立されたことが想定でき

る。同笵の軒瓦を用いながらも，瓦の製作技法からみた出土割合の違いから，伝吉田寺地区と金龍

寺東地区を分けて，考えることができるようになる。

　金龍寺東地区では，８世紀前半以降，東西棟の掘立柱建物が建てられるなど，伝吉田寺の東側に

隣接して，正方位を志向し，遮蔽施設をともなった施設造営がされている。８世紀前半の漆塗り須
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図86　金龍寺東・伝吉田寺地区遺構変遷図②（縮尺1/1,000）

恵器や転用硯が出土しており，機能の一端を示している可能性がある。

　また，８世紀後半には，伝吉田寺地区で平城宮式軒瓦（軒平瓦２型式）が出土し，金龍寺東地区で

も平城宮式軒瓦（軒丸瓦３ｂ型式・軒平瓦２型式）が出土しており，伝吉田寺と金龍寺東地区の瓦葺

建物が時を同じくして，国府や国分寺と同笵の瓦で補修されたことが窺え，国府との関係性が指摘

できる。

　金龍寺東地区の施設については，伝吉田寺と金龍寺東地区との間に区画施設が確認されていない

ため，同じ寺院の境内地にある施設なのか，違う施設なのかは特定できていないが，伝吉田寺に遅

れて同笵の瓦を用いて瓦葺建物が造営されること，正方位を意識した遺構配置をとることから，伝

吉田寺と一体もしくは，隣接する寺院，官衙に関係する施設のいずれかとして造営されたことが想

定される。

　伝吉田寺は，備後国府と至近距離に存在する寺院で，備後国府の宗教的機能の一端を担っていた

と想定されている。金龍寺東地区の遺構については，伝吉田寺の付属施設かどうか，寺院か官衙施

設であるのかは明確にできないが，国衙整備に並行して，金龍寺東地区の施設整備が進んだと考え

られ，伝吉田寺と同様に国府機能の一端を担った関係施設であったことが想定される。

【備後国府Ⅱ期】：８世紀末頃から１０世紀末頃

　伝吉田寺地区の塔や講堂の様相については不明だが，平安時代前期と考えられる軒瓦（軒丸瓦５
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図87　金龍寺東・伝吉田寺地区遺構変遷図③（縮尺1/1,000）

型式）が出土することから，建物が補修されて機能していることが窺える。

　金龍寺東地区では，施設の南を区画すると考えられる東西溝（SD048）が出現するとともに，東西

棟があった位置に，南北棟の長舎建物（SB039）が建てられ，建物の西側には中島をもつ苑池（SG086）

が築造されるとともに，山寄せには，乱石積基壇を伴う礎石瓦葺建物（SB001）が造営されるなど，

遺構配置や構造に大きな変化が認められ，大きな画期が見いだせる。

　SB001は，２間×３間の身舎に廂が廻る四面廂の礎石建物で，平面規模は，桁行約16.8ｍ（56尺），

梁行約 12ｍ（40尺），軒の出が長い格式の高いものである。その西隣には，SB006が造営される。

SB006の規模や詳細は不明であるが，基壇を有す礎石建物と考えられ，９～10世紀にかけて，東

西に礎石建物が並んでいたとみられる。伝吉田寺との位置関係については，ほぼ真東に位置してお

り，距離は，塔跡基壇の東面からSB001基壇の西面まで約65ｍを測る。伝吉田寺の東側に，礎石

建物が並んで配置されたことになる。

　また，SB001の南西約40～ 50ｍの地点には，苑池（SG086（古））も築造され，庭園を有する施設

が金龍寺東地区に造営されたことがわかる。SB001の創建年代については明確ではないが，９世紀

に苑池が設けられ，９～10世紀に苑池を伴う施設として機能していたことは間違いない。

　また，金龍寺東地区の南限を区画した可能性のある東西溝（SD048）は，県 67吉田寺調査で推定

された伝吉田寺の寺域南限推定線につながるような位置で確認されており，伝吉田寺と金龍寺東地
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図88　金龍寺東・伝吉田寺地区遺構変遷図④（縮尺1/1,000）

区の施設の南限がつながっていた可能性がある。

　伝吉田寺の伽藍の東に，庭園の池（苑池）を有する格式の高い大型の瓦葺礎石建物などで構成さ

れる施設が造営されたことは，国府の影響なしには考えられないであろう。Ⅰ期にひき続いて，国

府機能の一旦を担った関係施設であったことが想定され，宗教的施設もしくは，官衙的な空間を形

成していたことが想像される。

【備後国府Ⅲ・Ⅳ期】：１１世紀初頭から１２世紀後半・１２世紀末頃から１３世紀代

　遺構の時期を明確に区別できないので，Ⅲ期からⅣ期についてまとめる。

　金龍寺東地区では，10世紀後半頃に苑池が一部埋め立てられて形を変え，さらに，南北棟の長

舎建物があった場所には，10世紀後半には瓦溜りなどができ，新たな大型の掘立柱建物は造営さ

れていない。

　金龍寺東地区について，11世紀代の様相は明確にできないが，11世紀とみられる軒丸瓦（図146）

が出土していることからSB001などの瓦葺建物がまだ存続していた可能性はある。苑池も完全には埋

まっていない。しかし，新たな建物跡も確認されず，出土遺物も少ないことなどから，10世紀代

と同じように機能していたとは考えにくい。

　そして， 11世紀後半から12世紀前半に周辺が広く整地され，苑池も埋め立てられ，建物跡の柱

の並びは抽出できていないが，小型の柱穴で構成される掘立柱建物が建てられたようである。
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第３節　小結

SB001の基壇上には，上層から掘り込んだとみられる数多くの小柱穴が確認され，13世紀代の白磁

や青白磁が出土している。また，時期ははっきりとしないが，SB001の北側には炉跡状遺構（ＳＫ005）

が確認され，周辺からは羽釜の鋳型が出土した。Ⅲ期以降，この周辺で鋳造などが行われた

とみられる。

　伝吉田寺についても，塔や講堂などの諸堂塔の行方がはっきりしないが，講堂跡に別の建物の礎

石が確認されていることから，時期は不明だが古代の建物が廃絶した後に，新たな礎石建物が建て

られたとみられる。

　伝吉田寺・金龍寺東地区どちらも，８～９世紀に造営された建物の行方は明確でないが，Ⅲ～Ⅳ

期にかけて廃絶に向かったと考えられ，金龍寺東地区の施設の性格についても，これまで国府に関

係した施設とみていたものから変容したことが想定される。 

　以上，伝吉田寺地区の遺構変遷とともに，金龍寺東地区の遺構変遷について述べた。

　金龍寺東地区の遺構については，所属や配置など明らかでない部分が多い。しかしながら，金龍

寺東地区の遺構にみられる特殊性や変遷の過程は，備後国府と関連づけて考えることで理解できる

ものと思われる。

　古代の地方支配において，宗教施策や仏事は非常に重要な位置を占めていた。備後国分寺と離れ

た位置に所在する備後国府において，国衙の西に近接して所在する伝吉田寺は，国府の宗教施策遂

行に大きな役割を担っていたと想定される。そして，その東側に隣接する金龍寺東地区の諸施設に

ついても，国府の重要施設であった可能性が高く，備後国府の何らかの機能・役割を担った施設で

あったと考えられる。

　【引用・参考文献】

馬屋原重帯 1804『西備名区』
菅茶山 1809『福山志料』
木下良 1983「国府付属寺院について－角田博士の「国府寺」説を承けて－」『角田文衛博士古希記念古代論叢』 
木下良 1988『国府一その変遷を主にして』教育社
鬼頭清明 1989「国府・国庁と仏教」『国立歴史民俗博物館研究報告』20
妹尾周三 2014「備後における奈良時代の軒瓦－「備後国府系古瓦」の再検討一」『考古学雑誌』第 98 巻第 3 号
妹尾周三 2015「瓦から見た古代山陽道の駅家」『考古学ジャーナル』665
谷重豊季 2003「平安時代前期の青目寺についてーその性格を考えるための覚書－」『もとやま』第 30 号記念号
角田文衛 1938『国分寺の研究』考古学研究会
豊元国 1944「吉田寺址（現金龍寺）出土の古瓦に就いて（1）」『備後史談』第 19 巻 3 号
豊元国 1944「吉田寺址（現金龍寺）出土の古瓦に就いて（2）」『備後史談』第 19 巻 8 号
豊元国 1968「備後常城の調査」『奈良時代山城の研究』広島県立府中高等学校地歴部
奈良文化財研究所 2003『古代の官衙遺跡Ⅰ遺構編』
広島県教育委員会 1968『伝吉田寺跡発掘調査概報』
村上正名 1977「宮の前廃寺調査の総括」『史跡宮の前廃寺跡－調査と整備－』広島県教育委員会
山口市教育委員会 2015『凌雲寺跡 1』山口市埋蔵文化財調査報告第 115 集
山中敏史 1944『古代地方官衙遺跡の研究』塙書房
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1．概要

　砂山地区は，砂川（音無川）のすぐ西側にあり，ドウジョウ地区の南側，ツジC地区から少し離れ

た西側に所在している。一帯は住宅などが密集し，ごく一部しか調査が行われていない。弥生～古

墳時代の遺構・遺物も確認されているが，奈良～平安時代を中心とした備後国府に関係する遺構・

遺物を中心に砂山地区の概要について述べる。

　砂山地区では，砂山地区の南側で下水道工事（1994年）に伴う立会調査において，多量の瓦が集中

して出土している。この瓦については第９章第２節で分析されているとおり，時期区分では備後国

府Ⅰ期後半のものが中心で，国府の諸施設が整備される時期のものである。瓦が集中して出土する

地点の近くでは数か所でピットなどの掘り込みが確認され，上面が平坦な一辺50cm程度の礎石状

の石も検出されているが部分的な調査のため，礎石かどうかも含めて詳細は不明である。

　そのほかの砂山地区における調査としては，広島県教育委員会によって1985年度 と 1987年度に

確認調査の県401T・403T・601T～ 604Tが実施された（県埋文1986・1988）。平安時代末～鎌倉時

代の掘立柱建物１棟・溝・井戸などの遺構が確認され，主な遺物として木簡・緑釉陶器・灰釉陶器・

円面硯・青磁・白磁などが出土している。さらに，1988年度には同地点において，88砂山街路の

都市計画街路建設にともなう88砂山街路調査が市教委によって実施され，掘立柱建物3棟と井戸3

基が見つかった。掘立柱建物3棟のうち2棟（SB2・3）は総柱構造で倉庫と考えられている。また，

井戸（SE3）からは数点の貿易陶磁器とともに，多量の土師器が出土している。2000年度には，88

砂山街路調査の約40ｍ北の地点において，市教委によって0002Tの調査が実施された。溝状遺構

の一部と遺物包含層が確認された。

　以上のように砂山地区では，調査が行われた範囲は極めて限られているが，南側では備後国府Ⅰ

期後半の瓦が集中して出土する地点，北側では備後国府Ⅲ期の総柱の掘立柱建物跡や井戸跡などの

遺構が存在する地点など，備後国府に関連する遺跡の存在が明らかになっている。砂山地区につい

ては住宅などが密集しているため一部しか調査が行われておらず，遺跡の内容・重要性が明確にな

っていないが，砂山地区南側（瓦出土部分）は出土した瓦の分析から国府の中枢域とみる意見もある

（妹尾2014）。

2．遺構と遺物

（１）遺構

　下水道の立会調査では，調査範囲が極めて限られるので遺構ははっきりとしないが，奈良時代の

瓦が集中して出土する地点の近くでは数か所でピットなどの掘り込みが確認され，上面が平坦な礎

石状の石も検出されているが詳細は不明である。

　県教委の確認調査の県401T・403T・601T～ 604Tと市教委の88砂山街路の調査では，平安時代

末～鎌倉時代の掘立柱建物跡・溝・井戸などの遺構が確認されている。

掘立柱建物跡（図90・91）

　掘立柱建物跡は，88砂山街路でSB1～ 3が，県601TでSB 603が検出されている。
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第１節　砂山地区
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第１節　砂山地区

図89　砂山地区全体図（縮尺1/2,000）
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図90　88砂山街路遺構全体図（縮尺1/200）
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第１節　砂山地区

　SB1は，東西２間・南北２間以上の掘立柱建物で，南側が調査区外にのびるため全体の規模は不

明である。柱間は東西・南北とも約1.95ｍであった。柱穴の掘方平面はやや楕円に近い円形～円形

で約0.7ｍ～ 1.2ｍ，深さは約0.3～ 0.5 ｍで浅く上面が削平を受けていると考えられる。建物の向

きは磁北から11°東にかたむいている。

　SB2は，東西４間・南北３間の総柱の掘立柱建物で，柱間は東西約1.9ｍ，南北約1.7ｍであった。

柱穴の掘方平面はほぼ円形で，約 0.7 ｍ～ 1.0 ｍ，深さは約 0.3 ～ 0.5 ｍであった。建物の向きは

SB1と同じく磁北から11°東にかたむいている。

　SB3は，東西４間・南北３間の総柱の掘立柱建物で，柱間は東西・南北とも1.7ｍであった。柱

穴の掘方平面はほぼ円形で約0.4ｍ～ 0.8ｍだが，南西隅の柱穴だけ約1.0ｍの隅丸方形。深さは約

0.5～ 0.3ｍであった。SE3が柱穴を切っている。建物の向きは磁北から21°東にかたむいている。

　いずれの掘立柱建物も正方位を意識したものではないが，SB3の傾きは条里の傾きとほぼ一致する。

　SB603は，東西１間・南北１間の小規模な掘立柱建物で，北から４°かたむいている。SA1・2と

はかたむきが違う。

井戸

　井戸は，88砂山街路でSE１～3が，県401TでSE401が，県603TでSE618が検出されている。

　SE1は，調査区の西側にあり，平面形は約1.8ｍの円形であり，深さは約1.2ｍ。検出面で大きな

花崗岩がのせられていた。遺物の出土はほとんどなかった。井筒として利用された曲物の年輪年代

測定と出土した白磁の編年から12世紀前半のものと考えられる。

　SE2は，平面形は楕円形で，長辺1.2ｍ・短辺1.0ｍ，深さは0.6ｍ。底部に井筒として直径0.6ｍ・

高さ0.2ｍの曲げ物が使用されていた。遺物はほとんど出土せず，年代は分からない。

　SE3はSB3の柱穴と重なる遺構で，平面形は楕円形，底部で隅丸方形となる。遺物は多量の土師

器の皿・杯と磁器片２点が出土した。井戸枠内の上端からは土師器椀が出土している。出土した白

磁と青磁の編年から，12世紀中～後期のものと考えられる。

　SE401は，平面形は楕円形で，長辺3.1ｍ・短辺2.4ｍ，深さは1.1ｍ。井戸の周囲に礫が散乱し

ており，石組が存在した可能性もある。井戸底にはほぼ中央に井筒として２段の曲げ物を据えてい

る。下また上段の曲げ物の外面には補強のため瓦が割られて貼り付けられている。埋土からは完形

に近い須恵器・土師器・瓦器などが多量に出土した。12世紀前半のものと考えられる。

　SE618は，平面形は約2.1～ 2.4ｍの円形に近く，1.8ｍ下がった位置で平面形が方形になる。深

さは約2.7ｍ。遺物は平安時代後半の土器の細片や瓦片が多く出土しており，11世紀後半に自然に

埋没したものと考えられている。

柵列（図90）

　SA1・2は主軸が磁北からほぼ90°振っているほぼ東西方向に並行してのびる柵状遺構。２条の間

隔は3.6ｍ前後，それぞれの柱間寸法は2.2～ 2.4ｍ，柱穴は直径0.15～ 0.24ｍ，深さ0.12～ 0.21ｍ

と小さい。

溝

　溝は，88砂山街路でSD3が，県603TでSD608・SD613が検出された。

　SD608はほぼ東西方向に走る溝状遺構で，幅0.2～ 0.5ｍだが２か所で幅1.2ｍ・1.5ｍに膨らんで
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いる。深さは狭いところで0.05ｍ，幅の広いところで0.3ｍである。遺物は上層で土器溜り状に多

量に出土した。埋土から土器類を一括して廃棄したものと考えられる。時期は出土土器から平安時

代後半の12世紀後半と考えられる。

　県603Tの SD613と 88砂山街路のSD3は南北方向の溝で，同安窯系の青磁が出土している。出

土遺物ち切り合い関係からSD608より新しい溝である。

　これらの溝は東西と南北の違いはあるが正方位を意識している。

（２）遺物

　南側では下水道の立会調査で平城宮式（6316型式）の瓦備後国府Ⅰ期後半の瓦が集中して出土し

ている。備後国府の諸施設に瓦葺きが採用され整備される時期の備後国府Ⅰ期後半のものである。

焼成の良好な薄手の平瓦も多く出土している。備後国府Ⅰ期後半の瓦が中心だが，それ以降の時期

の瓦もわずかに出土している。

　その他，備後国府Ⅲ期のものとして，北側では，県603TのSE618からは，11世紀後半の白磁と

土師器小皿が出土している。県401TのSE401中・下層からは，12世紀前半の楠葉産瓦器・内外面

ともにミガキが施された土師質土器椀・内黒の黒色土器椀・白色土器写しの柱状高台が出土してい

る。県603TのSD608と白磁Ⅴ類椀を伴う88砂山街路のSE3からは12世紀後半のものが出土して

いる。黒色土器椀が見られなくなり，内側のみミガキが施された土師質土器椀が数点共伴する。12

世紀後半の須恵器は，SD608出土のヘラ切りの平高台を持つ椀Ｂ1が１点のみであり，事例が少な

く確実性は低いが，備後では最後の須恵器と考えられている。同じ12世紀後半のSE3では須恵器

は共伴していない。

3．小結

　備後国府Ⅰ期前半の砂山地区については，よく分からない。Ⅰ期後半については，砂山地区の南

側では立会調査のみで状況はよく分からないが，下水道工事立会でⅠ期後半の瓦がまとまって出土

している地点があることや，詳細は不明であるが数か所でピットなどの掘り込みが確認され上面が

平坦な礎石状の石も検出されており，遺構は確認されていないが，瓦葺建物の存在が想定でき，国

府に関わる施設が設置されていた可能性がある。

　備後国府Ⅱ期については，南側では下水道工事立会で，この時期の瓦がわずかに出土し，瓦葺建

物が継続していると想定できるが，遺構については確認されていない。北側でも遺構については確

認されていない。

　備後国府Ⅲ期では，砂山地区の北側，県の確認調査の県401T・403T・601T～ 604T及び88砂山

街路で，掘立柱建物４棟と井戸5基，柵列などが確認されている。これらは時期差があるものの備

後国府Ⅲ期におさまる。

　備後国府Ⅳ期では，砂山地区の北側，県の確認調査の県401T・403T・601T～ 604T及び88砂山

街路で，溝が見つかっている。

　以上のように，砂山地区は，南側には備後国府Ⅰ期後半にあたる時期から瓦葺建物の存在が想定

でき，国府の中枢域とみる意見もある。それ以降の時期の瓦もわずかに出土していることから，Ⅱ

期についても瓦葺建物が継続して存在していると想定できる。北側では，備後国府Ⅲ期の初めから
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第１節　砂山地区

図91　88砂山街路建物遺構実測図（縮尺1/100）
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終わりにかけて，正方位を意識したものではないが掘立柱建物などの遺構が確認されている。ツジ

地区では国府機能は維持されるが，建物規模が変化し，建物配置を把握することが困難な小ピット

群になっていくなかで，砂山地区，ホリノ河内地区では新しく建物が配置されることが把握できる。

Ⅳ期も北側では引き続き溝などの遺構が継続して存在している。

　住宅などが密集しているため一部しか調査が行なわれておらず，砂山地区南側（瓦集中地点）は出

土した瓦の分析から国府の中枢域とみる意見もある（妹尾2014）。今後，調査の必要性が極めて高い

重要な地区である。

　【参考文献】

　　妹尾周三 2014 「備後における奈良時代の軒瓦－「備後国府系古瓦」の再検討－」『考古学雑誌』第98巻第３号
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第２節　ドウジョウ地区

1．概要

　ドウジョウ地区は，金龍寺東地区の東側に位置する。金龍寺東地区から砂川（音無川）までの地域

に所在し，砂山地区の北東側にあたる。

　ドウジョウ地区の周辺では，北東にある北方山麓から延びた南向きの低丘陵において実施された

県教委の調査（県501T～ 503T・505T）では，奈良・平安時代の柱穴やピットといった遺構や緑釉

陶器・青磁・白磁などの遺物が確認され，国府関連施設の広がりが推定されていた。

　2002年から旧府中市立第二中学校周辺において，府中学園新設に伴う試掘調査・発掘調査（ドウ

ジョウ二中試掘，06・07二中Gなど）や市道改良に伴う試掘調査・発掘調査（04～ 06元町など）が

実施され，縄文時代から中世の遺跡が存在していることが判明した。特に，ドウジョウ二中試掘調

査１Ｔ・２Ｔからは備後国府Ⅰ期後半からⅡ期始めにあたる古代の丹塗土師器が出土し，さらには

府中学園体育館建設に伴う発掘調査である二中G調査では，調査区北西隅において古代の東西方向

の大溝とみられる遺構が確認されている。

　2008年度には二中試掘２Tの北側地点の調査（0803T）で，備後国府Ⅰ期後半からⅡ期始めにあた

る，奈良時代から平安時代前半の遺構として，区画溝（SD12～ 15）・掘立柱塀（SA1）・廃棄土坑（S-

X1）などが検出された。特に東西方向の区画溝（土塁もしくは築地塀にともなう溝の可能性が高い）

であるSD12・13と二中G調査の東西方向の大溝を同時期のものとして考えた場合，南北方向で約

80ｍの区画を一帯に想定することが可能となっている。また，SD12からSX1の埋土からは，多量

の須恵器蓋・杯・高杯を中心に丹塗土師器・瓦・　などが出土し，８世紀後半の備後国府関連遺跡

における基準資料となっている。さらに0803Tの東側地点で実施した調査（0901T）では，備後国府

に先行する時期の遺構として，SD１・２などが検出された。調査区外で直交するものと推測され，ほ

ぼ90°に屈曲する溝である可能性が高い。

　以上のような調査成果から，広範囲にわたるドウジョウ地区の中でも，金龍寺東地区の東側に近

接する，0803Tより南側部分で二中G調査より北側部分には国府関連施設が存在すると推測されて

いる。

2．基本層序

　ドウジョウ地区全体の堆積状態は不明だが，北側にあたる0803T・0901Tでは，1層：現代造成

土，2層：旧水田層，3層：水田床土もしくは耕作土，4層：近世の整地・耕作土，5層：中世の整

地・耕作土で緑釉陶器・瓦器・青磁・白磁を含む包含層，6層：平安時代の整地層で緑釉陶器は出

土するが青磁・白磁を含まない包含層，7層：奈良時代から平安時代前半頃の基盤層である暗褐色

粘質土，8層：かなり粘性の強い灰黄褐色粘質土層である。ドウジョウ地区の東側にある05～ 06

元町では明確な奈良時代から平安時代頃の包含層・基盤層は確認されていない。

3．遺構と遺物

（１）遺構

第２節　ドウジョウ地区
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第２節　ドウジョウ地区

図92　ドウジョウ地区全体図（縮尺1/1,500）
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第２節　ドウジョウ地区

　ドウジョウ地区は広いが，すでに報告されている2008年度（0803T）と2009年度（0901T）の調査を

中心に記述する。

0803Ｔ

　SA1は，南北6間（柱間は1.6ｍ～ 1.8ｍ）×東西1間（柱間1.8ｍ）以上の柱穴列である。主軸は真

北から2°西に振っている。遺構の時期は，出土遺物と土層関係から，備後国府Ⅱ期と考えられる。

　SD14・15 は，南北方向に延びる並行する 2条の溝で主軸は真北から 2～ 3°西に振っている。

SD14とSD15には1.8～ 2.2ｍの間隔がある。深さは20cm。遺構底面に小規模の凹凸が観察された。

出土遺物は，古代の土師器・須恵器ともに図化不可能な細片が極少量出土した。遺構の時期は，遺

構の重複関係と土層と出土遺物から，備後国府Ⅰ期後半と考えられる。

　SD12・13は，並行する2条の東西方向の溝で主軸は真北から88°東に振っている。SD13の規模

は，幅1.3～ 2.7ｍ，長さは5ｍ以上。深さは，0.7ｍ～0.3ｍ。最下層として粘性のかなり強い土が

堆積しており，溝の南側のみに黄橙褐色粘土ブロックを多量に含んだ粘質土が堆積している。出土

遺物としては，須恵器の高台付の杯や高杯が出土した。SD12の規模は，幅2.5～ 3.0ｍ，長さは5

ｍ以上。深さは，約1.4ｍ～ 1.0ｍ。遺構内の埋土状況はSD13と同様に，最下層として粘性のかな

り強い土が堆積しており，その上に暗褐灰色～暗褐色の粘質土と黄橙褐色粘土ブロックを多量に含

んだ粘質土が堆積している。特徴的な黄橙褐色粘土ブロックを多量に含んだ粘質土は溝の北側のみ

に堆積している。

　SD12と SD13の間には，幅2.7～ 3.1ｍの空間が存在し，検出面の標高は，両溝の北側と南側よ

りも若干高くなっており，さらにこの空間部分に接する側にのみSD12・13の埋土に黄橙褐色粘土

ブロックを多量に含んだ粘質土が堆積している。このように並行するSD12と SD13の間には内側

からの流れ込みがみられ，土塁もしくは築地塀が構築されていた可能性が高いと考えられる。

　SD12と他の遺構との重複関係としては，埋土や遺物の出土状況から，ゴミ捨て場としてSD12

が埋没する過程において，SX1によって切られている。SD12・13の遺構の時期は備後国府Ⅰ期後

半と考えられる。

　SX1は，SD12の南西部分に深さ約0.3ｍの浅く不整形な掘り込みである。SD12からSX1の埋土

からは，多量の須恵器蓋・杯・高杯を中心に丹塗土師器・瓦・　のほか動物の骨や焼骨や炭化物が

出土しており，土器類は比較的に完形に近い破片が多い。出土遺物は，８世紀第３四半期を中心に

９世紀前半頃までの時期幅を持っているが，浅い窪みであるSX1からSD12の埋土上層にかけてほ

ぼ集中して出土していることから，一時期に廃棄された可能性が高い。

0901Ｔ

　SD1・2などが検出された。幅0.5m，深さ約15～20cmで，調査区外で直交するものと推測され，

ほぼ90°に屈曲する溝である。正方向を意識したものではなく，約45°に振っている。暗文土師

器の破片が出土し，遺構の時期は，備後国府に先行する時期である。

06・07二中G

　二中G調査では，調査区北西隅において古代の東西方向の大溝と考えられる落ち込みが確認され

ている。幅約5.0ｍで，深さ0.5ｍである。
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図93　0803Ｔ遺構全体図（縮尺1/200）　
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第２節　ドウジョウ地区

（２）遺物

　0803Tの SD12・SX1で出土した遺物は，８世紀後半の備後国府関連遺跡における基準資料とさ

れる。一時期に廃棄された可能性が高いとされる，多量の須恵器蓋・杯・高杯を中心に丹塗土師器・

瓦・　ほかが出土しており，土器類は比較的に完形に近い破片が多い。高杯の脚柱は丁寧に面取り

加工され，赤彩が施されている。出土遺物の時期は，８世紀第３四半期を中心に９世紀前半頃まで

の時期幅を持っていると考えられる。出土遺物量は，小片だけでもコンテナ小25箱で，その内75

％強が須恵器であった。出土した須恵器の機種構成は，蓋と高台付坏が最も多い。高台付杯につい

ては外面の底部と体部の境に稜線を持つものが多く認められた。そのほかに，墨書土器「所」（図

178－ 15），「万呂」（14），「石井」（13）が出土しており，一部しか残っていないが「京」（16）と読む

ことができるものもある。

　また，平安時代の整地層（包含層）からは９世紀の灰釉陶器（Ｋ14）の出土量が多い。

　東側の0901Ｔでは上層と下層の二層の包含層が確認され，下層の包含層では土師器・須恵器・

緑釉陶器・瓦などが出土し，そのほかに瓦器・青磁・白磁を含まないが，上層の包含層では，瓦器・

青磁・白磁を含む。

　0803Ｔの南側にあたる調査地点では，二中試掘や二中Gにおいては，出土した土器は，0803Ｔ

と同じように高杯の脚柱は丁寧に面取り加工され，赤彩が施されている遺物が出土している。

図94　0803ＴSD12・13，SX１土層断面図（縮尺1/50）　
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図95　0901ＴSD１・２平面図・土層断面図（縮尺1/100・1/50）
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第２節　ドウジョウ地区

図96　06二中G大溝周辺遺構図（縮尺1/200）　
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第３節　鳥居地区

1．概要

　鳥居地区は，砂山地区から約500ｍ南にあり，砂川（音無川）と才田川が合流する場所に位置し，

南側を古代山陽道が東西に通っていたと推定されている。

　1980（昭和 55）年，豊元國説の国府推定地内に含まれる府川町に府中市文化センターの建設が

計画され，これに先立つ試掘調査が1980（昭和55）年10月に広島県教育委員会と府中市教育員会

で協力して実施された。この試掘調査では河川の氾濫によると思われる青灰色砂礫層の上に中世の

土師質土器・陶器を含む厚さ約20cmの包含層は確認されたが古代の遺構は確認されなかった。し

かし，建設工事中に多量の木製品・土器類が自然河道と推定されるところから発見された。発見時

の詳細は不明ながら，「割と広い湿地で岸に杭が並んで打ち込まれ，土器や木製品があり，人形を

はじめ“板”状のもの，棒のようなものが，散らばっていた」ようである（谷重1996）。土器の多

くは平安時代のものだが古墳時代の高坏なども含まれていた。現在，その一部が府中市教育員会に

保管されている。

2．出土遺物

　工事中に発見された遺物には，木製品・土器類がある。

　木製品には人形・不明木製品などがある。人形（図98－1）は長さ62.5cm，幅7.6cm，厚さ0.5cmで，

板材を切り欠いて人の形に作り，墨で顔（眉，目，鼻，口）を描いている。そのほかに，断面が７

角形・４角形に加工されている径3～4cmほどの棒状・角材状の不明木製品などがある。棒状木製

品（2）は，長さ19.1cmが残存しているが，断面が７角形に面取り加工されている径約3cmの棒状

の不明木製品である。径約3mmの穴が上部に２か所，下部に１か所確認できる。芯を外した穿孔，

面取りするような削りなどの形態がよく似たものが長野県更埴条里遺跡・屋代遺跡群から出土して

いる（長野県埋文1999）。斎串・人形などの祭祀具と出土しており，共通点も多く同じ用途が想定で

きるが性格は不明とされている
1）
。長さ約40cm，幅約 4cm，厚さ約2cmの角材状の木製品（3）が

出土しているが，どういった性格のものかは不明である。また，ごく一部しか残っていないが長さ

6.4cm，幅4.2cm，厚さ3mmの薄い板状の木製品（4）は斎串・人形などの可能性が考えられる。

 土器には「権介」と読める墨書されたもの（5）がある。皿の底部外面に墨書され，墨をためる器で

あったのか内面は全面に墨痕がある。胎土は精良で，時期は9世紀後半頃とされる
2）
。また，「林」

と読める墨書土器（6）もある。鳥居遺跡の南東には「林田」という小字が残っており，地名を表し

ている可能性がある。

3．小結

　古代山陽道（推定）がすぐ南を通り，砂川（音無川）や才田川などの河川のそばにあることや発見

された人形などの遺物から，国府の南における，祭祀に関係する地区と想定される。

第３節　鳥居地区
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図97　06二中G大溝西壁土層断面図（縮尺1/40）

4．遺構変遷

【備後国府に先行する時期】：７世紀後半

　明確ではないが0901ＴのSD１・２が該当する可能性がある。暗文土師器の破片が出土している古
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【備後国府Ⅰ期】：７世紀末頃から８世紀後半

　備後国府Ⅰ期前半についてはよく分からない。Ⅰ期後半には，西側（0803T）では，東西方向の土

塁もしくは築地塀・溝が検出され，暗文土師器，丹塗り土師器が出土している。Ⅰ期後半に，二中

G調査の東西方向の大溝を同時期のものとして考えた場合，南北方向で約80ｍの正方位を意識し

た区画を一帯に想定することが可能である。

【備後国府Ⅱ期】：８世紀末頃から１０世紀末頃

　西側（0803T）において，東西方向の土塁もしくは築地塀が消滅し，溝が埋まる。９世紀の灰釉陶

器（Ｋ14）が多く出土している。

【備後国府Ⅲ期】：１１世紀初頭から１２世紀後半

　東側（0901T）において，白磁Ⅳ類の椀，竜泉窯系青磁，同安窯系青磁など貿易陶磁器が多く出土

している。

【備後国府Ⅳ期】：１２世紀末頃から１３世紀代

　東側（0901T）において，小ピットが多く検出されている。
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1．概要

　鳥居地区は，砂山地区から約500ｍ南にあり，砂川（音無川）と才田川が合流する場所に位置し，

南側を古代山陽道が東西に通っていたと推定されている。

　1980（昭和 55）年，豊元國説の国府推定地内に含まれる府川町に府中市文化センターの建設が

計画され，これに先立つ試掘調査が1980（昭和55）年10月に広島県教育委員会と府中市教育員会

で協力して実施された。この試掘調査では河川の氾濫によると思われる青灰色砂礫層の上に中世の

土師質土器・陶器を含む厚さ約20cmの包含層は確認されたが古代の遺構は確認されなかった。し

かし，建設工事中に多量の木製品・土器類が自然河道と推定されるところから発見された。発見時

の詳細は不明ながら，「割と広い湿地で岸に杭が並んで打ち込まれ，土器や木製品があり，人形を

はじめ“板”状のもの，棒のようなものが，散らばっていた」ようである（谷重1996）。土器の多

くは平安時代のものだが古墳時代の高坏なども含まれていた。現在，その一部が府中市教育員会に

保管されている。

2．出土遺物

　工事中に発見された遺物には，木製品・土器類がある。

　木製品には人形・不明木製品などがある。人形（図98－1）は長さ62.5cm，幅7.6cm，厚さ0.5cmで，

板材を切り欠いて人の形に作り，墨で顔（眉，目，鼻，口）を描いている。そのほかに，断面が７

角形・４角形に加工されている径3～4cmほどの棒状・角材状の不明木製品などがある。棒状木製

品（2）は，長さ19.1cmが残存しているが，断面が７角形に面取り加工されている径約3cmの棒状

の不明木製品である。径約3mmの穴が上部に２か所，下部に１か所確認できる。芯を外した穿孔，

面取りするような削りなどの形態がよく似たものが長野県更埴条里遺跡・屋代遺跡群から出土して

いる（長野県埋文1999）。斎串・人形などの祭祀具と出土しており，共通点も多く同じ用途が想定で

きるが性格は不明とされている
1）
。長さ約40cm，幅約 4cm，厚さ約2cmの角材状の木製品（3）が

出土しているが，どういった性格のものかは不明である。また，ごく一部しか残っていないが長さ

6.4cm，幅4.2cm，厚さ3mmの薄い板状の木製品（4）は斎串・人形などの可能性が考えられる。

 土器には「権介」と読める墨書されたもの（5）がある。皿の底部外面に墨書され，墨をためる器で

あったのか内面は全面に墨痕がある。胎土は精良で，時期は9世紀後半頃とされる
2）
。また，「林」

と読める墨書土器（6）もある。鳥居遺跡の南東には「林田」という小字が残っており，地名を表し

ている可能性がある。

3．小結

　古代山陽道（推定）がすぐ南を通り，砂川（音無川）や才田川などの河川のそばにあることや発見

された人形などの遺物から，国府の南における，祭祀に関係する地区と想定される。
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図98　鳥居地区出土遺物実測図（縮尺1/4）

　【註】 

　　1）古代出雲歴史博物館松尾充晶氏のご教示による。

　　2）時期は，広島大学大学院教授野島永氏のご教示による。

　 【引用・参考文献】 

　　谷重豊季　1996 「備後国府付近の山陽道」『古代交通研究』 第 5号　古代交通研究会

　　長野県埋蔵文化財センター　1999『更埴条里遺跡・屋代遺跡群（含む大境遺跡・窪河原遺跡）－古代編1－』上信越自動

　　車道埋蔵文化財発掘調査報告書26 
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第４節　大マヘ地区

1．概要

　大マヘ遺跡は，砂川（音無川）の東側に所在し，ツジＣ地区及びツジＥ地区の南側に位置する。当

初，ツジＥ地区や 0201 Ｔなどの調査状況から，付近は遺構の希薄な空閑地と推定されていたが

0402Ｔにおいて，平安時代の区画を意図したと考えられる南北溝が検出され，また上層の包含層

からは特に10世紀末（11世紀初）の近江産の緑釉陶器が多く出土することから，一帯に10世紀ごろ

の国府関連遺跡が広がっていると推定されている。

　0503Ｔ・0504Ｔ・0707Ｔの調査が実施されているが，大型の建物跡など，備後国府に関連する

ような明確な遺構は確認されていない。しかし，古代の比較的安定した基盤層が存在していること

が確認されている。

2．遺構と遺物

（１）南北溝（SD1）

　0402Ｔにおいて，ほぼ南北に延びる溝が約20ｍ検出されている。南北とも調査区外に続いてい

る。北端で幅約70～ 90cm，検出面からの深さは約20cmであった。中央部で幅約100～ 120cm，

検出面からの深さは約５～10cmであった。南端は東側のかたが調査区外になるため幅は不明であ

る。検出面からの深さは約30cmであった。埋土は暗褐色～灰褐粘質土で，古代の土師器・須恵器・

瓦の破片のほかに緑釉陶器が出土している。南北溝周辺には，この溝と切り合う土坑が複数ある。

なお，この南北溝と切り合う土坑のうちのいくつかは，南北溝とは別の遺構ではなく埋土が違うだ

けの可能性もある。上層の包含層から出土する緑釉陶器から10世紀ごろの溝と推定される。

（２）遺物

　0402Ｔにおいて，南北溝及び包含層から古代に属する遺物が出土している。土師器・須恵器の

ほかに，緑釉陶器・貿易陶磁器・瓦類・硯などが出土している。土師器では杯・高台付杯・小皿，

須恵器では杯・椀，緑釉陶器では輪花椀・椀・段付皿，貿易陶磁器では青磁・白磁，瓦類では平瓦・

　，その他では鉱滓・金属製品などが出土している。

　なかでも，特徴的なものとしては緑釉陶器があげられる。緑釉陶器は，９世紀前半～10世紀代

の京都産，10世紀後半～10世紀末（11世紀初）の近江産が出土しているが，特に10世紀末（11世紀

初）の近江産の比率が高い。備後国府関連遺跡の他の地区を含めた全体における比率も高い傾向を

示している。その他，0503Tでは緑釉陶器小瓶・丹塗土師器などが出土している。

3．小結

　大マヘ地区は，従来はツジ地区の南側にありながら，あるいは砂川（音無川）の近くにあるため，

遺構の希薄な場所と推定されていた。しかし，0402Ｔの南北溝（SD1）は，上層の包含層も含め，特

に10世紀末 (11世紀初 )の近江産の緑釉陶器が，備後国府関連遺跡の他の地区より多く出土した。

　このため，0402Ｔ周辺に備後国府Ⅱ期にあたる10世紀代の国府関連施設が存在した可能性が明

らかになった。
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図99　0402Ｔ遺構実測図（縮尺1/100）　

0 3m

X＝－157,690

X＝－157,695

X＝－157,700

Y＝98,565 Y＝98,570

SD1

－111－

第５節　ホリノ河内地区

図100　01ホリノ基本土層図（縮尺1/100）

第５節　ホリノ河内地区

1．概要（図100～ 102，図版６）

　ホリノ河内地区は砂川（音無川）の東側に位置し，ツジＮ地区の北西に隣接する地点である。1986

年に県教委による確認調査（506T）で中世の柱穴・溝を確認し，白磁や古銭などが出土した。そ

の後，市道土生元町線道路改良工事に伴って市教委で1999年に試掘調査（99土生元町）を実施し，

2001年度には，506Tと一部重なる約880㎡の範囲を発掘調査（01ホリノ）した結果，弥生時代およ

び古墳時代の集落跡，古代の大溝跡，平安時代末から中世にかけての建物跡などを確認し，コンテ

ナ箱小に換算して800箱以上，推定40～ 50万点に及ぶ遺物が出土した。種類は，石器（サヌカイ

トの石材や打製・磨製石器），土器（弥生土器，土師器，須恵器，緑釉陶器ほか），貿易陶磁器，瓦，

木材など多岐にわたる。平安時代に属する遺物が最も多く，越州窯青磁を含む白磁・青磁など貿易

陶磁器が多量に出土し，ツジ地区との関係性が注目された。そのほかに，市教委が実施した確認調

査（0709Ｔ・1101Ｔ）などがあり，総調査面積は約1,000㎡である。

　ここでは，備後国府に関係する古代から中世前期の遺構・遺物を取扱い，遺構がはっきりしてい

る01ホリノ調査について述べる。なお，01ホリノ調査を含む開発に伴う調査については報告書が

未刊行であり，今後より詳細な検討が必要である。

2．基本層序（図100）

　Ⅰ・Ⅱ層は近現代の造成土や耕作土層で，Ⅱ・

Ⅲ層は中世～近世の水田層や堆積層とみられる。

　古代の堆積層はⅤ層とⅥ層である。

　Ⅴ層は，古代末～中世前期の建物群に伴う

整地層で，11世紀後半以降の土師質土器と炭

化物を多量に包含している。３層程度に分層

でき，複数回整地されたことがわかる。

　Ⅵ層は，2Tから西に向かって厚く堆積し

ている層である。遺物を包含するが，Ⅴ層ほ

どではない。また，大溝５の上部には堆積し

ているが，大溝１～４の上部には堆積してい

ない。地形的な要因が大きいとみられる。

　Ⅶ層より下層は，古代以前の層である。Ⅸ層，Ⅻ層はそれぞれ，弥生時代や古墳時代の包含層で，

土坑や溝，住居跡などの遺構が確認されている。�層からは遺物は出土していない。

3．遺構と遺物（図101・102）

　ここでは，主な遺構を層位から２つに細分して，Ⅴ層の整地層以前の大溝群と整地後の小柱穴で

構成された掘立柱建物を伴う遺構群に分けて説明し，出土遺物について触れる。
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図100　01ホリノ基本土層図（縮尺1/100）
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ナ箱小に換算して800箱以上，推定40～ 50万点に及ぶ遺物が出土した。種類は，石器（サヌカイ
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る01ホリノ調査について述べる。なお，01ホリノ調査を含む開発に伴う調査については報告書が

未刊行であり，今後より詳細な検討が必要である。
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整地層で，11世紀後半以降の土師質土器と炭

化物を多量に包含している。３層程度に分層

でき，複数回整地されたことがわかる。

　Ⅵ層は，2Tから西に向かって厚く堆積し

ている層である。遺物を包含するが，Ⅴ層ほ

どではない。また，大溝５の上部には堆積し

ているが，大溝１～４の上部には堆積してい

ない。地形的な要因が大きいとみられる。

　Ⅶ層より下層は，古代以前の層である。Ⅸ層，Ⅻ層はそれぞれ，弥生時代や古墳時代の包含層で，

土坑や溝，住居跡などの遺構が確認されている。�層からは遺物は出土していない。

3．遺構と遺物（図101・102）

　ここでは，主な遺構を層位から２つに細分して，Ⅴ層の整地層以前の大溝群と整地後の小柱穴で

構成された掘立柱建物を伴う遺構群に分けて説明し，出土遺物について触れる。
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図101　01ホリノ遺構配置図（縮尺1/300）
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図102　01ホリノ大溝５橋脚実測図（縮尺1/50）

（１）大溝群

　ホリノ河内地区に大溝が形成されている時期で，流路と考えられる溝（大溝）が複数検出されて

いる。そのうち，大溝１～５について記述する。

大溝1～4

　大溝１は，最も東の溝で，北東から南西に向かいながら，途中で屈曲し南方向に流れている。規

模は，幅約５～７ｍ，深さ約1.3ｍで，護岸施設はないが，恣意的に造営された可能性がある。埋

土から，遺物が大量に出土している。遺構の時期については，埋土下層から10世紀後半に属する

須恵器椀や内面黒色の土師器椀などが出土しており，10世紀後半には大溝が機能していたようで

ある。時期の指標となる貿易陶磁器が数点出土しているが，上層～下層出土の越州窯系の椀（10

世紀代）以外は，直上の整地層（Ⅴ層）の混入が考えられる埋土上層からの出土である。最終的に

埋没し整地された時期は，出土遺物から11世紀後半～12世紀前半頃と考えられる。

　大溝２は，幅約１～２ｍ，深さ約0.8ｍの溝である。大溝１と大溝３・４に削平されている。埋土

下層の出土遺物に，須恵器杯Ａと内外面を赤彩した土師器杯Ａがあり，９世紀代～10世紀前半頃

に属するものと考えられる。

　大溝３・４は，検出時には別の溝として調査したが，土層断面や位置関係から，１つの溝と考えら

れる。規模は，幅約３～５ｍ，深さ約１ｍである。大溝２を削平している。調査区北半から，長さ

50㎝前後の大きな自然石が多く出土した。

大溝5

　大溝３・４の約6～8ｍ西を南北に流れ

る溝である。溝幅約 6～ 7ｍ，深さ 0.5

～ 1.5ｍである。底面は凹凸があり，幾

重にも水が流れた痕跡がある。調査区

南端から溝底を長方形に掘り，四方には，

栗の丸太の先端を尖らせた直径約20～

22㎝の柱状の杭を打ち込み，周囲を小

型の杭で囲った施設を検出した。柱状

の杭は，東西約 1.2 ｍ，南北 3.1 ｍの間

隔で打ち込まれていた。橋脚の可能性

がある。また，出土した木材は，長さ

約 1.2 ～ 1.5 ｍの柱状の杭４本のほか，

径3～8㎝で長さ20～85㎝の杭65本と，

ほぞ穴のある板材がある。その他，木

片も出土したが，木簡および墨書のあ

るものは出土しなかった。

　木質以外にはコンテナ箱小５箱程度の

遺物が出土し，弥生土器の破片が多い。

遺構の時期については，埋土下層の出
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土遺物に10世紀代に属するものがみられないため，９世紀代もしくはそれ以前に形成された溝と

考えられる。ほかに，白磁（Ⅳ類）１点と，上層から土師器柱状高台が出土しており，大溝５周辺

が最終的に整地された時期は11世紀後半～12世紀前半頃と考えられる。

（２）掘立柱建物跡を伴う遺構群

　大溝群が整地され，小型の柱穴で構成される掘立柱建物，溝や柵列が作られる段階である。遺構

としては，掘立柱建物跡，柵列，溝，廃棄土抗などが検出されている。大溝上部の包含層（Ⅵ層），

整地層（Ⅴ層）の出土遺物から，11世紀後半～12世紀前半に整地され，小型の柱穴で構成される

掘立柱建物が展開する地区となったことがわかる。整地層は，炭化物とともに大量の土器を包含し

ており，白磁を中心とする貿易陶磁や瓦器が多数出土している。

掘立柱建物・柵列

　柱穴の可能性のあるピットを約800基検出し，位置・形状・埋土等を検討して７棟分を抽出した。

柱穴の平面形は円形で，直径20～ 30cmのものが多い。主軸方向は３グループに分けられ，Ｎ－５

°－Ｅ，Ｎ－９°－Ｅ，Ｎ－12°－Ｅで，真北軸の建物はない。規模については，１×４間で南北2.2ｍ

×東西9.6ｍの建物が１棟あるが，そのほかの建物については調査区外に広がるため規模は不明で

ある。柱間は約2.1ｍ（７尺）～2.4ｍ（８尺）で，柱穴の底に礎板石を有するものもある。

　柵列は３条抽出している。いずれも東西方向で，Ｎ－５°－Ｅ，Ｎ－12°－Ｅの建物と主軸があ

うもので，掘立柱建物にともなう柵の可能性が考えられる。

溝

　掘立柱建物と並行および直行するような溝を検出している。並行して検出された溝は道路側溝の

可能性があり，道とすると，道幅約2.5ｍが想定できる。

土坑

　廃棄土坑を６基検出している。大溝１・２の上部で３基，大溝５の上部付近で３基検出している。

出土遺物は大半が土師器の杯と皿であり，灯明皿に用いたと思われる口縁に煤が付着したものや托

が一定量みられ，ほぼ完形に復元できるものが多数を占める。周辺の整地に伴うものの可能性を考

えたい。なお，土坑間で出土遺物の土器構成に若干の差があり，時期差を示すと考えられる。

（３）出土遺物

　大溝及び整地層から大量の遺物が出土した。大半が土師器と須恵器である。内容は数量等に差は

あるもののツジ地区出土遺物と同様で，緑釉陶器・貿易陶磁器・瓦器・瓦類のほか，円面硯，二面

硯，墨書土器，銅椀，漆付着土器や鞴羽口・坩堝，北宋銭などが出土している。特にツジＮ地区に

近い，１Tの整地層（Ⅴ層）や大溝１から出土したものが多い。７世紀末～11世紀後半までの遺

構が大溝以外に確認されていないことから，当該時期の遺物については，ツジＮ地区を中心とした

周辺地区からの流れ込みや廃棄遺物と推測される。

　この地区の特徴としては，７世紀後半～11世紀後半までの遺物はツジＮ地区など周辺地区で使

用されたものと考えられること，貿易陶磁器が多量に出土していることがあげられる。

3．小結

　備後国府の時期区分を用いて，ホリノ河内地区の遺構変遷について述べる。

図101　01ホリノ遺構配置図（縮尺1/300）
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【備後国府Ⅰ期】：７世紀末から８世紀前半

　明確ではないが，大溝5が形成されていた可能性がある。

【備後国府Ⅱ期】：８世紀末から１０世紀末

　ホリノ河内地区に大溝が形成されている段階である。

　大溝の形成時期は判然としないが，８～９世紀頃にほぼ南北方向に流れる大溝５が形成され，橋

がかけられていたことが想定される。それぞれの溝の併存状況は現段階で明らかでないが，大溝２

が9世紀代～10世紀前半代に，大溝3・4と1が10世紀代に，流路として機能していたとみられる。

いずれにしても，この時期には建物等はなく，「ホリノ河内」という字名が示すように，「堀」とし

て機能していた事が考えられる（谷重1990）。大溝１が途中で南西に流れを変えることからも，ツ

ジ地区に国衙施設が整備され機能している時期には，遮蔽施設の一つとして，また国衙施設への雨

水等の流入を防ぐものとして，機能していたことが想定される。

　また，初期貿易陶磁器が出土しているのも特徴である。当該期に，建物跡などの遺構が見られな

いので，ツジ地区から流入した遺物であろう。

【備後国府Ⅲ期】：１１世紀初頭から１２世紀後半

　大溝群が整地され，小型の柱穴で構成される掘立柱建物や溝・柵列が造営される段階である。

　11世紀後半～12世紀前半頃に広く整地され，溝や柵列で区画される掘立柱建物が建てられたと

みられる。これらの建物には13世紀の建物も含まれているが，建物の軸方向は３グループに分け

られ，Ｎ－５°－Ｅ，Ｎ－９°－Ｅ，Ｎ－12°－Ｅであり，真北方向からはやや傾くが，市街地の条里とも

異なるものである。

　特筆されるのは貿易陶磁器の量で，地区の出土点数が1,612点と，関連遺跡出土遺物の約36.9％

を占める。古い時期のものはツジ地区からの流れ込みであろうが，白磁Ⅱ～Ⅴ類が多く出土し，瓦

器などの搬入土器も多数出土した。北宋銭も出土している。また，土器の廃棄土坑も複数確認され，

11世紀後半～12世紀代においては貿易陶磁などの搬入土器のほか，大量の土師器を消費する地区

であった。何らかの特殊な機能をもった場所であった可能性がある。

【備後国府Ⅴ期】：１２世紀末から１３世紀

　小型の柱穴で構成される掘立柱建物が存続している段階である。

　いつまで存続したかは，今後，整理作業をすすめて明らかにしたいが，貿易陶磁器の出土状況か

ら，少なくとも13世紀にはまだ機能していたとみられる。貿易陶磁器には，14～ 15世紀頃に比定

されるものも出土しているが数は少ない。

　以上のことから，ホリノ河内地区では，備後国府Ⅲ期の初めまでは「堀」のような機能をもった

溝が存在し，国衙施設が展開していたツジ地区の周辺部であったと思われる。しかし，備後国府Ⅲ

期の中頃以降には，貿易陶磁器や瓦器などの搬入品の保有において，他の地区と一線を画しており，

平安時代後半～末頃には，この地区になんらかの特有の機能が与えられていたことが想定される。

　中世への過渡期にあたり，今後その位置付けについても考えていく必要がある。

　【参考文献】

　　谷重豊季1990「備後国府跡について－国府空間をイメージする作業」『地域社会教室論集』5　島根大学法文学部
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　備後国府関連遺跡の各地区から，各時期における特徴的な陶磁器類などの土器が各生産地から搬

入されている状況が明らかとなった。本節では，これらの土器類を搬入土器として国産施釉陶器・

貿易陶磁器・その他の搬入土器として整理した。

1．施釉陶器（図103～ 113，表9～11・22，図版7・8）

　備後国府関連遺跡において，最も古い時期に位置付けられる施釉陶器は，ツジＣ地区0501Ｔ調

査区のSX117出土の奈良三彩蓋付小壺である。１点のみ出土であり，詳細な時期は不明だが８世

紀代の資料と考えられる。

　緑釉陶器については，県教委の県302Ｔ（ツジＮ地区）や県305Ｔ・県306Ｔ（ツジＣ地区）におけ

る出土例を契機に，広島県東部の備後地域では最も出土する遺跡として紹介されてきた。2003年

の段階で市全域での出土緑釉陶器の集計を実施しており，その時点で331点，重量3,513.5ｇを数え，

そのうち約８割がツジＣ地区付近からの出土という結果を得ていた（市教委2005）。

　一方，灰釉陶器に関しては，県教委の県205Ｔや県605Ｔ（ツジＣ～Ｅ地区）における出土例が挙

げられる。緑釉陶器に比して出土量が少ない傾向にあるが，調査時に抽出されなかった資料が多く

存在することから，関連遺跡における出土概況も把握されていなかった。

　今回，緑釉陶器と灰釉陶器については，これまで確認されているほぼ全ての市教委調査の出土遺

物を網羅的に時期と産地の同定を行ない，一点ごとの重量を計測し集計表にまとめた
１）
。加えて，

調査地点ごとの検出遺構や遺跡の残存度にもよるが，施釉陶器の量比を同一基準によって数値化し

比較検討するために，地区別に100㎡あたりの出土数量を示している
２）
。

（１）緑釉陶器の概要（図104～ 110，表9・11・22，図版7）

　県教委調査以後の市教委の調査分での備後国府関連遺跡における緑釉陶器の総出土点数は，小片

も含めて1,989点，総重量で17,711ｇに及んでいる。関連遺跡全体における緑釉陶器の産地は，京

都近郊のものが1,380点（69.4％），出土重量12,720.0ｇ（71.8％）と最も多い。次いで近江産が248点（12.5

％），出土重量2,345.5ｇ（13.2％），猿投産を含む東海産が196点（9.8％），出土重量1,638.8ｇ（9.2％）と

なっている。防長産については，猿投産や近江産と識別しがたいものも含めて12点（0.6％），出土

重量178.4ｇ（1.0％）が確認された。

　以下，地区別に緑釉陶器の出土傾向を記述する。

第９章　出土遺物の様相

第１節　搬入土器

図103　ツジＣ地区出土奈良三彩（縮尺1/2）
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表9　緑釉陶器時期別集計表

ツジＣ地区（図104・105，表9・11・22）

　出土点数1,527点（関連遺跡全体の76.7％），出土重量14,072.4ｇ（関連遺跡全体の79.4％）と，備後

国府関連遺跡の中で最も多く出土している。また，調査面積100㎡あたりの数量についても，出土
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点数が67.75点，重量が624.33 ｇと隣接するツジＥ・ツジＮ地区を含め他の地区を圧倒している。

出土状況としては，遺物包含層であるツジⅤ層からの出土量が最も多く，上層のツジⅣ層からの出

土量がそれに次いでいる。地区内では，地区中央部の0301Ｔ・1102Ｔ・1201Ｔ・1202Ｔ調査区に

出土の集中が見られる。

　時期と産地については，９世紀前半～10世紀代の京都産が出土点数1,149点（地区内の75.2％），

出土重量10,674.4ｇ（地区内の75.8％）と最も多い。次いで９世紀前半・９世紀後半の猿投（Ｋ14・Ｋ

90窯式）を中心とした東海産が出土点数166点（地区内の10.8％），出土重量1,386.0ｇ（地区内の9.8

％），10世紀後半～10世紀末頃（11世紀初頭）の近江産が出土点数96点（地区内の6.2％），出土重量

1,232.6ｇ（地区内の8.7％）と帰属時期の連続性が見られる。この他に，極僅かだが９世紀代の長門産

が３点（出土重量53.8ｇ）出土している。さらに防長産の可能性があるものを含めれば，11点（出土

重量155.9ｇ）が出土している。

　ツジＣ地区の出土傾向の特徴として ,９世紀前半から10世紀末頃（11世紀初頭）頃にかけての資

料が，継続性を持って搬入，消費されている。また ,緑釉陶器の中でも優品とされる９世紀代の猿

投窯を中心とした東海産の出土比率が，備後国府関連遺跡の内，点数で84.6％，重量で84.5％と非

常に高い比率を占めていることが挙げられる。

　器種構成は，出土点数1,527点中，69.5％にあたる1,062点が椀・皿類といった供膳具で，貯蔵具

である壺・瓶類はわずかに７点であった。この他に火舎・香炉（図104－ 14～ 17）・唾壺（図18）・

托といった特殊品が14点出土している。

　猿投Ｋ14号窯式（９世紀前半）の大椀・輪花皿・耳皿（１～３），９世紀前半～中頃の雲文の陰刻

が施された椀？（４・５），猿投Ｋ90号窯式（９世紀後半）の椀（６）・輪花椀（７）・段皿（８）・皿（９

～13）・香炉蓋（14～ 17）・唾壺（18），猿投Ｋ89号窯式（９世紀末頃）の椀か皿（19），９世紀代の猿

投か京都産の皿（20），10世紀代の東海産の皿（21），９世紀前半の京都産緑釉単彩の椀か皿（22），

９世紀前半の椀・皿（23～ 26），９世紀中頃の京都産の椀や皿（27～ 30），９世紀中頃～後半の京都

産の椀（31），９世紀後半の京都産の椀・耳皿・皿（32～ 39），９世紀末の京都産の輪花椀・椀か皿

（40・41），９世紀後半～10世紀の京都産の段皿・皿（42・43），10世紀代の京都産の皿（44・45），

９世紀代の近江か東海産の手付瓶（46），10世紀後半の近江産の輪花椀・椀・皿（47～ 51），９世紀

代の長門産の皿（52）を図示した。

ツジＥ地区（図106，表9・11・22）

　出土点数60点（関連遺跡全体の３％），出土重量364.0ｇ（関連遺跡全体の2.5％）が出土している。

調査面積100㎡あたりの出土数量は，出土点数6.68点，重量が40.53ｇと隣接するツジＣ地区との

比較において，その差は歴然とした低数値であるが，出雲国府跡において最も出土点数の高い六所

脇地区の5.5点や日岸田地区の5.0点を凌ぐ数値を得ている（島根県教育委員会2013）。出土状況と

しては，遺物包含層であるツジⅤ層と，上層のツジⅣ層を中心に出土している。

　時期と産地については，９世紀前半～10世紀代の京都産が出土点数41点（地区内の68.3％），出

土重量279.6ｇ（地区内の76.8％）と最も多い。次いで９世紀後半の東海産が出土点数11点（地区内の

18.3％），出土重量61.9ｇ（地区内の17.0％），それに続いて10世紀後半の近江産が出土点数２点（地

区内の3.3％），出土重量4.8ｇ（地区内の1.3％）という状況であった。
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図104　ツジＣ地区出土緑釉陶器①（縮尺1/4）

　器種構成は，出土点数60点中，85.0％にあたる51点が供膳具である椀・皿類で，残りの９点は

器種不明であった。

　９世紀中頃～後半の京都産の椀・小椀（図106－ 53・54），９世紀後半の京都産の椀・輪花皿（55・
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図104　ツジＣ地区出土緑釉陶器①（縮尺1/4）
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56），10世紀代の京都産の皿（57），10世紀中頃～後半の近江産の椀（58），10世紀後半の近江産の

皿（59）を図示した。

ツジＮ地区（図107，表9・11・22，図版7）

　出土点数185点（関連遺跡全体の9.3％），出土重量1,650.7ｇ（関連遺跡全体の9.3％）ともにツジＣ

地区に次いで多く出土している。また，調査面積100㎡あたりの出土数量は，出土点数6.68点，重

量が 40.53 ｇで，ツジＣ地区・大マヘ地区に続いて高い数値が得られている。出土状況としては，

遺物包含層であるツジⅤ層と，上層のツジⅣ層を中心に出土している。

　時期と産地については，８世紀末～９世紀初（長岡京期）頃の緑釉単彩陶器６点（104.4 ｇ）を含む

９世紀前半～10世紀代の京都産が出土点数114点（地区内の61.6％），出土重量1,080.1ｇ（地区内の

65.4％）と最も多い。次いで10世紀後半～10世紀末頃（11世紀初頭）の近江産が出土点数55点（地

区内の29.7％），出土重量473.2ｇ（地区内の28.6％），それに続いて９世紀前半・後半の猿投産が出

土点数８点（地区内の4.3％），出土重量43.8ｇ（地区内の2.6％）という状況で出土している。また，

10世紀代の周防産とみられる資料が１点（出土重量22.5ｇ）のみ出土している。

　ツジＮ地区の出土傾向の特徴として，９世紀代の緑釉陶器に先行する８世紀末頃～９世紀初頭の

図105　ツジＣ地区出土緑釉陶器②（縮尺1/4）

図106　ツジＥ地区出土緑釉陶器（縮尺1/4）
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図107　ツジＮ地区出土緑釉陶器（縮尺1/4）

緑釉単彩陶器の羽釜と火舎が出土している点である。この他に，地区内出土量の内，10世紀後半

以降の近江産が占める比率が点数で29.7％，重量で28.6％と隣接するツジＣ地区より高くなってい

る点も注視される。

　器種構成は，出土点数185点中，58.3％にあたる108点が供膳具である椀・皿類で，貯蔵具であ

る壺・瓶類としては，水注（壺？）が１点出土している。この他に羽釜（60）・火舎（風炉）（61）・香炉

（63・64）・唾壺（65）といった特殊品が９点出土している。

　８世紀末頃～９世紀初頭の京都産緑釉単彩陶器の羽釜・火舎（風炉）（図107－ 60・61），猿投Ｋ

14号窯式（９世紀前半～中頃）の輪花椀（62），猿投Ｋ90号窯式（９世紀後半）の香炉・唾壺（63～65），

時期不明の東海産の水注（66），10世紀代の京都産の皿（67），10世紀代の周防産の皿？（68），10世

紀後半の近江産の椀・皿（69・70），10世紀末頃の近江産の椀（71），10世紀末頃～11世紀初頭の近

江産の椀？（72）を図示した。

金龍寺東地区（図108，表9・11・22）

　出土点数８点（関連遺跡全体の0.4％），出土重量155.3ｇ（関連遺跡全体の0.8％）が出土している。

調査面積100㎡あたり出土数量は，出土点数0.43点，重量が8.36ｇで備後国府関連遺跡の中では低

い数値を示した。出土状況としては，各遺物包含層からの出土であった。

　時期と産地については，９世紀前半・後半の京都産が出土点数５点（地区内の62.5％），出土重量

110.6ｇ（地区内の72.2％）と最も多い。次いで出土点数２点（地区内の25.0％），出土重量7.0ｇ（地区

内の4.4％）の10世紀後半の近江産や，出土点数１点（地区内の12.5％），出土重量37.7ｇ（地区内の

24.2％）の９世紀後半の猿投産が出土している。

　器種構成は，全て椀・皿の供膳具であった。

　９世紀後半の猿投産の大椀（図108－ 73），９世紀後半の京都産の椀と小椀（74・75），10世紀代

の京都産の椀（76），10世紀後半の近江産の椀（77）を図示した。
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ドウジョウ地区（図109，表9・11・22）

　出土点数51点（関連遺跡全体の2.5％），出土重量488.7ｇ（関連遺跡全体の2.7％）が出土している。

調査面積100㎡あたりの出土数量については，出土点数1.68点と重量16.1ｇであった。出土状況と

しては，ほぼ各遺物包含層からの出土であった。地区内では，西側の0803Ｔ調査区により集中す

る傾向が見られる。

　時期と産地については，９世紀前半～10世紀代の京都産が出土点数35点（地区内の68.6％），出

土重量272.8ｇ（地区内の55.8％）と最も多い。次いで10世紀後半の近江産が出土点数14点（地区内

の27.4％），出土重量206.6ｇ（地区内の42.2％）で続いている。この他に９世紀後半の猿投産が１点

（重量4.1ｇ），10世紀代の近江産か東海産と考えられるものが１点（重量5.3ｇ）出土している。

　器種構成は，出土点数51点中，76.4％にあたる39点が供膳具である椀・皿類であった。この他

に９世紀前半の京都産緑釉単彩陶器の火舎？（図109－ 78）が１点出土している。

　９世紀前半の京都産緑釉単彩陶器の火舎？（78），９世紀後半の京都産の皿（79），10世紀後半の近

江産の椀・段皿（80～ 83）を図示した。

大マヘ地区（図110，表9・11・22）

　出土点数105点（関連遺跡全体の5.2％），出土重量589.9ｇ（関連遺跡全体の3.3％）が出土している。

調査面積100㎡あたりの出土数量については，出土点数32.71点，重量183.76ｇで，ツジＣ地区に

次いで高い数値を示している。なお，大マヘ地区での総調査面積は321㎡と狭い。このことから非

常に集中して出土する地点を調査したものと考えられる。出土状況としては，正方位の南北区画溝

や土坑，各遺物包含層から出土している。

　時期と産地については，９世紀前半～10世紀代の京都産が出土点数14点（地区内の13.3％），出

土重量104.7ｇ（地区内の17.7％）。９世紀後半～10世紀代の東海産が出土点数３点（地区内の2.8％），

出土重量33.0ｇ（地区内の5.5％）。10世紀代の近江産か東海産と思われるものが，出土点数５点（地

区内の4.7％），出土重量13.8ｇ（地区内の2.3％）。10世紀後半～10世紀末頃の近江産が最も多く ,

出土点数79点（地区内の75.2％），出土重量421.4ｇ（地区内の71.4％）が出土している。

　大マヘ地区の特徴的な傾向として，本地区内の出土量の内，10世紀末頃（11世紀初頭）の近江産

の比率が点数で71点（67.6％），重量で244.2ｇ（41.4％）と非常に高いことが挙げられる。国府関連遺

跡の他の地区を含めた全体（77点，359.9ｇ）に対する比率も点数で92.2％，重量で67.8％と高い傾

向を示し，特殊な偏りが見られる。

　器種構成は，出土点数105点中，62.8％にあたる66点が供膳具である椀・皿類で，貯蔵具として

は瓶が１点出土している。38点は器種不明であった。

　９世紀後半の猿投産の輪花椀？（図110－84），10世紀代の東海産の椀（85），時期不明の東海産（？）

と考えられる小瓶（86），９世紀後半～10世紀の京都産の皿（87），10世紀後半の近江産の椀（88～90），

10世紀後半～末頃の近江産の椀・段皿・皿（91～93），10世紀末頃の近江産の椀（94）を図示した。

ホリノ河内地区（表9・11・22）

　出土点数52点（関連遺跡全体の2.6％），出土重量388.2ｇ（関連遺跡全体の2.1％）が出土している。

調査面積100㎡あたりの出土数量については，出土点数5.28点，重量39.41ｇで，隣接するツジＮ

地区に近い数値が示された。出土状況としては，複数の大規模流路埋土の中層ないし上層の
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図110　大マヘ地区出土緑釉陶器（縮尺1/4）

遺物包含層から出土している。

　時期と産地については，９世紀前半～10世紀前半・10世紀代の京都産が出土点数22点（地区内

の42.3％），出土重量197.9ｇ（地区内の50.9％）と最も多い。次いで10世紀後半・10世紀代の近江産

か東海産が出土点数18点（地区内の34.6％），出土重量66.3ｇ（地区内の17.0％），それに続いて９世

紀後半の猿投産が出土点数６点（地区内の11.5％），出土重量72.4ｇ（地区内の18.6％）という状況で

出土している。

　器種構成は，出土点数52点中，88.4％にあたる46点が供膳具である椀・皿類であった。貯蔵具

としては，壺か瓶と思われる資料が２点出土している。

（２）灰釉陶器の概要（図111～ 113，表10・11・22，図版8）

　県教委調査以後，市教委調査分の備後国府関連遺跡における灰釉陶器の総出土点数は，小片も含

めて316点 ,総重量で3,216ｇに及んでいる。関連遺跡全体における灰釉陶器の産地は，猿投産が主

体の東海産のものが134点（42.4％），出土重量1,597.5ｇ（49.6％）と最も多い。次いで美濃・東濃産

が105点（33.2％），出土重量800.4ｇ（24.8％），東海産か美濃産の判別が困難だった資料が25点（7.9

％），出土重量249.8ｇ（7.7％）となっている
３）
。

　以下，地区別に灰釉陶器の出土傾向を記述する。

図109　ドウジョウ地区出土緑釉陶器（縮尺1/4）

図108　金龍寺東地区出土緑釉陶器（縮尺1/4）
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図110　大マヘ地区出土緑釉陶器（縮尺1/4）
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か東海産が出土点数18点（地区内の34.6％），出土重量66.3ｇ（地区内の17.0％），それに続いて９世

紀後半の猿投産が出土点数６点（地区内の11.5％），出土重量72.4ｇ（地区内の18.6％）という状況で
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　器種構成は，出土点数52点中，88.4％にあたる46点が供膳具である椀・皿類であった。貯蔵具

としては，壺か瓶と思われる資料が２点出土している。

（２）灰釉陶器の概要（図111～ 113，表10・11・22，図版8）

　県教委調査以後，市教委調査分の備後国府関連遺跡における灰釉陶器の総出土点数は，小片も含

めて316点 ,総重量で3,216ｇに及んでいる。関連遺跡全体における灰釉陶器の産地は，猿投産が主

体の東海産のものが134点（42.4％），出土重量1,597.5ｇ（49.6％）と最も多い。次いで美濃・東濃産

が105点（33.2％），出土重量800.4ｇ（24.8％），東海産か美濃産の判別が困難だった資料が25点（7.9

％），出土重量249.8ｇ（7.7％）となっている
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。

　以下，地区別に灰釉陶器の出土傾向を記述する。

図109　ドウジョウ地区出土緑釉陶器（縮尺1/4）

図108　金龍寺東地区出土緑釉陶器（縮尺1/4）
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ツジＣ地区（図111，表10・11・22）

　出土点数201点（関連遺跡全体の63.6％），出土重量2,165.8ｇ（関連遺跡全体の67.3％）が出土して

おり，備後国府関連遺跡の中で最も多い。調査面積100㎡あたりの出土数量についても，出土点数

8.92点，重量96.09ｇで，緑釉陶器と同様に備後国府関連遺跡の中で最も高い数値が得られている。

出土状況としては，遺物包含層であるツジⅤ層からの出土量が最も多く，上層のツジⅣ層からの出

土量がそれに次いでいる。また，地区中央部に出土が集中する傾向が見られる。

　時期と産地については，９世紀前半・後半の猿投産が出土点数86点（地区内の42.7％），出土重

量1,127.0ｇ（地区内の52.0％），次いで９世紀後半・10世紀前半・後半の美濃産および東濃産が出土

点数72点（地区内の35.8％），出土重量562.6ｇ（地区内の25.9％）となっている。

　器種構成は，出土点数201点中，68.1％にあたる137点が供膳具である椀・皿類で，貯蔵具とし

ては，壺・瓶が23点（11.4％）出土している。41点は，器種不明であった。

　猿投Ｋ14号窯式（９世紀前半）の椀 (図 111－ 95）・皿（96・97）,猿投Ｋ14号かＫ90号窯式（９世

紀）の椀（98），猿投Ｋ90号窯式（９世紀中頃～後半）の椀（99），猿投Ｋ90号窯式（９世紀後半）の椀

（100）・皿（101），猿投Ｏ53号窯式（10世紀前半）の椀（102），美濃光ヶ丘1号窯式（９世紀後半）の

表10　灰釉陶器時期別集計表
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図111　ツジC地区出土灰釉陶器（縮尺1/4）

椀（103），美濃大原２号窯式（10世紀前半）の椀？・皿？（104・105），美濃虎渓山１号窯式（10世紀

後半）の椀（106），美濃虎渓山１号窯式か猿投Ｏ53号窯式（10世紀）の皿（107），産地不明の９世紀・

９～10世紀と考えられる壺・壺？（108～ 110）を図示した。

ツジＥ地区（表10・11・22）

　ツジＥ地区における灰釉陶器の出土点数10点（関連遺跡全体の3.1％），出土重量45.5ｇ（関連遺

跡全体の1.4％）が出土している。調査面積100㎡あたりの出土数量は，出土点数1.11点，重量5.06

ｇとなっている。緑釉陶器と同様に隣接するツジＣ地区と比較して低い数値を示している。出土状

況としては，遺物包含層であるツジⅤ層と，上層のツジⅣ層を中心に出土している。

　時期と産地については，９世紀前半・後半の猿投産が出土点数６点（地区内の60.0％），出土重量

36.4ｇ（地区内の80.0％），次いで10世紀後半の美濃産および東濃産が出土点数３点（地区内の30.0

％），出土重量7.6ｇ（地区内の16.6％）となっている。

　器種構成は，皿類，１点は器種不明であった。

ツジＮ地区（図112，表10・11・22）

　出土点数が34点（関連遺跡全体の10.7％），出土重量は276.8ｇ（関連遺跡全体の8.6％）となってお

り，ツジＣ地区・ドウジョウ地区に続く出土量である。調査面積100㎡あたりの出土数量は，点数

3.78点，重量30.75ｇで，ツジＣ地区に次いで高い数値を示している。出土状況としては，遺物包

含層であるツジⅤ層と，上層のツジⅣ層を中心に出土している。

　時期と産地については，９世紀前半・後半，10世紀前半・後半の美濃産および東濃産が出土点

数28点（地区内の82.3％），出土重量204.1ｇ（地区内の73.7％）と最も多く，次いで９世紀後半の猿

投産が出土点数３点（地区内の8.8％），出土重量36.3 ｇ（地区内の13.1％）といった状況で出土して

いる。Ｎ地区内の特徴的な傾向として，特に10世紀後半の美濃産が占める割合（13点，68.0ｇ）が
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高くなっている。

　器種構成は，25点が供膳具である椀・皿類，貯蔵具である壺・瓶類は３点，６点は器種不明で

あった。

　美濃光ヶ丘１号窯式（９世紀後半）の皿？（図112－ 111），美濃大原２号窯式（10世紀前半）の椀？

（112），金泥のパレットの可能性がある美濃産の時期・器種不明の資料（113），産地不明の９世紀と

考えられる壺（114）を図示した。

ドウジョウ地区（図113，表10・11・22）

　出土点数が50点（関連遺跡全体の15.8％），出土重量は576.4ｇ（関連遺跡全体の17.9％）となって

おり，ツジＣ地区に続く出土量である。調査面積 100㎡あたりの数量は，出土点数 1.65 点，重量

18.99ｇでツジＣ地区・ツジＮ地区に次いで高い数値を示している。出土状況としては，ほぼ各遺

物包含層からの出土であった。地区内では，西側の0803Ｔ調査区により集中し，緑釉陶器と同様

の傾向を示す。

　時期と産地については，９世紀前半・後半の猿投産が出土点数33点（地区内の66.0％），出土重

量334.1ｇ（地区内の57.9％）と最も多く出土し，特に西側の0803Ｔ調査区に出土の偏りが見られる。

0803Ｔ調査区出土資料の「９世紀代の産地不明」としているものも，ほぼ９世紀前半の猿投産と

考えられる
４）
。ドウジョウ地区出土の灰釉陶器は，ほぼ９世紀前半の猿投産で占められており，美

濃産・東濃産は含まれないという特殊な傾向が看て取れる。備後国府関連遺跡全体においても，９

世紀前半の猿投産の比率が出土点数の54.5％，重量で41.7％と偏りを持って出土している。

　器種構成は，46.0％にあたる23点が供膳具である椀・皿類，貯蔵具である壺・瓶類は18点（36.0

％），９点は器種不明であった。他の地区より貯蔵具の比率が高い傾向を示している。

　猿投Ｋ14号窯式（９世紀前半）の皿（図113－ 115・116）・椀（117・118）・皿？（119），産地不明の

９世紀と考えられる壺（120）と平瓶（121）を図示した。

図113　ドウジョウ地区出土灰釉陶器（縮尺1/4）

図112　ツジN地区出土灰釉陶器（縮尺1/4）

0 10㎝

111 112

113 114

0 10㎝

118

115 116
117

121

119
120



－127－

第１節　搬入土器

表11　緑釉陶器・灰釉陶器器種別集計表

大マヘ地区（表10・11・22）

　出土点数が８点（関連遺跡全体の2.5％），出土重量は56.1ｇ（関連遺跡全体の1.7％）と少量である

ことに比して，調査面積100㎡あたりの出土数量は，点数2.49点，重量17.47ｇと高い数値を示す。

この状況は，同地区の緑釉陶器と同様の様相といえる。出土状況としては，各遺物包含層から出土

している。

　時期と産地については，９世紀後半の猿投産が出土点数２点（地区内の25.0％），出土重量5.9ｇ

（地区内の10.4％），10世紀後半の美濃産・東濃産が出土点数２点（地区内の25.0％），出土重量26.1

ｇ（地区内の46.4％），９世紀代で産地不明の資料が４点（地区内の50.0％），出土重量24.2ｇ（地区

内の43.0％）といった状況であった。

ホリノ河内地区（表10・11・22）

　出土点数が13点（関連遺跡全体の 4.1％），出土重量は95.8ｇ（関連遺跡全体の2.9％）となっている。

調査面積100㎡あたりの出土数量は，出土点数1.32点，重量9.72ｇであった。出土状況としては，

大溝の埋土上層のほか，各遺物包含層から出土している。

　時期と産地については，９世紀後半の猿投産を含む東海産が出土点数４点（地区内の30.7％），出

土重量57.9ｇ（地区内の60.4％），９世紀後半の美濃産か東海産とされる資料が出土点数９点（地区

内の69.2％），出土重量37.9ｇ（地区内の39.5％）といった状況で出土している。なお，出土点数と出

土重量における比率の逆転現象は，残存状況のよい椀の破片資料が含まれているためである。積極

的に美濃産・東濃産と思われる資料は，見当たらなかった。

（３）小結

　今回集計した備後国府関連遺跡出土の緑釉陶器および灰釉陶器は，あわせて2,305点，重量にし

て 20,927.6 ｇに及ぶ。緑釉陶器と灰釉陶器の出土比率は，出土点数で緑釉陶器 86.2％，灰釉陶器

13.7％となっている。出土重量では，緑釉陶器84.6％，灰釉陶器15.3％となっており，出土点数と

ほぼ同等の比率となっていることから，これが備後国府関連遺跡全体の緑釉陶器と灰釉陶器の比率と

点数/面積(100㎡)
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捉えてよいものと思われる。ここで，備後国府関連遺跡における出土施釉陶器について，各時期の

状況をまとめておきたい。

【備後国府Ⅰ期】：７世紀末頃から８世紀後半

　備後国府関連遺跡内では最古の施釉陶器として，奈良三彩小壺がツジＣ地区から出土している。

本資料には，ガラス小玉が54個内蔵されており，出土状況や他の奈良三彩の出土例との比較から，

地鎮などの祭儀における使用が想定される。備後国府関連遺跡における奈良三彩の出土は，今のと

ころ１点と限定的であり，性格及び搬入経緯についても平安期の施釉陶器とは異なる土器と考えら

れるため，別に取り扱う必要があるだろう。

【備後国府Ⅱ期】：８世紀末頃から１０世紀末頃

　ツジＮ地区において，９世紀代の一定量生産・搬入される前段階の８世紀末頃～９世紀初頭の緑

釉単彩陶器とされる羽釜と火舎が出土している。これらの資料は，宮都や有力寺院を中心に流通し

た特殊高級品と考えられ，長岡京，下野国分寺跡，山城国府跡，出雲国府跡Ⅱ期の日岸田地区から

の出土例が数例挙げられるのみである。主要な器種としては，羽釜・火舎・甑・高台付椀などがあ

る。製作技法の特徴としては，器面にヘラミガキ調整を施さず，焼成は軟質・白色で精良な胎土を

用い，基本的には奈良三彩と同一技法とされる。奈良時代の多彩陶器から平安時代の緑釉陶器への

過渡的かつ限定的な様相を持つ一群を緑釉単彩陶器としている（平尾政幸1993など）。

　緑釉陶器は９世紀前半の京都産や猿投産から10世紀末頃の近江産に至るまで，灰釉陶器は９世

紀前半の猿投産を主体とする東海産から11世紀初め頃の美濃産に至るまで，各時期の資料の継続

性がみられる。緑釉陶器・灰釉陶器ともに，ツジＣ地区からの出土量が圧倒的に多く，それにツジ

Ｎ地区が次いでいる。この他の特徴的な出土傾向として，大マヘ地区の0402Ｔ調査区における緑

釉陶器の出土傾向は，10世紀後半～ 10世紀末頃の近江産に限り，極度に集中した偏りが窺える。

また灰釉陶器としては，ドウジョウ地区0803Ｔ調査区において，９世紀前半の猿投産が極度な偏

りをもって出土する。ドウジョウ地区・ホリノ河内地区・大マヘ地区というように，ツジＣ地区よ

り距離が離れるに従い，比較的新しい10世紀後半～末頃の資料の比率が高い傾向が窺える。

【備後国府Ⅲ期】：１１世紀初頭から１２世紀後半，【備後国府Ⅳ期】：１２世紀末頃から１３世紀代

　備後国府関連遺跡において，11世紀以降に緑釉陶器・灰釉陶器の搬入および消費された状況は

認められない。

　なお今回の集計において，砂山地区の緑釉陶器・灰釉陶器の出土例が確認されておらず空白地帯

となっている。また伝吉田寺地区についても，時期・産地不明の緑釉陶器が１点確認されているの

みである。県調査時の調査資料も含めて，今後さらなる資料検討と発掘調査を行なうことで，資料

の追加が期待できる。しかしその一方で，今回の集計データが覆るほどの結果につながることも考

えにくい状況であり，砂山地区・伝吉田寺地区の出土傾向は基本的に希薄であると考えられる。

　【註】
　　1）産地・時期の検討にあたり，大阪大学高橋照彦教授に全資料を実見していただき，ご教示をいただいた。
　　2）砂山地区においては，現段階で資料が確認されていないため，集計されていない。
　　3）金龍寺東地区・伝吉田寺地区・砂山地区においては，現段階で資料が確認されていないため，集計されていない。
　　4）高橋照彦氏のご教示による。　
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2．貿易陶磁器（図114～ 120，表12・23，図版8）

　備後国府関連遺跡において，これまでに出土貿易陶磁器の整理は行なわれていなかった。今回初

めて，網羅的に時期と産地の同定を行ない，一点ごとの重量を計測し集計表にまとめた
１）
。加えて，

調査地点ごとの検出遺構や遺跡の残存度にもよるが，施釉陶器の量比を同一基準によって数値化し

比較検討するために，地区別に100㎡あたりの出土点数と出土重量を示している。なお，貿易陶磁

器の分類および時期決定は，大宰府編年（山本2000）を用いて行なっている。

（１）貿易陶磁器の概要（図114～ 120，表12・23，図版8）

　県教委調査を除く市教委の調査分での貿易陶磁器の総出土点数は ,小片も含めて4,359点 ,総重量

で33,272ｇに及んでおり，大宰府編年Ａ期からＧ期以降の資料が出土している。Ａ期（８世紀末頃

～10世紀中頃）のものが156点（3.5％），出土重量1,953.5ｇ（5.8％），Ｂ期（10世紀後半～11世紀中

頃）のものが 84点（1.9％），出土重量 571.9 ｇ（1.7％），Ｃ期（11世紀後半～ 12世紀前半）のものが

1,291点（29.6％），出土重量14,266.1ｇ（42.8％）, Ｄ期（12世紀中頃～後半 )のものが317点（7.2％），

出土重量3,425.6ｇ（10.2％），Ｅ期（13世紀前後～前半）とＦ期（13世紀中頃～14世紀初頭）および概

ね12～ 13世紀とされるものが42点（0.9％），出土重量454.3ｇ（1.3％），Ｇ期（14世紀初頭～後半）

以降のものが41点（0.9％），出土重量526.7ｇ（1.5％）となっている。

　以下，地区別に貿易陶磁器の出土傾向を記述する。

ツジＣ地区（図114，表12・23）

　出土点数は1,376点（関連遺跡全体の31.5％），重量は10,078.2ｇ（関連遺跡全体の30.2％）と比較的

に多く出土している。調査面積100㎡あたりの出土数量は，出土点数61.05点，重量447.13ｇとな

っており，備後国府関連遺跡では，ホリノ河内地区に次いで高く，ツジＮ地区とほぼ同等であった。

出土状況としては，遺物包含層であるツジⅣ層からの出土量が最も多く，下層のツジⅤ層あるいは

上層のⅢ層からの出土量がそれに次いでいる。地区内では，地区中央部の9901Ｔ・1102Ｔ・1301

Ｔ調査区に出土の集中が見られる。

　時期について，10世紀前半～中頃の白磁Ⅰ類や10世紀後半～11世紀前後の白磁Ⅺ類，越州窯青

磁，長沙窯系褐釉といった大宰府Ａ期（８世紀末頃～10世紀中頃），あるいは大宰府Ｂ期（10世紀

後半～11世紀中頃 )とされる資料が出土している。ツジＣ地区出土の大宰府Ａ・Ｂ期資料の備後国

府関連遺跡の全体における比率は，点数で64.1％，重量で49.4％と高い傾向を示している。続く大

宰府Ｃ期（11世紀後半～12世紀前半）の白磁Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ類が出土している。大宰府Ｃ期資料の

本地区内で占める比率は，点数で29.3％，重量で40.6％と最も高い数値を得ている。大宰府Ｄ期（12

世紀中頃～後半）とされる龍泉窯あるいは同安窯の青磁や白磁Ⅷ類が出土している。しかし，大宰

府Ｅ期（13世紀前半）や大宰府Ｆ期（13世紀中頃～14世紀初頭），そして大宰府Ｇ期以降（14世紀初

頭以降～15・16世紀）の資料の出土量は，激減といってよいほどの減少傾向を見せている。この傾

向は，備後国府関連遺跡全体に見られる傾向といえる。

　　窯系白磁Ⅰ類椀（図114－１～４），白磁Ⅰ類かⅪ類の輪花椀（５）, 白磁Ⅺ類の椀（６・７），10

世紀代の椀・皿？（８・９），11世紀代の輪花皿（10），白磁Ⅱ類（11），Ⅲ類（12），Ⅳ類（13・14），

ⅣかⅤ類の皿（15），Ⅴ類（16），Ⅷ類（17・18），12世紀後半頃の蓋（19），13世紀前後の合子蓋（20），

Ⅸ類（21・22），時期不明の白磁の輪花皿（23）・小皿（24）・蓋（25）・合子（26）・小壺（27）・壺（28）・大
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大鉢？（29・30）・特殊品（31・32）・梅瓶（33），越州窯系青磁の椀（34・35・37）・小型特殊品（36），

龍泉窯系青磁の皿？（38）・椀（39～41），同安窯系青磁の椀（42～44），産地・時期不明の合子蓋（45），

長沙窯系褐釉の不明製品（壺？）（46）を図示した。

図114　ツジＣ地区出土貿易陶磁器（縮尺1/4）
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ツジＥ地区（図115，表12・23）

　出土点数は208点（関連遺跡全体の4.7％），重量は1,451.0ｇ（関連遺跡全体の4.3％）であった。調

査面積100㎡あたりの出土数量は，出土点数23.16点，重量161.58ｇと隣接するツジＣ・Ｎ地区に

比して低い。出土状況としては，遺物包含層であるツジⅣ～Ⅴ層からの出土量が最も多い。地区南

部の0506Ｔ調査区では，上層のⅡ～Ⅲ層からの出土量が最も多く出土している。

　時期については，大宰府Ａ期（８世紀末頃～10世紀中頃），あるいは大宰府Ｂ期（10世紀後半～

11世紀中頃）から大宰府Ｄ期（12世紀中～後半）までの白磁・青磁が少量出土している。

　10世紀代の白磁小皿（図115－ 47），白磁Ⅺ類（48），Ⅳ類（49），白磁の特殊品（50），越州窯系青

磁の椀（51）・輪花皿（52・53），龍泉窯系青磁の椀（54～ 56），同安窯系青磁の椀（57），産地・時期

不明の合子蓋（58）を図示した。

図116　ツジＮ地区出土貿易陶磁器（縮尺1/4）

図115　ツジE地区出土貿易陶磁器（縮尺1/4）
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ツジＮ地区（図116，表12・23）

　出土点数は523点（関連遺跡全体の11.9％），重量は4,081.8ｇ（関連遺跡全体の12.2％）。調査面積

100㎡あたりの出土数量は，出土点数で58.11点，重量で453.53ｇとなっており，ツジＣ地区と同

等の高い数値を示した。出土状況としては，遺物包含層であるツジⅣ～Ⅴ層からの出土量が最も多

い。

　出土遺物の時期については，Ｅ地区とほぼ同様といえる。出土傾向の特徴として，大宰府Ｃ期（11

世紀後半～12世紀前半）資料の本地区内で占める比率は，点数で35.1％，重量で51.9％と，ツジＣ

地区よりやや高い傾向を示した。

　白磁Ⅺ類の椀？（図116－ 59）・皿？（60）・輪花皿（61），白磁Ⅱ類の椀・皿（62・63），Ⅲ類の椀？

（64），Ⅳ類（65・66），Ⅴ類（67～ 69），時期不明の白磁の小皿（70・71）・壺（72）・壺か水注（73），

龍泉窯系青磁の椀（74），12～ 13世紀代の褐釉の壺（75）を図示した。

金龍寺東地区・伝吉田寺地区（図117，表12・23）

　両地区を併せた出土点数は，83点（関連遺跡全体の1.9％），重量は899.0ｇ（関連遺跡全体の2.7％）

であるが，この内80点，872.1ｇが金龍寺東地区からの出土であった。伝吉田寺地区は，他の地区

に比して調査面積が得られていない状況となっている。調査面積100㎡あたりの出土数量は，出土

点数で4.37点，重量で47.38ｇと低い数値を示した。

　出土遺物の時期については，ツジＣ地区とほぼ同様の時期幅といえるが，本地区内の出土量の内，

大宰府Ｃ期（11世紀後半～12世紀前半）と大宰府Ｄ期（12世紀中頃～後半）の遺物の占める比率は，

点数で60％，重量で62.6％と高い比率を示している。

　白磁Ⅺ類の椀（図117－76），Ⅱ類（77），Ⅳ類（78・79），Ⅴ類の椀（80・81）・小皿（82），Ⅸ類（83），

時期不明の白磁の小皿（84・85），越州窯系青磁のⅡ類椀（86）・椀（87），龍泉窯系青磁の椀（88～90）・

皿（91）を図示した。この内，85の白磁小皿の外底面には，判読不可能だが墨書が認められる。

砂山地区（図118，表12・23）

　出土点数は76点（関連遺跡全体の1.7％），重量は984.2ｇ（関連遺跡全体の2.9％）。調査面積100

㎡あたりの出土数量は，出土点数で9.45点，重量で122.42ｇと低くなっている。

図117　金龍寺東地区出土貿易陶磁器（縮尺1/4）
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　出土遺物の時期には，大宰府Ａ・Ｂ期（８世紀末頃～ 10世紀中頃・10世紀後半～ 11世紀中頃）

から大宰府Ｄ期（12世紀中頃～後半）の白磁・青磁が少量出土した。本地区内の出土量の内，大宰

府Ｃ期（11世紀後半～12世紀前半）の資料が最も多く , 点数で38.1％，重量で46.4％であった。

　白磁Ⅰ類かⅪ類の椀（図118－ 92），白磁Ⅺ類の椀（93），Ⅱ類（94・95），Ⅲ類（96），Ⅳ類（97），

Ⅴ類（98～ 100），12～ 13世紀の良品と思われる皿（101），時期不明の白磁の小皿（102），龍泉窯系

青磁の椀（103），同安窯系青磁の椀（104）を図示した。

ドウジョウ地区（図119，表12・23）

　出土点数は410点（関連遺跡全体の9.4％），重量は3,162.0ｇ（関連遺跡全体の9.5％）。本地区内の

調査面積100㎡あたりの出土数量は，出土点数で13.50 点，重量で 104.15 ｇと高いとはいえない。

しかし，0901Ｔ（調査面積100㎡）に限定すれば，100㎡あたりの出土数量が出土点数284点，重量

1693.5ｇと極めて高い数値となり，看過できない状況といえる。

　出土遺物の時期については，ツジＥ・Ｎ地区と基本的には同様の時期幅といえる。本地区内の出

土量の内，大宰府Ｃ期（11世紀後半～12世紀前半）と大宰府Ｄ期（12世紀中頃～後半）の遺物の占め

る比率は，点数で44.6％，重量で63.3％と最も多い。

　白磁Ⅺ類の椀（図119－105）・皿（106），白磁Ⅱ類の椀？（107），Ⅳ類（108～110），Ⅴ類（111・112），

Ⅷ類（113・114），時期不明の白磁の小皿（115・116）・特殊品（117・118），越州窯系青磁の椀（119），

龍泉窯系青磁の椀（120～ 122）・皿（123・124），同安窯系青磁の椀（125），産地・時期不明の青磁の

合子蓋（126），中国産の青磁か褐釉の壺（127）を図示した。

大マヘ地区（図120，表12・23）

　出土点数は71点（関連遺跡全体の1.6％），重量は566.1ｇ（関連遺跡全体の1.7％）。調査面積100

㎡あたりの出土数量は，出土点数で22.12点，重量で176.36ｇとツジＥ地区と同程度であり，出土

遺物の時期も同様であった。

　白磁Ⅱ類（図120－128），Ⅳ類（129），Ⅴ類（130），越州窯系青磁と考えられる壺か大鉢（131・132），

龍泉窯系青磁の椀？（133），同安窯系青磁の椀（134）を図示した。

図118　砂山地区出土貿易陶磁器（縮尺1/4）
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ホリノ河内地区（表12・23）

　出土点数は1,612点（関連遺跡全体の36.9％），重量は12,050.4ｇ（関連遺跡全体の36.2％）と最も出

土量の多い地区となっている。また，調査面積100㎡あたりの出土数量は，出土点数163.65点，重

量1223.39ｇと非常に高い数値となっている。

　時期については，大宰府Ａ・Ｂ期（８世紀末頃～10世紀中頃・10世紀後半～11世紀中頃）の白磁・

図120　大マヘ地区出土貿易陶磁器（縮尺1/4）

図119　ドウジョウ地区出土貿易陶磁器（縮尺1/4）
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青磁から，大宰府Ｃ期（11世紀後半～12世紀前半）の白磁，大宰府Ｄ期（12世紀中頃～後半）の

青磁のほか，12～ 13世紀の褐釉の壺と考えられる資料が多く出土しており，この時期までの継続

性が窺える。しかし，全体の出土量としては，大宰府Ｅ期（13世紀前半）や大宰府Ｆ期（13世紀

中頃～14世紀初頭），そして大宰府Ｇ期以降（14世紀初頭～15・16世紀）の資料の出土量は，激

減といってよいほどの減少傾向を見せている。

（２）小結

　備後国府関連遺跡における出土貿易陶磁器の網羅的な時期・産地の同定作業を実施したことで地

区毎・時期毎に特徴があることが明らかとなった。地区別の総出土点数および総出土重量，また調

査面積100㎡あたりの出土数量についても，ホリノ河内地区が最も高い数値を示した。ツジＣ地区・

ツジＮ地区がそれに続いて出土が集中している。一方，ツジＥ地区・金龍寺東地区・砂山地区・大

マヘ地区については，出土量が比較的低調であることが判明した。

　以下，時期ごとに備後国府関連遺跡における貿易陶磁器の出土傾向をまとめる。

【備後国府Ⅰ期】：７世紀末頃から８世紀後半

　備後国府関連遺跡において，該期の貿易陶磁器の出土は認められない。

【備後国府Ⅱ期】：８世紀末頃から１０世紀末頃

　大宰府編年の大宰府ＡとＢ期の一部に該当する時期となる。大宰府Ａ期（８世紀後半～10世紀前

半）とされる白磁Ⅰ類や越州窯青磁，あるいは大宰府Ｂ期（10世紀中頃～11世紀前後）とされる白磁

表12-1　貿易陶磁器時期別集計表（1）
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Ⅺ類

Ⅺ類
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青磁から，大宰府Ｃ期（11世紀後半～12世紀前半）の白磁，大宰府Ｄ期（12世紀中頃～後半）の
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（２）小結
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　大宰府編年の大宰府ＡとＢ期の一部に該当する時期となる。大宰府Ａ期（８世紀後半～10世紀前

半）とされる白磁Ⅰ類や越州窯青磁，あるいは大宰府Ｂ期（10世紀中頃～11世紀前後）とされる白磁

表12-1　貿易陶磁器時期別集計表（1）
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Ⅺ類
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表12-2　貿易陶磁器時期別集計表（2）

�類

�類

Ⅻ類
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　ⅩⅠ類が，ツジＣ地区・ツジＮ地区・ホリノ河内地区から多く出土している。

【備後国府Ⅲ期】：１１世紀初頭から１２世紀後半

　大宰府編年Ｂ期の一部とＣ期（11世紀後半～12世紀前半）およびＤ期（12世紀中頃～後半）に該当

する時期である。大宰府Ｃ期は，白磁のⅡ・Ⅳ・Ⅴ類が莫大な量が，中国から輸入されてくる時期

に該当している
2）
。備後国府関連遺跡においても，ホリノ河内地区を筆頭に該期の貿易陶磁器が最

も多く出土している。続く大宰府Ｄ期（12世紀中頃～後半）の龍泉窯系青磁・同安窯系青磁・Ⅶ類

やⅧ類の白磁も連続的に多く出土している。

【備後国府Ⅳ期】：１２世紀末頃から１３世紀代

　大宰府Ｅ期の指標とされる13世紀以降の白磁Ⅸ類（口縁部の釉が掻き取られている＝口禿げタイ

プ）や該期の青磁類の出土量は，激減する傾向にあるといえる。また，備後国府Ⅳ期以降の14～ 16

表12-3　貿易陶磁器時期別集計表（3）
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世紀の貿易陶磁器の出土量についても，各地区から少量の出土しかみられない。

　以上，備後国府関連遺跡出土の貿易陶磁器について，出土量と帰属時期から整理を行なった。こ

こで，国府における貿易陶磁器の出土量として出雲国府跡と比較してみる。調査面積100㎡あたり

の出土点数について，日岸田地区が198.9点と最も高い数値を示しており，同地区の中でも堂田調

表12-4　貿易陶磁器時期別集計表（4）

第９章　出土遺物の様相
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査区の値は327.0点と突出している
３）
。器種も特殊品を多く含んでいる状況から，「陶磁器のストッ

クなどの場，蔵などの存在」が指摘されている（山本・山本2007）。備後国府関連遺跡において，

ホリノ河内地区やドウジョウ地区0901Ｔなどはそれに匹敵する出土量といえる。

　出土貿易陶磁器の帰属時期については，大陸から大量輸入される前段の時期となる備後国府Ⅱ期

の段階から，ツジＣ地区・ツジＮ地区・ホリノ河内地区において，優品を含む初期貿易陶磁器が集

中的に出土する点が特徴となっている。さらに，この出土傾向は該期の施釉陶器に準じ，続く備後

国府Ⅲ期への連続性が窺える点から，一帯が継続利用されていた蓋然性が高いこと，そして，備後

国府Ⅳ期以降には，各地区の出土は減少傾向となることが明らかとなった。

　【註】

　　1）　産地・時期の検討にあたり ,橋本久和氏に全資料を実見していただき，ご教示をいただいた。

　　2）　中国側からすれば，北方民族の圧迫に対抗するための外貨獲得期＝1060年元豊の改革以降の時期にあたる。橋本

久和氏のご教示による。

　　3）　出雲国府では，日岸田地区における調査面積100㎡あたりの出土点数が123.5～ 327.0ポイントと最も高い数値を示

しており，陶磁器の保管場所が想定されている。他の地区では，六所脇地区8.0点，宮の後地区32.6点，大舎原地区

5.5～ 18.7点，樋ノ口地区0.0点。

3．その他の国産搬入土器（図121～ 127，表13・24）

　奈良三彩・緑釉陶器・灰釉陶器といった国産施釉陶器の出土状況については，既に本節前項にお

いて述べたが，ここではそれ以外のその他の国産搬入土器や陶器の様相についてふれる。瓦器を除

いては，定量的な集計を行なっておらず，またより専門性の高い知見を得ていないため，詳細につ

いては必要性に応じて今後の課題とする。

（１）篠窯産須恵器鉢・盤（1～3，22～ 24，33・34）

　篠窯産の須恵器の盤Ａ類・鉢Ａ類（８世紀後半～９世紀前半）・鉢Ｃ類（10世紀後半～11世紀前後）

がツジ地区から出土している。

　篠窯産須恵器鉢Ｃ類，近江産緑釉陶器，楠葉産黒色土器のセットは瓦器が出現する直前の時期と

考えられている
1）
。

（２）黒色土器（4～13，25～ 29，35～ 40，51～ 55，63・68）

　備後国府関連遺跡の編年において，黒色土器Ａ類（内黒）の椀は10世紀後半～12世紀前半に位置

付けており，各地区から出土している。搬入品の器形を模した在地系が多く含まれていると考えら

れる。

　10世紀中頃～11世紀中頃の黒色土器Ｂ類（両黒）とされる河内国楠葉産の黒色土器の一群がツジ

地区から出土している（8～ 13，39・40）。楠葉産の黒色土器椀は，特定の権門（摂関家）支配のも

とで生産された特殊品とされ，11世紀中頃以降の楠葉産瓦器椀への発展連続性が確認されている。

ツジＮ・Ｃ地区から出土した楠葉型黒色土器の小椀や器種不明品は仏事・祭祀用として生産された

ものと考えられ，国府における祭祀行為での使用が想定される
2）
。

（３）瓦器（14～ 18，41～ 46，56～ 58，64～ 66）

　備後国府関連遺跡における市教委の調査分での瓦器の総出土点数343点，総重量で2,135.6ｇが出

土している。橋本編年の楠葉Ⅰ期（11世紀中頃～12世紀初頭）の資料が30点（全体の8.7％），382.8

ｇ（全体の17.9％），楠葉Ⅱ期（12世紀前半～後半）の資料が２点（全体の0.5％），7.4ｇ（全体の0.3％）
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出土している。和泉Ⅱ期（12世紀中頃）の資料が15点（全体の4.3％），138.9ｇ（全体の6.5％）出土し

ている。そして和泉Ⅱ期（12世紀末頃～13世紀初頭 )の資料が239点（全体の69.6％），1,262.8ｇ（全

体の59.1％）と最も多く出土している。この他に時期不明の楠葉型が12点（75.1ｇ），時期不明の和

泉型が42点（210.1ｇ）出土しているが，楠葉型と和泉型の比率は２：８程度である。確実な和泉Ⅰ

期（11世紀中頃～12世紀初頭）の資料，あるいは大和型の資料は確認されていない。また，13世紀

以降の資料の出土は確認できなかった
３）
。

　瓦器の出土傾向を地区別に見た場合，ホリノ河内地区において207点（全体の60.3％），1,160.9ｇ

（全体の54.3％）と最も多く出土している。次いで，ツジＮ地区が54点（全体の15.7％），428.9ｇ（全

体の20.0％）と多くなっているが，ホリノ河内地区と隣接しているため，一帯として影響を受けてい

るものと考えられる。ツジＥ地区・伝吉田寺地区・砂山地区では，出土が把握されておらず，集計

表から除外した。

（４）土師質土器椀（吉備系）（19・20，47～ 50，59～ 62，67）

　備後国府関連遺跡の編年において，土師質土器椀は11世紀後半～13世紀前半に位置付けている。

ただし，土師質土器椀自体は11世紀後半頃に消滅すると考えられている。

　椀の内外にミガキを施すものが多く見られ，ミガキ調整が施されなくなる草戸Ⅰ期（13世紀後半）

より古相のものが出土している。椀以外の器形（杯・皿・鍋）は未確認である。

（５）その他

　備前焼の甕・擂鉢，常滑焼の甕，東播系須恵器の鉢，15世紀台と考えられる瓦器の浅型火鉢・

火舎や瓦質土器の釜，天目茶椀などが各地区において数点程度が出土している。

表13　瓦器時期別集計表
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図121　ツジＣ地区出土その他の国産搬入土器（縮尺1/4）

図122　ツジＥ地区出土その他の国産搬入土器（縮尺1/4）
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図123　ツジＮ地区出土その他の国産搬入土器（縮尺1/4）

図124　金龍寺東地区出土その他の国産搬入土器（縮尺1/4）

図125　砂山地区出土その他の国産搬入土器（縮尺1/4）

図126　ドウジョウ地区出土その他の国産搬入土器（縮尺1/4）

図127　大マヘ地区出土その他の国産搬入土器（縮尺1/4）
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　【註】

　　1）　橋本久和氏のご教示による。

　　2）　橋本久和氏のご教示による。

　　3）　産地・時期の検討にあたり ,橋本久和氏に資料を実見していただき ,ご教示をいただいた。橋本氏の鑑定後，出土遺

　　　物の総点検を行っているため，出土点数は増えている。

　【参考文献】

　　市教委　2005　『府市9』

　　島根県教育委員会　2013　『史跡出雲国府跡』－9　総括編－

　　平尾政幸　1993　「弘仁瓷器直前の緑釉単彩陶器」『杉山信三先生米寿記念論集平安京歴史研究』杉山信三先生米寿記念

　　論集刊行会編

　　巽淳一郎　1998「都城における鉛釉陶器の変遷」『日本三彩と緑釉』愛知県陶磁資料館

　　奈良文化財研究所　2004『古代の官衙遺跡Ⅱ　遺物・遺跡編』

　　高橋照彦　1995「緑釉陶器」『概説　中世の土器・陶磁器』中世工器研究会編　真陽社

　　山本信夫　2000「陶磁器分類」『太宰府条坊跡�－陶磁器分類編－』太宰府市教育委員会

　　山本信夫・山本麻理子　2007「山陰の出土貿易陶磁と傾向－集落における消費形態及び北部九州と日本海交流に関する

　　基礎的検討」『波原遺跡・森広遺跡・片山遺跡』下関市教育委員会
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図128　軒丸瓦１Ａ型式拓本（縮尺1/4）

第２節　瓦　

　瓦　は全ての地区で出土している。市教委で調査したものはコンテナ箱に収納して2000箱を超

える。特に古代寺院跡の伝吉田寺地区と，隣接する金龍寺東地区からの出土量が多く，時期は７世

紀後半から中世以降に及ぶため，今回の報告では，明らかに中世以降のものは除外し，古代の瓦を

取り扱うことにした。

　出土した瓦　類には，軒丸瓦，軒平瓦，丸瓦，平瓦，隅切瓦，面戸瓦，鬼瓦，　などがある。こ

れらを，軒瓦，丸瓦，平瓦，道具瓦，　  ，その他に分けて分類して報告する。

　なお，瓦の様相を検討するにあたっては，古代寺院である伝吉田寺跡の出土状況は全体に与える

影響が大きいと考えられたため，市教委調査出土資料に加えて，県67吉田寺調査で出土した瓦類

についても全資料を実見し，分類集計に加えた
1）
。その他の県調査および昭和17年に実施された

伝吉田寺跡の調査（豊1944）の出土資料については，分類集計から除外している。

1．軒瓦

（１）分類について

　軒瓦が多く出土する伝吉田寺跡について，県67吉田寺調査の報告（広島県教委1968），その後，

伝吉田寺跡に隣接して所在する金龍寺東遺跡を合わせた分類報告（岡田1999）が行われている。また，

備後国や備後南部で広く出土する各種軒瓦について，様々な研究者によって，他遺跡との関係や性

格を示すための分類が行われているものの，府中市街地に所在する備後国府関連遺跡全体を対象に

した瓦の分類は行われていないため，この報告書にて分類を再考して報告する。

　分類方法は，次のとおりである。

　1）1つの文様構成にアラビア数字1つを与える。

　2）瓦笵型が異なる場合は，アルファベットの大文字を加え，同じ瓦笵型であっても彫直しなど

で文様が変化している場合は，アルファベットの小文字を加える。

　3）呼称は「型式」を用いる。

　4）製作技法による差違は，ローマ数字で示す。 

（２）軒丸瓦 　

　軒丸瓦は文様の残るもの268点を確認し，瓦笵は11型式，12種ある。

1型式 

　出土点数は16点で，型式のわかる軒丸瓦総出土数のうち約７

％を占める。川原寺式の文様で，瓦笵は２種ある（１Ａ・１Ｂ）。

1A型式）　（図128・129，表30，図版9）

　県67吉田寺調査のＡ種である。市教委の調査では，金龍寺東

地区（７点），ホリノ河内地区（１点）で出土し，伝吉田寺（県 67

吉田寺）の調査で１点出土している。出土総点数は９点で，小片

が多い。なお，ツジ地区（県306T）でも小片が出土している。
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瓦当文様　　複弁八弁蓮華文軒丸瓦である。

　　　　　　直径6.2㎝の凸型中房の周囲に細い圏線を巡らせ，1+4+9の周環を有す蓮子を置く。

　　　　　弁区には8弁の複弁蓮華文を置く。蓮弁は稜線の両側に子葉が付き，照りむくりが強い。

　　　　　間弁の先端部は切り込み形を呈している。外縁には，内区側に圏線を巡らせ，素文であ

　　　　　るがかすかに線鋸歯文の痕跡がみられる。瓦当の復元径は約16.5㎝である。　　　　　

　　　　　　文様構成は川原寺創建瓦のＥ種に酷似する。瓦当径は2㎝程度小さい。

外　　縁　　斜縁で，外縁高は1.2㎝程である。

製作技法　　瓦当部と丸瓦部の接合は，平坦な瓦当裏面の周縁に沿って丸瓦部をのせるもので，接

　　　　　合用粘土は，凸面側がほとんどなく，凹面側も少ない。丸瓦部はすべて外れている。接

　　　　　合部にヘラ状の工具で刻み目を入れたものが見受けられる（1）。

丸 瓦  部　　不明。

胎　　土　　胎土はやや粗く，径

1 ～ 2㎜程の長石・石

英粒を多く含むほか，

長さ 5㎜程の大きめの

砂粒も含む。炭粒の混

入も見られる。

焼　　成　　金龍寺東地区出土の

ものに，焼成良好で灰

色を呈すものと，灰白

～黄褐色で断面内部が

黒色を呈すものがあり，

伝吉田寺地区のものは

後者である。ホリノ河

内地区出土の個体（図

129-3）は焼成良好で褐

色を呈している。

笵　　傷　　内区の間弁端部から外区にかけて幅1.3㎝の笵傷が生じているものがある。この笵傷

は同部位が残存する4点のうち，ホリノ河内地区出土のもの（3）には見られず，伝吉田

寺地区では1点（1），金龍寺東地区では 2点（2ほか）にみられる。また，胎土の違いに

よる焼成時の縮小率の差か，ホリノ河内地区のもの（3）は他より若干大きい。

1Ｂ型式）　（図130・131，表30，図版9）

　１Ａ型式に類似するが，中房の蓮子数や彫りの深さなどが異なる。市教委調査の出土点数は８点

で，伝吉田寺地区（1点），金龍寺東地区（7点）で出土している。県67吉田寺の調査では出土してい

ない。

瓦当文様　　複弁八弁蓮華文軒丸瓦である。

　　　　　　瓦当径は約16.5㎝で，直径6.7㎝の凸型中房の周囲に細い圏線を巡らせ，1+6+10の

図129　軒丸瓦１Ａ型式実測図（縮尺1/4）
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　　　　　周環を有す蓮子を置き，弁区には8弁の複弁蓮華

文を置く。蓮弁は１Ａ型式に比べて彫りが浅い。

　　　　　　間弁の先端部は切り込み形を呈している。斜縁

の外縁は素文であるが，内区側に圏線が巡る。

外　　縁　　斜縁で，高さ1.0～ 1.2㎝である。

製作技法　　丸瓦の接合部位が残存したものが5点ある。

　　　　　　接合方法は，１Ａ型式同様に瓦当裏面の周縁に

沿って丸瓦をのせるもので，接合補強粘土は凸面・凹面側とも少ない。瓦当裏の丸瓦接

合部にヘラ状の工具で施した刻目痕を残すもの（4）がある。また，接合部に浅い段がみ

られるもの（5）が1点あり，瓦当裏面頂部を一部凹ませて接合した可能性がある。

丸 瓦 部　　不明。

胎　　土　　胎土はやや粗く，径1～ 2㎜程の長石・石英粒を多く含むほか，長さ6～ 8㎜程の大

きな砂粒も少量含み，炭粒の混入も見られる。

焼　　成　　須恵質で，灰～青灰色を呈するもの（4・5）と，土師質で，表面黄褐色を呈し，断面内

部が暗灰色や黒色を呈するもの（6）がある。

笵　　傷　　瓦当部がほぼ完全に残るもの（4）に，内区弁端から外区にかけて，3か所の笵傷が見受

けられる。そのうち，複弁端中央から外縁にかけて生じている笵傷が最も顕著で幅1.0

㎝を測り，同じ部位の残る3個体（6→4）で笵傷の進行が窺えた。

2型式 

　県67吉田寺調査での出土割合が圧倒的多数を占め，伝吉田寺の伽藍整備期のものと考えられて

いる。斜縁の外縁に外向する凸鋸歯文のみが巡るもの（２a型式）と，外向する凸鋸歯文に内向する

線鋸歯文が組み合わさって巡るもの（２ｂ型式）があり，外向する凸鋸歯文の瓦笵に内向する線鋸歯

文が追刻されたことが分析されている（妹尾1998）。

　県67吉田寺調査と市教委調査の出土総点数は134点で，型式のわかる軒丸瓦総出土数のうち約

57％におよぶ。そのうち，２a型式は県67吉田寺調査で出土した２点のみで，２ｂ型式は，伝吉

田寺地区（29点），金龍寺東地区（48点），ドウジョウ地区（1点），ツジ地区（1点）で出土し，外縁が

なく明確に判別できないものが，伝吉田寺地区（2点），金龍寺東地区（51点）で出土している。伝吉

田寺地区，金龍寺東地区で主体となる型式の軒丸瓦である。

図131　軒丸瓦１Ｂ型式実測図（縮尺1/4）
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6

図130　軒丸瓦１Ｂ型式拓本（縮尺1/4）
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2a型式）（図132・133，表30，図版9）

　伝吉田寺地区では，県67吉田寺調査で２点（7・8）出土し，集計はしていないが豊42吉田寺調査

でも出土している。他の地区では出土していない。

瓦当文様　　複弁八弁蓮華文軒丸瓦である。　

　　　　　　瓦当径は約17㎝で，径11㎝の凸型中房の周囲に細い圏

線を巡らせ，1+8+8を数える三重の蓮子を置き，内側の8

個は方形気味に並んでいる。弁区には強く反転した8弁の

複弁蓮華文を置き，間弁はＴ字型で中房まで達している。

外区内縁には，内区と外縁の境界に圏線を巡らせ，珠文35

個からなる珠文帯を配し，外区外縁には外向する凸鋸歯文

44個が巡る。

外　　縁　　斜縁で，高さ約1㎝である。

製作技法　　丸瓦の接合技法は，瓦当裏の周縁に沿って丸瓦を載せ，若干の粘土を充填することで

　

 

図132　軒丸瓦２ａ型式拓本（縮尺1/4）

図133　軒丸瓦２ａ型式実測図（縮尺1/4）
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図134　軒丸瓦２ｂ型式拓本（縮尺1/4）
（広島県教委1968より）

　　　　　接合の補強を行なうもので，軒丸瓦１Ａ・１Ｂ型式と同様の手法である。

　　　　　瓦当部の厚さは３㎝前後を測る。

丸 瓦 部　　有段式で，凸面は格子目タタキ後ナデ消したもの（8）がある。

胎　　土　　2㎜以下の石英や長石を多く含み，3㎜以上の大きめの砂粒も含む。

焼　　成　　焼成は土師質で，色調は灰褐色～明橙褐色である。

2ｂ型式）（図134・135，表30，図版9）

　伝吉田寺地区と金龍寺東地区で主体となる瓦である。

瓦当文様　　複弁八弁蓮華文軒丸瓦で，２a型式の瓦笵の外縁に

内向する線鋸歯文が追刻されている。

細　　分　　丸瓦の接合方法の違いから，瓦当裏面にのせるもの

（Ⅰ）と瓦当部へ差し込む技法のもの（Ⅱ）に細分して記

述する。

 2ｂ（Ⅰ）型式

　伝吉田寺地区から5点，金龍寺東地区から2点出土している。

製作技法　　丸瓦の接合技法は，瓦当裏の周縁に沿って丸瓦を載せ，若干の粘土を充填することで

接合の補強を行なうもの（10）で，軒丸瓦１Ａ・１Ｂ・２ａ型式と同様の技法である。瓦

当部の厚さは３㎝前後を測り，丸瓦部が残るものはない。

外　　縁　　斜縁で，高さ約1㎝である。

丸 瓦 部　　不明である。

胎　　土　　胎土はやや粗く，3㎜以下の長石・石英粒を多く含み，5㎜程の大粒の砂粒も見られる。

炭粒の混入もある。製作技法と同じく軒丸瓦１型式と２ａ型式に類似する。

焼　　成　 土師質で，色調は黄灰色～茶灰褐色を呈し，断面内部が黒色のものが多い。

 2ｂ（Ⅱ）型式　

　伝吉田寺地区から21点，金龍寺東地区から34点，ツジ地区で1点出土している。

製作技法　　瓦当部と丸瓦部の接合方法は，まず薄い瓦当面を作り，先端無加工の丸瓦を差し込み，

瓦当裏面全体にさらに粘土を貼りつけて瓦当の厚みを増して固定し，接合部の周囲に接

合用の粘土を加えるものである。瓦当面を作る際の指オサエによる凸凹が丸瓦接合面に

残るものがあり，空間ができたものも多い。丸瓦の接合部位や接合粘土の量，焼成や胎

土などからさらに細分が可能である。

　　　　　　丸瓦の接合位置からは，瓦当周縁にほぼ沿うように丸瓦を差し込み，接合部にほとん

ど粘土を入れないもの（11）と，丸瓦接合部がやや下がり丸瓦凸面と凹面に接合用粘土を

足すもの（12～ 14）がある。後者については，丸瓦の凹面に縦方向のナデが多くみられ

るほか，粘土の量が多いものとやや少ないもの，瓦当裏面の平坦面がやや広いものと狭

いものがある。外縁は斜縁で高さ1.0～ 1.2㎝程である。

　　　　　　焼成胎土からは，きめ細かい粘土を用いた軟質のもの（13・14）には，瓦当裏面に横方

向や縦方向の強いナデや指オサエを施し，瓦当裏面が凹むものが多い。外縁は直立縁に

近い傾斜縁となり，端部をナデるためか，外縁端部が丸いもの，6～7㎜程の平坦面を有
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　　　　　するものがある。また，細かい粘土のせいか，外区の珠文が小さく突出し，蓮弁端部や

子葉も細く突出するなど，瓦当文様から受ける印象が胎土の粗いものと異なる。

　　　　　　狭端部まで丸瓦を残すものはないが，きめ細かい粘土を用いた軟質のものとよく似た

焼成胎土の丸瓦が出土しており，無段式のものである。

胎　　土 　１型式および２ａ型式とよく似た砂粒を多く含む粗い胎土のもの以外に，砂粒は含む

が細かい胎土のものと，非常にきめ細かい胎土のものがある。どちらも，黒色や褐色の

鉱物粒を含む。

図135　軒丸瓦２ｂ型式実測図（縮尺1/4）

0 10㎝

9 10

11 12

13 14

丸 瓦 部



－149－

第２節　瓦　

　　　　　するものがある。また，細かい粘土のせいか，外区の珠文が小さく突出し，蓮弁端部や

子葉も細く突出するなど，瓦当文様から受ける印象が胎土の粗いものと異なる。

　　　　　　狭端部まで丸瓦を残すものはないが，きめ細かい粘土を用いた軟質のものとよく似た

焼成胎土の丸瓦が出土しており，無段式のものである。

胎　　土 　１型式および２ａ型式とよく似た砂粒を多く含む粗い胎土のもの以外に，砂粒は含む

が細かい胎土のものと，非常にきめ細かい胎土のものがある。どちらも，黒色や褐色の

鉱物粒を含む。

図135　軒丸瓦２ｂ型式実測図（縮尺1/4）
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焼　　成　　胎土が粗いものには，土師質で黒色～褐色を呈するものと，須恵質で灰色や青灰色を

呈するものがあり，きめが細かい胎土のものは，焼成良好で橙褐色や灰色を呈している。

非常にきめ細かい胎土（13・14）のものは，軟質のものが圧倒的に多く，色調には灰色系

（白～暗灰色）のものと茶系（黄灰～暗褐色）のものがある。

笵　　傷　　目立った笵傷がなく，笵傷の進行から時間経過を推測することはできないが，胎土の

細かいもので焼成良好なものの数点に細かい笵傷が見られ，笵傷の進行が窺える。

3型式　

　平城宮式6316系統の軒丸瓦で，砂山地区，ツジ地区で主体となる型式の軒丸瓦である。

　市教委の調査では，砂山地区（5点），ツジ地区（43点），金龍寺東地区（3点），大マヘ地区（1点）

で出土し，総点数は52点で，型式のわかる軒丸瓦総出土数のうち，全体の約22％にあたる。伝吉

田寺地区では出土していない。蓮弁のふくらみが弱く外縁に線鋸歯文が巡るもの（３a型式）と，蓮

弁に起伏があり外縁素文のもの（３b型式）があり，後者は前者の笵を彫り直したものである。出土

点数のうち，残存状況が悪く３a型式か３b型式か分けられないものが7点ある。

3a型式）　（図136・137，表30，図版9）

　砂山地区で4点，ツジ地区で22点出土している。

瓦当文様　　複弁八弁蓮華文軒丸瓦である。

　　　　　　瓦当径は約16㎝である。圏線で囲まれた直径3.2㎝

の凹型中房に 1+5の蓮子を配し，弁区には 8弁の複弁

蓮華文を置く。子葉２枚を並べた蓮弁が互いに合わさ

っており間弁はない。子葉の膨らみは弱い。外区内縁

には，内区と外縁の境界に圏線を巡らせ，珠文22個か

らなる珠文帯を配し，外区外縁に線鋸歯文24個を配し

　　　　　ている。

外　　縁　　上端を丸く納めた斜縁で，直立縁に近いものもある。

製作技法　　瓦当部と丸瓦部の接合方法は，まず薄い瓦当面を作り，先端無加工の丸瓦をたてて，瓦

当裏面全体に粘土を貼りつけて固定し，接合部の周囲に多量の接合用粘土を加えたもので

あるが，瓦当裏側面に布目圧痕が認められるもの（15・16）があり，前者は瓦当裏面に布を

あてて押圧成形を行なう技法が用いられたものと考えられている（妹尾2014）。

図136　軒丸瓦３ａ型式拓本（縮尺1/4）
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図137　軒丸瓦３ａ型式実測図（縮尺1/4）
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丸 瓦 部　　砂山地区・ツジ地区出土および他遺跡出土の丸瓦から有段式のものと考えられる。

胎　　土　　2㎜以下の石英や長石を多く含む。3㎜以上の砂粒を多く含むものもある。

焼　　成　　焼成不良のものもあるが，須恵質で，灰～青灰色を呈す硬質のものが多い。

笵　　傷　　砂山地区の２点（15・16）には目立った笵傷は見られない。ツジ地区出土の21点につ

いては，外縁部のみの個体が多いが，笵傷を有するもの（18）があり，笵傷の進行が窺え

る。

3b型式）　（図138・139，表30，図版9）

　ツジ地区で16点，金龍寺東地区で3点出土している。

瓦当文様    　複弁八弁蓮華文軒丸瓦である。

　　　　　　３a型式同様に，瓦当径は約16㎝で，圏線で囲まれた

直径3.2㎝の凹型中房に1+5の蓮子を配し，弁区には8弁

の複弁蓮華文を置くが，子葉が突出し，外区内縁の22個

からなる珠文帯の突出も大きい。外区外縁の凸線鋸歯文

はなくなり，素文の直立縁となっている。

外　　縁　　直立縁である。

製作技法　　瓦当部と丸瓦部の接合方法は，まず薄い瓦当面を作り，先端無加工の丸瓦をたてて，

瓦当裏面全体に粘土を貼りつけて固定し，接合部の周囲に多量の接合用粘土を加えたも

ののほか，瓦当部全体を作った後に丸瓦部を差し込み，接合用粘土を加えたものがある。

丸 瓦 部　　瓦当部に丸瓦部が残存するものはなく，不明である。

胎　　土　　ツジ地区出土のもの（21・22）は粘土のきめが細かい。3㎜以下の砂粒を少量含むもの

と，2～ 3㎜程の砂粒を多量に含むものがある。金龍寺東地区出土のもの（19・20）は，

胎土がやや粗く砂粒を多く含み，黒色や褐色の鉱物赤粒や黒粒が目立つ。

焼　　成　 ツジ地区のものは，灰～黒色を呈するものが多く，金龍寺東地区のものは，燈褐色と

灰色を呈する。土師質のものが多い。

笵　　傷　　金龍寺東地区の２点（19・20）には，中房の蓮子をつなぐ笵傷が4か所見られ，笵傷の

進行から，ツジ地区と金龍寺東地区出土の個体間に時間経過を類推することができる。

 

図138　軒丸瓦３ｂ型式拓本（縮尺1/4）
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図139　軒丸瓦３ｂ型式実測図（縮尺1/4）
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図141　軒丸瓦4型式実測図（縮尺1/4）

図140　軒丸瓦4型式拓本（縮尺1/4）

4型式 （図 140・141，表30，図版9）

　伝吉田寺地区（1点），金龍寺東地区（15点）で出土している。県67吉田寺と市教委の調査の総点

数は16点で，型式のわかる軒丸瓦総出土数のうち，全体の約7％にあたる。

瓦当文様　　細弁十七弁蓮華文軒丸瓦である。

　　　　　　瓦当径は約16.5㎝である。直径5.0㎝の凹型中房に

1+7の連子を配す。中央の連子が径3.8㎝で，ボタン

状に大きい。弁区には17弁の細弁を置き，間弁の先

端は外縁につながっている。外縁は素文の低縁である。

全体的に平面的であり，不揃いな蓮弁，特徴のある

中房の表現等，稚拙な文様となっている。

外　　縁　　低縁で高さは，ほぼない。外縁の幅は，1.6～ 2.0㎝程である。

製作技法　　縦置き型の一本作りで，瓦当裏から丸瓦凹面に続く粗い布目と瓦当下端に凸帯が残る。

瓦当下端の凸帯の長さは，4.3～ 6㎝程である。瓦当裏面に有絞り痕の残るものはない。
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　　　　　丸瓦部は粘土板成形で，凹面に糸切痕が残るものがある。製作方法は，丸瓦部分に粘土

板を巻き付け，端部に粘土を足して瓦当を作ったものと思われ，瓦当部分だけ外れたも

のや，成形台から外した後に瓦当と丸瓦の粘土接続部分をナデ調整したものが出土して

いる。瓦笵は瓦当側面に被らず，外縁に段が出来たものが複数ある。また，瓦当部分に

複数回，瓦笵をおしたもの（25）もあり，全体的に粗雑な造りである。

丸 瓦 部　　無段式のもので，全長約35㎝である。

胎　　土　　3㎜以下の砂粒を多く含む粗い胎土で，粘土の捏ね方が甘いのか，断面に細かい空間

がみられる。

焼　　成  　色調は白～灰白色を呈し，焼成良好で須恵質なものと，焼成不良で軟質のものがある。

5型式 　（図142，表30）　

　県67吉田寺で1点出土している。市教委の調査では出

土していない。

瓦当文様　　単弁九弁蓮華文軒丸瓦である。

　　　　　　はりつけられた隆帯の外縁と圏線の間には

小花弁があり，弁区に９弁の単弁蓮華文を置く。

外　　縁　　斜縁で，外縁高は0.6㎝程である。

丸 瓦 部　　不明。

焼　　成　　焼成は良好で，灰色を呈す。

6型式   （図143，表30，図版9）

　伝吉田寺地区（1点）と金龍寺東地区（1点）で出土した。

瓦当文様　　単弁十弁蓮華文軒丸瓦である。

　　　　　　瓦当径は約18㎝である。高さの低い平坦な

径4.6㎝程の中房に，1+8の蓮子を置くが，外

側の蓮子は円形に配されていない。中房の周

囲に溝を有する。弁区には，８弁の素弁蓮華

文を置く。蓮弁に子葉はなく，蓮弁の中央に

凸線と凹線が交互に配されている。

外　　縁　　低縁で，外縁幅は1.5～ 2.2㎝，高さは約0.9㎝である。

製作技法　　丸瓦との接合方法は，周縁に近い位置に段を作って丸瓦を差し込む方法で，接合粘土

の量は少ない。瓦当裏にはナデが施されている。

丸 瓦 部　　不明。

胎　　土　　胎土はやや粗く2㎜以下の砂粒を多く含み，5㎜程度の砂粒も少量含む。炭粒を含む。

焼　　成　　焼成はやや甘く，色調は灰色を呈している。

７型式 　（図144，表30，図版9）

　金龍寺東地区で5点出土している。

瓦当文様　　複弁八弁蓮華文軒丸瓦である。

　　　　　　瓦当径は 14.2㎝である。径 3.0㎝の凸形の中房に1+4の蓮子を置き，弁区には８弁

図142　軒丸瓦5型式実測図（縮尺1/4）
（広島県教委1968より）

図143　軒丸瓦6型式実測図（縮尺1/4）
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図144　軒丸瓦7型式実測図（縮尺1/4）

　　　　　の複弁蓮華文を置く。蓮弁はハート型に近い子

葉をもたない短いものである。外区内縁に24個

の珠文が巡り，外縁との間に細い圏線が巡る。

また，弁区と外区内縁の境界線はないが，内縁

は弁区より少し低くなっており，外区との境界

が明確になっている。外縁は素文の直立縁である。

外　　縁　　直立縁で，外縁幅は約 1.0㎝，高さは約 1.0㎝

である。

製作技法　　丸瓦の接合方法は，厚さ3㎝程の瓦当裏面に丸

瓦を固定するもので，凹面部に接合粘土を多く用いている。丸瓦部が残るものはない。

丸 瓦 部　　不明。

胎　　土　　胎土はやや粗く，2㎜以下の砂粒を多く含み，細かい赤粒や黒粒も多く含む。

焼　　成  　土師質で，暗灰色～褐灰色を呈す。瓦質のものが２点ある。

8型式   （図145・146，表30，図版9）

　金龍寺東地区で１点（29）出土している。備後国分寺に類例

がある。

瓦当文様　　素弁十一弁蓮華文軒丸瓦である。

　　　　　　圏線で囲んだ径 5㎝程の凹型中房に１+４の蓮

子を配し，先の尖った 11弁の弁間に珠文を置く。

外縁は欠損しているが，備後国分寺例から素文の

直立縁であろう。瓦当の復元径は約15㎝である。

外　　縁　　低い直立縁であろう。

製作技法　　丸瓦の接合方法は，瓦当面を作った後，丸瓦を

置き，瓦当裏面と丸瓦部の周囲に粘土を多く足し

ている。瓦当裏面と側面に指オサエの痕が顕著に

残るほか，側面にも指オサエの痕が顕著に残る。

丸 瓦 部　　不明。

胎　　土　　胎土に細かい粘土を用い，径 4㎜以下の長石を

少量含む。

焼　　成  　焼成は軟質で，色調は表面が暗灰色を呈し，内部

は白色である。

9型式 　（図147，表30，図版9）

　金龍寺東地区で１点出土している。

瓦当文様　　複弁八弁蓮華文軒丸瓦である。

　　　　　　笵が二重押しになっており不明瞭だが，複弁の蓮華文と考えられる。中房は欠損して

いる。外区内縁に珠文が巡る。外縁は素文で直立縁である。

図146　軒丸瓦8型式実測図（縮尺1/4）

図145　軒丸瓦8型式拓本（縮尺1/4）
（広島県教委1974より）
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　　　　　　瓦当の復元径は約15㎝で，弁数は8弁，珠文

帯の珠文数は15個であったと考えられる。

外　　縁　　直立縁で，外縁幅は0.9～ 1.2㎝である。

製作技法　　丸瓦の接合方法は，瓦当裏面に丸瓦を固定す

るもので，凹面部に接合粘土を多く用いている。

丸 瓦 部　　不明。

胎　　土　　きめ細かい粘土を用いている。2㎜以下の砂

粒を多く含み，赤粒もみられる。

焼　　成  　焼成は土師質で，色調は黄灰色を呈す。

１０型式 （図148・149，表30，図版10）

　ツジ地区とホリノ河内地区で６点出土している。備中の関戸廃寺（笠岡市）に類例がある。

瓦当文様　　複弁十二弁蓮華文軒丸瓦である。

　　　　　　関戸廃寺（笠岡市）出土例から，圏線で囲ん

　　　　　だ径 5㎝程の凹形の中房に 1+9の蓮子を置く

12弁の複弁蓮華文と考えられる。弁区に1.9～

2.0㎝程の短い複弁を置く。外縁は無文の低縁で，

外縁と花弁の間に圏線が巡る。関戸廃寺例から，

瓦当の復元径は約16㎝である。

外　　縁　　低い直立縁で，外縁幅は0.9～ 1.2㎝である。

製作技法　　接合方法は，厚さ1～1.2㎝程の丸瓦を周縁に

沿って接合している。瓦当裏に布目圧痕が残る。

　　　　　瓦笵は側面にかぶらない。瓦笵の破損がひどく，全体的に粗雑な造りである。

丸 瓦 部　　不明。

胎　　土　　胎土はやや粗く，3㎜以下の砂粒を多く含み，炭粒も含む。5㎜以上の砂粒を含むも

のがある。断面に細かい空間ができている。

焼　　成  　須恵質で灰色や青灰色を呈するもののほか，瓦質で表面暗灰色のものがある。

笵　　傷  　笵が大きく壊れた部分があり，ツジ地区およびホリノ河内地区で出土している。

１１型式 （図 150・151，表30，図版10）

　ホリノ河内地区で１点出土した。小山池廃寺に類例がある。

瓦当文様　　細弁十八弁蓮華文軒丸瓦である。

　　　　　　圏線で囲まれた凸型の中房に蓮子を配すが，数は不明である。弁区は，彫の深い細弁

図148　軒丸瓦10型式拓本（縮尺1/4）
（笠岡市教委1997より）

図147　軒丸瓦9型式実測図（縮尺1/4）

図149　軒丸瓦10型式実測図（縮尺1/4）
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　　　　　　瓦当の復元径は約15㎝で，弁数は8弁，珠文

帯の珠文数は15個であったと考えられる。

外　　縁　　直立縁で，外縁幅は0.9～ 1.2㎝である。

製作技法　　丸瓦の接合方法は，瓦当裏面に丸瓦を固定す

るもので，凹面部に接合粘土を多く用いている。

丸 瓦 部　　不明。

胎　　土　　きめ細かい粘土を用いている。2㎜以下の砂

粒を多く含み，赤粒もみられる。

焼　　成  　焼成は土師質で，色調は黄灰色を呈す。

１０型式 （図148・149，表30，図版10）

　ツジ地区とホリノ河内地区で６点出土している。備中の関戸廃寺（笠岡市）に類例がある。

瓦当文様　　複弁十二弁蓮華文軒丸瓦である。

　　　　　　関戸廃寺（笠岡市）出土例から，圏線で囲ん

　　　　　だ径 5㎝程の凹形の中房に 1+9の蓮子を置く

12弁の複弁蓮華文と考えられる。弁区に1.9～

2.0㎝程の短い複弁を置く。外縁は無文の低縁で，

外縁と花弁の間に圏線が巡る。関戸廃寺例から，

瓦当の復元径は約16㎝である。

外　　縁　　低い直立縁で，外縁幅は0.9～ 1.2㎝である。

製作技法　　接合方法は，厚さ1～1.2㎝程の丸瓦を周縁に

沿って接合している。瓦当裏に布目圧痕が残る。

　　　　　瓦笵は側面にかぶらない。瓦笵の破損がひどく，全体的に粗雑な造りである。

丸 瓦 部　　不明。

胎　　土　　胎土はやや粗く，3㎜以下の砂粒を多く含み，炭粒も含む。5㎜以上の砂粒を含むも

のがある。断面に細かい空間ができている。

焼　　成  　須恵質で灰色や青灰色を呈するもののほか，瓦質で表面暗灰色のものがある。

笵　　傷  　笵が大きく壊れた部分があり，ツジ地区およびホリノ河内地区で出土している。

１１型式 （図 150・151，表30，図版10）

　ホリノ河内地区で１点出土した。小山池廃寺に類例がある。

瓦当文様　　細弁十八弁蓮華文軒丸瓦である。

　　　　　　圏線で囲まれた凸型の中房に蓮子を配すが，数は不明である。弁区は，彫の深い細弁

図148　軒丸瓦10型式拓本（縮尺1/4）
（笠岡市教委1997より）

図147　軒丸瓦9型式実測図（縮尺1/4）

図149　軒丸瓦10型式実測図（縮尺1/4）

0 10㎝
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図150　軒丸瓦11型式拓本（縮尺1/4）
（広島県教委1977より）

　　　　　で，小山池廃寺出土例から，弁数は18弁，瓦当

の復元径は，約 20㎝である。蓮弁の長さは 5㎝

以上で，不揃いである。中房も歪んでおり，全

体的に形骸化した稚拙な文様となっている。外

縁は欠損しているが，素文の低縁と考えられる。

製作技法　　丸瓦の接合方法は，薄く瓦当を作った後，丸

瓦をたてて瓦当裏面や周囲に粘土を足したもの

である。裏面に指頭圧痕が残る。丸瓦部は残っ

ていない。

丸 瓦 部　　不明。

胎　　土　　胎土はきめ細かく，1～4㎜程の砂粒を含む。

焼　　成　　軟質で白色を呈している。

（２）軒平瓦

　軒平瓦は236点を確認し，瓦笵は５型式，７種ある。

1型式　（図152・153，表30，図版10）

　伝吉田寺地区（51点），金龍寺東地区（69点），ドウジ

ョウ地区（1点），ツジ地区（1点）から出土している。伝

吉田寺地区と金龍寺東地区で主体となる瓦である。同じ

瓦笵を用いるが，段顎と直線顎のものがあり，顎形態で

細分できる。

　県67吉田寺と市教委調査の出土点数は122点で，型式

のわかる軒平瓦総出土数のうちの約60％をしめる。

瓦当文様　　左偏行唐草文軒平瓦である。

　　　　　　唐草文は反転するごとに途切

れて，その間にお玉杓子様の蕾

を有する。支葉は６単位に分か

れている。隆線が細く，繊細な

印象を受ける。上外区に珠文，

下外区に凸線鋸歯文を配す。

細　　分　　顎形態の違いから，段顎（Ⅰ）と直線顎（Ⅱ）に細分する。製作技法や胎土焼成などにも

違いがみられる。顎形態が不明なものが42点ある。

１（Ⅰ）型式　

　段顎のもので，県67吉田寺と市教委の調査では，伝吉田寺地区で30点，金龍寺東地区で12点

が出土している。

製作技法　　瓦笵に粘土を詰めて作られた瓦当部と平瓦部を接合して作っている。包み込み技法の

もので，瓦当の中央に平瓦を差し込むものもあるが，瓦当面と顎部のＬ字型に粘土を足

したものが多い。そのため，平瓦の凹面調整がよく残っている。平瓦部はすべて桶巻作

図152　軒平瓦１型式拓本（縮尺1/4）

図151　軒丸瓦11型式実測図（縮尺1/4）

33

〈伝小山池廃寺出土〉

0 10㎝



－157－

第２節　瓦　

図153　軒平瓦１（Ⅰ）型式実測図（縮尺1/4）

0 10㎝
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　　　　　りである。瓦当部の側面は，ヘラで面取りをした後，顎部のヨコナデ調整により曲線的

に丸く仕上げられたものが多い。

顎 形 態　　段顎で，顎部の長さは7～7.5㎝程度のものが多い。

平 瓦 部　　粘土板桶作りの平瓦を用いている。凹面には布目圧痕とともに模骨痕の段がよく残っ

ている。凸面に格子目タタキが施されたものがある。

そ の 他　　凸面に丹線（赤色顔料付着）が認められる個体が複数ある。34では，瓦当面から丹線端

まで約11㎝を測る。

胎　　土　　胎土は粗く，3㎜以下の砂粒を多く含み，5㎜以上の砂粒を含むものも多い。

焼　　成　　一部須恵質で灰色を呈するものがあるが，土師質で，黄褐色から褐色・暗褐色を呈す

るものが多い。

法　　量　　上弦弧幅・下弦弧幅は約30㎝，厚さ5.6㎝，弧深約5㎝である。

１（Ⅱ）型式　

　直線顎のもので，県67吉田寺と市教委の調査では，伝吉田寺地区で17点，金龍寺東地区で21点，

ツジ地区とドウジョウ地区で１点ずつ出土している。

製作技法　　粘土板を使用した桶巻作り軒平瓦である。

　　　　　　凸面側は広くナデ調整を行うが、，瓦当面まで縄目タタキが残るもの（39）が2点ある。側

縁は，胎土が粗く硬質なものに，ヘラで面取りして曲線的に丸く仕上げたものがある（5点）

が，多くは凸面側を大きくシャープに削るもので，削った後に板状工具でナデを施したも

のが多い。凹面側は布目圧痕が残るが，瓦当付近は横位のナデを施したものが多い。

 図154　軒平瓦１（Ⅱ）型式実測図（縮尺1/4）
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顎 形 態　　直線顎である。

平 瓦 部　　不明である。

胎　　土　　3㎜以下の砂粒を非常に多く含み，5㎜以上の大粒の砂粒も含む粗い胎土のもの，2㎜

以下の砂粒を多く含み，5㎜程度の砂粒や黒色の鉱物粒を含むやや粗い胎土のもののほ

か，きめが細かい粘土を用いたものがある。

焼　　成　　粗い胎土のものには，須恵質で暗青灰色を呈した硬質なものがあり，やや粗い胎土の

ものは，土師質で褐色～暗褐色を呈するものが多い。きめ細かい胎土のものは，軟質の

ものが多く，灰色～黄褐色を呈する。

法　　量　　破片ばかりで詳細は不明である。

2型式 （図 155・156，表30，図版10）

　県 67吉田寺と市教委調査の出土点数は44点で，伝吉田寺地区（3点），金龍寺東地区（5点），ド

ウジョウ地区（1点），砂山地区（2点），ツジ地区（36点），ホリノ河内地区（2点）のほか，ツジ地区

から南東に約500ｍの鵜飼町（旧広谷小学校南出土：市指定文化財）でも出土している。

　ツジ地区で主体となる瓦で，型式のわかる軒平瓦の総出土数のうち，全体の約22％をしめる。

　文様構成は平城京6710型式の特徴をよく備え，平瓦部凸面の縦削りと仕上げの形態が類似して

いる（山崎1994）。

　同じ瓦笵を用いるが，段顎と直線顎のものがある。

瓦当文様　　均整唐草文軒平瓦である。逆Ｖ字型

の中心飾りを下方からの支葉で巻き込

む。左右に伸びる。唐草は上下に３回

反転し，周縁に珠文を巡らす。珠文の

数は上下外区に 16 個，左右脇区に 3

個が並び，上外区と脇区の境界に杏仁

形の珠文を置く。

細　　分　　顎形態の違いから，段顎（Ⅰ）と直線顎（Ⅱ）に分類する。

 2（Ⅰ）型式

　段顎のもので，市教委の調査では，ツジ地区から1点（40）のみ出土している。

製作技法　　ヘラで切り込みを入れて顎部を造り出したもので，顎部の高さは5㎜程である。粘土

板を使用した作り桶巻作りとみられるが，破片のため明確ではない。凹面調整は瓦当面

から5㎝前後の幅で，板状工具による横位のナデを施している。顎部には横位のケズリ

を施している。

顎 形 態　　浅い段顎である。

胎　　土　　きめが細かい粘土を用いている。2㎜以下の砂粒を少量含む。

焼　　成　　焼成があまい軟質のもので，表面が黒色～暗灰色を呈し，内部は白色である。

法　　量　　完形品が出土していないため不明である。

 2（Ⅱ）型式

　顎形態が直線顎のもので，21点出土している。

図155　軒平瓦2型式拓本（縮尺1/4）

〈府中市鵜飼町出土〉
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顎 形 態　　直線顎である。

平 瓦 部　　不明である。

胎　　土　　3㎜以下の砂粒を非常に多く含み，5㎜以上の大粒の砂粒も含む粗い胎土のもの，2㎜

以下の砂粒を多く含み，5㎜程度の砂粒や黒色の鉱物粒を含むやや粗い胎土のもののほ

か，きめが細かい粘土を用いたものがある。

焼　　成　　粗い胎土のものには，須恵質で暗青灰色を呈した硬質なものがあり，やや粗い胎土の

ものは，土師質で褐色～暗褐色を呈するものが多い。きめ細かい胎土のものは，軟質の

ものが多く，灰色～黄褐色を呈する。

法　　量　　破片ばかりで詳細は不明である。

2型式 （図 155・156，表30，図版10）

　県 67吉田寺と市教委調査の出土点数は44点で，伝吉田寺地区（3点），金龍寺東地区（5点），ド

ウジョウ地区（1点），砂山地区（2点），ツジ地区（36点），ホリノ河内地区（2点）のほか，ツジ地区

から南東に約500ｍの鵜飼町（旧広谷小学校南出土：市指定文化財）でも出土している。

　ツジ地区で主体となる瓦で，型式のわかる軒平瓦の総出土数のうち，全体の約22％をしめる。

　文様構成は平城京6710型式の特徴をよく備え，平瓦部凸面の縦削りと仕上げの形態が類似して

いる（山崎1994）。

　同じ瓦笵を用いるが，段顎と直線顎のものがある。

瓦当文様　　均整唐草文軒平瓦である。逆Ｖ字型

の中心飾りを下方からの支葉で巻き込

む。左右に伸びる。唐草は上下に３回

反転し，周縁に珠文を巡らす。珠文の

数は上下外区に 16 個，左右脇区に 3

個が並び，上外区と脇区の境界に杏仁

形の珠文を置く。

細　　分　　顎形態の違いから，段顎（Ⅰ）と直線顎（Ⅱ）に分類する。

 2（Ⅰ）型式

　段顎のもので，市教委の調査では，ツジ地区から1点（40）のみ出土している。

製作技法　　ヘラで切り込みを入れて顎部を造り出したもので，顎部の高さは5㎜程である。粘土

板を使用した作り桶巻作りとみられるが，破片のため明確ではない。凹面調整は瓦当面

から5㎝前後の幅で，板状工具による横位のナデを施している。顎部には横位のケズリ

を施している。

顎 形 態　　浅い段顎である。

胎　　土　　きめが細かい粘土を用いている。2㎜以下の砂粒を少量含む。

焼　　成　　焼成があまい軟質のもので，表面が黒色～暗灰色を呈し，内部は白色である。

法　　量　　完形品が出土していないため不明である。

 2（Ⅱ）型式

　顎形態が直線顎のもので，21点出土している。

図155　軒平瓦2型式拓本（縮尺1/4）

〈府中市鵜飼町出土〉
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製作技法　　粘土板桶巻作りと粘土板一枚作りのものがある。

　　　　　成形方法については，側面は，凹面側の隅を削り，側面を大きく削った後，板状工具で

ナデを施している。凹面は，瓦当面付近を板状工具で横位のナデを施したものが多いが，

一部に凹面側に粘土を足して，広く指ナデしたものがある。凸面側は縦位のケズリを施

し，ナデ調整したものが多数である。凸面に縄目タタキ痕を残すものがある。

胎　　土　　胎土が粗いものと，きめの細かい粘土を用いたものがある。きめ細かい粘土のものは，

3㎜ほどの砂粒を比較的多く含むものや，２㎜以下の細かい砂粒を含むものがある。

　　　　　金龍寺東地区では胎土の粗いもののみ出土している。

焼　　成　　焼成は個体によって異なり胎土の粗いものは土師質で茶褐色を呈するものと須恵質で

灰色のものがあり胎土の細かいものの多くは軟質で，灰白色や淡黄灰色を呈するものと，

赤褐色や黒褐色を呈するものがある。

図156　軒平瓦2（Ⅰ）（Ⅱ）型式実測図（縮尺1/4）
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法　　量　　完形品が出土していないため，広谷小学校南出土例を参照すると，上弦弧幅28.2㎝，

下弦弧幅29.4㎝，厚さ4.8㎝，弧深5.4㎝である。

そ の 他　　ホリノ河内地区出土のもの（41）に凸面に幅３cmほどの丹線が認められる。瓦当面から

丹線端までは13㎝を測る。

3型式 （図 157，表30，図版10）

　ツジ地区で１点出土している。下外区の珠文帯と

内区下部に唐草文の痕跡がある。小片であるが，備

後南部で出土する平城京 6668 Ａ型式の特徴をよく

備えた平城宮式の均整唐草文軒平瓦と考えられる。

瓦当文様　　均整唐草文軒平瓦であろう。支葉の一

部が残存している。

製作技法・顎 形 態　　破片のため不詳。

胎　　土　　きめが細かい粘土を用いている。2㎜以下の砂粒を少量含む。

焼　　成　　焼成があまい軟質のもので，灰白色を呈している。

4型式（図158・159，表30，図版10）

　県67吉田寺と市教委調査の出土点数は17点で伝吉田寺地区（2点），金龍寺東地区（15点）で出土

し，型式のわかる軒丸瓦総出土数のうち，全体の約8％をしめる。

　瓦笵は２種ある（４Ａ・４Ｂ）。

4Ａ型式）（図158・159，表30，図版10）　

　伝吉田寺地区（2点），金龍寺東地区（14点）で16点出土している。

瓦当文様　　上外区に珠文，下外区に凸線鋸歯文を

配した，右偏行唐草文軒平瓦である。

　　　　　　蓮続する唐草文から，細長い支葉が上

下に反転しながら派生し，分岐部分から

蕾が上下に延びている。支葉は６単位あ

る。上外区の珠文は復元数で 19個，下

外区の凸線鋸歯文の数は不明である。

製作技法　　瓦笵に粘土を詰めて作られた瓦当部と平瓦部を接合して作っている。

　　　　　　接合方法は，瓦当笵に平瓦を差し込み，凹面から凸面を包み込むように粘土を足して

成形する包み込み式である。凸面凹面ともに，瓦当面から広くナデ調整を行なっている。

側面はヘラで面取りして整えている。

顎 形 態　　直線顎で，曲線気味のものもみられる。

平 瓦 部　　粘土板一枚作りの平瓦を用いており，側面に布目が残るものがある。凹面は布目圧痕

が残り，凸面に縦位の縄目を残すもの（44）がある。

胎　　土　　胎土は粗く，２～３㎜程度の長石を多く含む。

焼　　成　　色調は青灰色を呈し，須恵質で硬質なものが多い。

図157　軒平瓦3型式拓本実測図（縮尺1/4）
（岡遺跡発掘調査団1972より作成）

図158　軒平瓦4A型式模式図（縮尺1/4）
（妹尾1998より）
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4Ｂ型式）（図159，表30，図版10）　

　金龍寺東地区で１点出土している。小片のため全体の文様構成は不詳であるが，４Ａ型式のもの

と内区文様が似ているため，別形式ではなく異笵として取り扱うこととした。

瓦当文様　　偏行唐草文軒平瓦である。支葉の一部のみが残存している。

製作技法　　破片のため不詳であるが，接合式のものである。

顎 形 態　　不明。

胎　　土　　胎土はきめ細かい。赤粒を含む。

焼　　成　　色調は黄灰色を呈し，土師質で軟質なものである。

5型式 （図 160・161，表30，図版10）

　県67吉田寺と市教委調査の出土点数は14点で，金龍寺東地区（13点）とドウジョウ地区（1点）で

出土している。型式のわかる軒丸瓦総出土数のうち，

全体の約7％をしめる。

5Ａ型式）（図160・161，表30，図版10）

　金龍寺東地区から７点，ドウジョウ地区で 1点出

土している。

図159　軒平瓦４Ａ・４Ｂ型式実測図（縮尺1/4）
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〈4B型式〉
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図160　軒平瓦5Ａ型式模式図2）（縮尺1/4）

〈4A型式〉

46
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瓦当文様　　左偏行唐草文軒平瓦である。

　　　　　　外区は上下ともに，珠文が配されている。右から，連続する唐草文が3単位ほど反転

しながら派生している。瓦当の左右側面端は文様が途切れており，瓦笵の幅が瓦自体の

幅より大きかった可能性が高い。瓦当の復元幅は約25㎝である。側面はヘラで切り落

としている。

製作技法　　凸形台を使用して瓦当部と平瓦部を一体に製作する粘土板一枚作りである。

　　　　　　粘土を糸切りで一定の厚さに切り取って布を敷いた凸形台の上に載せ，瓦笵を押し当

てて瓦当を作るものである。瓦当面に粘土を足している。凸面調整には，縄目タタキの

もののほか，平行タタキを施したものがある。

顎 形 態　　直線顎。

図161　軒平瓦５Ａ・５Ｂ型式実測図（縮尺1/4）
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胎　　土　　3㎜以下の砂粒を多く含み，5㎜以上の砂粒も随所に含む。粘土の捏ね方が甘いのか，

　　　　　断面の所々に空間が出来ている。

焼　　成　　色調は白～黄灰色，灰色～暗灰色を呈し，やや硬質のものと軟質のものがある。

法　　量　　完形品はないが，出土した瓦から，瓦当面の復元幅は約25㎝である。

5Ｂ型式）（図161，表30）

　金龍寺東地区から，3点出土している。

瓦当文様　　左偏行唐草文軒平瓦である。

　　　　　　５Ａ型式のものと文様構成は同じであるが，外区の珠文の位置や支葉の派生の仕方が

わずかに異なり，異笵とわかる。

製作技法　　５Ａ型式同様の一枚作りである。平瓦部凹面は側縁に幅1㎝前後の縦ケズリを施し，

狭端縁は幅2.5㎝前後の横ケズリが施されている。平瓦部凸面には，瓦当面までの縄目

タタキをそのまま残すものと，一部ナデ調整しているものがある。側面は，瓦当面から

大きくケズリ調整を施すものがある。また，瓦当部製作後の調整で上外区まで削るなど，

瓦当面を触って文様が消えている箇所が多くある。全体的に雑なつくりである。

顎 形 態　　直線顎である。

胎　　土　　４Ａ型式と同じで，3㎜以下の砂粒を多く含み，5㎜以上の砂粒も随所に含む。粘土

の捏ね方が甘いのか，断面の所々に空間が出来ている。

焼　　成　　色調は白～白灰色を呈し，焼成良好で，やや硬質である。

（４）軒瓦小結　　

軒瓦の展開）　

軒丸瓦　　１型式の複弁八弁蓮華文軒丸瓦は，川原寺式の瓦で，特に１Ａ型式のものは，川原寺Ｅ

種に酷似している。時期は7世紀後半に比定され，伝吉田寺の創建瓦と考えられているが，

出土量が少なく，伽藍全体の堂塔が整備されたとみるのは難しいため，小規模な仏堂の所

要瓦であったと想定される。備後国府関連遺跡では最も古い軒瓦である。

　　　　　２型式の複弁八弁蓮華文軒丸瓦は，やはり畿内系の文様の瓦で，藤原宮式と呼ばれてき

たものである。伝吉田寺の伽藍造営期のものと考えられ，時期は７世紀末に導入されたｂ

型式へ変化するが，２ａ型式は伝吉田寺跡で2点（豊調査含まず）確認されているのみで，

主体は２ｂ型式と思われ，伝吉田寺の伽藍整備の早い段階で改笵されて，伽藍整備・周辺

整備で使用されたことが想定できる。２ｂ型式は金龍寺東地区でも主体となる軒丸瓦であ

るが，２ｂ型式は製作技法や胎土焼成などによって細分でき，笵傷の進行も僅かに窺える

ため，長期間使用された可能性が高い。製作技法からは，１Ａ型式と２ａ型式と同じ２ｂ

（Ⅰ）型式が古く，２ｂ（Ⅱ）型式が新しいと考えられる。出土割合をみると，伝吉田寺地区が

（Ⅰ）19.2%：（Ⅱ）80.8%に対し，金龍寺東地区が（Ⅰ）5.6%：（Ⅱ）94.4%となり，伝吉田寺地区

より金龍寺地区に新しい様相の瓦が多いことがわかる。よって，伝吉田寺の伽藍整備開始

後に少し遅れて，金龍寺東地区に瓦葺建物が建設されたとみらる。ほかに，ツジ地区で1

点とドウジョウ地区で2点出土しているほか，市内の栗柄廃寺（栗柄町）でも同笵の瓦が出

土している。
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※1　伝吉田寺・金龍寺東・砂山地区は調査面積に反映していない，下水工事立会で出土した瓦を含む。 
※2　伝吉田寺地区の調査面積には県調査分220㎡を加え，砂山地区の調査面積は県調査分約241㎡をひいた面積とした。 
※3　金龍寺東地区では，古代の包含層が削平されて遺構もない0101～0103T（約350㎡）も面積に含まれている。 

軒丸瓦

表14　出土地区別・型式別軒瓦集計表（少数点以下四捨五入）

軒平瓦
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　　　　　３型式の複弁八弁蓮華文軒丸瓦は，平城宮式6316系統の軒丸瓦で，備後国分寺系や国

府系といわれ（橋1995ほか），備後南部に広く分布しているものである。端正な３ａ型

式のものから，彫直した３ｂ型式となり，それぞれ笵傷の進行が窺える。備後国府では，

砂山地区およびツジ地区で主体となる瓦であり，型式不明な瓦を除いた出土割合が約90

～ 100％を占める。３ａ型式の時期は，祖形と考えられる平城京6316Ｓ型式が出土した山

背瀬後谷瓦窯の操業時期から，天平勝宝元年（749）頃が想定されている（妹尾2014）。徐々

に笵傷が進行している状況から，笵傷がない砂山地区にまず導入され，ツジ地区ほか他遺

跡へ展開したと考えられ，市内の前原遺跡ほか，宮の前廃寺（深津郡：福山市蔵王町）や本

郷平廃寺（御調郡：尾道市）でも出土している。国司館とみられるツジ地区をはじめ国府各

所で出土している点から，この時期に国府の諸施設が瓦葺建物を採用したことが想定され

る。また，３ｂ型式は，国分寺の創建瓦として使用された後，３ａ型式同様に備後南部を

中心に国内で展開し，備後南部の諸施設で使用されたことが想定されている（妹尾2014）。

備後国府では，ツジ地区以外には金龍寺東地区で３点出土しており，この時期に金龍寺東

地区の瓦葺建物が補修されたとみられるほか，ツジ地区においても，瓦葺建物の補修もし

くは新たな瓦葺建物の建設に使用されたことが想定できる。時期は８世紀後半であろう。

　　　　　４型式の細弁十七弁蓮華文軒丸瓦は，それまでの畿内系とは異なる地域色の強い文様の

瓦で，繊細さが失われ稚拙で硬化した蓮華文となり，作りも粗雑になっている。製作技法

は縦置き型の一本作りである。時期は明確にできないが，９世紀代の平安時代前半と考え

られる。矢倉田遺跡（葦田郡：福山市新市町常）で同笵の瓦が出土している。

　　　　　５～11型式の軒丸瓦は，それぞれ出土数が少なく，組合う軒平瓦も抽出できないため，

それぞれの地区周辺の瓦葺建物の補修瓦と考えられる。時期は判然としないが，古代とみ

られ，軒丸瓦８型式は11世紀代の可能性がある
3）
。そのほか，8型式は備後国分寺で，10

型式は関戸廃寺（備中国小野郡：笠岡市）で，11型式は小山池廃寺（安那郡：福山市神辺町）

で，同型もしくは同笵の瓦が出土しており，周辺地域との関わりが窺える。

軒平瓦　　１型式の左偏行唐草文軒平瓦は，伝吉田寺地区と金龍寺東地区で主体となる瓦で，その

出土量から伝吉田寺の伽藍整備期のものと考えられている。顎形態が段顎（Ⅰ）から直線顎（Ⅱ）

へ変化し，凹面瓦当面付近のケズリと板状工具によるナデ，凸面側の縦削りとナデ，側面

を大きく削り板状工具によるナデを施すなど，軒平瓦２（Ⅱ）型式と同じ製作技法が出現し，

同じ瓦工によって作られた可能性が指摘できる。製作技法や胎土焼成などによって細分で

き，長期間使用された可能性が高く，時期は７世紀末～８世紀前半と考えられる。１（Ⅰ）型

式と１（Ⅱ）型式の出土割合は，伝吉田寺地区で（Ⅰ）63.8%：（Ⅱ）36.2%，金龍寺東地区で（Ⅰ）36.4%：

（Ⅱ）63.6%となり，やはり軒丸瓦２型式と同様に，伝吉田寺地区が古い様相を示すことから，

伝吉田寺の伽藍整備開始後に遅れて，金龍寺東地区に瓦葺建物が建設されたことが想定で

きる。また，丹線のあるものが伝吉田寺地区で１（Ⅰ）型式に２点，１（Ⅱ）型式に１点出土し，

金龍寺東地区でも，直線顎の桶巻き作り桶巻作り軒平瓦で１（Ⅱ）型式と考えられるもの２

点に丹線があり，1型式の時期の瓦葺建物が丹塗りであったことがわかる。
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　　　　　２型式の均整唐草文軒平瓦は，平城京6710型式の特徴をよく備えたもので，備後国分

寺系や国府系軒瓦といわれ，備後南部に広く分布している。１型式同様に段顎（Ⅰ）と直線

顎（Ⅱ）があり，段顎が直線顎に先行するとの見方がある（妹尾2014）が，備後国府において

は，２（Ⅰ）型式はツジ地区で１点出土しているのみである。２（Ⅱ）型式は，砂山地区，ツジ

地区，ホリノ河内地区，金龍寺東地区，伝吉田寺地区で出土し，砂山地区およびツジ地区

で主体となる軒瓦である。この時期に国府の諸施設が瓦葺建物を採用したと考えられ，金

龍寺東地区，伝吉田寺地区で瓦葺建物の補修が行なわれたことが想定できる。

　　　　　２（Ⅱ）型式は，瓦笵の進行は窺えないが，焼成胎土の異なる個体が出土することから，長

期間使用された可能性が高く，時期は8世紀中頃～8世紀後半を想定したい。また，ホリ

ノ河内地区出土のもの（41）に丹線が付着しており，丹塗りされた建物だったことが窺える。

　　　　　３型式の均整唐草文軒平瓦は，小片1点の出土であるが，備後国府跡で初めて確認され

た軒平瓦である。２型式同様に平城京軒平瓦6668Ａ型式の特徴を備えた文様構成をもち，

２型式より古い時期が設定されている。中島遺跡（品治郡：福山市駅家町）など備後南部に

分布がみられる。

　　　　　４型式の右偏行唐草文軒平瓦は，流麗な連続する唐草文が施されること，包み込み技法

が用いられていることなどから，これまで備後国府関連遺跡内で最も古手の軒平瓦とされ

てきた（県教委1968，妹尾 1998）。しかし，今回，製作技法等を検討し直した結果，粘土

板一枚作りの平瓦を使用していることから，やや下る時期のものと判断した。時期は判然

としないが，８世紀後半もしくは９世紀頃が想定される。また，異笵の４Ｂ型式を金龍寺

東地区で１点（46）確認した。小片のため全体像などの詳細や時期は不明である。

　　　　　５型式の左偏行唐草文軒平瓦は，１型式，４型式と同じ偏行の唐草文だが，流麗さが失

われ地域色の強い粗雑な造りとなっている。すべて一枚作りのものである。時期は判然と

しないが，９世紀代のものであろう。

軒瓦の組み合わせと時期変遷）　

　セット関係を整理すると，伝吉田寺地区および金龍寺東地区で主体となる軒丸瓦２型式と軒平瓦

１型式，砂山地区およびツジ地区で主体となる軒丸瓦３型式と軒平瓦２型式がセット関係にあるこ

とは間違いない。また，伝吉田寺地区および金龍寺東地区で出土する軒丸瓦４型式と軒平瓦５型式

も，瓦当文様の退化度合や焼成，色調が近似している状況から，セット関係にある。

　伝吉田寺の創建期使用と考えられる軒丸瓦１型式とセットになる軒平瓦は不明なままで，軒平瓦

を製作していない可能性もある。

　セット関係にある軒瓦の中で，軒丸瓦２型式と軒丸瓦３型式は笵型の追刻や彫直しが行なわれ，

軒平瓦１型式と２型式も顎形状や製作技法に違いがあり，それぞれ細分できることから，より細か

い組み合わせの設定が可能である。よって，胎土や出土割合などを勘案し，より細かい組み合わせ

の設定を試みた。

　軒丸瓦２型式と軒平瓦１型式の組み合わせについては，妹尾により，軒丸瓦２ａ型式と軒平瓦１（Ⅰ）

型式がセットとなり，外縁に線鋸歯文を追刻した軒丸瓦２ｂ型式と軒平瓦１（Ⅱ）型式がセットになる

と想定されている（妹尾1998）。
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　　　　　２型式の均整唐草文軒平瓦は，平城京6710型式の特徴をよく備えたもので，備後国分

寺系や国府系軒瓦といわれ，備後南部に広く分布している。１型式同様に段顎（Ⅰ）と直線

顎（Ⅱ）があり，段顎が直線顎に先行するとの見方がある（妹尾2014）が，備後国府において

は，２（Ⅰ）型式はツジ地区で１点出土しているのみである。２（Ⅱ）型式は，砂山地区，ツジ

地区，ホリノ河内地区，金龍寺東地区，伝吉田寺地区で出土し，砂山地区およびツジ地区

で主体となる軒瓦である。この時期に国府の諸施設が瓦葺建物を採用したと考えられ，金

龍寺東地区，伝吉田寺地区で瓦葺建物の補修が行なわれたことが想定できる。

　　　　　２（Ⅱ）型式は，瓦笵の進行は窺えないが，焼成胎土の異なる個体が出土することから，長

期間使用された可能性が高く，時期は8世紀中頃～8世紀後半を想定したい。また，ホリ

ノ河内地区出土のもの（41）に丹線が付着しており，丹塗りされた建物だったことが窺える。

　　　　　３型式の均整唐草文軒平瓦は，小片1点の出土であるが，備後国府跡で初めて確認され

た軒平瓦である。２型式同様に平城京軒平瓦6668Ａ型式の特徴を備えた文様構成をもち，

２型式より古い時期が設定されている。中島遺跡（品治郡：福山市駅家町）など備後南部に

分布がみられる。

　　　　　４型式の右偏行唐草文軒平瓦は，流麗な連続する唐草文が施されること，包み込み技法

が用いられていることなどから，これまで備後国府関連遺跡内で最も古手の軒平瓦とされ

てきた（県教委1968，妹尾 1998）。しかし，今回，製作技法等を検討し直した結果，粘土

板一枚作りの平瓦を使用していることから，やや下る時期のものと判断した。時期は判然

としないが，８世紀後半もしくは９世紀頃が想定される。また，異笵の４Ｂ型式を金龍寺

東地区で１点（46）確認した。小片のため全体像などの詳細や時期は不明である。

　　　　　５型式の左偏行唐草文軒平瓦は，１型式，４型式と同じ偏行の唐草文だが，流麗さが失

われ地域色の強い粗雑な造りとなっている。すべて一枚作りのものである。時期は判然と

しないが，９世紀代のものであろう。

軒瓦の組み合わせと時期変遷）　

　セット関係を整理すると，伝吉田寺地区および金龍寺東地区で主体となる軒丸瓦２型式と軒平瓦

１型式，砂山地区およびツジ地区で主体となる軒丸瓦３型式と軒平瓦２型式がセット関係にあるこ

とは間違いない。また，伝吉田寺地区および金龍寺東地区で出土する軒丸瓦４型式と軒平瓦５型式

も，瓦当文様の退化度合や焼成，色調が近似している状況から，セット関係にある。

　伝吉田寺の創建期使用と考えられる軒丸瓦１型式とセットになる軒平瓦は不明なままで，軒平瓦

を製作していない可能性もある。

　セット関係にある軒瓦の中で，軒丸瓦２型式と軒丸瓦３型式は笵型の追刻や彫直しが行なわれ，

軒平瓦１型式と２型式も顎形状や製作技法に違いがあり，それぞれ細分できることから，より細か

い組み合わせの設定が可能である。よって，胎土や出土割合などを勘案し，より細かい組み合わせ

の設定を試みた。

　軒丸瓦２型式と軒平瓦１型式の組み合わせについては，妹尾により，軒丸瓦２ａ型式と軒平瓦１（Ⅰ）

型式がセットとなり，外縁に線鋸歯文を追刻した軒丸瓦２ｂ型式と軒平瓦１（Ⅱ）型式がセットになる

と想定されている（妹尾1998）。
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図162　軒瓦のセット関係（縮尺1/6）

　しかし，金龍寺東地区での出土状況をみると，軒丸瓦２ａ

型式が出土していないにもかかわらず，軒丸瓦２ｂ型式と軒

平瓦１（Ⅰ）型式の軒平瓦が一定量出土しており，軒丸瓦２ｂ

型式は，軒平瓦１（Ⅰ）型式の軒平瓦と組み合っていた可能性

が指摘できる。このため，この地区では，軒丸瓦２ａ型式・

軒丸瓦２ｂ（Ⅰ）型式と軒平瓦１（Ⅰ）型式，軒丸瓦２ｂ（Ⅱ）型式

と軒平瓦２（Ⅱ）型式のセット関係を想定したい。時期は前者

が７世紀末～８世紀初頭，後者はそれに続く８世紀前半で，

７世紀末に伝吉田寺の伽藍整備が始まり，少し遅れて８世紀

前半に金龍寺東地区に瓦葺建物が建築造営されたことが想定

できる。

　軒丸瓦３型式と軒平瓦２型式のセット関係については，や

はり妹尾によって，外縁に線鋸歯文のある軒丸瓦３ａ型式と

段顎の軒平瓦２（Ⅰ）型式がセットとなり，３ａ型式軒丸瓦の

瓦笵を彫直した軒丸瓦３ｂ型式と直線顎の軒平瓦２（Ⅱ）型式

がセット関係になることが想定されている（妹尾2014）。備後

国府跡では，軒平瓦２（Ⅰ）型式はツジ地区で１点出土してい

るのみであるが，一方で軒丸瓦３ａ型式は，砂山地区やツジ

地区を中心に一定量出土しているので，出土状況からは，軒

丸瓦３ａ型式と軒平瓦２（Ⅰ）型式，軒丸瓦３ｂ型式と軒平瓦

２（Ⅱ）型式というセット関係を確認することはできなかった。

ツジ地区の出土瓦は細片ばかりで絶対量が少なく，現状の出

土瓦だけで判断することは難しいが，軒丸瓦３ａ型式と軒平

瓦２（Ⅱ）型式のセット関係もあり得ることを示唆していると思

われる。今後の課題としたい。時期は，軒丸瓦３ａ型式が８

世紀中頃，軒丸瓦３ｂ型式が８世紀後半と想定され，笵傷の

進行から，８世紀中頃にまず砂山地区に瓦葺建物が建築され，

その後ツジ地区で瓦葺建物が建築されたと考えられる（妹尾2014）。

また，８世紀後半には，ツジ地区で建物の補修もしくは新し

い瓦葺建物が建築されるとともに，伝吉田寺地区，金龍寺東

地区の瓦葺建物が補修されたことが想定できる。

　軒丸瓦４型式と軒平瓦５型式のセットについては，備後国

府跡では，伝吉田寺地区・金龍寺東地区のみで使用されたも

のである。軒平瓦５型式は笵の違いから５Ａ型式と５Ｂ型式

とにわけたが，笵の違いによる時期差を推測することはでき

なかった。組み合う軒丸瓦４型式は１種のみで，製作技法や

胎土などに明確な差も見られないので，同時期に使用された
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第２節　瓦　

図163　地区別にみた軒瓦の出土点数（縮尺1/10,000・1/8） 
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のものと考えたい。時期は９世紀代が想定される。出土数から，軒丸瓦4型式と軒平瓦5型式のセ

ットだけで新たな瓦葺建物が建築されたとは考えにくいが，伝吉田寺地区や金龍寺東地区の瓦葺建

物の補修に伴い製作されたもの，もしくは，瓦葺建物の建替えに伴い製作された軒瓦と想定される。

　セット関係にない瓦については，軒丸瓦３ｂ型式と軒平２（Ⅱ）型式のセットが用いられて以降は，伝

吉田寺地区および金龍寺東地区と，ツジ地区，ホリノ河内地区で，異なる型式の軒瓦を使用している。

これが，補修時期の違いなのか，それぞれの地区の性格の違いなのかは明らかにできなかった。

同笵同型の軒瓦が出土する遺跡から）（図163）

　同笵もしくは同型の軒瓦が，備後南部を中心に備後国府関連遺跡以外でも出土することから，分

布状況を示し，関連遺跡と他遺跡との関わりを検討する。

軒丸瓦2ｂ型式と軒平瓦1型式の分布状況

　伝吉田寺の伽藍整備期の軒丸瓦で，金龍寺東遺跡の瓦葺建物の軒丸瓦である。軒丸瓦２ｂ型式と

同笵の瓦が，府中市内の栗柄廃寺（葦田郡）で出土しており，さらに，セットになる軒平瓦１型式の

瓦当を転写して作られた軒平瓦が栗柄廃寺で出土し，さらに宮の前廃寺（深津郡）でも出土してい

る。

軒丸瓦3型式と軒平瓦2型式の分布状況

　砂山地区とツジ地区で出土する軒丸瓦３ａ型式と軒平瓦２（Ⅰ）・（Ⅱ）型式のセットが備後国衙で瓦

葺建物を採用した時期のもので，ツジ地区ほか，伝吉田寺，金龍寺東地区で出土する軒丸瓦３b型

式と軒平瓦２（Ⅱ）型式のセットが，瓦葺建物の補修等に使用されたとみられる。どちらも備後南部

の広範囲にわたって分布している軒瓦である（図164）。

　橋美久二は，これらの平城宮式軒瓦を備後国府系Ⅱ類と設定し，国府に関係する諸施設の所用

軒瓦と考え，山陽道の駅家の位置（品治駅（中島遺跡），安那駅（大宮遺跡周辺），芦田駅（前原遺跡），

者度駅（本郷平廃寺周辺））などを想定した（高橋1995）。

　妹尾は，笵傷の進行と製作技法から詳細な検討を加え，製作技法から，瓦の生産については，氏

寺の瓦生産に従事していた在地の瓦工が携わっていることを示し，この軒瓦が広く分布するのは，

寺院・官衙の整備や葺き替えなどの需要が増加したためと考察したうえで，笵傷の進行から，文様

意匠がまず備後国府（砂山地区）に伝播し，周辺遺跡等へ広がったことを想定し，備後国分寺より先

に備後国府に瓦葺建物が建築されたことを示した。具体的には，笵傷の進行から，軒丸瓦３a型式

がまず備後国府（砂山地区）で導入され，宮の前廃寺，岡遺跡，ツジ地区，前原遺跡で使用された後，

本郷平廃寺で使用され，その後に改笵して軒丸瓦３b型式となり，備後国分寺の金堂創建瓦として

使用されたとしている。また，備後国分寺の金堂造営が756年頃までに行なわれたと推察しており，

そのまま引用すると，軒丸瓦３a型式で整備された国府施設の時期は，８世紀中頃（749～756年頃）

と想定される。軒丸瓦３b型式は，備後国分寺創建後，岡廃寺，中島遺跡，ツジ地区，金龍寺東地

区，前原遺跡，御領遺跡，小山池廃寺，大宮遺跡でも使用され，最後に下郷桑原遺跡（甲奴郡・官

衙跡か）へ移動したことも示している（妹尾2014）。

　軒平瓦２型式も概ね同様の遺跡から出土している。以上のことから，これらの軒瓦を出土する遺

跡全てが国府に関連する施設とは限らないものの，駅家推定地をはじめ国分寺からも出土しており，

国府に関連する施設造営に使用された軒瓦であることは間違いない。

第９章　出土遺物の様相
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図164　関連遺跡分布図（縮尺1/500,000）

その他の軒瓦の分布状況

　平城宮系の軒平瓦３型式は，2型式同様に備後南部に広く分布している軒瓦である。高橋が備後

国府系Ⅰ類としたもので，軒丸瓦３型式と軒平瓦２型式のセットより古いとされ，品治駅跡に比定

される中島遺跡で出土することから，国府の整備に先駆けて駅家が設置されたことが推測されてき

た。今回，小片1点のみではあるが，国府での出土が確認されたことにより，国府と駅家の整備が

ほぼ同時期にはじまった可能性が出てきた。
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図164　関連遺跡分布図（縮尺1/500,000）
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　軒丸瓦４型式・軒平瓦５型式のセットが，矢倉田遺跡でも出土している。矢倉田遺跡は，豊元国

により常城跡の可能性が指摘された（豊1968）ものの，確実な証拠がなく遺跡の性格は不明なままで

あるが，常地域との関わりが推測できる。

　また，軒丸瓦8型式が備後国分寺で，軒丸瓦10型式が関戸廃寺で，軒丸瓦11型式が小山池廃寺

から出土している。それぞれ，同笵の可能性が高く，何らかの関係があったことが想定される。

　関戸廃寺は7世紀後半創建の古代寺院で氏寺と考えられるが，８世紀後半には備後国分寺や国府

尼寺と同笵の軒瓦で大規模な補修，改修がされており，備中国府の援助を受けた可能性が指摘され

ている。また，軒丸瓦10型式と同笵の可能性がある
4）
Ⅴ類は，東方建物に採用された軒丸瓦の一

つで，時期は奈良時代末から平安時代初頭を推定している（笠岡市教委1997）。

2．丸瓦

　出土丸瓦の全てを観察計測できていないため，詳細な分析はできなかった。ここでは，確認でき

た丸瓦の種類を紹介し，現時点で判断できる軒瓦との組み合わせ等を示したい。

　有段式と無段式の両方があり，どちらも土師質と須恵質のものがある。出土数が少なく段の有無

を判断できないものもあり，数の計測もしていないので割合を示すことはできないが，有段式より

無段式のものが多い傾向が窺えた。無段式では完形に近いものが数点出土している。

（１）有段式丸瓦　

　須恵質と土師質のものがある。そのうち，軒丸瓦との組み合わせがわかるものを２種類確認した。

　製作方法は，段もしくはカーブして先端が細くなった円柱状の成形型に布をかぶせて，粘土を巻

き付け，さらに段部に粘土を足して成形している。段の高さは，いずれも1.5㎝前後である。

　筒部から段玉縁部の凸面調整では，ケズリやナデのほか，格子目や縄目タタキを残すものがある。

　格子目タタキは方形の格子目で，タタキ後に横方向のナデ等が施され，格子目タタキを明瞭に残

すものはない。土師質のものである。軒丸2a型式の丸瓦部に格子目タタキを残すものがあり，格

子目タタキを残す有段式丸瓦と組み合うと考えられる。縄目タタキでは，全面に明瞭に縄目タタキ

を残すものと，ナデ消されるものがあり，どちらも土師質であった。そのほか，タタキ調整後に丁

寧なケズリ・ナデ調整が施され，タタキ痕を全く残さないものがあり，須恵質のものが多い。その

うち，灰～白色を呈する須恵質の丸瓦がツジ地区や砂山地区で一定量出土しており，軒丸3a型式

に組み合う丸瓦と考えられる。

　段部の形状については，長さ3.5～ 8㎝で，狭端に向かって内傾するものとわずかに内傾するも

のがある。筒部同様，凸面に縄目タタキ・格子目タタキを残すものを確認している。

（２）無段式丸瓦　

　土師質と須恵質のものがあり，胎土は粗いものから，きめ細かい粘土を用いたものがある。厚み

も様々で，長期間にわたり製作されたと考えられる。

　成形方法は，円柱状の成形型に布をかぶせ，糸切りで板状にした粘土を巻き付けてタタキをおこ

なった後にケズリやナデ調整を施したものである。側縁には，成形型をはずして分割した時の分割

痕を残すものと，ケズリ調整を行なっているものがある。

第９章　出土遺物の様相
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図165　丸瓦①（縮尺1/6）

　凸面に残るタタキは全て縄目タタキで，格子目タタキのものは確認できなかった。ほかに，横方

向のナデで丁寧にナデ消したもの，縦方向のケズリを丁寧に施したものがあった。

　軒瓦との組み合わせについては，軒丸２ｂ（Ⅱ）型式で胎土がきめ細かいものと凸面調整に丁寧な

ナデを施す厚手の丸瓦が組み合い，軒丸４型式と同じ胎土焼成で凸面ナデ調整，凹面に粗い布目圧

痕のある薄手の丸瓦が組み合うことが推察できる。他にも胎土等から組み合わせを類推できるもの

はあるが，数の集計等を行なっていないので，組み合わせの詳細については今後の課題としたい。

（３）その他

　凸面に方形の格子目タタキを密に施す，厚さ３㎝前後のものがある。狭端部を残すものがないた

め，段の有無は不明であるが，同様の格子目タタキを施した一枚作り平瓦とセットになる丸瓦と考

えられる。
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図166　丸瓦②（縮尺1/6）
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3．平瓦

　出土瓦の大多数を占める平瓦だが，全ての平瓦について観察計測できず詳細な検討を行なえなか

ったため，ここでは，確認できた平瓦の種類を紹介する。なお，出土総点数・総重量は不明だが，

金龍寺東地区で少なくとも１t以上，ツジ地区で約0.5ｔの出土量がある。

　粘土板桶巻作りと粘土板一枚作りの両方があり，それぞれ須恵質と土師質のものがある。桶巻作

りか一枚作りか現段階で判断できないものがあり，その他の項で記述する。

（１）桶巻作り平瓦

　凸面調整には，格子目タタキ，縄目タタキがあり，凹面は布目圧痕で糸切痕の残るものがある。

　観察できた個体は全て粘土板で，粘土紐を使用したものは見受けられなかった。

　凸面のタタキ板の文様は，格子目1種類と縄目を確認している。

格子目タタキ）

　方形の格子目タタキで，タタキ後に板状工具によるナデ調整を施しているため，格子目タタキを

そのまま残す部位は少ないが，1種類と考えられる。板状工具の違いや強さ等により，明瞭なハケ

目を残すもの（3）とそうでないもの（1・2）とがある。土師質のものと須恵質のものがある。顎部が

外れた痕跡のある個体（図153－ 34）があり，軒平瓦１（Ⅰ）型式に使用された平瓦と考えられる。

縄目タタキ）

　タタキ板には細い縄目からやや太い縄目まで多様な縄目が利用されており，タタキの方向は基本

的に縦方向である。焼成は土師質のもの（8）が多い。

（２）一枚作り平瓦

　凸面調整には，格子目タタキ，縄目タタキ，平行タタキがあり，凹面は布目圧痕で糸切痕の残る

ものがある。

格子目タタキ）

　方形の格子目タタキを施している。菱型のものはないが，格子目内に文様のあるもの（6）がある。

2種類（6・7）を確認した。タタキ後の調整はみられない。

　6は格子目内に○や×の文様を施している。6・7ともに，色調は灰白色で，厚さ 1.5 ～ 2㎝と4

に比べて薄く，凹面に粗い布目圧痕，側縁にケズリが施されている。

縄目タタキ）

　タタキ板には細い縄目から太い縄目まで多様な縄目が利用されており，タタキの方向は基本的に

縦方向だが，粗い縄目で斜め方向のもの（19）もある。焼成には須恵質と土師質の両方があるが，胎

土にきめ細かい粘土を用いたものが多い。薄手，厚手の両方があり，離れ砂を用いるものとないも

のがある。側縁・端面にケズリを施すものが多く，側縁のケズリには，面取状のもの，凹面側を大

きく削るもの，無調整で布目圧痕が残るもの等がある。格子目タタキに比べ，出土量，種類ともに

多い。

　また，きめ細かい胎土で軟質のもので，側縁の凸面側を大きく削ったものには，離れ砂を用いた

粘土板一枚作りとわかるもののほかに，粘土板桶巻作りの可能性を残すものがあり，粘土板一枚作

りと粘土板桶巻作りの平瓦が並行して製作使用された可能性がある。

第２節　瓦　
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第９章　出土遺物の様相

　軒瓦との組み合わせが明確なものとして，非常に硬質で側縁を面取状に削るものが，軒平5型式

に使用された平瓦である。

図167　平瓦①（凸面格子目タタキ）（縮尺1/6）
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図168　平瓦②（凸面格子目タタキ）（縮尺1/6）
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図168　平瓦②（凸面格子目タタキ）（縮尺1/6）
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図169　平瓦③（凸面縄目タタキ）（縮尺1/6）
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図170　平瓦④（凸面縄目タタキ）（縮尺1/6）
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平行タタキ）

　軒平瓦５型式と同様の胎土焼成のものが少数出土している。軒平瓦の平瓦部分の可能性がある。

（３）その他

　桶巻作りと一枚作りに明確に判別できなかったものがある。今後，平瓦の全資料を整理する中で

判断したいことから，わけて記述する。格子目タタキと縄目タタキのものがある。

格子目タタキ）

　4と 5は，細かい方形の格子目タタキで，凹面に細目の布目圧痕，側縁に面取状のケズリが施さ

れ，削られなかった部分に布目圧痕が残っている。厚さ3㎝前後で，焼成は硬質な須恵質である。

桶状の段がわずかにみられることや，断面の形状などから桶巻作りの可能性がある。しかし，はっ

きりした粘土継ぎ目が残るものがなく，判別に至らなかった。

縄目タタキ）

　9・11は，きめ細かい胎土で軟質のもので，表面の磨滅が激しい。側縁の凸面側を大きく削って

おり，形状から一枚作りの可能性がある。しかし，凹面には桶状の凸凹がわずかにみられ，凸面に

離れ砂もない。また，９には粘土板の継ぎ目と思われる痕跡もみられるため，どちらか明確に判別

できなかった。

　10は，ほぼ完形の平瓦である。一枚作りの平瓦に同じ形状の縄目タタキ痕を残すものがあり，

一枚作りの可能性が高いと考えられるものであるが，内面が乱れており，明確に判別できなかった。

4． 道具瓦

　道具瓦は，隅切瓦，面戸瓦，鬼瓦，釘孔のある瓦等で，金龍寺東地区とツジ地区で出土している。

（１）隅切瓦（図171）

　平瓦の片側隅を焼成前に切り落とした瓦で，金龍寺東地区（1）とツジ地区（7）で出土した。

　１は，一枚作り平瓦の広端部側をヘラで大きく切り落したもので，約1/2程度を切り取っている。

切断後は無調整で，復元隅角は約40度。凸面は縄目タタキ，凹面は布目圧痕，狭端部側面は藁状

の植物圧痕がある。色調は灰～黒色を呈し，胎土はやや粗く，焼成良好で硬質なものである。金龍

寺東地区（9302T）で出土し，磨耗していないことから，礎石建物SB001に伴うものの可能性が高い。

　２は，ツジ地区（0502T）から出土した小片で，隅角は約50度である。土師質で褐色を呈したも

ので，調整痕が見られず，土製品の可能性もある。

（２）面戸瓦（図172）

　面戸瓦の破片を6点抽出した。ツジ地区（4点）と金龍寺東地区（2点）で出土している。小片

のため形状による分類はできないが，いずれも焼成前に加工された切り面戸瓦で，4点を図示した。

　3～ 5はツジ地区で出土した。3・4は左右の側片，5は中央下部の破片で，厚さ1.2～ 1.6㎝程の

丸瓦を切断し周縁に面取り状のケズリを施している。3は土師質，4・5は須恵質で，胎土は精良で

ある。

　6は，金龍寺地区で出土した切り面戸瓦で，側縁が欠損している。厚さ2.6㎝で，周縁をヘラで

ケズリ調整し凹面に横方向のナデを施す。色調は灰～灰白色で，須恵質のものである。

第９章　出土遺物の様相
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第２節　瓦　

（３）鬼瓦（図173，表30，図版10）

　重郭文鬼瓦が金龍寺東地区で１点と，可能性のあるものがツジ地区で１点出土している。

　7は，彫の浅い重郭文で，円形の浅い押捺文が施され，中心付近と下端付近に穿孔部があり，裏

面に布目が残る。鳥が線刻されている。大きさは，縦28㎝，推定幅約26㎝，厚さ3.4㎝程である。

須恵質で焼成は良好。金龍寺東地区の9302Tから出土し，礎石建物SB001に伴うものであろう。

　8は，小片で全体像は不明だが，彫がやや深い。焼成は土師質である。内部は黒色だが，表面が

明橙～橙褐色を呈しており，二次的に比熱している可能性がある。ツジ地区の0702Tで出土した。

図171　隅切瓦（縮尺1/4）

図172　面戸瓦（縮尺1/4）
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5．　（図174・175，表30，図版10）

　市教委の調査で，伝吉田寺地区，金龍寺東地区，ツジ地区，大マヘ地区，ドウジョウ地区，ホリ

ノ河内地区で出土し，総点数は25点で，完形のものはない。そのうち2点は内側に刳り込みがある。

そのほかは方形　で，厚さが分かるものが３点あり，11㎝前後を測る。表面が燈褐色を呈するも

のが多く，二次的に被熱して脆くなった可能性がある。

刳り込みがある　（図174，表30，図版10）

　金龍寺東地区で２点出土している。どちらも，須恵質で灰白色を呈し，ヘラ状工具のようなもの

を用いた，不鮮明で浅い鳥の線刻画を施している。

　1は，9302Tから出土したもので，厚さは4.8㎝である。鳥が線刻された重郭文鬼瓦と，線刻画の表現

および胎土や焼成が似通っており，同時期のものと考えられている。鬼瓦とともに金龍寺東地区のSB001

基壇の北側，基壇外の埋土（12層）から出土している。形状から柱の根巻のようなものと推定される。

　2は，9103Tから出土したもので，厚さ10.6㎝で方形　同様の厚みをもつ。１と同様に柱の根巻

きと考えられる。不明瞭な鳥の線刻のほか，側面に「丁月」とも読めるヘラ描きがある。

　磨耗が少ないことから，出土地付近で使用されたものと考えられ，SB001の一部が　敷であった

可能性がある
5）
。

方形　（図175，表30）

　23点出土したうち，7点を図示した。瓦類の出土量が少ない，ドウジョウ地区や大マヘ地区で比較的

図173　鬼瓦（縮尺1/4）
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残存状況のよい個体（3・4）が出土している。まとまって出土した調査区はなく，使用用途は不明であ

るが，移動して再利用された可能性も考えられる。

　3～7は，胎土に砂粒を含むきめ細かい粘土を用いた，土師質のもので，色調は，内部が黒色～暗褐

色を呈する。そのうち，3はもっとも残存状況がよい個体で，ドウジョウ地区の0803Tで出土したもので，3

面が残存し，厚さは10.8㎝である。表面は燈褐色で二次的な被熱を受けているが，強いナデの痕跡が窺

えるほか，側面に沈線状の工具痕がみられる。焼成良好である。土塁か築地塀に推定される遺構の上層

から出土しており，共伴する土器群から，9世紀前半までの時期が与えられる。4は，大マヘ地区で出土

したもので，広端面の１面のみ変色しており，広端面を上にした状態で火を受けた可能性がある。

　8は金龍寺東地区の9902Tで出土したもので，厚さ11.0㎝である。胎土に砂粒を多く含むきめ細か

い粘土を用い，褐色の鉱物粒を含む。3面が残存しており，調整は不詳だが，どの面も平坦に仕上げ

ている。表面が黒褐～燈褐色を呈し，土師質で軟質のものである。ほかに，伝吉田寺地区（9），金龍

寺東地区から出土したもの3点が，類似する胎土や焼成のものであるが，ともに上層の遺構や包含層

からの出土で，時期を特定することはできない。

図174　　①（縮尺1/4・1/2）
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残存状況のよい個体（3・4）が出土している。まとまって出土した調査区はなく，使用用途は不明であ

るが，移動して再利用された可能性も考えられる。

　3～7は，胎土に砂粒を含むきめ細かい粘土を用いた，土師質のもので，色調は，内部が黒色～暗褐

色を呈する。そのうち，3はもっとも残存状況がよい個体で，ドウジョウ地区の0803Tで出土したもので，3

面が残存し，厚さは10.8㎝である。表面は燈褐色で二次的な被熱を受けているが，強いナデの痕跡が窺

えるほか，側面に沈線状の工具痕がみられる。焼成良好である。土塁か築地塀に推定される遺構の上層

から出土しており，共伴する土器群から，9世紀前半までの時期が与えられる。4は，大マヘ地区で出土

したもので，広端面の１面のみ変色しており，広端面を上にした状態で火を受けた可能性がある。

　8は金龍寺東地区の9902Tで出土したもので，厚さ11.0㎝である。胎土に砂粒を多く含むきめ細か

い粘土を用い，褐色の鉱物粒を含む。3面が残存しており，調整は不詳だが，どの面も平坦に仕上げ

ている。表面が黒褐～燈褐色を呈し，土師質で軟質のものである。ほかに，伝吉田寺地区（9），金龍

寺東地区から出土したもの3点が，類似する胎土や焼成のものであるが，ともに上層の遺構や包含層

からの出土で，時期を特定することはできない。

図174　　①（縮尺1/4・1/2）
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図175　　②（縮尺1/4）
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6．小結

　備後国府の時期区分を用いて，瓦の出土状況からみた瓦葺建物の変遷について検討する。

【備後国府Ⅰ期に先行する時期】：７世紀後半

　軒丸瓦１型式の時期で，セットとなる軒平瓦，丸・平瓦は不明であるが，平瓦は粘土板桶巻作り

のものであろう。

　軒丸瓦１型式を用いて，伝吉田寺地区で仏堂が創建されたとみられる。

【備後国府Ⅰ期前半】：７世紀末～８世紀前半

　軒丸瓦２型式と軒平瓦１型式の時期で，まず，軒丸瓦2a型式・2ｂ（Ⅰ）型式と軒平瓦１（Ⅰ）型式を

主体として，７世紀末～８世紀初頭に伝吉田寺で伽藍整備が始まり，少し遅れて，軒丸瓦2b（Ⅱ）型

式と軒平瓦１（Ⅱ）型式を主体として，８世紀前半に金龍寺東地区でも瓦葺建物が建立されたことが

想定される。

　軒丸瓦2a型式には，有段式の凸面格子目タタキ後ナデ調整の丸瓦がセットとなり，軒平瓦１（Ⅰ）

型式には，凸面格子目タタキ後ナデ調整もしくは凸面縄目タタキで，粘土板桶巻作りの平瓦がセッ

トであることから，まずは，有段式の丸瓦と桶巻作りの平瓦が使用されたことがわかる。伝吉田寺

出土の軒平瓦１（Ⅰ）型式には丹線のあるものがあり，伝吉田寺の堂塔が丹塗りであったことと，丹線

の位置から瓦座から軒の先端までが10～ 11㎝程であったことが想定できる。

　軒丸瓦2b（Ⅱ）型式と軒平瓦１（Ⅱ）型式は，胎土や焼成，製作技法により細分できることから，長

期間使用された可能性が高い。セットになる丸・平瓦については詳細を明らかにできなかったが，

軒丸瓦2b（Ⅱ）型式の一部と，無段式の丸瓦がセットになると考えられ，８世紀前半には，遅くとも

無段式の丸瓦が使用されたことがわかる。軒平瓦１（Ⅱ）型式とセットになる平瓦は判然としないが，

軒瓦が桶巻作りであることから，基本粘土板桶巻作りの平瓦がセットとなっていたことが想定され

る。金龍寺東地区でも軒平瓦１（Ⅱ）型式と考えられるものに丹線があり，丹塗りの建物であったこ

とが分かる。

　主に寺院を中心とした施設に瓦葺きが採用されたことが想定できる。

【備後国府Ⅰ期後半】：８世紀中頃～後半

　軒瓦からみて，８世紀中頃と後半に分けられる。

　８世紀中頃は，軒丸瓦3a型式の時期で，８世紀第２四半期の終わりから第３四半期の初めにか

けて，軒丸瓦3a型式を使用して，砂山地区やツジ地区に，瓦葺建物が建設されたことが想定できる。

また，国庁は確認されていないが，備後国分寺に先駆けて，備後国府の整備が行なわれている。軒

丸瓦３ａ型式とセットになるのは，軒平瓦２（Ⅰ）型式で，軒平瓦２（Ⅱ）型式も可能性があり，丸瓦は有

段式のものが主体となると考えられる。平瓦は不明だが，従前の桶巻作りに一枚作りが導入された

ことが考えられる。ホリノ河内地区で出土した軒平瓦２（Ⅱ）型式（41）には丹線があり，丹塗りの建

物であったとみられる。

　備後国府の施設に瓦葺きが採用され，整備されたことが想定される。

　次に，８世紀後半頃は，軒丸瓦3b型式と軒平瓦２（Ⅱ）型式の時期である。

　ツジ地区では，胎土や焼成に違いがみられる軒丸瓦3b型式と軒平瓦２（Ⅱ）型式が出土しており，

ツジ地区に長期間にわたって供給されたとみられる。修復が頻繁に行なわれていた可能性がある。
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6．小結

　備後国府の時期区分を用いて，瓦の出土状況からみた瓦葺建物の変遷について検討する。

【備後国府Ⅰ期に先行する時期】：７世紀後半

　軒丸瓦１型式の時期で，セットとなる軒平瓦，丸・平瓦は不明であるが，平瓦は粘土板桶巻作り

のものであろう。

　軒丸瓦１型式を用いて，伝吉田寺地区で仏堂が創建されたとみられる。

【備後国府Ⅰ期前半】：７世紀末～８世紀前半

　軒丸瓦２型式と軒平瓦１型式の時期で，まず，軒丸瓦2a型式・2ｂ（Ⅰ）型式と軒平瓦１（Ⅰ）型式を

主体として，７世紀末～８世紀初頭に伝吉田寺で伽藍整備が始まり，少し遅れて，軒丸瓦2b（Ⅱ）型

式と軒平瓦１（Ⅱ）型式を主体として，８世紀前半に金龍寺東地区でも瓦葺建物が建立されたことが

想定される。

　軒丸瓦2a型式には，有段式の凸面格子目タタキ後ナデ調整の丸瓦がセットとなり，軒平瓦１（Ⅰ）

型式には，凸面格子目タタキ後ナデ調整もしくは凸面縄目タタキで，粘土板桶巻作りの平瓦がセッ

トであることから，まずは，有段式の丸瓦と桶巻作りの平瓦が使用されたことがわかる。伝吉田寺

出土の軒平瓦１（Ⅰ）型式には丹線のあるものがあり，伝吉田寺の堂塔が丹塗りであったことと，丹線

の位置から瓦座から軒の先端までが10～ 11㎝程であったことが想定できる。

　軒丸瓦2b（Ⅱ）型式と軒平瓦１（Ⅱ）型式は，胎土や焼成，製作技法により細分できることから，長

期間使用された可能性が高い。セットになる丸・平瓦については詳細を明らかにできなかったが，

軒丸瓦2b（Ⅱ）型式の一部と，無段式の丸瓦がセットになると考えられ，８世紀前半には，遅くとも

無段式の丸瓦が使用されたことがわかる。軒平瓦１（Ⅱ）型式とセットになる平瓦は判然としないが，

軒瓦が桶巻作りであることから，基本粘土板桶巻作りの平瓦がセットとなっていたことが想定され

る。金龍寺東地区でも軒平瓦１（Ⅱ）型式と考えられるものに丹線があり，丹塗りの建物であったこ

とが分かる。

　主に寺院を中心とした施設に瓦葺きが採用されたことが想定できる。

【備後国府Ⅰ期後半】：８世紀中頃～後半

　軒瓦からみて，８世紀中頃と後半に分けられる。

　８世紀中頃は，軒丸瓦3a型式の時期で，８世紀第２四半期の終わりから第３四半期の初めにか

けて，軒丸瓦3a型式を使用して，砂山地区やツジ地区に，瓦葺建物が建設されたことが想定できる。

また，国庁は確認されていないが，備後国分寺に先駆けて，備後国府の整備が行なわれている。軒

丸瓦３ａ型式とセットになるのは，軒平瓦２（Ⅰ）型式で，軒平瓦２（Ⅱ）型式も可能性があり，丸瓦は有

段式のものが主体となると考えられる。平瓦は不明だが，従前の桶巻作りに一枚作りが導入された

ことが考えられる。ホリノ河内地区で出土した軒平瓦２（Ⅱ）型式（41）には丹線があり，丹塗りの建

物であったとみられる。

　備後国府の施設に瓦葺きが採用され，整備されたことが想定される。

　次に，８世紀後半頃は，軒丸瓦3b型式と軒平瓦２（Ⅱ）型式の時期である。

　ツジ地区では，胎土や焼成に違いがみられる軒丸瓦3b型式と軒平瓦２（Ⅱ）型式が出土しており，

ツジ地区に長期間にわたって供給されたとみられる。修復が頻繁に行なわれていた可能性がある。
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セットとなる丸・平瓦は判然としないが，無段式の丸瓦や粘土板一枚作りの平瓦も用いられていた

であろう。

　また，軒平瓦２（Ⅱ）型式が伝吉田寺地区で３点，軒丸瓦３b型式と軒平瓦２（Ⅱ）型式が金龍寺東地区

でそれぞれ3点と5点出土しており，備後国府の諸施設が修復された時期に，伝吉田寺地区および

金龍寺東地区でも瓦葺建物が修復されたことが判明している。

【備後国府Ⅱ期】：８世紀末～１０世紀末

　ツジ地区とホリノ河内地区で，軒丸瓦10型式が少量出土し，ツジ地区周辺の瓦葺建物が９世紀

頃に修復されたことが考えられる。薄手で作りの粗い平瓦や丸瓦がこの時期のものの可能性がある。

　伝吉田寺地区と金龍寺東地区では，一枚作り平瓦を使用した軒平瓦４型式のほか，軒丸瓦４型式

と軒平瓦５型式という新たな軒瓦のセットが出現している。軒平瓦４型式には凸面縄目タタキの一

枚作りでの厚い平瓦が使用され，軒丸瓦４型式には無段式の丸瓦，軒平瓦５型式には一枚作りの平

瓦がセットとなり，どちらも金龍寺東地区で一定量出土している。特に，金龍寺東地区の礎石建物

SB001周辺では厚手の粘土板一枚作り平瓦が目立って出土しており，同じく厚手の粘土板一枚作り

の隅切瓦のほか形骸化した重郭文の鬼瓦が出土している。しかし，８世紀前半の軒瓦（軒丸瓦２ｂ型

式や軒平瓦1型式）も多く出土することから，礎石建物SB001が９世紀代に創建されたとするなら，

古い瓦を用いた前身建物があった可能性も考えられる。

　伝吉田寺地区でもこの時期の瓦が出土することから，修復が行なわれ，瓦葺建物が存続している

ことが明らかである。

　備後国府の諸施設が修復され，金龍寺東地区では大規模な修復や新たな瓦葺建物が建設されたこ

とが想定される。

　また，時期の特定はできないが，須恵質で硬質な平瓦２～７枚が癒着した状態のものが，複数点

出土しており，瓦窯跡は確認されていないが，伝吉田寺地区，金龍寺東地区の付近に瓦窯が存在し

た可能性が高い。

【備後国府Ⅲ期】：１１世紀初頭～１２世紀末

　軒丸瓦8型式が11世紀代のものの可能性があり，Ⅲ期にも瓦葺建物が存続していた可能性がある。

　このように，備後国府関連遺跡では，まず，７世紀後半から８世紀前半に伝吉田寺および金龍寺

東地区で瓦葺建物が建設され，８世紀中頃に砂山地区およびツジ地区で瓦葺建物が建設されたこと

が明らかになった。８世紀中頃に国府の重要施設に瓦葺建物が採用されたとみられる。また，８世

紀後半には，砂山地区やツジ地区のほか，伝吉田寺や金龍寺東地区でも国府と同笵の瓦が採用され

ており，国府との関係性を示唆するものと考えられる。

　【註】
　　1）県67吉田寺調査の資料については広島大学が所蔵し，一部が広島県立歴史博物館で展示されている。資料の実見お
　　 よび掲載にあたっては，広島大学考古学研究室の協力を得るとともに広島県立歴史博物館にも便宜を図っていただい 
　　  た。また，資料の実見および瓦博の分析全般において，東広島市教育委員会の妹尾周三氏の指導・助言を得た。
　　2）模式図は，金龍寺東地区出土瓦（48）に，矢倉田遺跡出土瓦（広島県立歴史博物館所蔵・福山市しんいち歴史民俗博
　　  物館展示中）の瓦当拓本を合成したものである。計測および掲載には，上記2館の協力と了解を得た。
　　3）平安京や興福寺，阿波国分寺で類似した軒瓦が出土しており，阿波国分寺では1060年頃の年代が想定されている。
　　  妹尾周三氏のご教示による。
　　4）妹尾周三氏のご教示による。

　　5）出土量が少ないからといって　敷でなかったとは断定できない。奈良文化財研究所の中川二美氏のご教示による。
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　図128，129-1，132，133-1・2，134，142，152，153-34・36（広島大学考古学研究室所蔵）

　図145，150，155，157，160の矢倉田遺跡出土分（広島県教育委員会所蔵）

　図148（笠岡市教育委員会所蔵）

なお，図128，図129-1，図132，図133-1・2，図152，図153-34・36は，新たに実測して掲載したもので，図129-1・図 

133-7・図153-34については，写真も掲載した。

また，図134，図142，図145，図148，図150，図157，図158は，報告書の掲載図から引用した。それぞれの図に出典

を明記している。
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第３節　文字資料（墨書・刻書・銅印・木簡）

　備後国府関連遺跡において文字資料は，墨書土器類21点，刻書土器類５点，銅印１点，木簡１

点が出土している。墨書土器類・刻書土器類の種類は須恵器19点，土師器２点，白磁１点，灰釉

陶器１点，不明土製品１点，石製品（硯？）１点が出土している。

　文字資料は，地区別では，ツジ地区が墨書土器７点・刻書土器２点・銅印１点の10点，金龍寺

東地区が墨書土器６点・刻書土器１点の６点，ドウジョウ地区が墨書土器４点・刻書土器２点の６

点，砂山地区が木簡１点，鳥居地区が墨書土器２点，それ以外の遺跡が２点となっている。

　文字が判読できるものが，ツジC地区では６点（図176－１～６）出土している。４は９世紀後半

の須恵器高台付皿の高台内に「厨」と墨書したもの，５は文字の半分しか残っていないが下側部分と

すれば「郷」と墨書したものが想定されている。１は「里」と墨書した可能性がある。ツジN地区で

は，２点（7・8）出土している。７は須恵器甕に刻書したもので，最初の文字は不明だが２文字目は

「養」で３文字目は「秋」または「狄」と読めるがバランスが悪いため下に何らかのつくりが存在する可

能性があり，「□養秋□」または「□養狄□」と読める。８は須恵器杯か蓋に「□門」と墨書したもので

ある。

　金龍寺東地区では６点出土し，文字が判読できるものとしては，９は須恵器坏の底外に「大畠」

と墨書したもの，12は土師器高台付椀に「　」と墨書しているものがある。

　ドウジョウ地区では５点（図178－ 15～ 19）出土している。17は須恵器高台付杯に「所」，16は須

恵器高台付杯に「万呂」，15は須恵器杯蓋に「石井」と墨書したものがある。この３点は SX1・

SD12から出土している。そのほかに文字の一部分しか残っていないが「京」（18）と読むことが可能

なものがある。

　鳥居地区では２点，「権介」（20）「林」（21）と墨書したものがある。そのほかに，辻高居遺跡では，

「枚田」（22）と墨書したものが出土している。ホリノ河内地区でも２点，文字は判読できないが墨書

されたものが出土している。

　銅印は，ツジＮ地区から１点が出土している。篆書体で「賀友私印」の４文字が陽刻されている。

　木簡は砂山地区，県401ＴのSE401から１点が出土している。型式は奈文研木簡分類の032型式

で，文字は判読できないが荷札木簡または付札木簡と考えられる。木簡とともに出土した瓦器椀な

どから平安時代後期のものと考えられる。

時期区分

【備後国府Ⅰ期前半】：７世紀末頃から８世紀前半

　文字は判読できないが須恵器蓋に墨書されたものがツジC地区から出土している。

【備後国府Ⅰ期後半】：８世紀中頃から８世紀後半

　須恵器高台付杯に「所」・「万呂」，須恵器蓋に「石井」と墨書されたものがドウジョウ地区の８世紀

第３四半期から９世紀前半頃のSX1・SD12から出土している。

【備後国府Ⅱ期】：８世紀末頃から１０世紀末頃

　ツジC地区の「厨」と墨書された須恵器高台付皿が，備後国府Ⅱ期にあたる９世紀後半のものと
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とされている。「京」と墨書された可能性のある須恵器杯がドウジョウ地区から出土している。

【備後国府Ⅲ期】：１１世紀初頭から１２世紀後半

　ツジN地区のSE233から文字は判読できないが墨書された須恵器杯が出土している。砂山地区

では県401ＴのSE401から文字は判読できないが木簡が出土している。

　備後国府関連遺跡からの文字資料の出土は少なく，時期の分かるものはさらに少ない。しかし，

ツジC地区では備後国府｡期前半の墨書土器が出土していることや備後国府Ⅱ期で「厨」と墨書さ

れたものが出土していることはツジC地区の性格や施設・機能を考えるうえで重要だと思われる。

ドウジョウ地区で出土している「所」は一文字ではあるためどういった組織・機能などかは明確で

ないが，８世紀後半ころの国衙組織を表している可能性があり，付近近辺に国衙が存在していたこ

とをうかがわせる。「京」とすれば国衙の空間を表している可能性がある。また，鳥居地区の「権

介」は，人形などの木製品が出土している祭祀に関する遺跡と国司の関係を示す上で重要だと思わ

れる。

　そのほかに，「林」は林田，「大畠」は大畑，「石井」は石井など周辺に現在の小字として残って

いる地名を表している可能性が高い。ツジＮ地区で，官印に準じた「賀友私印」の銅印が出土して

いることも重要である。

図176　ツジ地区出土墨書・刻書土器（縮尺1/4）

図177　金龍寺東地区出土文字資料（縮尺1/4）　

0 10㎝

21 3
4 5

67 8

0 10㎝

109

11

12

13

14



－190－

第９章　出土遺物の様相

図178　ドウジョウ地区出土文字資料（縮尺1/4）

図179　その他地区出土文字資料（縮尺1/4）

図180　砂山地区出土木簡（縮尺1/3）　

図181　ツジ地区出土銅印（縮尺1/3）

0 5㎝

0 10㎝

16
15

17
18

19

0 10㎝

21
20

22

0 6㎝

23

24



－191－

第４節　硯類

第４節　硯類（図182～188，表15・27）

1．概要

　硯は，墳墓や集落からの出土資料もみられるが，その多くは都城跡や各種官衙あるいは古代寺院

から出土しており，律令官人や僧侶などの古代識字階級の必需品として位置付けられている。

　硯は , まず材質（須恵質の焼物＝陶製・瓦製・石製）によって分類され，陶硯には当初から硯とし

て作成された定形硯と杯蓋や甕腹の内面を利用した転用硯が存在する。日本の定形硯の系譜は，朝

鮮半島や中国にその祖形が見出される。国内においては，一般的な圏足円面硯と特殊な中空円面硯

などが，７世紀初頭～中頃に出現するとされている。獣脚円面硯は７世紀前半から８世紀初頭，動

物形象硯は８世紀代に限られ作成される。その後，宝珠硯・八花硯・風字硯が平城時代末～長岡京

期に出現し，風字硯あるいは長方硯については10世紀代から12世紀代まで製作されている（奈文

研「古代の官衙遺跡Ⅱ」2004ほか）。

　広島県内における陶硯研究については，県内出土遺跡25遺跡以上，出土資料100点を超える状

況となった段階で，和田崇志（和田2001）や中山学（中山2002）による分類研究が行なわれている。

本書では，備後国府関連遺跡出土の硯について，先述した各氏のいずれかの詳細な分類によるので

はなく，大まかに定型硯として円面硯（円形硯を含む）・風字硯（長方硯を含む）・猿面硯，それ以外

に転用硯そして石硯に大別して取り扱うこととした
１・２）
。また，硯類の抽出方法については，資料体

の形状のほか，墨痕あるいは使用による硯面の摩滅から判断している。出土資料の大半は破片であ

り，完形あるいはそれに近い状態のものは存在しない。施釉陶器や貿易陶磁器と同様に，硯類の量

比を同一基準によって数値化して比較検討するために，地区別に100㎡あたりの出土点数と出土重

量を表に示している。

2．各地区の様相

　備後国府関連遺跡における硯の総出土点数は211点 ,総重量で10,593ｇに及んでいる。その内訳

は，定形硯が152点（72.0％），重量6,649.4ｇ（62.8％），転用硯が56点（26.5％），重量3,788.1ｇ（35.8

％），石硯が３点（1.4％）,重量156.4ｇ（1.5％）であった
3）
。

　以下，地区別に硯の出土傾向を記述する。

ツジＣ地区（図182・183，表15・27）

　地区内の総出土量が119点（関連遺跡全体の56.3％），重量5,486.0 ｇ（関連遺跡全体の51.7％）と，

備後国府関連遺跡内で最も多く出土した。調査面積100㎡あたり出土数量についても，出土点数が

5.27点，重量が243.38ｇと最高値を得ている。定形硯が92点（地区内の77.3％），重量3,814.9ｇ（地

区内の69.5％），転用硯が26点（地区内の21.8％），重量1,554.9ｇ（地区内の28.3％），石硯１点（地

区内の0.8％），重量116.3ｇ（地区内の2.1％）という内訳になっている。出土状況としては，遺物包

含層であるツジⅣ層から下層のツジⅤ層，さらに下層のツジⅥ層から出土している。

　定形硯としては，円面硯と風字硯（長方硯を含む）が確認されている。円面硯の出土点数は48点

（52.2％），出土重量が2,520.1ｇ（66.1％），風字硯の出土点数は44点（47.8％），出土重量が1,294.8ｇ

（33.9％）となっている。円面硯について，外提部あるいは脚部の復元径が15.0cm以上 20.0cm前後
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後の比較的に大型の資料が，他の地区より多く出土している。風字硯とした資料の内，積極的に長

方硯と言える資料が２点出土している。

　転用硯としては，杯蓋が最も多く ,出土点数は17点（65.4％），出土重量が1,104.1ｇ（71.0％）であ

った。その他に杯身が出土点数２点（7.69％），出土重量186.3ｇ（12.0％），皿が出土点数は４点（15.4

％），出土重量が222.0ｇ（14.3％），甕が出土点数は３点（11.5％），出土重量が42.6ｇ（2.74％）となっ

ている。

　円面硯（図182－１～ 20），風字硯（図183－ 21～ 29），転用硯（30～ 40），石硯（41），水注（42）

を図示した。21・22・23は，突帯によって硯面が画された多面の風字硯，28・29は長方硯と考え

られる。40は須恵器甕胴部の破片を転用した猿面硯である。

図182　ツジＣ地区出土硯類①（縮尺1/4）
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図183　ツジＣ地区出土硯類②（縮尺1/4）

ツジＥ地区（図184，表15・27）

　地区内において，33点（関連遺跡全体の15.6％），重量1,836.1ｇ（関連遺跡全体の17.3％）が出土し

ている。調査面積 100㎡あたりの出土数量は，出土点数が 3.67 点，重量が 204.46 ｇとツジＣ地
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区に次ぐ数値が得られた。定形硯が28点（地区内の84.8％），重量1,565.9ｇ（地区内の85.3％），転

用硯が５点（地区内の15.2％），重量270.2ｇ（地区内の14.7％）という内訳になっている。出土状況

としては，ツジＣ地区と同様に遺物包含層であるツジⅣ層・ツジⅤ層・ツジⅥ層から出土している。

　定形硯としては，円面硯と風字硯が確認されている。円面硯の出土点数は18点（64.3％），出土重

量が951.5ｇ（60.8％），風字硯の出土点数は10点（35.7％），出土重量が614.4ｇ（39.2％）となってい

る。

　転用硯としては，杯蓋が最も多く，出土点数は３点（60.0％），出土重量が229.2ｇ（84.8％）であっ

た。その他に杯身と杯か皿と思われる資料が各１点ずつ出土している。

　円面硯（図184－ 43～ 50），風字硯（51～ 56），転用硯（57～ 61）を図示した。51・52は，硯面が

突帯で画された多面の風字硯である。

図184　ツジＥ地区出土硯類（縮尺1/4）
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図185　ツジＮ地区出土硯類（縮尺1/4）

ツジＮ地区（図185，表15・27）

　地区内において，34点（関連遺跡全体の16.1％），重量1,748ｇ（関連遺跡全体の16.4％）が出土し

ている。調査面積100㎡あたりの出土数量は，出土点数が3.77点，重量が194.22ｇとツジＥ地区と

ほぼ同程度で，ツジＣ地区に次ぐ数値が得られた。定形硯が22点（地区内の64.7％），重量885.1ｇ

（地区内の50.6％），転用硯が11点（地区内の32.4％），重量843.1ｇ（地区内の48.2％），石硯１点（地

区内の2.9％），重量19.8ｇ（地区内の1.1％）という内訳になっている。出土状況としては，ツジＣ地

区と同様にツジⅣ層・ツジⅤ層・ツジⅥ層から出土している。
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　定形硯としては，円面硯と風字硯と猿面硯が確認されている。円面硯の出土点数は12点（54.5％），

出土重量が437.1ｇ（49.4％），風字硯の出土点数は８点（36.4％），出土重量が324.8ｇ（36.7％），猿

面硯の出土点数は２点（9.09％），出土重量が123.2ｇ（13.9％）となっている。風字硯とした資料の内，

積極的に長方硯と言える資料が１点出土している。

　転用硯としては，杯蓋が最も多く ,出土点数は７点（63.6％），出土重量が680.2ｇ（80.7％），であ

った。その他に杯身が３点と甕が１点出土している。

　円面硯（図185－ 62～ 67），風字硯（68～ 73），猿面硯（74），転用硯（75～ 80），石硯（81）を図示

した。74は，縁辺部が焼成前に成形されており，一定の形制を持って当初から作成された猿面硯

と考えられる。75は，須恵器甕胴部破片を転用した猿面硯である。78～ 80の転用硯は，須恵器の

蓋と杯か椀の転用であるが，赤色顔料と擦痕から朱墨硯の可能性がある
４）
。

金龍寺東地区（図186，表15・27）

　地区内において，11点（関連遺跡全体の5.2％），重量754.5ｇ（関連遺跡全体の7.1％）が出土して

いる。調査面積100㎡あたりの出土数量は，出土点数が0.59点，重量が40.63ｇという数値が得ら

れた。定形硯が２点（地区内の 18.2％），重量 78.0 ｇ（地区内の 10.3％），転用硯が９点（地区内の

81.8％），重量676.5ｇ（地区内の89.7％）という内訳になっている。

　定形硯としては，円面硯と風字硯が確認されている。円面硯の出土点数は１点（50.0％），出土重

量が33.9ｇ（43.5％），風字硯の出土点数は１点（50.0％），出土重量が44.1ｇ（56.5％）となっている。

風字硯とした資料の内，積極的に長方硯と言える資料が１点出土している。

　転用硯としては，杯蓋が３点（33.3％），出土重量が179.5ｇ（26.5％），杯身が３点（33.3％），出土

重量が397.9ｇ（58.8％），その他に杯か皿と思われる資料が１点と甕が２点出土している。

　円面硯（図186－82），風字硯（83），転用硯（84～91）を図示した。83は，長方硯と考えられる。84・

85は，須恵器甕胴部破片を転用した猿面硯である。90の須恵器の皿か蓋の転用硯には，判読不可

能であるが，墨書が認められる。

ドウジョウ地区（図187，表15・27）

　地区内において，10点（関連遺跡全体の4.7％），重量580.2ｇ（関連遺跡全体の5.4％）が出土して

いる。調査面積100㎡あたりの出土数量は，出土点数が0.32点，重量が19.11ｇという数値が得ら

れた。定形硯が６点（地区内の60.0％），重量 153.1 ｇ（地区内の26.4％），転用硯が３点（地区内の

30.0％），重量406.8ｇ（地区内の70.1％），石硯１点（地区内の10.0％），重量20.3ｇ（地区内の3.5％）

という内訳になっている。地区内の出土状況として，西側の0803Ｔ調査区に集中が窺える。

　定形硯としては，円面硯と風字硯が確認されている。円面硯の出土点数は５点（83.3％），出土重

量が112.4ｇ（3.4％），風字硯の出土点数は１点（16.7％），出土重量が40.7ｇ（26.6％）となっている。

　転用硯としては，杯蓋が２点 ,杯身が１点出土している。

　円面硯（図187－ 92～ 94），風字硯（95），転用硯（96～ 98），石硯（99）を図示した。97の須恵器蓋

の転用硯には，「石井」の墨書が認められる。また，99の石硯の背面には「水」と考えられる刻書

が認められる。

図184　ツジＥ地区出土硯類（縮尺１／４）
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図186　金龍寺東地区出土硯類（縮尺1/4）

図187　ドウジョウ地区出土硯類（縮尺1/4）

図188　大マヘ地区出土硯類（縮尺1/4）
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大マヘ地区（図188，表15・27）

　地区内において，４点（関連遺跡全体の1.8％），重量189.1ｇ（関連遺跡全体の1.7％）が出土して

いる。調査面積100㎡あたりの出土数量は，出土点数が1.24点，重量が58.9ｇという数値が得られ

た。定形硯が２点（地区内の50.0％），重量152.5ｇ（地区内の80.7％），転用硯が２点（地区内の50.0

％），重量36.6ｇ（地区内の19.3％）という内訳になっている。

　定形硯としては，風字硯が２点確認されている。

　転用硯としては，杯蓋が１点，杯か皿と思われる資料が１点出土している。

　風字硯（図188－ 100・101），転用硯（102）を図示した。

3．小結

　備後国府関連遺跡から出土した硯の帰属時期については，概ねの傾向を説明するにとどめ，詳細

については今後の課題とする。

　以下，時期ごとに備後国府関連遺跡における硯の出土傾向をまとめる。

　７世紀初頭段階から７世紀後半を含めた時期に積極的に位置付けられるような，外堤部の高い圏

足円面硯・中空円面硯・獣脚円面硯の出土は見られない。

表15　硯集計表
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【備後国府Ⅰ期】：７世紀末頃から８世紀後半

　定型硯としては，８世紀代の圏足円面硯であり，蹄脚硯は認められない。転用硯としては，須恵

器杯や杯蓋が出土している。定型硯と転用硯ともに，ツジＣ地区において集中的な出土が認められ

る。ツジＥ地区から，７世紀末頃ないし８世紀初頭の須恵器杯蓋の転用硯（57）が出土している。

【備後国府Ⅱ期】：８世紀末頃から１０世紀末頃

　定型硯としては，８世紀末頃から９世紀代の円面硯，９世紀前半から10世紀後半の風字硯が出

土している。転用硯としては，９～10世紀代の須恵器杯蓋や皿が出土している。定型硯・転用硯

ともに，前段の時期から連続的にツジＣ地区に出土が集中している。

【備後国府Ⅲ期】：１１世紀初頭から１２世紀後半

　定型硯としては，前段の時期から継続して11世紀代の風字硯がツジ地区・ドウジョウ地区・大

マヘ地区から出土し，12世紀代の長方硯がツジＣ・Ｎ地区・金龍寺東地区から出土している。また，

ツジＣ・Ｎ地区からは，12世紀代と考えられる石硯（41・81）が出土している。転用硯としては，

10世紀ないし11世紀代の須恵器杯か椀の転用硯（60・61・79・80）が，ツジＥ・Ｎ地区から出土

している。

【備後国府Ⅳ期】：１２世紀末頃から１３世紀代

　該期の硯類の出土は無い。

　以上，備後国府関連遺跡出土の硯について，出土量と帰属時期から整理を行なった。備後国府Ⅰ

期において，硯はツジ地区全体において使用されていたと考えられ，特にツジＣ地区に集中が見ら

れる。この傾向は，続く備後国府Ⅱ期においても同様の状況であることが判明した。備後国府Ⅲ期

の段階になると硯の出土量はやや減少傾向をみせるが，12世紀代まで長方硯や石硯あるいは転用

硯がツジ地区で出土しており，前段の時期ほどの規模ではないが文書作業の存在が認められる。

　転用硯については，墨痕と使用による擦痕が認められるものと，擦痕のみで硯としているものも

含まれている。通常食器としての使用による摩滅の可能性が潜在しているため，抽出されなかった

資料と誤認されている資料の存在を考慮すれば，その数量については今後の精査によって変動する

可能性が高い。

　【註】

　　1）　風字硯と長方硯については，残存部位によって識別が困難なものが多く存在するため，まとめて集計している。

　　2）　なお，猿面硯については，意図的に猿面硯として製作されたものと，甕腹片を転用したものが認められた。前者は

定型硯，後者は転用硯として集計している。

　　3）　この他に砂山地区やホリノ河内地区においても定形硯や転用硯の出土が確認されているが，定量的な集計を今回行

なっていない。

　　4）　これらの資料については科学的分析を行なっていないため，可能性を指摘するに留める。

　【参考文献】9章4節　硯

　　奈良文化財研究所　2004　『古代の官衙遺跡Ⅱ遺物・遺跡編』

　　和田崇志　2001　「広島県内出土の陶硯について」『研究紀要第３集』広島県歴史民俗資料館

　　中山学　2002　「芸備地域出土の陶硯について－円面硯を中心に－」『文化財論究第２集』（財）東広島市教育文化振興

　　事業団
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【備後国府Ⅰ期】：７世紀末頃から８世紀後半

　定型硯としては，８世紀代の圏足円面硯であり，蹄脚硯は認められない。転用硯としては，須恵

器杯や杯蓋が出土している。定型硯と転用硯ともに，ツジＣ地区において集中的な出土が認められ

る。ツジＥ地区から，７世紀末頃ないし８世紀初頭の須恵器杯蓋の転用硯（57）が出土している。

【備後国府Ⅱ期】：８世紀末頃から１０世紀末頃

　定型硯としては，８世紀末頃から９世紀代の円面硯，９世紀前半から10世紀後半の風字硯が出

土している。転用硯としては，９～10世紀代の須恵器杯蓋や皿が出土している。定型硯・転用硯

ともに，前段の時期から連続的にツジＣ地区に出土が集中している。

【備後国府Ⅲ期】：１１世紀初頭から１２世紀後半

　定型硯としては，前段の時期から継続して11世紀代の風字硯がツジ地区・ドウジョウ地区・大

マヘ地区から出土し，12世紀代の長方硯がツジＣ・Ｎ地区・金龍寺東地区から出土している。また，

ツジＣ・Ｎ地区からは，12世紀代と考えられる石硯（41・81）が出土している。転用硯としては，

10世紀ないし11世紀代の須恵器杯か椀の転用硯（60・61・79・80）が，ツジＥ・Ｎ地区から出土

している。

【備後国府Ⅳ期】：１２世紀末頃から１３世紀代

　該期の硯類の出土は無い。

　以上，備後国府関連遺跡出土の硯について，出土量と帰属時期から整理を行なった。備後国府Ⅰ

期において，硯はツジ地区全体において使用されていたと考えられ，特にツジＣ地区に集中が見ら

れる。この傾向は，続く備後国府Ⅱ期においても同様の状況であることが判明した。備後国府Ⅲ期

の段階になると硯の出土量はやや減少傾向をみせるが，12世紀代まで長方硯や石硯あるいは転用

硯がツジ地区で出土しており，前段の時期ほどの規模ではないが文書作業の存在が認められる。

　転用硯については，墨痕と使用による擦痕が認められるものと，擦痕のみで硯としているものも

含まれている。通常食器としての使用による摩滅の可能性が潜在しているため，抽出されなかった

資料と誤認されている資料の存在を考慮すれば，その数量については今後の精査によって変動する

可能性が高い。

　【註】

　　1）　風字硯と長方硯については，残存部位によって識別が困難なものが多く存在するため，まとめて集計している。

　　2）　なお，猿面硯については，意図的に猿面硯として製作されたものと，甕腹片を転用したものが認められた。前者は

定型硯，後者は転用硯として集計している。

　　3）　この他に砂山地区やホリノ河内地区においても定形硯や転用硯の出土が確認されているが，定量的な集計を今回行

なっていない。

　　4）　これらの資料については科学的分析を行なっていないため，可能性を指摘するに留める。

　【参考文献】9章4節　硯

　　奈良文化財研究所　2004　『古代の官衙遺跡Ⅱ遺物・遺跡編』

　　和田崇志　2001　「広島県内出土の陶硯について」『研究紀要第３集』広島県歴史民俗資料館

　　中山学　2002　「芸備地域出土の陶硯について－円面硯を中心に－」『文化財論究第２集』（財）東広島市教育文化振興

　　事業団
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第９章　出土遺物の様相

第５節　腰帯具（足金具を含む）

図189　ツジ地区出土腰帯具類（縮尺1/2）

　備後国府関連遺跡では，腰帯具は８点出土している。すべてツジ地区からで，銅製巡方がツジC

地区から１点（図189－１），石製丸鞆がツジE地区から１点（２），銅製鉈尾がツジC地区から４点

（３～６），石製鉈尾がツジN地区から１点（７），銅製吊金具（足金具）がツジN地区から１点（８）

出土している。銅製巡方だけが有孔である。銅製巡方の垂孔は小孔で，銅製鉈尾は黒漆が残ってい

るものがある。　

　備後国（広島県東部）で出土している古代の石帯は10点で，その内７点がこの備後国府跡で出土

している。位階によって官人が身につけることが定められている腰帯具はツジ地区のみで出土して

おり，出土する地区が限定されている。
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第６節　祭祀関係遺物（奈良三彩・人形・托）

第６節　祭祀関係遺物（奈良三彩・人形・托）

図190　祭祀関係遺物（縮尺1/4）

　ツジＣ地区中央やや北東のSX117では，奈良三彩蓋付小壺がほぼ完形で１点出土している。内

部には径0.55～ 0.75cmのガラス小玉が54個入っていた。奈良三彩は８世紀頃のものと考えられ，

礫の脇に置かれ，埋納されているような状況から，重要施設を造営するために地鎮などの祭祀を行

なった可能性が考えられる。

　木製祭祀具の人形（図98－１）が鳥居地区で工事中に出土し，採集されている。長さ62.5cm，幅

7.6cm，厚さ 0.5cm。また，鳥居地区では人形と同時に採集された木製品がある。人形と共通点も

多く同じ用途が想定できるが性格は不明な木製品である（図98－２～４）。この鳥居地区は，河川

のそばにあることや「権介」（図98－５）と墨書された土器などから，国府域の南における，祭祀に

関係する地区と想定されている。

　仏教祭祀に関係すると考えられる須恵器托はツジC地区で３点（図190－ 56～ 58），金龍寺東地

区で１点（60），ドウジョウ地区で１点（59）出土している。その他の仏教祭祀に関係する遺物として

は，仏鉢がツジC地区で１点（61），金龍寺東地区で３点（62～64），水瓶が金龍寺東地区で１点（65）

出土している。

　また，ツジＣ・Ｎ地区からは10世紀後半から11世紀初頭頃の特殊な器形の楠葉型黒色土器（図

121－８～13，図 123－ 39・40）が出土している。楠葉型瓦器椀が出現する直前のこれらは，西日

本を中心とした官衙関連遺跡や有力寺院から出土し，仏具・仏器類として使用された可能性がある

ことが指摘されている。
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第６節　祭祀関係遺物（奈良三彩・人形・托）

第６節　祭祀関係遺物（奈良三彩・人形・托）

図190　祭祀関係遺物（縮尺1/4）

　ツジＣ地区中央やや北東のSX117では，奈良三彩蓋付小壺がほぼ完形で１点出土している。内

部には径0.55～ 0.75cmのガラス小玉が54個入っていた。奈良三彩は８世紀頃のものと考えられ，

礫の脇に置かれ，埋納されているような状況から，重要施設を造営するために地鎮などの祭祀を行

なった可能性が考えられる。

　木製祭祀具の人形（図98－１）が鳥居地区で工事中に出土し，採集されている。長さ62.5cm，幅

7.6cm，厚さ 0.5cm。また，鳥居地区では人形と同時に採集された木製品がある。人形と共通点も

多く同じ用途が想定できるが性格は不明な木製品である（図98－２～４）。この鳥居地区は，河川

のそばにあることや「権介」（図98－５）と墨書された土器などから，国府域の南における，祭祀に

関係する地区と想定されている。

　仏教祭祀に関係すると考えられる須恵器托はツジC地区で３点（図190－ 56～ 58），金龍寺東地

区で１点（60），ドウジョウ地区で１点（59）出土している。その他の仏教祭祀に関係する遺物として

は，仏鉢がツジC地区で１点（61），金龍寺東地区で３点（62～64），水瓶が金龍寺東地区で１点（65）

出土している。

　また，ツジＣ・Ｎ地区からは10世紀後半から11世紀初頭頃の特殊な器形の楠葉型黒色土器（図

121－８～13，図 123－ 39・40）が出土している。楠葉型瓦器椀が出現する直前のこれらは，西日

本を中心とした官衙関連遺跡や有力寺院から出土し，仏具・仏器類として使用された可能性がある

ことが指摘されている。
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第９章　出土遺物の様相

第７節　工房関係遺物

図191　ツジＣ地区出土漆関係遺物（縮尺1/4）

　国府の官衙内や近接する地区では，様々な手工業生産が行われていた。備後国府関連遺跡でも，

手工業生産に関係すると思われる漆付着土器や金属器生産関係遺物が出土しており，漆と金属器生

産に関係する遺物について，報告する。

1．漆関係遺物（図191～ 193，表30，図版12）

（１）概要

　漆関係遺物は報告書掲載資料のみを集計している。集計の結果，26点が確認された。機種別では，

長頸壺11点，平瓶４点，小壺１点，杯９点，鉢１点で，全て須恵器である。運搬・貯蔵容器と考

えられる長頸壺・平瓶が15点で50％以上を占める。全資料のうち，10点について，漆器文化財科

学研究所に委託し，実体顕微鏡による観察および赤外分光分析（フーリエ変換赤外分光光度形によ

る塗料の直接的な分析）を行なっている。
１）
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第７節　工房関係遺物

　地区ごとの内訳は，ツジ地区21点，金龍寺東地区５点である。

　ツジ地区では，ツジＣ地区とツジＥ地区で出土している。

　ツジＣ地区では，9001Tと 9901Tの包含層からパレットの可能性がある杯類（13～ 15・17）が，

SX116（0501T）SX213（0903T），SX269（1102T），から，貯蔵・運搬容器と考えられる壺や平瓶（1・

3～10）が出土している。壺や平瓶は割って中身を掻きだしたと考えられ，破面にも漆が付着してい

るものが多い。内面に掻きだしたヘラの痕跡が残るもの（11）もみられる。また、黒漆塗りの可能性

のある杯（16）と内部に生漆がつまった須恵器小壺（12）が出土している。

　ツジＥ地区では、0203T，0506T，1004Tから出土している。0203Tでは杯類（19～21）が出土し

た。1004TはＥ地区ではあるが，区画溝ライン状の調査区であり，長頸壺（18）が出土している。

　金龍寺東地区では，0001Tと 9501Tで出土している。漆塗りの杯（24・25）がSX085から出土し，

生漆の付着した壺（22）と鉢（26）がSD037から出土している。

　その他，未掲載だが，ドウジョウ地区，ホリノ河内地区でも複数出土している。

（２）工房の所在と操業内容について

　工房については，明確な遺構が確認されておらず作業場は不明であるが，ツジＣ・Ｅ地区で運搬・

貯蔵容器とパレットが出土しており，漆の集積と塗布作業の工程が行なわれていたことがわかる。

Ｃ地区では，性格不明土坑（SX116，SX269）から７世紀末～８世紀初頭に比定される土器群ととも

に，漆の付着した土器が複数出土しており，掲載遺物のほかにも口縁部に煤もしくは漆が付着した

杯類が出土しており，周辺に作業場が存在した可能性が高い。また，ツジＥ地区の0203Tでは，８

世紀後半に比定される高台付杯（20）に漆紙の痕跡が確認されている。このことから，少なくとも，

７世紀末～８世紀初頭にツジＣ地区で，８世紀後半にツジＥ地区で，漆の塗布作業が行なわれたこ

とが明らかである。

　一方，金龍寺東地区ではパレットとしての使用が明らかなものが分析でわかっていない。しかし，

生漆を掻きだした壺片が出土しており，漆関係の作業が行なわれた可能性が高い。時期については，

図193　金龍寺東地区出土漆関係遺物（縮尺1/4）

図192　ツジＥ地区出土漆関係遺物（縮尺1/4）
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壺片（23）が８世紀代から9世紀前半のものであろう。

（３）小結

　漆付着土器からみた各地区の状況について，備後国府の時期区分を用いて，時期ごとに整理する。

【備後国府Ⅰ期前半】：７世紀末～８世紀前半

　ツジＣ地区で，漆の集積と塗布作業の工程が行なわれたとみられ，工房が所在した可能性がある。

　ツジＣ地区北半の特定の遺構（SX116，SX213，SX269）から，運搬・貯蔵容器がまとまって出土

しており，周辺に作業場が存在した可能性が想定できる。時期が限定されること，明確な建物遺構

を伴わないことから，臨時的な工房であった可能性が高い。

【備後国府Ⅰ後半】：８世紀中頃から後半

　ツジＥ地区と金龍寺東地区で，漆関係の作業が行なわれていたことがわかった。

　0203Tでは8世紀後半に比定される杯に，漆と蓋紙らしい繊維が残っており，ツジＥ地区で，漆

の塗布作業が行なわれたことが想定される。

　そのほか，金龍寺東地区では，8世紀から９世紀前半とみられる生漆の付着した壺と鉢が出土し

ており，Ⅰ期後半～Ⅱ期はじめ頃に，付近で生漆を掻きだして何らかの作業が行われたことが想定

される。

　今回の検討では，ツジ地区の官衙成立期である７世紀末～８世紀初頭に，Ｃ地区北部に漆関係の

臨時的な作業場が設けられたことが想定されたほか，８世紀代においてはツジ地区と金龍寺東地区

で漆の集積や塗布作業が行われたことがわかった。備後国府Ⅰ期には，確実に国衙に漆が搬入され

て作業が行われており，国衙工房における操業の一端を示す資料が得られている。

　９世紀前半以降については，掲載遺物からは明らかにできなかったが，運搬・貯蔵に用いられた

須恵器の壺類が全国的に減少する時期と重なること，加えて未掲載遺物に漆付着の土師器片が複数

みられることから，漆関係の作業が行われなくなったとは断定できない。今後の課題としたい。

　【註】

　　1）分析結果は，下記の既刊報告書に掲載されている。

　　　 四柳嘉章1997「府中市金龍寺東遺跡出土の須恵器壺内面付着物について」『府中市内遺跡３』

　　　 四柳嘉章1999「備後国府関連遺跡（ツジ遺跡及び出口新町遺跡）出土漆の化学的分析」『府中市内遺跡４』

　　　 四柳嘉章2004「金龍寺東遺跡，ツジ遺跡出土漆の化学分析」『府中市内遺跡８』
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第７節　工房関係遺物

2．金属器生産関係遺物（図52・55・194～ 196．表30，図版12）

（１）概要　

　金属器生産関係遺物については，各地区で鞴羽口や鉱滓などが散見されるほか，ツジ地区におい

ては平安時代後期の鋳造関連遺構群から鋳型や炉壁などの関係遺物が多量に出土している。全ての

関係遺物について抽出・集計できなかったため，関係遺物が確認されているツジ地区，金龍寺地区，

大マヘ地区，ホリノ河内地区を取扱い，既報告書の掲載遺物に一部未掲載遺物を加えて，金属器生

産の操業内容や工房の所在について検討する。

　ツジ地区では，坩堝（1～4），鞴羽口（5～7）のほか，鋳型（8～9，図52－1～8，図55－1～3），

炉壁（図 52－ 9）がある。鋳型は，鉄製羽釜の鋳造土坑SK103とその周辺の関連遺構群を中心に，

羽釜の鋳型（外型図52－ 1～ 4，図55－ 1），製品は不明だが接合部のある鋳型（外型図55－ 2・3）

が出土しており，中型には径4㎝程度の穿孔部のある鋳型（図52－ 5）と穿孔部の栓と思われる鋳型

（図52－ 6）が出土している。また，0903Tから出土した鋳型（8・9）は脚部の鋳型と思われ，羽釜の

脚部になる鋳型の可能性がある。未掲載遺物に，鉱滓や炉壁・ガラス状の熔解土がある。

　金龍寺東地区では，２種類の鋳型（10・11）が出土している。鋳型（10）は9301Ｔの東方約30ｍの

地点で，鋳型（11）は 9301Tの西方約40ｍの地点で出土した。鋳型はどちらも羽釜の鋳型と考えら

れるが形状が違うため別種と考えられる。各調査区で鉄滓や熔解土（炉壁）が出土している。

　大マヘ地区では，0402Tで、鉄箸の可能性がある不明鉄製品（12）と椀形鉄滓（13）が出土している。

　ホリノ河内地区では、坩堝（14）と鞴羽口（15）が出土している。

図194　ツジ地区出土金属器生産関係遺物（縮尺1/4）
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第７節　工房関係遺物

2．金属器生産関係遺物（図52・55・194～ 196．表30，図版12）

（１）概要　

　金属器生産関係遺物については，各地区で鞴羽口や鉱滓などが散見されるほか，ツジ地区におい

ては平安時代後期の鋳造関連遺構群から鋳型や炉壁などの関係遺物が多量に出土している。全ての

関係遺物について抽出・集計できなかったため，関係遺物が確認されているツジ地区，金龍寺地区，

大マヘ地区，ホリノ河内地区を取扱い，既報告書の掲載遺物に一部未掲載遺物を加えて，金属器生

産の操業内容や工房の所在について検討する。

　ツジ地区では，坩堝（1～4），鞴羽口（5～7）のほか，鋳型（8～9，図52－1～8，図55－1～3），

炉壁（図 52－ 9）がある。鋳型は，鉄製羽釜の鋳造土坑SK103とその周辺の関連遺構群を中心に，

羽釜の鋳型（外型図52－ 1～ 4，図55－ 1），製品は不明だが接合部のある鋳型（外型図55－ 2・3）

が出土しており，中型には径4㎝程度の穿孔部のある鋳型（図52－ 5）と穿孔部の栓と思われる鋳型

（図52－ 6）が出土している。また，0903Tから出土した鋳型（8・9）は脚部の鋳型と思われ，羽釜の

脚部になる鋳型の可能性がある。未掲載遺物に，鉱滓や炉壁・ガラス状の熔解土がある。

　金龍寺東地区では，２種類の鋳型（10・11）が出土している。鋳型（10）は9301Ｔの東方約30ｍの

地点で，鋳型（11）は 9301Tの西方約40ｍの地点で出土した。鋳型はどちらも羽釜の鋳型と考えら

れるが形状が違うため別種と考えられる。各調査区で鉄滓や熔解土（炉壁）が出土している。

　大マヘ地区では，0402Tで、鉄箸の可能性がある不明鉄製品（12）と椀形鉄滓（13）が出土している。

　ホリノ河内地区では、坩堝（14）と鞴羽口（15）が出土している。

図194　ツジ地区出土金属器生産関係遺物（縮尺1/4）
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（２）工房の所在と操業内容について

　坩堝や鋳型が出土していることから，鋳造が行われたことは確実である。

　鋳型の形状から明らかなのは，ツジ地区と金龍寺東地区で羽釜の鋳造が行われたことである。ど

ちらも2種類の羽釜鋳型が出土しており，複数の羽釜が鋳造されている。ツジ地区では羽釜以外の

製品も鋳造された可能性もある。坩堝（3・4・14）には，緑青が付着しており，ツジＣ地区の北部，

およびホリノ河内地区周辺では，銅製品の鋳造が行われたとみられる。椀形鉄滓（43）が出土した大

マヘ地区では，付近で鍛冶が行われた可能性がある。

　工房の場所については，ツジＮ地区の0401Tの西部で鋳造関連遺構群（図48）が確認されており，

鋳鉄鋳物工房が所在した。11世紀後半～12世紀前半の操業が推定されている。出土鋳型から，鋳

造土坑SK103では，口径約60㎝のやや大型の羽釜が鋳造されたことが判明している。

　そのほか，ツジ地区1001T出土の坩堝（9）は出土層位（包含層①）から8世紀後半以前のものと考

えられ，備後国府Ⅰ期にツジＣ地区で鋳造が行われたことがわかる。内部に付着物がほとんどない

が銅製品の鋳造が行われた可能性を考えたい。ツジＣ地区では，ほかにも1001T，9001Tで坩堝が

出土している。坩堝（9）とは出土層位が違うため，同時期に使用されたものかどうかは明らかでなく，

備後国府Ⅰ期以降にも，ツジＣ地区北部周辺で銅製品の鋳造が行われた可能性がある。

第９章　出土遺物の様相

図195　その他の地区出土金属器生産関係遺物（縮尺1/4）
（10・11：金龍寺東，12・13：大マヘ，14・15：ホリノ河内地区）

図196　ツジN地区で鋳造された羽釜の復元想定図（SK103出土鋳型から）（縮尺1/8）
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第７節　工房関係遺物

　ホリノ河内地区では，備後国府Ⅲ～Ⅳ期の包含層および溝から，緑青の付着した坩堝（14）と鞴羽

口（15）が出土している。付近で銅製品の鋳造が行われた可能性がある。

　また，関係遺物が共伴しておらず実態は不明だが，ツジＮ地区の0701Tで炭がつまった径20～

25㎝のピット２基（SX178・179：平安時代後期），金龍寺東地区の9302Tで，わずかに焼土面が残

っていた炉跡状の遺構（SK004：11世紀以降），9902Tで焼土が残るピットが確認されており，いず

れも鋳造や鍛冶に関係する遺構の可能性がある。

（３）小結

　各地区の状況について，備後国府の時期区分を用いて整理する。

【備後国府Ⅰ期】：７世紀末から８世紀後半

　ツジ地区で銅製品の鋳造が行われたとみられる。明確な遺構は確認されていないが，ツジＣ地区

の北部あたりに作業場が設けられた可能性を想定したい。

【備後国府Ⅱ期】：8世紀末から１０世紀後半

　明確ではないが，ツジＣ地区の北部周辺で，銅製品の鋳造が行われた可能性がある。

【備後国府Ⅲ期】：１１世紀初頭から１２世紀後半

　ツジＮ地区に鋳鉄鋳物工房が設けられている。ツジＮ地区では，11世紀後半～12世紀前半の鋳

造土坑と関連遺構群が確認され，羽釜などが鋳造された中世前期の鋳物工房の実態が窺える。供給

先に近い場所で生産されたものとみられる。

　そのほか，時期や操業場所の特定はできないが，備後国府Ⅲ期もしくはⅢ期以降に金龍寺東地区

でも羽釜の鋳造が行われている。ツジ同様に供給先と考えられる官衙や寺院に近い場所で生産され

たものとみたい。また，ホリノ河内地区では備後国府Ⅲ期～Ⅳ期に銅の鋳造が行われた可能性があ

り，大マヘ地区では備後国府Ⅱ期以降に鍛冶が行われた可能性が高い。

　このように，備後国府Ⅰ期および備後国府Ⅲ期にツジ地区において銅や鉄製品の鋳造が行われた

ことが明らかになったとともに，詳細な時期と場所は特定できないが，金龍寺東地区や大マヘ地区，

ホリノ河内地区周辺でも鋳造や鍛冶が行なわれたことが明らかになった。

　特に，ツジＮ地区で古代末の鋳鉄鋳物工房が確認されたことは，古代末における鋳鉄鋳物工房の

実態および国衙工房のあり方を考える上で貴重な資料と捉えられる。加えて，ツジ地区の官衙創設

期にあたる備後国府Ⅰ期に，Ｃ地区北部で銅の鋳造が行われたことは，漆関係の生産操業と場所お

よび時期をほぼ同じくするものであり，国衙工房のあり方の一端が窺えるものであろう。

　金属器生産については，未掲載遺物が非常に多く金属学的分析も行っていないため，未掲載遺物

も含めた分類集計および科学的分析の実施により，備後国衙における金属器生産の様相をより具体

的に明確にできる可能性が高い。今後の調査課題としたい。

　【参考文献】　

　　五十川伸矢1992「古代・中世の鋳鉄鋳物」『国立歴史民俗博物館研究報告第46集』

　　松井和幸ほか2014『考古学からみた中世鋳物師の総合的研究』
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　ホリノ河内地区では，備後国府Ⅲ～Ⅳ期の包含層および溝から，緑青の付着した坩堝（14）と鞴羽

口（15）が出土している。付近で銅製品の鋳造が行われた可能性がある。

　また，関係遺物が共伴しておらず実態は不明だが，ツジＮ地区の0701Tで炭がつまった径20～

25㎝のピット２基（SX178・179：平安時代後期），金龍寺東地区の9302Tで，わずかに焼土面が残

っていた炉跡状の遺構（SK004：11世紀以降），9902Tで焼土が残るピットが確認されており，いず

れも鋳造や鍛冶に関係する遺構の可能性がある。

（３）小結

　各地区の状況について，備後国府の時期区分を用いて整理する。

【備後国府Ⅰ期】：７世紀末から８世紀後半

　ツジ地区で銅製品の鋳造が行われたとみられる。明確な遺構は確認されていないが，ツジＣ地区

の北部あたりに作業場が設けられた可能性を想定したい。

【備後国府Ⅱ期】：8世紀末から１０世紀後半

　明確ではないが，ツジＣ地区の北部周辺で，銅製品の鋳造が行われた可能性がある。

【備後国府Ⅲ期】：１１世紀初頭から１２世紀後半

　ツジＮ地区に鋳鉄鋳物工房が設けられている。ツジＮ地区では，11世紀後半～12世紀前半の鋳

造土坑と関連遺構群が確認され，羽釜などが鋳造された中世前期の鋳物工房の実態が窺える。供給

先に近い場所で生産されたものとみられる。

　そのほか，時期や操業場所の特定はできないが，備後国府Ⅲ期もしくはⅢ期以降に金龍寺東地区

でも羽釜の鋳造が行われている。ツジ同様に供給先と考えられる官衙や寺院に近い場所で生産され

たものとみたい。また，ホリノ河内地区では備後国府Ⅲ期～Ⅳ期に銅の鋳造が行われた可能性があ

り，大マヘ地区では備後国府Ⅱ期以降に鍛冶が行われた可能性が高い。

　このように，備後国府Ⅰ期および備後国府Ⅲ期にツジ地区において銅や鉄製品の鋳造が行われた

ことが明らかになったとともに，詳細な時期と場所は特定できないが，金龍寺東地区や大マヘ地区，

ホリノ河内地区周辺でも鋳造や鍛冶が行なわれたことが明らかになった。

　特に，ツジＮ地区で古代末の鋳鉄鋳物工房が確認されたことは，古代末における鋳鉄鋳物工房の

実態および国衙工房のあり方を考える上で貴重な資料と捉えられる。加えて，ツジ地区の官衙創設

期にあたる備後国府Ⅰ期に，Ｃ地区北部で銅の鋳造が行われたことは，漆関係の生産操業と場所お

よび時期をほぼ同じくするものであり，国衙工房のあり方の一端が窺えるものであろう。

　金属器生産については，未掲載遺物が非常に多く金属学的分析も行っていないため，未掲載遺物

も含めた分類集計および科学的分析の実施により，備後国衙における金属器生産の様相をより具体

的に明確にできる可能性が高い。今後の調査課題としたい。

　【参考文献】　

　　五十川伸矢1992「古代・中世の鋳鉄鋳物」『国立歴史民俗博物館研究報告第46集』

　　松井和幸ほか2014『考古学からみた中世鋳物師の総合的研究』
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第９章　出土遺物の様相

第８節　その他の遺物（陶枕・枡・製塩土器・銅椀・錠）

図197　その他の遺物（唐三彩・枡・製塩土器・銅椀・錠）（縮尺1/4）

　その他の重要な遺物としては，唐三彩の陶枕・枡・製塩土器・銅椀・錠が出土している。

　唐三彩の陶枕と考えられる破片（図197－１）が，金龍寺東地区の苑池遺構SG086から１点出土し

ている。

　枡と思われるコップ形の須恵器は８点出土している。ツジC地区から３点（２・７・９），ツジE

地区から３点（４・６・８），ツジN地区から１点（５），金龍寺東地区から１点（３）出土している。

　製塩土器は，ツジC地区で３点（10～ 12），ツジE地区で４点（13～ 16）出土している。

　銅椀と考えられる破片は，６点出土している。ツジC地区から４点（17～ 19・21）とツジN地区

から１点（22），ホリノ河内地区で１点（20）出土している。極めて高級な食器とされる銅椀が出土す

るのはツジ地区とその周辺に限定される。

　錠は，鉄製の海老錠の一部（閂部分か？）と考えられる破片（23）が，ツジC地区の0702Tから出土

している。
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第１節　備後国府跡発掘調査の成果

はじめに

　本書では，これまでに元町を中心とした府中市街地において，備後国府関連遺跡の地区設定を行

ない，地区ごとの遺構変遷及び遺物の出土傾向について整理を行なった。国庁あるいは葦田郡衙な

どが未確認であること，加えて発掘調査の進捗度の差異がある状況の中で，検出された官衙関連施

設の遺構を国府として評価することは容易な問題ではない。すべての地区について同様の整理と検

討が可能な状況とはいえないが，東はツジ地区から西は伝吉田寺地区に至る，東西約１kmにわた

る元町を中心とした地域に，途切れずに官衙施設が連続的あるいは一体的に配置されて官衙地区（国

衙域）を形成していたことが把握できるようになった。さらに遺物の出土状況から，西は出口町，

東は広谷町に至る東西約３kmの範囲にわたる古代山陽道（推定）の北側に国府とその関連諸施設

が広がっていた状況（＝国府域）が理解できる。

　本章では，発掘調査の成果から備後国府施設としての変遷と国衙域の空間構成，そして国府域と

しての景観について検討する。

１．備後国府の主要施設

　ツジ地区と金龍寺東地区は，国衙域において最も調査が進捗し，発掘調査成果を整理した結果，

備後国府の主要施設が設置されていることが判明した。ツジ地区と金龍寺東地区について検討を行

なう。

（１）ツジ地区～国司館　継続利用された重要地点～

　ツジ地区は，７世紀末頃から13世紀に至るまで，幾度かの画期を経て国衙の重要な施設として，

継続的に空間利用されていた重要な地区であることを改めて指摘しておきたい。

　ツジ地区内において，７世紀末頃から８世紀初頭にかけて，地区中央部のＣ地区に正方位を志向

する官衙施設が区画溝を伴って設置される。区画溝の内側において，それに伴うような築地塀や土

塁といった遮蔽施設の痕跡は現況では確認されていないが，建物施設と区画溝の位置関係から何ら

かの遮蔽施設によって囲繞されていた可能性がある。その後，備後国府Ⅰ期後半の８世紀中頃に，

中心的大型建物（SB151）を中心に規格性を高めた建物配置へと再構成され，加えて瓦の採用が想定

されるといった画期を迎え，引き続き区画を伴った官衙施設として８世紀末頃ないし９世紀初頭ま

で機能していることが明らかとなった。一方，ツジＣ地区の東側にあたるＥ地区では，７世紀末頃

から８世紀初頭にかけて，規模は不明だがツジＣ地区同様の区画溝が造営される。この区画溝はⅠ

期前半の中で短期的に消滅するが，地区中央西側にⅠ期のみならず９世紀代まで代表的大型建物が

位置を踏襲して存在している。さらにツジＣ地区の北側に隣接するツジＮ地区では，Ｃ・Ｅ地区の

ような区画溝は認められないが，備後国府Ⅰ期である８世紀代に，正方位あるいは東に軸が傾く建

物や塀の一群が存在している。調査の進捗度の違いがあるが，備後国府Ⅰ期におけるツジＣ・Ｅ・

Ｎ各地区の様相は一様ではない。硯類が集中する状況から，該期のＣ地区に文書行政の機能を想定

することができる。ツジ地区内において，10尺（3.0ｍ）を越えるような柱間を持つ超大型建物の存

第10章　備後国府の検討
第１節　備後国府跡発掘調査の成果（図198～206）
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在は見られず，また建物配置から国庁を想定できるような部分は見当たらない。一方で，葦田郡衙

の状況が判然としていないことを考慮すれば，該期のツジ地区に展開する官衙施設を国府に関する

ものか，郡衙に関するものかを直ちに判断することは容易ではないが，中心的な建物（SB151・SB111・

SB112）と雑舎的建物（SB120・SB215）の組合せや硯類の出土状況といった備後国府Ⅱ期への継続さ

れていく要素が見て取れる。加えて，定量的な集計は行なっていないが，Ⅰ期の前半と後半を通じ

て該期の須恵器・土師器の供膳具や土師器の煮炊具が一定量出土することから，ツジＣ地区は居住

空間である館の機能を有していた可能性は高いと考えられる。

　備後国府Ⅱ期となる８世紀末頃から10世紀末頃のツジ地区において，前段の時期まで見られた

大規模な区画施設は確認されていない。Ｃ地区およびＮ地区では，建物施設の大規模な再整備が行

なわれ，大幅に建物施設の配置が変化している。その一方でＥ地区では，代表的大型建物（SB043a・

ｂ）がⅠ期とほぼ同じ場所で建て替えられながら存続しており，大きな変化は見られない。ツジ地

区全体として，建物施設の正方位主軸は継続しており，ツジ地区の各所に礎石建物あるいは廂付建

物といった主屋となるような格式の高い大型建物（SB004など）が造営され，周囲に正方位の雑舎的

建物施設が，配置を踏襲または変化しながら機能している状況が窺える。加えて，溝や塀などの区

画施設が部分的に確認されていることから， 主屋級の大型建物を核にツジ地区の北部（ツジＮ地区）・

中央部南側（ツジＣ地区南部）・東部（ツジＥ地区）に区画の規模は判然としないが一定の建物施設群

のまとまりを見出すことができる。緑釉陶器や灰釉陶器といった国産施釉陶器と初期貿易陶磁器の

出土量は，備後国府関連遺跡の他の地区より突出しており，該期のツジＣ・Ｎ地区を最も特徴付け

ている。８世紀末頃の緑釉単彩陶器，９世紀前半から10世紀末頃までの緑釉陶器や灰釉陶器，11

世紀中頃までの初期貿易陶磁器が出土しており，質・量ばかりでなく時期を分かたず継続的に搬入

されている状況が明らかとなっている。また，ツジＣ地区において硯類の集中的出土傾向は，備後

国府Ⅰ期からの継続性が窺える点も注目される。大型建物と雑舎的建物による構成と高級食器や奢

侈品，あるいは硯の使用・保有状況から，ツジＣ・Ｎ地区には居所と役所的空間が一体となった館

が想定される。ツジＥ地区については詳細な性格や機能については判然としないため，調査成果の

累積も含めて今後の課題となるが，備後国府Ⅰ期からⅡ期を通じて遺構・遺物ともに大きな変化が

見られず，同一の機能が継続した可能性が高い。

　備後国府Ⅲ期と続く備後国府Ⅳ期となる11世紀初頭から13世紀代に至るまで，ツジ地区全体の

遺構構成は大きく変化している。代表的大型建物は見られなくなり，井戸や土坑のほか多数の小柱

穴群で構成され，建物配置を把握するには困難な状況となっている。しかし，ツジＣ地区とＮ地区

さらに北西のホリノ河内地区に至る範囲において，貿易陶磁器の集中出土に加え瓦器や土師質土器

椀といった国産搬入土器が出土する状況から，国府関連施設としてⅡ期からの継続性が十分に認め

られ，13世紀初頭まで居住空間としての館的機能の存続が想定される。

　遺構と遺物の検討から，７世紀末頃から13世紀初頭に至るまで，継続的に空間利用されている

ことがツジ地区の特徴であることが判明した。特に８世紀から10世紀にかけては，各所に大型建

物を配して建物施設が正方位を踏襲する配置状況があり，12世紀後半までの各期の搬入高級陶磁

器類の重度の保有および使用状況が確認された。加えて，ツジＣ地区をはじめとした硯類・腰帯具

類・銅椀の集中出土やツジＮ地区からの銅印出土といった状況がこれに重なっている。



－211－

第１節　備後国府跡発掘調査の成果

　いずれにしても，ツジ地区は地区全体が備後国府施設の重要な一画として空間利用され続け，国

衙の成立期から中世に至る変容の過程を示す重要な地点であると評価できる。

（２）伝吉田寺及び金龍寺東地区　～国衙西方の儀礼・宗教施設　

伝吉田寺跡について

　備後南部の中核的寺院として捉えられている（村上ほか1977，妹尾1999），伝吉田寺については，

国衙域に近接していることから，国府の仏教行事に深く関わっていたとされる。

　伝吉田寺の造営については，創建が国府の官衙施設よりやや先行する７世紀後半であり，創建当

初は郡衙（評衙）や郡司に関わりの深い氏寺だった可能性がある。

　しかし，備後国府Ⅰ期前半には，国衙地域（ツジ地区）の官衙遺構群が形成され始める時期と同

じくして，伝吉田寺の伽藍が整備され，また，備後国府Ⅰ期後半には，国衙中枢施設が推定される

砂山地区及び隣接するツジ地区の瓦葺建物に使用された平城宮式軒瓦（軒平瓦２型式）と同笵の軒瓦

で瓦葺建物を補修し，国府との結びつきが直接窺えるとともに備後国府Ⅱ期までは確実に存続して

いる。ツジ地区で確認された遺構群の性格をどう捉えるかで，備後国府の成立をいつとみるのかは

今後の課題であるが，備後国府Ⅰ期の早い段階で伽藍を備えた寺院となっており，国衙に近接する

寺院として，備後国府成立当初から国師らが主導する国府の仏教行事を担っていたと考えられると

ともに，備後国分寺建立以前はもとより，国分寺建立以後も，定額寺のような準官寺として国府の

仏教行事の一端を担ったことが想定される。

　一方で伝吉田寺の寺域については，寺院地を囲む築地塀などの遮蔽施設が確認されておらず，隣

接する金龍寺東地区の遺構群の性格をどう捉えるかという問題も含めて今後の課題となっている。

金龍寺東地区の遺構について

　金龍寺東地区では，特徴的な遺構として，備後国府Ⅱ期に造営され機能していた乱石積基壇を有

す四面廂の瓦葺礎石建物（SB001）と苑池（SG086）がある。

　瓦葺礎石建物SB001については，軒の出が約4.5ｍ（15尺）と長いのが特徴である。基壇も，乱

石積基壇であるが，四面に階段が取り付き，南面には犬走りを設け，規模は不明ながら石敷きも施

されていた。　の出土から一部　敷の可能性もある。建物の復元規模は川原寺（奈良県明日香村）

の中金堂と類似しており，地方においては非常に立派な建物といえる。建物の建立時期は、基壇中

から出土した土器を根拠に９世紀代を想定しているが，所要瓦や建物構造から窺える年代観とは異

なっており，創建時期については再調査したうえでの再検討が必要であろう。しかしながら，備後

国府Ⅱ期には確実に機能していた建物であり，苑池SG086とも併存していたことがわかっている。

　苑池（SG086）については，洲浜はみられないものの中島の存在から，苑池（＝庭園の池）と判断で

きる。８世紀代の苑池については，平城宮苑池の影響下にあると思われ，国衙の苑か国司館の施設

かは意見が分かれるが（奈文研『古代の官衙遺跡Ⅰ』2003），国府に関係する施設の可能性が高いと

考えられている。全国的に調査事例が少なく，地方では周防国府に事例があるのみである。金龍寺

東例は，9世紀代に築造されたものであるが，SB001とともに機能した特別な遺構であることは間

違いないであろう。

　SB001の性格について再度検討すると，まず併存する苑池SG086について，平城宮苑池の影響を

受けて造営されたと考えると，平城宮苑池には①年中行事②作善業③農園の３機能があり，饗宴な
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どの年中行事のほか，仏教行事も行なわれたことがみられる（『古代の官衙遺跡Ⅰ遺構編』2003）

ので，年中行事や仏教行事に伴う饗宴等が行なわれた施設の存在が想定される。近江国庁東側，伊

勢国庁西側などには，基壇を伴う大型の礎石建物を配した一院が検出され，饗宴あるいは儀礼のよ

うな特殊な利用を目的とした施設であった可能性が考えられている。周防国府跡では，中島のある

楕円形の池と掘立柱建物跡が検出されて，池殿を伴う国司館であったとみている。SB001も饗宴等

が行なわれた官衙施設や国司館であった可能性がある。

　一方で，備後国府Ⅱ期は，８世紀とは異なる社会情勢が背景にあることが想定され，谷重豊季は，

承和６年（839）国分寺で行なわれていた重要仏事である最勝王経転読と吉祥天悔過が国府でも行な

われることになり，国府の仏教機能がより大きくなったことを挙げ，修学の場あるいは新たな法会

の場を兼ねて，伝吉田寺にSB001が増設されたものとみている（谷重2004）。須弥壇の存在が確実

になれば，仏教施設であることが明らかとなり，性格についてもより具体的となるであろう。現時

点では，SB001が，伝吉田寺の付属施設かどうか，仏教施設であるのか，官衙施設であるのかは明

確にできないが，いずれにしても，苑池（SG086）をともなう重要施設であったことは間違いなく，

国府の影響下で造営された施設であったと評価できる。

　古代の地方支配において，宗教施策や仏事は非常に重要な位置を占めていた。備後国分寺と離れ

た位置に所在する備後国府において，国府中枢部の西に近接して所在する伝吉田寺は，国府の宗教

施策遂行に大きな役割を担っており，その東側に隣接する金龍寺東地区の諸施設についても，伝吉

田寺とともに，国衙の西端において，国府に関わる重要な機能を果たしていたことが想定される。

2．備後国府（国衙域）の構造と変遷

（１）時期ごとの空間構成　（図198～ 201）

　ここでは，元町地区を中心に形成された備後国府各時期の空間構成について整理し，検討を行な

う。これまでの調査成果から，この地域において備後国府に先行する７世紀後半の遺跡として，出

土瓦から国衙西方の伝吉田寺地区に，仏堂的な瓦葺建物が存在していた可能性が指摘されるのみで

ある。今のところ葦田評（郡）衙あるいは初期国庁につながるような遺構群や遺物の出土状況が確

認されていないため，この時期の空間的構成は判然としていない部分が多い。しかし，北方の亀ヶ

岳周辺には古代山城「常城」が想定され，さらに国衙域周辺部となる東方の山塊丘陵上には，１墳

丘に２石室を持つ打堀山Ｂ第２号古墳や，鐶座金具が出土した東槙木山第４号古墳など，７世紀後

半の特徴的な古墳が築かれている。

【備後国府Ⅰ期】：７世紀末頃から８世紀後半　（図198・199）

　国衙の可能性が高い施設が元町を中心とする東西約１kmの範囲に途切れず連続的あるいは一体

的に配置され，国衙域が形成された時期と考えられる。８世紀中頃に画期がみられ，国レベルの行

政機能を持った官衙施設として，本格的な整備が開始されている。

　Ⅰ期前半，国衙域の東側のツジ地区中央部であるツジＣ地区北東部では，７世紀末頃から８世紀

前半の漆容器や鉱滓が出土する仮設工房的遺構が検出されている。さらには，ツジＣ地区や東側の

ツジＥ地区に区画溝によって方形に区画された正方位の建物施設が造営されている。ツジＣ地区北

側のツジＮ地区において，区画溝の検出は無いが，正方位あるいは東に軸が傾く建物や塀が設置さ
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れている。該期のツジ地区全体を特徴付ける遺物として硯類が出土するが，特にＣ地区において集

中する傾向が認められる。国衙域西方の伝吉田寺を除いて，他の地区より先行する遺構や遺物がツ

ジ地区に存在していることが判明した。この時期の重要な問題点のひとつとして，葦田郡衙所在地

の未確定が挙げられる。このため，Ⅰ期前半のツジ地区については，Ｃ地区を中心に官衙施設が存

在する可能性が極めて高いということができる。

　Ⅰ期後半となる８世紀中頃から後半において，ツジＣ地区の方形区画内では，計画的に建物が配

置された画期を迎える。中心的大型建物を中心に建物配置の規格性が増し，再整備されており ,平

城宮系の軒瓦が採用された総瓦葺建物が存在している。また，ツジＥ地区の区画溝は消滅するが，

大型建物は存続している。Ⅰ期前半と同様に，Ｃ地区を中心に陶硯類が一定量出土しているほか，

供膳形態を主体に煮焚具・貯蔵具が混在する該期の須恵器や土師器が出土している。また，ツジＣ

地区からガラス小玉を納めた奈良三彩小壺が出土しており，詳細な時期は不明であるが，出土状況

から，８世紀代に地鎮が行なわれていることが判明した。以上のことから，ツジＣ地区については，

建物施設の構成や出土遺物の傾向において，Ⅰ期を通じて続くⅡ期への継続性が窺えることから，

居所と役所的機能を併せ持った館が想定される。Ｅ地区およびＮ地区については，特徴付ける遺物

として陶硯類が出土するが，Ｃ地区と比較して少なく，異なる様相を示している。

図198　国衙空間図①：備後国府Ⅰ期前半（縮尺１/5,000）
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図199　国衙空間図②：備後国府Ⅰ期後半（縮尺１/5,000）

　国衙西方の伝吉田寺では，Ⅰ期前半から伽藍整備が行なわれて堂塔が建立されている。また，そ

の東に隣接する金龍寺東地区にも瓦葺建物が建立され，Ⅰ期前半～後半にかけて正方位を志向した

建物が配置されている。

　ツジ地区の西，砂川（音無川）の西岸である砂山地区には，平城宮式瓦から国衙中枢施設の存在

が推定されるが，建物などの状況は不明である。

　砂山地区の北側，金龍寺東地区の南東側にあたるドウジョウ地区内の西側には，８世紀中頃から

後半にかけて正方位の両側溝を持つ土塁による区画施設が造営されている。この東西方向の区画施

設と南側約80ｍ地点で確認された東西方向の溝を考慮した場合，詳細な規模や内部施設の状況は

判然としないが，一帯に土塁と溝による区画が存在する可能性は高い。加えて「所」あるいは「京

カ」などの墨書土器の出土から一定の区画を持つ官衙施設が存在する蓋然性は高いと考えられる。

　砂川（音無川）の東岸で，ツジ地区の北西側に隣接するホリノ河内地区では，複数の大規模流路

が存在し，溝底から橋脚とみられる大型の杭が検出されている。流路群に護岸施設は見られないが，

数度の恣意的な造作・浚渫の可能性が高く，南東側に展開している国府関連施設への雨水流入を防

ぐ堀のような機能が想定される。
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【備後国府Ⅱ期】：８世紀末頃から１０世紀末頃　（図200）

　国衙域内の諸施設において大規模な修復・再整備が行なわれ，各地区において施設配置が大きく

変化する時期で，備後国府が新たな展開をみせる大きな画期といえる。

　ツジＣ地区では，Ⅰ期を通じて存在していた方形区画溝は消滅し，Ｃ地区の建物施群は，正方位

は維持して地区内の南側に展開している。規模・規格は不明ながら，部分的に区画溝や遮蔽施設が

存在することから，複数の区画が存在している可能性は高い。ツジ地区全体の各所には，正方位の

大型建物が築造されており，掘立柱建物から礎石建物への建て替えや廂付建物への建て替えが認め

られる。ツジＣ地区を中心に，国産施釉陶器・初期貿易陶磁器といった該期の高級陶磁器が国衙域

内で最も多く集中して出土しており，その質と量は備後国内で突出している。特に９世紀・10世紀

代の供膳形態を主体とした緑釉陶器・灰釉陶器が生産される前段階の長岡京期の緑釉単彩陶器の火

舎と羽釜といった特殊品（奢侈品）が出土していることは注目される。この他に特徴的な遺物とし

て，陶硯類がⅠ期から継続的に出土しており，ツジＣ地区では定型硯・転用硯ともに国衙域内で最

も集中して出土している。また，備後国府Ⅰ期からⅡ期という大きな時間幅でしか位置付けられな

いが，ツジ各地区から金属製あるいは石製の腰帯具類が出土し，さらにツジＮ地区から銅製私印の

出土も特筆すべき成果となっている。高級陶磁器を大量に保有・使用している状況から，ツジＣ地

　

図200　国衙空間図③：備後国府Ⅱ期（縮尺１/5,000）
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【備後国府Ⅱ期】：８世紀末頃から１０世紀末頃　（図200）

　国衙域内の諸施設において大規模な修復・再整備が行なわれ，各地区において施設配置が大きく

変化する時期で，備後国府が新たな展開をみせる大きな画期といえる。

　ツジＣ地区では，Ⅰ期を通じて存在していた方形区画溝は消滅し，Ｃ地区の建物施群は，正方位

は維持して地区内の南側に展開している。規模・規格は不明ながら，部分的に区画溝や遮蔽施設が

存在することから，複数の区画が存在している可能性は高い。ツジ地区全体の各所には，正方位の

大型建物が築造されており，掘立柱建物から礎石建物への建て替えや廂付建物への建て替えが認め

られる。ツジＣ地区を中心に，国産施釉陶器・初期貿易陶磁器といった該期の高級陶磁器が国衙域

内で最も多く集中して出土しており，その質と量は備後国内で突出している。特に９世紀・10世紀

代の供膳形態を主体とした緑釉陶器・灰釉陶器が生産される前段階の長岡京期の緑釉単彩陶器の火

舎と羽釜といった特殊品（奢侈品）が出土していることは注目される。この他に特徴的な遺物とし

て，陶硯類がⅠ期から継続的に出土しており，ツジＣ地区では定型硯・転用硯ともに国衙域内で最

も集中して出土している。また，備後国府Ⅰ期からⅡ期という大きな時間幅でしか位置付けられな

いが，ツジ各地区から金属製あるいは石製の腰帯具類が出土し，さらにツジＮ地区から銅製私印の

出土も特筆すべき成果となっている。高級陶磁器を大量に保有・使用している状況から，ツジＣ地
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区およびＮ地区については，居所と役所的機能を併せ持った館が想定される。また，墨書土器「厨」

の出土から，付近に厨機能を持つ施設を求めることも可能であるが，位置の特定には至らなかった。

ツジＥ地区については，ツジＣ地区・Ｎ地区と比較すれば，該期の施釉陶器・貿易陶磁器の出土は

少ないが，Ｃ地区に近い地区中央西側に代表的大型建物SB042・SB043a・bが，ほぼ同じ場所にⅠ

期から９世紀代まで踏襲されており，同じ機能を持つ施設として維持されていたと考えられる。

　国衙域西端の金龍寺東地区においては，区画溝も可能性がある南北方向や東西方向の溝が確認さ

れるとともに，建物配置が変化し，９世紀代には苑池が設けられるとともに立派な基壇を有す大型

の礎石建物が機能している。伝吉田寺の附属施設かどうか，仏教施設か官衙施設であるのかは明確

でないが，国衙機能の一端を担った施設として存続していたとみられる。

　Ⅰ期において国衙中枢施設の存在が推定されていた砂山地区については，この時期の瓦も出土し

ており，引き続き国衙中枢施設が存在していると想定されるが，ほとんど状況は不明である。

　ドウジョウ地区においても，該期の遺構は明確になっていないが，地区内で施釉陶器や貿易陶磁

器が集中出土するため，一帯に国府関連施設が継続して存在している可能性が非常に高い。

　ツジ地区の南側にあたる大マヘ地区では，規模は判然としないが，正方位の南北区画溝が造営さ

れている。さらに同地点から風字硯や10世紀後半から末頃の近江産緑釉陶器が集中的に出土して

おり，10世紀代に同地区に硯あるいは施釉陶器を保有するような国府関連施設が造営され，機能

していたと考えられる。

　ホリノ河内地区では，Ⅰ期から継続して大溝が形成されており，谷地形からの雨水流入からツジ

地区の国府関連施設を保護するために，数度の浚渫が加えられたものと考えられる。

【備後国府Ⅲ期】：１１世紀初頭から１２世紀後半　（図201）

　各地区に大型建物は無くなり，遺構の構成に大きな変化が見られ，備後国府再構成の画期となっ

ている。国衙域内では，貿易陶磁器類・瓦器などが多量に出土することから，引き続き国府機能が

存在していたと考えられる。

　ツジ地区における主要な遺構は，井戸・小ピット群・小溝・土坑の構成となっている。多数の小

ピット群の中に建物施設が存在する可能性は高い。ツジＮ地区の一部に11世紀後半から12世紀前

半の鋳型や鉱滓が出土する鋳造関連遺構が短期的に機能している。また，ツジ地区の南端付近では，

11世紀後半の一括廃棄と考えられる土器集中部が検出されている。ツジＣ地区からＮ地区一帯では，

11世紀から12世紀の貿易陶磁器が大量に出土しており，Ⅱ期からの継続的な搬入と使用の様相が

看取できる。該期の貿易陶磁器の出土傾向からすると，その中心はツジＣ地区よりもツジＮ地区か

ら北西側のホリノ河内地区にかかる一帯に移動しているようである。この傾向は，11世紀中頃か

ら12世紀後半の瓦器（楠葉型・和泉型）の出土傾向と一致する。この他に，特殊な器形（仏具か）

を含む楠葉型瓦器に先行する10世紀中頃から11世紀中頃の楠葉型黒色土器（黒色土器Ｂ類）の一群

がツジ地区から出土していることは，国府の古代から中世への過渡期の様相を検討するうえで注目

される。硯類については，12世紀代の長方硯や石製硯がツジＣ・Ｎ地区から出土し，10世紀から

11世紀代の須恵器杯（椀）の転用硯がツジＥ・Ｎ地区から出土している。以上のようにツジ地区

では，建物施設の規模や配置について大きく変化している。その一方で，出土遺物の傾向から国府

機能のもとに行なわれた活発な流通・消費行為が窺え，Ⅱ期から引き続いて国司の館としての空間

第10章　備後国府の検討
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利用が想定される。

　伝吉田寺・金龍寺東地区においては，金龍寺東地区の諸施設の機能が役割を終え，11世紀後か

ら12世紀前半に周囲が整地されて，新たに小柱穴で構成される掘立柱建物が造営されており，新

たな役割を持った施設に変化したと考えられる。伝吉田寺の主要堂塔の存在については明らかでな

いが，11世紀後半から12世紀前半に比定される白磁が出土しており，その時期に何らかの施設が

存在していたことが窺える。

　砂山地区については，総柱建物を含む３棟の建物のほか，井戸・柵列・溝などが確認されている。

検出された建物はいずれも正方位軸は採用されていない。しかし，他地区の概期における建物群に

比して，大きな柱穴を持った大型建物が存在していることになり注目される。さらに，88砂山街

路調査の建物施設SB3は，現在の条里的地割りと合致し，後出する県603ＴのSD608や SD613は

正方位となっているため，地区一帯の建物配置の変遷には注意を要する。

　ドウジョウ地区の状況は，小柱穴や小溝の遺構構成となっている。該期の建物遺構は確認されて

いないが，地区の東側では11世紀後半から12世紀後半の貿易陶磁器が大量に出土し，加えて瓦器

も出土しており，ツジＮ地区からホリノ河内地区と一体的に国衙施設が展開していた可能性が高い。

　備後国府Ⅲ期における大マヘ地区の状況は，判然としない。

図201　国衙空間図④：備後国府Ⅲ期（縮尺１/5,000）
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　ホリノ河内地区では，Ⅰ・Ⅱ期を通じて継続維持されてきた大溝が埋没して整地され，11世紀

後半から12世紀前半に，溝や柵列で区画される掘立柱建物群が造営されている。建物等の主軸は，

正方位より東に５°～12°傾くものであり，現在の条里的地割りとも異なっている。ホリノ河内

地区では，国衙域内において該期の貿易陶磁器が最も集中的な出土傾向をみせている。この他に瓦

器や北宋銭が出土している。また，土器廃棄土坑が複数検出され，多くの土師器が出土しているこ

となどから，国衙域の中心の一部として機能していたことが窺える。貿易陶磁器の出土量と集中の

範囲から，隣接するツジＮ地区と一体的に考える必要がある。

【備後国府Ⅳ期】：１２世紀末頃から１３世紀代　　 

　Ⅲ期と同様に備後国府の各地区において，代表的大型建物は存在せず，建物施設の配置状況は判

然としない時期である。国衙域内の貿易陶磁器などの搬入土器の出土状況については，13世紀以降

の資料が少量ずつ出土する状況となっている。ツジ地区・ホリノ河内地区については，13世紀初頭

まで前段の時期からの搬入土器使用の継続性は窺えるが，その後の急激な減少傾向を看取すること

ができる。以上の状況から，該期の国衙域において，これまで継続されてきた国府・国衙機能は低

下したものと考えられる。このため，Ⅳ期以降の中世府中の中心は，市街地の別の地域に求めざる

を得ず，その移行については，従来の国衙域には固執しない展開が想定される。調査成果の累積を

待ちながら，今後の検討課題としたい。

（２）　瓦葺建物から見た国衙施設

　国府では，８世紀前半以降，主要建物に瓦葺が採用されるのが一般的とされ，瓦葺建物の有無も

国府と性格付ける状況証拠の一つとみられる。ここでは、第９章で記述した瓦の出土状況をまとめ，

瓦葺建物からみた国衙施設の様相について検討する。

瓦の出土状況

　まず，時期の指標となる軒瓦をみると，７世紀後半の【備後国府に先行する時期】に川原寺式軒

丸瓦（軒丸瓦１型式）が国衙西方の伝吉田寺・金龍寺東地区で複数出土しており，備後南部で最も

古い寺院のひとつとして伝吉田寺が創建されたとみられる。続いて７世紀末～８世紀前半の【備後

国府Ⅰ期前半】に，藤原宮式軒瓦（軒丸瓦２型式・軒平瓦1型式）が伝吉田寺地区・金龍寺東地区

で主体となり，伝吉田寺の伽藍が整備され，金龍寺東地区周辺に場所の特定はできないが瓦葺建物

が建立されたことが想定される。備後国府においては，まず，古代寺院の伝吉田寺に瓦葺建物が採

用されたことが判明している。

　次に，８世紀中頃～８世紀後半の【備後国府Ⅰ期後半】には，平城宮式軒瓦のセット（軒丸瓦３

型式，軒平瓦２型式）が砂山地区・ツジ地区でまとまって出土し，両地区の主体をなす。この平城

宮式軒瓦のセットは備後国内に広く分布するものであるが，特筆すべきは軒丸瓦３ａ型式の軒丸瓦

で、砂山地区で出土した２点には笵傷がなく，笵傷の進行から，砂山地区を初現として備後国の各

地に広がったとみられることにある。また，笵型を彫直すことによって，軒丸瓦３ｂ型式となり，

備後国分寺の金堂創建瓦として使用されたとみられることから，妹尾は，文様意匠がまず備後国府

（砂山地区）に伝播し，周辺遺跡へ広がったことを想定し，備後国分寺より先に備後国府に瓦葺建

物が建築されたことを示し，砂山地区に国庁が推定できるとした（妹尾2014，妹尾2015）。備後国

府において，国庁の遺構は確認されておらず所在が明らかになっていないなかで，国衙中枢部を推

第10章　備後国府の検討
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図202　ツジ地区調査別瓦出土状況（縮尺1/1,250）
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図202　ツジ地区調査別瓦出土状況（縮尺1/1,250）
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定する一つの状況証拠が得られている。

　そして，この平城宮式軒瓦（軒丸瓦３型式，軒平瓦２型式）はツジ地区でも主体となる軒瓦で，

国府中枢部の施設に採用された後，中枢部周辺の国衙施設に同笵の瓦を用いて瓦葺建物が建立され

たことも想定される。また，伝吉田寺・金龍寺東地区では修復瓦としての使用がみられ，国衙との

深い関わりが窺える。

　その後，【備後国府Ⅱ期】には地方色の強い軒瓦（軒丸４型式・軒平５型式）が伝吉田寺・金龍寺

東地区で採用され，軒丸10型式がツジ地区・ホリノ河内地区で採用されている。どちらも平安時代

前半期の補修瓦と考えられ，建物が補修され存続していることがわかる。ただ【備後国府Ⅲ期】につ

いては，明確でなく，金龍寺東地区で11世紀代とも考えられる軒瓦が出土していることから，瓦葺

建物が存続している可能性はあるが，11世紀以降は，瓦葺建物はほとんど修復されなくなっていた

と考えられる。

砂山地区，ツジ地区の瓦葺建物の所在について

　伝吉田寺の堂塔基壇の存在，そして金龍寺東地区のSB001など，国衙西方の伝吉田寺・金龍寺東

地区については，瓦葺建物の所在が概ね明らかであるが，国衙の主要施設が存在したとされる砂山

地区とツジ地区については，概報等で取り上げてこなかったため，再度検討結果にふれる。

　まず，砂山地区出土の瓦については，出土軒瓦のうち，軒丸瓦３ａ型式の２点は，残存部が大き

く保存状態がよいことが挙げられる。88砂山街路の調査と94・95下水立会で出土しているが，ど

ちらもほとんど摩耗していないため，出土地点付近で使用されたものと考えられる。遺構について

は，88砂山街路や県教委の調査では【備後国府Ⅲ期】のものしか確認されておらず，この地点には

瓦葺建物が所在しなかったことがわかる。しかしながら，94・95下水立会では，瓦が比較的まとま

って出土する地点があり，また，その地点では礎石の可能性のある上面が平らな石が複数検出され

ており，幅90㎝以下の狭小な範囲のため詳細は不明だが，瓦葺礎石建物の存在を窺わせる。現段

階では，建物の所在は不明で，今後の調査に期待するしかないが，瓦集中部を中心に瓦葺建物が存

在したことが想定される。

　ツジ地区では，各調査区での出土量が少ないことや，建物跡に伴って出土する例がなく，これま

で瓦葺建物の存在について取り上げてこなかった。しかし，各調査区で出土した全ての瓦について

数量等を計測し，丸・平瓦の隅数を数え出土比率も算出した結果，瓦類の総重量は500㎏を超え，

出土比率は丸瓦1：平瓦4となり，瓦葺建物が周辺に存在したであろうことが推定できた。隅切瓦

も１点だが出土している。分布状況からは，ツジＣ地区の東側を中心に比較的出土量が多い傾向が

認められるため，ツジ地区の区画内に推定可能であるが，主体となる軒瓦の時期【備後国府Ⅰ期後

半】から修復期【備後国府Ⅱ期】に存続する建物跡は明らかでなく，特定はできなかった。ツジ地

区では，瓦葺建物が廃絶した後も13世紀代まで同じ地点が継続利用されており，瓦葺建物の抽出

を困難にしていると考えられる。

　備後国衙の瓦葺建物が所在したと考えられる両地区において，現段階では建物の特定ができず，

瓦葺建物の様相を明らかにすることが今後の課題として残る。しかしながら，全国的に国府の重要

施設に瓦葺が採用される時期に，砂山地区，ツジ地区で瓦葺建物が建立されていることから，両地

区が国衙中枢部およびその周辺地区である蓋然性は高いであろう。
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第１節　備後国府跡発掘調査の成果

（３）出土遺物から見た備後国府

　備後国府における施釉陶器と貿易陶磁器を中心とした搬入土器やその他の特徴的出土遺物につい

て整理した結果，備後国府の様相を検討する上で，有用な結果が得られている。

　ここでは，古代官衙遺跡の指標となるような特徴的出土遺物の様相から，備後国府の検討を行う。

施釉陶器の様相から

　備後国府における最古の施釉陶器は，ツジＣ地区中央から北東部のSX117から出土した奈良三

彩小壺である。１点のみ出土しており，出土状況から地鎮に関わる遺物と考えられる。中国大陸か

らもたらされた唐三彩の影響下で都周辺の官営工房で生産され，仏教を背景として持ち込まれた可

能性が高いとされており，平安期において搬入される施釉陶器とは別に評価しなければならない（奈

文研「古代の官衙遺跡Ⅱ」2004ほか）。

　緑釉陶器としては，ツジＮ地区から出土した８世紀末頃～９世紀初頭の緑釉単彩陶器の火舎と羽

釜が特筆される。緑釉単彩陶器は，従前の奈良三彩が変容して単彩化が進んで生産されるようにな

り，器種構成において喫茶との関係性が指摘されている（奈文研「古代の官衙遺跡Ⅱ」2004ほか）。

　９世紀前半になると，伝吉田寺地区や砂山地区の状況は不明であるが，緑釉陶器や灰釉陶器が国

衙域の各地区に搬入されていることが確認された。

　ツジＣ地区における緑釉陶器と灰釉陶器出土量は，出土点数や重量において，備後国府全体の７

割強が出土している。また，調査面積100㎡あたりの出土数量についても，他の地区より突出して

いる。時期幅は，９世紀前半から10世紀前半の京都産の緑釉陶器，９世紀前半～10世紀代の猿投

を中心とした東海産の緑釉陶器と灰釉陶器，９世紀前半～10世紀後半の美濃産の灰釉陶器，10世

紀後半から末頃の近江産の緑釉陶器が出土し，この他に数点ではあるが９世紀代の長門産の緑釉陶

器が出土している。器種構成については，緑釉陶器・灰釉陶器ともに椀・皿の供膳具が７割弱を占

め，その他に貯蔵具や香炉・唾壺といった特殊品が出土している。

　他の地区における施釉陶器の特徴的出土傾向としては，ドウジョウ地区の0803Ｔ調査区において，

９世紀前半の猿投産灰釉陶器の椀・皿類が集中すること，大マヘ地区の0402Ｔ調査区では，10世

紀後半～10世紀末頃の近江産緑釉陶器の椀・皿類が極度に集中していることが挙げられる。該期

の備後国府の様相を示す重要地点として，今後の慎重な調査・検討が必要である。

　他国府の施釉陶器の出土状況を参考にすれば，宮城県多賀城における国司館とされる山王遺跡多

賀城前地区（宮城県教育委員会編1996）や千刈田区（多賀城市埋蔵文化財調査センター編1991），

さらに栃木県下野国府における国司館とされる第２・３次調査区（栃木県教育委員会編1987）では，

政庁域に比して多量の緑釉陶器が出土している。また，出雲国府では衰退期となる出雲国府Ⅳ期（９

世紀中葉から10世紀前半）において，六所脇地区や日岸田地区から施釉陶器が多量に出土している。

先行する時期の政庁である六所脇地区や国司館の大舎原地区の再編による性格の変化の可能性が指

摘されている（島根県教育委員会2013）。全国的な状況として，国庁域からの施釉陶器の出土より

周辺の国司館とされる地域から多く出土する傾向にあるようだ。

　ツジＣ地区の施釉陶器の出土状況について，その搬入には特定の生産地と結ばれた流通経路が想

定され，流通拠点として国府が大きな役割を果たしていたとみられる。高級食器を多量に保有して

消費するような饗宴的機能を想定すれば，ツジＣ地区一帯に国司館としての空間の可能性を指摘し

図202　 （縮尺 ）
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ておきたい。国庁で利用される容器類は別の場所で保管され，国庁自体は清浄な空間として保たれ

たという指摘（橋2001）も考慮すれば，あるいは国庁に付帯するような高級食器の保管場所を

想定できるかもしれないが，調査成果の累積を待って，より慎重で総合的な検討が必要となる。

 以上のように，備後国府の変遷を検討する上で，ツジＣ地区は施釉陶器の様相から極めて優位性

をもった地区であるといえる。

貿易陶磁器の様相から

　備後国府に先行する時期の７世紀後半に，中国あるいは朝鮮半島などからもたらされた土器は，

この地域において確認されていない。備後国府における最古の舶載品の陶磁器として，金龍寺東地

区から出土した８世紀代の唐三彩が１点挙げられる。金龍寺東地区出土の唐三彩については，陶枕

の可能性が高い。

 備後国府では，８世紀末頃から15および16世紀に至るまで，各時期の貿易陶磁器が出土している。

集計された貿易陶磁器の全体量は，総出土点数で4,359点 ,総重量で33.272kgに及んだ。他遺跡と

の比較のための詳細な集計は今回行なっていないが，備後国内における該期の貿易陶磁器の出土量

としては群を抜いているといえよう。

　備後国府出土の貿易陶磁器の特徴として，　　窯あるいは定窯とされる白磁Ⅰ類のほか，白磁Ⅺ

類や越州窯青磁・長沙窯系褐釉といった大宰府編年のＡ期・Ｂ期に該当する８世紀末頃から11世

紀中頃までの初期貿易陶磁器が多く出土している点が挙げられる。該期資料の出土量は，出土点数

240点（関連遺跡全体の5.5％），重量2,525ｇ（関連遺跡全体の7.6％）であり，ツジＣ地区が最も

多く，ホリノ河内地区，ツジＮ地区が続き，これらの３地区に約８割強の初期貿易陶磁器が集中し

ていることが判明した。さらにこの出土状況は，先述した国産施釉陶器の出土傾向と一部重複して

いる。器種構成としては，椀・皿類でほぼ占められている。これらの初期貿易陶磁器は，莫大な量

が中国からもたらされる11世紀後半～12世紀前半（大宰府Ｃ期）より前段階の貿易陶磁器の一群

であり，中国からの商品中継地点ともいえる鴻臚館は別としても，博多遺跡・大宰府跡・平安京・

多賀城など極めて限定的な出土の傾向を示すことが知られている。奢侈品や希少価値の高い陶磁器

として，中央政権や都の貴族・寺院といった権門を経て少量ずつ限定的な場所に持ち込まれている

と考えられており（土橋1995），備後国府という高い優位性を背景に当該地区に搬入されたと考え

るのが妥当であろう。

　続いて，大宰府編年のＣ期・Ｄ期に該当する11世紀後半から12世紀後半までの白磁Ⅱ類・Ⅲ類・

Ⅳ類・Ⅴ類，あるいは龍泉系青磁や同安系青磁が，貿易陶磁器として出土している。該期の貿易陶

磁器は，前代の初期貿易陶磁器と比べ，全国的にも出土量や出土遺跡数がはるかに増加している。

備後国府における該期資料の出土量は，出土点数で貿易陶磁器全体の36.8％，重量でも全体の53.0

％を占めている。地区別の出土傾向としては，ホリノ河内地区を筆頭にツジＮ地区やツジＣ地区に

集中する傾向があり，この他にドウジョウ地区の東側0901Ｔ調査区において局所的な集中がみら

れる。前段の国産施釉陶器や初期貿易陶磁器と比較して，出土の中心はツジＮ地区あるいはホリノ

河内地区に移行しているとみられる。器種構成としては，主要を占める椀・皿類のほか，合子・壺・

瓶などが含まれている。初期貿易陶磁器からの継続的な搬入状況が窺え，長期にわたる大量の消費

活動が行われた場，あるいは保管・管理の場が想定される。
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第１節　備後国府跡発掘調査の成果

　大宰府編年のＥ期・Ｆ期とされる13世紀代の白磁Ⅸ類・龍泉窯系青磁類，さらに大宰府Ｇ期の

14世紀以降の出土量が，備後国府において激減する傾向が判明している。元町に所在する国衙地

区の画期と見ることができる。

　以上のように，希少価値の高い陶磁器として早くから初期貿易陶磁器が搬入されており，その後

の貿易陶磁器への連続性のある出土傾向から，国府関連施設としての機能が維持しされていたと考

えられる。古代国府から中世府中への変遷を解明するうえで，有用な資料を提供している。

その他の特徴的出土遺物の様相から

　施釉陶器と貿易陶磁器以外にも，備後国府を検討する上で特徴的な出土遺物が存在しており，こ

こでまとめておきたい。

　硯類については，備後国府に先行する７世紀代に帰属するような出現期の陶硯は見当たらない。

８世紀代に入って，一気にツジ地区を中心とした国衙域から陶硯が出土するという特徴は，全国的

な律令制社会の官僚機構の発展にもとづく文書行政事務の増大を背景として，硯の需要が増したこ

とに関係すると考えられる。また転用硯の出土は，定型硯の不足を補完する代用品の必要性を物語

っている。備後国府において転用硯は56点が確認されているが，定型硯152点より少ない状況と

なっている。この量比を備後国府の特徴と捉えるかは，資料のさらなる累積を待って検討したい。

いずれにしても，備後国府関連遺跡における出土硯は，８世紀から９世紀代の円面硯，９世紀代か

ら12世紀代までの風字硯や長方硯と各時期の転用硯を加えて，連続的な使用状況が判明した。

　この他に，ツジ地区において限定的に出土している遺物として，腰帯具類・銅椀・銅印が存在す

る。腰帯具類については，総出土点数が足金具を含めれば８点あり，その内７点がツジＣ地区にお

いて出土している。銅椀については，総出土点数が６点あり，その内４点がツジＣ地区出土となっ

ている。「賀友私印」と陽刻された銅印は，ツジＮ地区から出土したものである。いずれも，各遺

物包含層からの出土であり，詳細な時期については今後の検討課題として残るが，備後国府の様相

を示す特徴的な遺物として評価できる。

3．備後国府の景観

（１）　条里地割と国衙施設（図203）　　　　

　備後国府の所在地推定にあたっては，歴史地理学的検討によって，正方位地割が残る元町が国府

中枢部推定地の一つとなっていたが，発掘調査成果からその元町周辺に国衙域が広がっていたこと

が確実となったことから，備後国府においては古代の正方位地割が現在に受け継がれ，古代の土地

利用の手がかりとなっている。よって，ここでは，発掘調査成果に歴史地理学研究の手法を加えて，

国衙域の空間構成・景観について，再度検討する。

　備後国府周辺の地割や条里については，谷重により，地籍図に乗る小字をもとに分析され図化さ

れ，国府につながるような地名が各所にみられることがわかる。さらに，これまでの発掘調査およ

びレーダー探査の成果により復元されたツジ地区の区画についても，県506Ｔ調査で確認された南

北溝に対応する西方の境界線を地割（小路）上に求め，幅約60間（１町）の区画を早くから推定
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れ，国府につながるような地名が各所にみられることがわかる。さらに，これまでの発掘調査およ
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図202　 （縮尺 ）
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図203　備後国府関連遺跡と周辺の条里・小字地名（縮尺1/7,500）
（赤線図・文字は，谷重1996から引用）
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推定していた（谷重1996）。加えて，金龍寺東地区で確認された東西溝と，伝吉田寺跡の推定南限
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図204　府中市街地の条里と遺跡分布図　※中世山城・墳墓は除く（縮尺1/25,000）
（条里は谷重1996をもとに作成した）
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陽道推定線に南面している鳥居地区から市街地北側の丘陵までの約700ｍ，東西方向では東西約2.8

ｋｍが想定される。しかし，備後国府関連遺跡の伝吉田寺地区・金龍寺東地区やドウジョウ地区の

南では遺構が確認されず，地形的には標高30ｍ前後の扇状地や微高地に遺跡が分布していること

から，上記の範囲の微高地を中心として国府に関係する諸施設が造営されたとみられる。

　次に，【備後国府Ⅲ期】以降の遺構・遺物を出土する地点の分布をみると，芦田川に近接する田

中遺跡（府川町）や出口川沿いの芦高遺跡（出口町），丘陵上の内堀遺跡（鵜飼町）などが，当該

期のものとして新たに出現する。律令制が崩壊し中世社会が形成される時期（備後国府Ⅲ・Ⅳ期）

には，備後国府Ⅰ・Ⅱ期に比べて，小型の柱穴で構成される掘立柱建物跡が，芦田川に近い低地や

市街地北側の丘陵上など，市街地のより広範囲で遺跡の分布がみられるようになる。府川町の田中

遺跡では12世紀代の直径50～ 60㎝，柱間2.5～ 2.7ｍの５基以上で構成されるやや大型の掘立柱

建物跡が見つかったほか，石組の井戸が確認されている（市教委2013・2015調査）。これらのこと

から，平安後期以降も国府のまちが拡大を続け都市的な機能が維持されていたとみられる。

（３）　国府の宗教的施設　（図205）

　国府は中央国家と同様に，仏教や神祇・祭祀と深く結びついて存在した。備後国府においては，

国府と関わりが窺える寺院，神社，祭祀場の所在が，発掘調査などで確認されている。

国衙西方の伝吉田寺と国衙背後の山林寺院青目寺

　備後国府の仏教行事の一端を担っていたと考えられる伝吉田寺とともに，山林寺院の青目寺跡も

国府に関わりが深い寺院と考えられる。

　青目寺は，伝吉田寺から約2～ 2.5㎞北方に位置している山林寺院で，国衙背後の亀ヶ岳（標高

539ｍ）の山頂付近にある七つ池周辺の南北約1㎞，東西約700ｍに渡って遺構の広がりが確認さ

れている。1967年の調査（豊元国1968）を初めとし，1995年以降府中市教委によって分布調査・

確認調査が実施され，七つ池周辺の北御堂・中御堂・西御堂・東御堂・南御堂において，20か所

以上に及ぶ建物に伴うと推定される平坦地が確認されているほか，中御堂には桁行５間，梁間２間

以上の礎石建物跡，東御堂には１間四面の礎石建物跡が確認され，９世紀の緑釉陶器，南北朝期の

青白磁などが出土しており，現青目寺に伝わる平安時代初期の仏像とともに，発掘調査からも平安

時代初期に開基し中世にかけて伽藍を展開した寺院であったことが明らかになっている。加えて，

８世紀代の布目瓦が出土している山腹の現青目寺（青目寺観音堂遺跡）とともに，この寺院の創建

が奈良時代に遡る可能性が高い（市教委『府市8』2004，『府市文化財紀要2』2014）。

　国府と宗教施設との関係を考える上では，諸国において少し離れた山中に営まれた山林寺院も考

慮する必要性が説かれている（久保智康1999，上原2002）。久保智康は，８～９世紀に創建された

山林寺院が平安後半期にいっそう規模を拡大して中世へと発展していく場合には，国府周辺や国境・

郡境に立地するケースが目立ち，中央政府が国分二寺・定額寺に諸国の安寧を期して読経悔過を修

せしめたのと同様に，国衙もみずから疾病消除を求めて，薬師悔過や十一面悔過を山林寺院に勤修

させたことが要因ではないかとみており（久保1999），備後国府と青目寺の関係にあてはめて考え

ることができる。また，「かつて天台宗の寺院であった」との共通した伝承をもつなど，伝吉田寺と

青目寺の関係が深かったことも窺え，二つの寺院間で平地の寺と山の寺の関係が成り立つ可能性が
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高い（谷重2004，土井 2014）。よって，青目寺が国衙に隣接した伝吉田寺とも深い関わりをもち，

ともに国府に関わる寺院のネットワークを形成し，宗教面での国府機構の一部を担っていたことが

想定される。

第10章　備後国府の検討

図205　備後国府付近の古代景観構成要素（縮尺1/40,000）
（谷重1996及び新市町2002をもとに作成，後開地遺跡の瓦は中山2007から引用）
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神社（総社・日吉神社・南宮神社）

　11世紀後半以降，国司は神社を巡行して行なっていた神拝から，諸神を１ヵ所に合祀してそこ

に神拝するようになる。その諸神合祀の神社が総社で，平安後期の国府付近か国府内に設けられた

可能性が高いことから，総社所在地も国府跡推定の手がかりとされている（奈文研「古代の官衙遺

跡Ⅱ」2004）。備後国府においては，備後国衙域を緩やかに俯瞰するツジＮ地区の北側丘陵上に総

社が所在している。

　総社以外にも，国府との関わりが窺える神社として，日吉神社（本山町）と南宮神社（栗柄町），

備後国一宮（吉備津神社：福山市新市町），式内社の甘南備神社（出口町）などがある。

　日吉神社は備後国府の北方亀ヶ岳の山麓に所在している神社で，青目寺の開基と同じ弘仁４年

（813）に勧請されたという伝承があり，平安時代に神仏習合の思想が盛んになり，仏法擁護の神と

して寺院が鎮守神を勧請されることが多くなったことを受け，延暦寺における近江日吉神社と同様

　図206　青目寺跡  御堂分布図および礎石建物など実測図（縮尺1/20,000・1/500・1/6）
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に，青目寺の鎮守神として勧請されたもので，備後国府鎮護を目的にしていたとみる考え方があり

（藤木1993），日吉神社が青目寺に伴う神社と考えると，国府の宗教面を担う機構の一部をなして

いたともいえる（土井2014）。また，久保智康も奈良時代に始まる山寺の手前の山麓に早くから神

社が鎮座するパターンがあるとする。市教委の確認調査（1992）では，11世紀後半～12世紀前半

の遺物が出土し，神社遺構は未確認であるが，備後国府Ⅲ期にはこの場所に所在していたことが推

定される。

　栗柄町に所在する南宮神社は，大同２年（708）創祀と伝えられ，古くより備後の国中三社（南

宮神社・吉備津神社・真宮神社）の大社と称された神社である。美濃国一宮の南宮大社を勧進した

事によるといわれるが，備後国の国府の南に鎮座したためとする説が有力で（広島県神社史），12

世紀～ 13世紀の神像群が十躯あまり伝わっており，美濃国府の南に鎮座する南宮大社同様に，備

後国府と密接な関係があったことが推測されている。

祭祀場（祓所）

　国衙南方に位置する鳥居地区が祓所と想定される。平安時代前半と思われる大型の人形や墨書土

器「権介」が出土している。この鳥居地区は，砂山地区とツジ地区の間を流れる砂川沿いの推定山

陽道に隣接する場所にあり，国府域の南端付近の山陽道沿いに祓所が所在したことが想定される。

（４）　国府周辺の関係施設

古代山陽道と前原遺跡

　備後国内を東西に横断する古代山陽道の路線については不明な点が多いが，備後国府近辺におい

ては，古代山陽道の遺構は確認されていないものの，これまでの研究により，芦田川の北岸，国府

の南側を走っていたことが推定されている（足利1978，米倉1980，高橋1995，谷重1996ほか）。

　また，国府の前面を通った後，御調郡に至る経路については研究者により複数のルート案が出さ

れて，有力な説に備後国府から安芸国に至る最短経路として，芦田川沿いから御調川に至るルート

があり，そのルート沿いに所在するのが前原遺跡である。1994年から2006年までの発掘調査によ

り，築地塀などで囲まれた東西93～ 94ｍ，南北74～ 75ｍの範囲に，総柱の礎石建物などが配置

された大規模な施設が確認され，備後国府や国分寺と同笵の軒瓦（軒丸瓦３型式，軒平瓦２型式）

が出土している（市教委2011）。施設の性格については，山陽道の芦田駅に推定されている（高橋

1995，谷重 1996，市教委 2011ほか）ほか，軍団（豊元国），法倉（妹尾 2015）とする説がある。

どちらにしても，備後国府に関係した官衙施設であることは疑いない。

常城推定地および常地域

　古代山城の設置については，対外防衛という側面だけでなく，国府設置以前の地方統治の拠点と

しての役割があったと考えられている（森2014）。備後国府においては，『続日本紀』養老３年（719）

の条に記述がある古代山城の常城が存在したとみられ，常という地名から，福山市新市町常および

青目寺が所在する亀ヶ岳一帯が候補地となっている。青目寺跡と重複していることもあり，いまだ

明確な遺構の発見には至っていないが，備後国府背後の亀ヶ岳周辺に古代山城が所在したと推定さ

れる。

　その常地域では，近年の道路拡張に伴う調査で，古代の遺構や遺物が発見されている。具体的に

は，矢立遺跡（福山市教委調査）や，石帯の丸鞆や硯が出土した天地遺跡（県教委調査2014）が，

第10章　備後国府の検討

図205　備後国府付近の古代景観構成要素
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第１節　備後国府跡発掘調査の成果

備後国衙から北東の神石郡に向かう山越えのルート沿いに所在している。また，伝吉田寺と同笵の

平安前期の軒瓦（軒丸瓦４型式・軒平瓦５型式）を出土した矢倉田遺跡も所在しており，備後国府

との関係性が示唆されている。

後開地遺跡

　備後国分寺と同笵の重圏文軒丸瓦と重廓文軒平瓦が表採されている。瓦窯跡との見方もあるが，

遺跡の内容や性格については不詳である。備後国分寺との関係性が示唆される遺跡が芦田川右岸に

所在している。

　このように，備後国府域の周辺地域にも，国府に関係する諸施設が所在したことが，発掘調査で

明らかになってきている。

（５）　文献にみえる中世の国府と府中

　少し時期は下るが，「府中」の初見は正平17年（1362）の『吉川経政着到状』「備後国府中に供

奉せしめ連々忠節を致すものなり」の記述にみえる。この書状には足利直冬と推定される人が証判

しており，備後府中に在陣していたことが窺える。また，宝徳４年（1452）７月 10日付『備後守

護山名持豊書下』には，「梅津長福寺領備後国符中金丸名の事…」と見え，現福山市新市町金丸も

府中の範囲のように記載されており，室町時代にはより広い範囲が府中と呼ばれていた可能性があ

る（谷重2007）。

　「国府」の記述は，『存覚一期記』の49歳の項に，暦応元年（1338），「備後国府において守護の

前にて，法花宗と対決し…」とある。また，『薩戒記』の永享９年（1437）８月１日条には，「山名

刑部小輔某惣領，備後国に乱入し国府城を奪取しこれに楯籠もる…」との記述がある。備後におい

ては，南北朝以降に備後守護は神辺城（福山市神辺町）を拠点にしたという説（村上1967）や伝

承があるが確実な根拠はないこと，他国の例から多くの場合に守護所は国衙の近くに構えられるこ

とが多いことなどから，谷重は「神辺に守護所が置かれたとすれば，その背景には，古代以来の山

陽道が神辺から尾道に向かうようになり府中を通らなくなったことや，国府城の事件が原因で府中

から移転したと考えることができる」（谷重2007）としており，守護所の位置は判明していないが，

少なくとも14世紀までは，備後国の守護の拠点は府中にあったと考えられる。

　中世の備後府中については，発掘調査で明らかになっていないことが多く，今後の課題と考えら

れるが，近世地誌で国府推定地に挙げられていた府川町において，字土井付近の地割に方形区画が

見いだせること（谷重1998），備後国府Ⅲ期以降～15世紀にかけての遺構（田中遺跡・二宮神社遺

跡）が確認されることなどが，中世の府中を考える手がかりと言えるかもしれない。

おわりに

　備後国府については，国庁の遺構は確認されていないが，備後国府関連遺跡の調査成果を総括す

ることによって，当初から今の府中市街地に国府が創設され，国衙中枢部を中心として，広範囲に

官衙諸施設が連続的に面的に配置されたことが明らかとなった。

　また，13世紀まで同じ地点を土地利用しており，国府機能の移り変わりや存続の実態を検討する

資料が得られたとともに，祓所や，寺院，神社といった国府を取り巻く宗教施設の実態が明らかに

なりつつある。こうした多くの考古学的な状況証拠からみて，伝吉田寺・金龍寺東地区などの関連

遺跡が国府に関わる施設であることは疑いない。さらに，ツジ地区の建物配置などから，備後国府



－232－

における計画的で規格性が高い施設造営の一端も明らかになっていることは大きな成果である。

　そして，古文書の記述から14世紀代には「府中」「国府」とこの地が呼ばれていたことが明らか

であり，国府が衰退して以降もその地名が残り，現在の市名に受け継がれるとともに，数々の名残

を今に留めている。国府が包括する大きな歴史的意義に加えて，古代以降，中世を経て現代の府中

市につながる地域の歴史が追える点でも重要な遺跡といえる。
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第２節　文献史学からみた備後国府

はじめに

　備後国は現在の広島県東部にあたり，北は中国山地の背梁山地面の南斜面と江の川支流の西城川・

本村川・馬洗川，高梁川支流の成羽川・帝釈川などがつくりだす谷底平野・盆地からなる北部，V

字谷の開析が顕著で谷底平野が未発達な標高400～ 600ｍ前後の吉備高原面といわれる台地部，さ

らにその南部で200ｍ前後の丘陵（瀬戸内面）と沖積平野からなる沿岸低地部・島嶼部から構成さ

れると考えられている（成瀬1977）。

　こうした地形に制約されながら，各地域の人々は自然との格闘のなかでさまざまな生業を営み，

それぞれの地域社会を形成しつつ周辺地域の人びととさまざまな関係をとりむすびながら，それぞ

れに地域性を育んできたといえよう。その地域性は，すでに弥生時代にはみえはじめていたと考え

られるが，それが明確になるのは，古墳時代とりわけ前期古墳の導入期においてであり，のちの備

後国の区域内には地域社会や文化の反映としてのいくつかの政治的単位があったと考えられている。

　備後国区域で最古の定型的な前方後円墳は，北部南端部に位置する庄原市東城町の大迫山１号墳

と，吉備高原面の北端部に位置する神石高原町辰の口古墳とされる（脇坂1995）。その遺物等から

畿内勢力の影響を想定する意見もあるが，立地する地域では，弥生時代以来の吉備と出雲の交流を

しめす遺物が出土し，交通上の要衝であったことが注目されている
1）
。

　おなじ中国山地南部谷底平野の西部にあたる三次盆地とその周辺では，弥生時代以来の四隅突出

型墳丘墓が展開し，畿内における古墳築造期に相当するその最終段階には矢谷墳丘墓が造営された。

矢谷墳丘墓は，前方後方形の四隅が突出した墳丘墓で，全長18ｍをこえる。墳丘上には11基の埋

葬施設が設けられ，出雲地域に多い注口付壺や吉備に特有の鼓形器台が出土した。もっとも大きな

土壙墓からは管玉やガラス玉などの装身具が，その他の墓からは鉄製のヤリガンナ・刀子などが出

土し，備後北部地域の首長たちによる，出雲や吉備との活発な交流が推測されている。

　これにたいし，備後南部の旧新市町（現福山市）潮崎山古墳では三角縁神獣鏡の副葬が確認され

るとともに，その周辺では古墳時代初期の畿内系土器をともなう弥生墳丘墓が確認され，畿内勢力

との関係の強さが注目される。しかし，福山市石槌山古墳・長迫２号墳，府中市山ノ神１号墳など

の円墳が前期古墳として築造され，一部には在地性を色濃くのこした古墳も存在している。いわば

二重構造ないしは並存的状況が想定されるのであり，それは中期の，石槌権現５号墳や掛迫６号墳

と手坊谷古墳・才谷古墳などのあいだでもうかがうことができる。ただし，大和政権との関係から

いえば，備後の西方にあたる安芸に位置する広島市の中小田１号古墳において京都府椿井大塚山古

墳出土の三角縁神獣鏡と同笵鏡が確認されていることは，瀬戸内海上交通を媒介にして政治的関係

の強化がはかられていたことを反映するものとして注目される。

　前方後円墳の大型化が顕著な古墳時代中期には，備後南部においても尾道市松永湾沿岸に黒崎山

古墳・大元山古墳などの大型の前方後円墳が造営されるが，後期古墳への連続性がうすいことはそ

の後の大和政権との関係が一時的に断絶したことを示すものであろうか。同様に，三次盆地から吉

備高原面の北端部にあたる馬洗川上流域では，糸井大塚古墳を頂点に，帆立貝式古墳という特徴的

な墳墓が席巻するが，後期古墳への連続性は希薄である。ところが隣接する庄原盆地では，中期以
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はじめに

　備後国は現在の広島県東部にあたり，北は中国山地の背梁山地面の南斜面と江の川支流の西城川・

本村川・馬洗川，高梁川支流の成羽川・帝釈川などがつくりだす谷底平野・盆地からなる北部，V

字谷の開析が顕著で谷底平野が未発達な標高400～ 600ｍ前後の吉備高原面といわれる台地部，さ

らにその南部で200ｍ前後の丘陵（瀬戸内面）と沖積平野からなる沿岸低地部・島嶼部から構成さ

れると考えられている（成瀬1977）。

　こうした地形に制約されながら，各地域の人々は自然との格闘のなかでさまざまな生業を営み，

それぞれの地域社会を形成しつつ周辺地域の人びととさまざまな関係をとりむすびながら，それぞ

れに地域性を育んできたといえよう。その地域性は，すでに弥生時代にはみえはじめていたと考え

られるが，それが明確になるのは，古墳時代とりわけ前期古墳の導入期においてであり，のちの備

後国の区域内には地域社会や文化の反映としてのいくつかの政治的単位があったと考えられている。

　備後国区域で最古の定型的な前方後円墳は，北部南端部に位置する庄原市東城町の大迫山１号墳

と，吉備高原面の北端部に位置する神石高原町辰の口古墳とされる（脇坂1995）。その遺物等から

畿内勢力の影響を想定する意見もあるが，立地する地域では，弥生時代以来の吉備と出雲の交流を

しめす遺物が出土し，交通上の要衝であったことが注目されている
1）
。

　おなじ中国山地南部谷底平野の西部にあたる三次盆地とその周辺では，弥生時代以来の四隅突出

型墳丘墓が展開し，畿内における古墳築造期に相当するその最終段階には矢谷墳丘墓が造営された。

矢谷墳丘墓は，前方後方形の四隅が突出した墳丘墓で，全長18ｍをこえる。墳丘上には11基の埋

葬施設が設けられ，出雲地域に多い注口付壺や吉備に特有の鼓形器台が出土した。もっとも大きな

土壙墓からは管玉やガラス玉などの装身具が，その他の墓からは鉄製のヤリガンナ・刀子などが出

土し，備後北部地域の首長たちによる，出雲や吉備との活発な交流が推測されている。

　これにたいし，備後南部の旧新市町（現福山市）潮崎山古墳では三角縁神獣鏡の副葬が確認され

るとともに，その周辺では古墳時代初期の畿内系土器をともなう弥生墳丘墓が確認され，畿内勢力

との関係の強さが注目される。しかし，福山市石槌山古墳・長迫２号墳，府中市山ノ神１号墳など

の円墳が前期古墳として築造され，一部には在地性を色濃くのこした古墳も存在している。いわば

二重構造ないしは並存的状況が想定されるのであり，それは中期の，石槌権現５号墳や掛迫６号墳

と手坊谷古墳・才谷古墳などのあいだでもうかがうことができる。ただし，大和政権との関係から

いえば，備後の西方にあたる安芸に位置する広島市の中小田１号古墳において京都府椿井大塚山古

墳出土の三角縁神獣鏡と同笵鏡が確認されていることは，瀬戸内海上交通を媒介にして政治的関係

の強化がはかられていたことを反映するものとして注目される。

　前方後円墳の大型化が顕著な古墳時代中期には，備後南部においても尾道市松永湾沿岸に黒崎山

古墳・大元山古墳などの大型の前方後円墳が造営されるが，後期古墳への連続性がうすいことはそ

の後の大和政権との関係が一時的に断絶したことを示すものであろうか。同様に，三次盆地から吉

備高原面の北端部にあたる馬洗川上流域では，糸井大塚古墳を頂点に，帆立貝式古墳という特徴的

な墳墓が席巻するが，後期古墳への連続性は希薄である。ところが隣接する庄原盆地では，中期以
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降も，旧寺古墳・甲山古墳，後期の矢崎古墳・唐櫃古墳など前方後円墳が継続して築造され，その

流れは畿内型の横穴式石室をもつ鍬寄古墳へとひきつがれている。

　中期段階で二重構造ないしは並存的状況が想定された芦田川流域では，横穴式石室が造営される

ようになる古墳時代後期には，服部川流域の二子塚古墳・大迫金環塚・山の神古墳・二塚古墳，神

辺町迫山古墳群などが継続的に築造され，畿内系文化の浸透が明確になってくる。それは，三つの

横口式石槨という特異な主体部をもつ旧新市町尾市１号古墳や福山市猪の子１号墳・曾根田白塚古

墳など，終末期古墳が造営されるにおよび決定的となっていった。このように備後国区域の南北で

は，古墳文化の展開におおきな差異がみられるのであり，そのあいだに位置する吉備高原面にも康

徳寺古墳などの築造が確認される。

　このように，それぞれに個性的な諸地域を，政治的に統合し一個の行政単位として機能せしめる

ために設定されたのが備後国であり，備後国に課せられた業務を統括するための中枢的施設として

設置されたのが備後国衙であった。国衙の中心である国庁そのものはいまだ確認されていないが，

国衙を構成する曹司的諸施設の存在や，国衙機能を遂行するための遺物，そして何よりも備後国の

国司たちの生活にかかわる遺物などから，府中市元町を中心に広谷町から出口町にかけての一帯が，

国衙とその官人たちの居住する国府であったと判断するにいたった。

　備後国府域とされた府中市元町とその周辺は立地的には，先述した吉備高原面の南端にあたる世

羅町や旧上下町（現府中市）・旧三和町（現神石高原町）等から南流してきた芦田川が，沿岸低地

部にでておおきく流路を北東にかえ，さらに南東方向に転換する後背部分にあたっている。いわば

沿岸低地部のもっとも奥まった場所であり，北側で吉備高原面にとりつく位置といえよう。

　以下，備後国さらには備後国府の設定について，文献史学の立場から，その成立時期や当該地が

国府域に設定された背景などを考察し，さらには備後国府の歴史的展開について，若干の整理を試

みることとしたい。

1．大化前代山陽道地方の国造たち

　はじめにで述べたように，古墳時代の動向をみれば，のちの備後国区域にもいくつかの政治勢力

の存在を想定することができよう。こうした古墳時代とりわけ備後国が誕生する前段階としての６

世紀終盤から７世紀前半という大化前代の政治勢力を理解するうえで，もっとも有益な史料は『先

代旧事本紀』に収載される「国造本紀」であるが，これによればのちの山陽道地方には20の国造

が任命されていたことがわかる。このうち「備後」をキビノミチノシリと訓むことから，吉備とそ

の周辺に限定すると，10の国造が該当することになろう。

　「国造本紀」の国造設置年代や祖先伝承によれば，これらの国造群は「軽嶋豊明朝御世」に任命

されたとする大伯国造・上道国造・三野国造・下道国造・加夜国造・笠臣国造と，それ以外の美作

国造・吉備中県国造・吉備穴国造・吉備品治国造の２グループに区別され，しかも前者の大伯国造

を除く５つの国造は系譜的に共通の先祖をもつものとされている。こうした吉備周辺の国造配置に

ついては，多くの研究が蓄積されている（門脇1992，吉田1995）が，通説的には系譜的につながる

５国造は，古墳時代中期に造山古墳・作山古墳をはじめとする巨大な古墳の築造を実現したいわゆ

る吉備首長連合の主体となった勢力の後裔と目される存在であり，その他の国造は古墳時代の吉備

第10章　備後国府の検討
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勢力の周辺で，そのもとに服属していた中首長が，部民制・屯倉制などをとおして大和王権との関

係を強めて自立化したものと考えられている。そして，このような国造たちの支配地域は，７世紀

後半以降の中央集権的国家成立の過程で改編され，８世紀初頭の段階では備前・備中・備後の３ヶ

国に編成されていくことになる。すなわち，美作・大伯・上道・三野４国造の地域は備前国に編入

されたのちに，和銅６年（713）美作国が分置される（『続日本紀』同年４月乙未条）ことになり，そ

のほかの下道・加夜・笠臣３国造の地域は備中国に，吉備穴・吉備品治２国造の地域は備後国に編

入されると考えられている。

　国造制的支配体制から律令的国郡制への移行の過程で，旧国造の後裔はその地域の分割や評制へ

の転換にともない，譜第的地位を獲得し，律令制的支配の成立以後においても，それぞれの地域社

会で，政治的・経済的な優位性を保持していたものとされているが，それは備後国内でも確認できる。

　吉備穴国造は，｢国造本紀」によれば，畿内の有力氏族で５世紀から６世紀にかけて活躍した和

邇臣と同祖関係にあるとされる。「和邇氏系図」でも孝昭天皇の子天足彦国押人命の子孫である八

千足尼命を「吉備穴国造に定め賜ふ，安那公，大阪臣祖」としており（大田1963），『古事記』中

巻孝昭天皇条では孝昭天皇の子天押帯日子命について春日臣（丸邇臣）・大宅臣・粟田臣・小野臣・

柿本臣・壱比韋臣・大坂臣・阿那臣・多紀臣・羽栗臣などの祖としている。さらに『新撰姓氏録』

右京皇別には「天足彦国押人命三世孫彦国葺命之後也」とあり，のちには一族のなかから在京して，

下級官人となるものがあったことがしられる。

　奈良時代末期に外従五位下を叙位された采女の安那公御室（『続日本紀』天応元年３月庚申条）は，

この安那公の出身と考えられるので，依然として芦田川流域の豪族として勢力を有していたことが

わかる。また『日本霊異記』には牛・布・綿・塩などを交易する穴君弟公という人物が登場する（下

巻第27縁）ので，富豪的存在として地域経済にもおおきな役割をはたしていたことがうかがわれ

る
2）
。穴君一族は，大化前代から８世紀末期まで，連綿として芦田川流域の豪族として威をふるっ

ていたのである。とくに６世紀前半には，穴国造の支配地域と考えられる「婀娜国」に，膽殖屯倉・

膽年部屯倉がおかれている（『日本書紀』安閑天皇２年５月甲寅条）。両屯倉の比定地は，未詳とせ

ざるをえないが，大和王権との密接な関係がうかがわれる。

　吉備品治国造は，「国造本紀」によれば，多遲麻君と同祖関係にあるとされる。多遲麻君は但馬

国造の一族と考えられるが，『古事記』中巻開化天皇条では，開化天皇の皇子日子坐王である玄孫

息長宿彌王の子大多牟坂王が多遲麻国造の祖であるとしている。そして大多牟坂王の異母兄弟が，

吉備品遅君や針間阿宗君の祖である息長日子王であるとしている。しかし，但馬国造については異

系の所伝もあり，明確ではない部分もある。また『古事記』では，日子坐王の子孫から伊勢品遅部

君や当麻勾君・畿内日下部連，甲斐国造・三野本巣国造など畿内周辺の伴造・国造系豪族が派生し

たとしているので，吉備の品遅部氏も本来は吉備に設置された品治部の伴造となった豪族かと考え

られる。さらに仁徳紀には，大王と対立した隼別皇子を伊勢まで追跡殺害した人物として，吉備品

遅部雄鮒という人物が記され（『日本書紀』仁徳天皇40年２月条）ている。大和王権と密接な関係

にあり，大王に奉仕する一族であったとも考えられる。

　８世紀以後も先述した『日本霊異記』下巻第27縁には，殺された穴君弟公の髑髏を手厚く葬っ

て報恩をうけた人物として，葦田郡大山里の品知牧人が登場している。また貞観６年（864）には備

（ママ）
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後国品治郡人左史生品治公宮雄が本貫を山城国葛野郡に改めた記事（『日本三代実録』同年11月 10

日条）がある。さらに時代はくだるが，延喜６年（906）に亡くなった東寺長者の僧正益信は，備

後国の人で品治氏の出身であった（『東寺長者補任』延喜６年条〈『群書類従』巻58〉）とされる。

このような律令時代の品治氏にかかわる事蹟をみても，連綿として芦田川流域の豪族として威をふ

るい，その一族のなかには中央官人化するものもあったことがうかがえよう。

　以上のように，通説にそって吉備とその周辺地域の令制国への編入を考えるとき，問題としての

こるのは，「国造本紀」に「瑞籬朝御世，神魂命十世孫明石彦，定賜国造」と記された吉備中県国

造の支配地域が，備前・備中・備後のいずれに編入されたかという点であろう。「国造本紀」の記

載順では笠臣国造と吉備穴国造のあいだにあるので，備中国または備後国かと考えられるが，次の

『日本三代実録』貞観４年７月10日条はその検討の一助となるものと考えられる。

　　　安芸国高宮郡の大領外正八位下三使部直弟継と，少領外従八位上三使部直勝雄等十八人，

　　本姓仲県国造に復す。

　安芸国の北部，中国山地の脊梁部南斜面に位置する高宮郡の郡司が，三使部直姓を改めて本姓で
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郡山付近に想定（広島県埋蔵文化財調査センター1995）されている。吉田周辺には山辺大塚古墳・

塚ヶ花１号古墳・千川１号古墳・中馬八ッ塚古墳など一定規模の横穴式石室をもつ後期古墳が展開
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芸高田市生涯学習課2015）されており，古墳文化の展開のうえでも注目される。

　また，安芸高田市吉田町中馬の明官地東遺跡では地方官衙風の建物跡が検出され，これに近接す

る明官地廃寺跡からは「高宮郡内マ（部）寺」とヘラ書きされた平瓦が出土しており，出土した瓦の

なかには，三次郡に隣接する三谷郡の寺町廃寺などで使用されていた水切りをもつ瓦がふくまれて

いる（広島県教育委員会1985，広島県埋蔵文化財センター1987～ 1989，広島県埋蔵文化財調査セ

ンター1994）。この水切り瓦と通称される，丸瓦下端部に三角形の突起をもつ瓦は，この中国山地

や出雲，岡山県総社市など限定的な地域独特の意匠
3）
であり，三次・庄原地域を媒介にして，備後・

安芸の山間部地域が，ある時期に吉備地方とつながりをもっていたことをうかがわせるものである。
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　三使部直一族については，郡司の大領・少領に連任していることや，国造姓を称する目的など検

討すべき課題は多いが，一括して18名の改賜姓がなされていることから，この地域に根をはった

一族と考えられるので，吉備中県国造の後裔の一流と考える
4）
ことが妥当であろう。このように考

えるならば，古墳時代中期以後も連綿として古墳文化の展開がみられ，歴史的にも吉備や出雲との

交流も確認される備後国の北部を吉備中県国造の支配地域と考えるのが妥当ではなかろうか。

2．備後国の誕生と確立

　前項では，のちの山陽道地方に設定された国造の支配地域が分割・併合等の再編成をへて，備前・

備中・備後の３ヶ国に編成されたという通説にたちながら，本稿の対象となる備後国は，定説で指

摘されてきた吉備穴国造・吉備品治国造だけではなく，吉備中県国造の支配地域をも核にしながら

国区域が設定された可能性を指摘した。吉備のような一定の呼称にまとめられる領域を分割しなが

ら，令制国が設定された例は，吉備だけではなく筑紫・火・豊・越・毛野・総の各領域でも同様で

あった。すなわち筑紫は筑前国と筑後国，火は肥前国と肥後国，豊は豊前国と豊後国，越は越前国

（のちに加賀・能登両国を析出）と越中国・越後国，毛野は上野国と下野国，総は上総国と下総国

に編成されたと考えられている。このうち，毛野・総の分割については７世紀中盤とする説（吉田

1973）などがあり，やや先行するようであるが，そのほかについては天武12年（683）から14年にか

けての国境確定事業や七道編成作業にさいして分割された（鐘江1993）と考えられる。たしかに

吉備の場合にも，「吉備道中国加夜評葦守里」と墨書のある木簡（『飛鳥藤原京木簡一』108号木簡）

が飛鳥池遺跡から出土（橋本1992）しており，評制下での分割が想定されよう。

　しかし，「吉備中国」という表記は，大宝令施行下でも使用されていた
5）
ようであり，持統４年（690）

前後までには国名表記も確定したと思われる筑前・筑後等の前・後国とは，若干の時間差があるよ

うに思われる。吉備とおなじく前・中・後に３分割された越の場合は，越前国司が白蛾を献上した

持統６年の記事（『日本書紀』同年９月癸丑条）をもって分割後の国名表記とされるが，大宝２年

（702）ないし３年の埋め戻しとされる藤原京左京七条一坊の廃棄土壙から出土した木簡には「高志

国」との墨書（『飛鳥藤原京木簡二』2331号木簡）がみえる。この木簡はいわゆる荷札木簡ではな

く，年紀も不明であるので，越の分割を否定するものとはいえないが，威奈真人大村の越後城司任

命にかかわる表記的混乱
6）
を考えるとき，持統４年に３分割後の越後国が成立していたと考えるに

はやや問題があるように思われる。令制国としての越後国の実態が確認できるのは，越中国４郡を

分割して越後国に属さしめた大宝２年（『続日本紀』同年３月甲申条）以後であり，それ以前の朝

貢や柵修造の記事
7）
は「越後城」としての機能にともなうものではなかったかと考えられる。

　すなわち分割の対象となった越という単位領域と，その東方にあたる夷狄たちの住む地帯とにつ

いては，おのずから異なる世界とする認識が畿内王権の構成者たちにあったものと考えられる
8）
が，

前者を２分割したのち，その東方に班図を拡大していく過程で，「越」観念が拡大し，越前・越後

の２分割から，その東方をふくめて３分割してみる認識が最終的に採用されたのではなかろうか。

そして，この３分割という視点を勘案すれば，吉備の場合も，本来的な単位領域としての吉備領域

を分割したあと，その西方に存在する吉備とは完全に一体化しえていない，やや異質な地域をふく

みこんだ３分割方式へ転換したのではないかという視座もなりたちうるのではなかろうか。
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　このような視点で考えるならば，つぎのような吉備地域にかかわる２点の史料も，一定の歴史的

経緯のなかに位置づけることが可能になると考えられるのである。                             

　　【Ａ】筑紫に穂波屯倉，鎌屯倉，豊国に　碕屯倉，桑原屯倉，肝等屯倉，大抜屯倉，我鹿屯倉，

　　　　火国に春日部屯倉，播磨国に越部屯倉，牛鹿屯倉，備後国に後城屯倉，多禰屯倉，来履屯

　　　　倉，葉椎屯倉，河音屯倉，婀娜国に膽殖屯倉，膽年部屯倉，阿波国に春日部屯倉，紀国に

　　　　經湍屯倉，河邊屯倉，丹波国に蘇斯岐屯倉，近江国に葦浦屯倉，尾張国に間敷屯倉，入鹿

　　　　屯倉，上毛野国に野屯倉，駿河国に稚贄屯倉を置く。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（『日本書紀』安閑天皇２年５月甲寅条）

     【Ｂ】直大壱石上朝臣麻呂を以て筑紫　領と為し，直広参小野朝臣毛野を大弐と為す。直広　

　　　参波多朝臣牟後閇を周防　領と為し，直広参上毛野朝臣小足を吉備　領と為し，直広参百　

　　　済王遠宝を常陸守と為す。　　　　　　　　　　 （『続日本紀』文武４年10月己未条）

　史料Ａは大和王権による６世紀前半の屯倉設置を伝えたものである。「備後国」については「備

中国」の誤記の可能性も推定（井上他1965）されているが，そのおおよそは歴史的実態にちかい

ものと考えられている。これらの屯倉の設定地は，筑紫・豊国・火国など前述の領域単位で表現さ

れているが，このうち吉備領域にかんしては，「備後国」と「婀娜国」とを区別して表現している

ことに注目したい。「備後国｣｢婀娜国」に設定されたとされる屯倉の比定地については不明な部分

が多く，諸説混沌とする状況であるが，少なくとものちの備後国の一部分を「備後」から分離して

「婀娜国」と明記していることは，令制国としての備後国区域は，ほんらい吉備の分割の結果認識

されるようになる区域ではないことを表現したものではないかと考えられる。「備後国」領域の後

城屯倉などが，かりに『和名類聚抄』にみえる備中国後月郡域などに比定しうるとするならば，『日

本書紀』が編纂された８世紀前半には，吉備領域も本来は前・後２カ国に分割してとらえるべきだ

との考え方や認識が存在していたことを示すものではなかろうか。

　後者の史料Ｂは，定説では吉備領域が３分割されたのちの，文武４年（700）に吉備　領が任命さ

れたことを示すものである。７世紀後半にはこれらの　領以外に，大宰・総領・東国国司などとし

てのちの令制国をいくつかまとめた広領域を対象に，中央から派遣され滞在する官人が任命されて

いたことはすでに周知のことである。彼らの任務についても，細部では異論もあるが，各地の政治

的勢力を抑制しつつ，立評や令制国の創出などにあったことも，定説化しているといえよう。こう

したこれまでの定説からいうならば，文武４年の段階では，彼らの任務はおおむね完了しているも

のとみなすことも可能であろうが，この任命記事は，むしろ筑紫・吉備・周防などにはいまだいく

つかの問題があったことを示しているようにも思われるのである。

　このうち筑紫にかんしては，「大弐」という第２等官が設定されていることから，大宰府として

の存続が視野にあったと考えることは問題ないであろうが，それに加えるに，この段階では南九州，

のちに薩摩と大隅を分国させる日向地方の処置が課題だったのではなかろうか。これにたいし東方

の常陸国は蝦夷地進出の兵站地的側面がつよいが，養老２年（718）５月に常陸国多珂郡から210烟を

分割して菊多郡を設定し，陸奥国に属していた４郡とあわせて菊多郡を国境域の郡とする石城国が

建国（『続日本紀』同年５月乙未条）されている。そしてその翌年には石城国内に駅家10処が設定

されている（『続日本紀』養老３年閏７月丁丑条）ところから，いわゆる浜通りに駅路を設定し，よ
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り盤石な蝦夷攻略のための兵站地確保をめざして，統治機構の整備がはかられたのではないかと考

えられるのである。

　こうした列島の東北・西南に比較すれば，周防・吉備　領の課題は，一見些細な問題のようであ

るが，天平６年（735）にようやく周防・安芸両国間の国境が画定した（『続日本紀』同年９月甲戌条）

ように，円滑な領域的分割が７世紀代には終了せず，８世紀前半までもちこされていたのではない

かと考えられるのである。この分割の当事者となったのは，天平４年備後守に任命されるとともに，

安芸守の事を兼知するよう命じられた石川夫子（『続日本紀』同年９月乙巳条）であろう。複数の

令制国を統括した道君首名や笠麻呂の例
9）
からすれば，石川夫子もまた良吏であったかと推測され，

そのもとでの円滑な国境設定がはかられたものと考えられる。その場合，夫子が任命される２年前

には，安芸・周防両国の人らが，禍福を説いては多くの人びとを集め，死魂を祠祭する行為をおこ

なっていた（『続日本紀』天平２年９月庚辰条）ことに注目する必要があろう。祀られた死魂が長

屋王のものか否か（関根2003）は検討の余地があろうが，それを受けいれる周防・安芸とりわけ

その国境域における精神的土壌の一体性を想定しなければならないからである。

　おなじく周防国では宝亀10年（779）に，周防郡の周防凡直葦原の賤であった男公という人物が，

自らを光仁天皇の元皇太子・他戸皇子と称して人びとをたぶらかし，伊豆国に配流となる事件（『続

日本紀』同年６月辛酉条）がおこっている。中央政界での政争の敗者であり絶望のなかで死亡した

他戸皇子を自称するところに，前述の例とおなじように，配流の地として敗北者の怨霊をうけいれ

る精神的風土があったものと思われるが，周防・安芸両国域が配流の地である
10）
ことは，伊予親王

事件にさいしての安芸国賀茂郡への配流が確認される（『日本三代実録』貞観元年〈859〉４月３日条）

ので，畿内の人びとからみても，安芸国と周防国とは流刑の地として一帯的領域とみる認識があっ

たものともいえよう。

　このような安芸・周防両国域の一帯性は，男公の主人であった周防凡直葦原という存在からも推

定される。葦原の氏姓である「凡直」は，瀬戸内海地方では６世紀後半以後に政治的に創出された

国造の姓であり，周防国造・安芸国造などの姓でもあった（八木1968・1986，松原1985）。安芸・

周防の対岸である四国北岸にも讃岐凡直国造・伊豫凡直国造などが散見される。四国北岸では，８

世紀にはいる以前に，伊予総領などの処置によって令制国への分割・再編，評（郡）司など地方支配

機構の配置が完了していたようであるが，中国地方西部ではどうだったのであろうか。

　「国造本紀」によれば，阿岐国造につづくのちの周防国区域には，大嶋国造・波久岐国造・周防

国造・都怒国造の４国造が記載されている。このうち大嶋国造は周防大嶋を支配地域とし，都怒国

造はのちの都濃郡域を支配地域とする豪族と考えられているが，波久岐国造や周防国造の支配地域

については未確定である。波久岐国造は阿岐国造と同祖関係にあるとする「国造本紀」の記載や，

その記載順からみれば，周防大嶋の東方地域，のちの熊毛郡域や玖珂郡域がふさわしいが，この地

域は，『和名類聚抄』にみえる周防郷や周防駅家などの推定所在地さらには小周防などの現地名か

ら，周防国造すなわち周防凡直一族の支配領域と考えられている（八木1986）ので，波久岐国造

はその支配地域を想定できないこととなる。

　しかし凡直国造制が，その支配地域内部に複数の中小国造級政治勢力を包摂ないしは並存するも

のであることを考慮するならば，「国造本紀」に反映された一次的国造としての波久岐国造も，周
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り盤石な蝦夷攻略のための兵站地確保をめざして，統治機構の整備がはかられたのではないかと考

えられるのである。

　こうした列島の東北・西南に比較すれば，周防・吉備　領の課題は，一見些細な問題のようであ

るが，天平６年（735）にようやく周防・安芸両国間の国境が画定した（『続日本紀』同年９月甲戌条）

ように，円滑な領域的分割が７世紀代には終了せず，８世紀前半までもちこされていたのではない

かと考えられるのである。この分割の当事者となったのは，天平４年備後守に任命されるとともに，

安芸守の事を兼知するよう命じられた石川夫子（『続日本紀』同年９月乙巳条）であろう。複数の

令制国を統括した道君首名や笠麻呂の例
9）
からすれば，石川夫子もまた良吏であったかと推測され，

そのもとでの円滑な国境設定がはかられたものと考えられる。その場合，夫子が任命される２年前

には，安芸・周防両国の人らが，禍福を説いては多くの人びとを集め，死魂を祠祭する行為をおこ

なっていた（『続日本紀』天平２年９月庚辰条）ことに注目する必要があろう。祀られた死魂が長

屋王のものか否か（関根2003）は検討の余地があろうが，それを受けいれる周防・安芸とりわけ

その国境域における精神的土壌の一体性を想定しなければならないからである。

　おなじく周防国では宝亀10年（779）に，周防郡の周防凡直葦原の賤であった男公という人物が，

自らを光仁天皇の元皇太子・他戸皇子と称して人びとをたぶらかし，伊豆国に配流となる事件（『続

日本紀』同年６月辛酉条）がおこっている。中央政界での政争の敗者であり絶望のなかで死亡した

他戸皇子を自称するところに，前述の例とおなじように，配流の地として敗北者の怨霊をうけいれ

る精神的風土があったものと思われるが，周防・安芸両国域が配流の地である
10）
ことは，伊予親王

事件にさいしての安芸国賀茂郡への配流が確認される（『日本三代実録』貞観元年〈859〉４月３日条）

ので，畿内の人びとからみても，安芸国と周防国とは流刑の地として一帯的領域とみる認識があっ

たものともいえよう。

　このような安芸・周防両国域の一帯性は，男公の主人であった周防凡直葦原という存在からも推

定される。葦原の氏姓である「凡直」は，瀬戸内海地方では６世紀後半以後に政治的に創出された

国造の姓であり，周防国造・安芸国造などの姓でもあった（八木1968・1986，松原1985）。安芸・

周防の対岸である四国北岸にも讃岐凡直国造・伊豫凡直国造などが散見される。四国北岸では，８

世紀にはいる以前に，伊予総領などの処置によって令制国への分割・再編，評（郡）司など地方支配

機構の配置が完了していたようであるが，中国地方西部ではどうだったのであろうか。

　「国造本紀」によれば，阿岐国造につづくのちの周防国区域には，大嶋国造・波久岐国造・周防

国造・都怒国造の４国造が記載されている。このうち大嶋国造は周防大嶋を支配地域とし，都怒国

造はのちの都濃郡域を支配地域とする豪族と考えられているが，波久岐国造や周防国造の支配地域

については未確定である。波久岐国造は阿岐国造と同祖関係にあるとする「国造本紀」の記載や，

その記載順からみれば，周防大嶋の東方地域，のちの熊毛郡域や玖珂郡域がふさわしいが，この地

域は，『和名類聚抄』にみえる周防郷や周防駅家などの推定所在地さらには小周防などの現地名か

ら，周防国造すなわち周防凡直一族の支配領域と考えられている（八木1986）ので，波久岐国造

はその支配地域を想定できないこととなる。

　しかし凡直国造制が，その支配地域内部に複数の中小国造級政治勢力を包摂ないしは並存するも

のであることを考慮するならば，「国造本紀」に反映された一次的国造としての波久岐国造も，周
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防凡直国造のもとに包摂，ないしは並存したと考えることが妥当であろう。そしてこの周防国造支

配地域を再度分割する改革が，養老５年の熊毛郡と玖珂郡への分割（『続日本紀』同年４月丙申条）

ではなかったかと考えられるのである。

　すなわち，安芸・周防国境域では天平６年の国境画定にいたるまでに，旧国造制から律令制的な

国郡制への制度的地理的改編が不可欠だったのであり，その筋道をつけることが文武４年任命の周

防　領，さらには養老年間の按察使にもとめられていた課題だったのではなかろうか。そして，こ

のような一連の改編のうえで，同祖関係を精神的緩衝軸としながら，安芸と周防の国境が画定した

と考えることができるのではなかろうか。

　文武天皇４年の吉備　領任命に関係する国境策定という前述来の視点からいえば，吉備領域では，

和銅６年（713）の備前国６郡を割いて美作国が分置されたこと（『続日本紀』同年４月乙未条）があ

げられるが，ここでより注目したいことは，郡の改編というかたちで，旧国造層にとってはさらに

ラディカルな地方行政組織の改編が進展していったことである。その具体例が，前述した養老５年

における周防国での熊毛郡・玖珂郡の分割であり，これと同時に実地された備前国での邑久・赤坂

２郡の郷を再編しての藤野（原）郡の設置や，備後国における安那郡からの深津郡の分置であった。

　藤野郡の設置は，邑久・赤坂両郡から分割した３郷をもとにした立郡であるが，これは国造制か

ら評制をへてたどりついた郡制のさらなる見直しということであり，当該地域の旧国造層の後裔に

とっては従来からの権益に何らかの制限を加えられるものであり，最終的には，中央権力による主

導が想定される和気郡出現につながるものである。一方備後国における深津郡の出現は，安那郡と

いう，いわば吉備安那国造の支配地域をもとにした立郡についてさらに変更を加えたものであり，

旧国造の後裔にとっては，一族の分立による対応の可能性は想定しうるが，それにしても一定の権

益の見直しをもとめられたものといえよう。しかも，深津郡とされた地域は直接瀬戸内海に面した

地域であり，いちはやく五十戸制が導入された地域（西別府2015）であるから，集権性を強めた

い中央政権にとっては，地方統治の整備として一歩前進であったといえよう。

　ところで，備後国の郡編成にかんしては，その前奏曲ともいえるつぎのような史料が確認される。

　　　備後国葦田郡甲努村は，郡家を相い去り，山谷阻遠にして，百姓の往還，煩い費すこと太　

　　だ多し。仍って品遅郡の三里を割きて葦田郡に隷け，郡を甲努村に建つ。　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（『続日本紀』和銅２年10月庚寅条）

　この史料は，一見，立郡と郡界の変更記事のように思われるが，本報告書で明らかになったよう

に，令制国としての備後国成立以来，その国府が現在の府中市街地にあったことを考えるならば，

律令国家誕生期の律令国家と旧国造層の後裔との関係を理解するうえで，きわめて重要な史料のよ

うに思われるのである。

　すなわち，内容的には葦田郡に包摂されていた甲努村を郡として独立の行政組織とし，その代替

として品遅郡（品治郡）から３郷を割いて葦田郡に編入するというものであるが，後者の目的が，

国府所在郡であるが故の，国衙の諸機能を遂行するための徭役労働力の維持・確保にあったことは

明らかであろう。当初，国府所在郡である葦田郡に甲努村が包摂されていたことの意味は，次節で

論じたいが，『和名類聚抄』によれば，甲努郡は３郷，葦田郡は６郷からなっている。奈良時代・

平安時代初期に郷数の移動がなければ，葦田郡から３郷を割き，その代替として品治郡から３郷を

第10章　備後国府の検討
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補充した計算になる。しかも８世紀初期には葦田郡の「葦田里」（葦田郷）は，のちに元正天皇とな

る氷高内親王の封戸である（寺崎1989）から，ここから３郷を分離させれば，葦田郡の課丁数は

激減することとなり，国司たちの職田などを耕作する事力や，紙筆墨など国衙で消費する物資の調

達や種々の用役に動員する駆使丁など国衙・郡衙における政務運営にかかわる人手の徴発，さらに

そのうえに，国府として不可欠の施設や道路などの維持に投入する雑徭などの必要性を考えるなら

ば，徴発しうる成年男子の数に重大な支障が生ずることとなろう。こうした不具合を解消するため

には，周辺郡からの徴発に期待することも可能ではあるが，より安定的には葦田郡内に徴発対象を

増やしておくことが，円滑な国務運営につながるのではないかと考えられるのである。

　しかしそのことは，郡というものがもつ政治的・地理的様相からつむぎだされる歴史性等々を考

えるならば，葦田郡への３郷割譲によって，郷数を削減される品治郡にはよりいっそうの不満を増

大させるものであったと考えられる。品治郡から葦田郡に編入された３郷はその地理的関係からい

えば，『和名類聚抄』にみえる葦浦郷・都禰郷をふくむ一帯，芦田川支流神谷川中流域にあたる現

在の福山市新市町常・金丸周辺と考えられる（土井2004）。当該地域には，６ｍ弱の横穴式石室を

主体とする常権現１号墳など13基からなる権現古墳群や，畿外では希有な漆喰が施された横口式

石槨を主体部とする尾市１号古墳などが所在し，６～７世紀終盤に特異な政治勢力の展開が想定さ

れるところである。したがってこの地の割譲，葦田郡への編入は，品治郡に政治的・経済的基盤を

有する政治勢力，すなわち品治国造の後裔を核とする集団にとっては，おおきな痛手となったもの

と考えられるのである。

　さらに，このような和銅２年から養老５年にかけての安那郡・品治郡の郡界変更・分郡に関連し

て注目したいことは，養老３年の備後国安那郡の茨城ならびに葦田郡の常城という２つの古代山城

の停止（『続日本紀』同年12月戊戌条）である。とりわけ後者の常城は，その地名から先述の葦田

郡に編入されたばかりの旧品治郡都禰郷に近接した山城であると考えられるが，その築造が実態化

された７世紀後半から８世紀初頭は，品治評・品治郡に属しており，品治国造の後裔たちが，その

造営にかかわっていたと考えられるのである。したがってその停止は，大宝・養老両度の遣唐使派

遣にともなう東アジアでの緊張関係の変化のなかで実施された畿内の高安城廃止などの流れもうけ

ながら，さきの郡界の変更すなわち葦田郡に所在する国司を中心とした権力機構と，在地の政治勢

力とのあいだの何らかの矛盾について，その止揚をはかったものではないかと考えられるのである。

安那郡の茨城については推定比定地が未詳であるが，この停止以後に前述のように安那郡と深津郡

の分割が実施されていることにも注目しておきたい。

　以上，推定に推定をかさねながら，文武４年の　領さらにはその権能を継承したと考えられる養

老年間の按察使らによる国郡組織の改編を検討
11）
し，吉備領域においても７世紀段階では前・後

国に分割する方向性があった可能性とともに，８世紀初頭段階では，のちの備後国区域について再

度郡境界が見直されていった可能性を論述した。その方向は、のちの安芸・周防両国区域でもうか

がわれたのではないかという視点で，８世紀前半の山陽道諸国の動向を総括するならば，国造制の

改編による令制国への分割の方向と，それらの国府を官道（駅路）で統合する方向性とが，同時に

追求されていたのではないかと考える。その過程で，従来のキビノミチは拡大・延長されて，旧吉

備領域・安芸周防両国域を貫く山陽道が登場・意識されていくのではないかと思われる
12）
。1997
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年の平城宮調査で，「□〈符カ〉　山陽道□〈駅カ〉長」と墨書された木簡が養老・天平期の溝跡か

ら出土（山下1998）していることは，こうした営為が完了したことの反映ととらえることも可能

ではなかろうか。その意味では，実質的な備後国の確立は，和銅から養老年間の改編をまたなけれ

ばならなかったのではないかと考える。

3．備後国府の立地

　８世紀前半，少なくとも720年ごろまでには，備後国府はその偉容を現出したと考えられるが，

本項では，なぜ国府が現在の府中市元町地区を中心に鵜飼から出口町にかけての現市街地北側に設

定されたのか，歴史的前提と立地論的観点から当該地が占定されたことの意味を検討してみたい。

　列島が令制国に分割され，令制国がひとつの支配単位として機能しはじめたのは，８世紀の前半

からであろう。７世紀後半から模索されはじめた中央集権的地方支配システムは，その執行主体で

ある国司そのものの権限の確立，支配対象である令制国の地域的統合があいまって実現されるもの

であり，地域的統合の課題は，令制国内のそれぞれの地域に君臨してきた首長的存在を，国司を頂

点とした地方支配機構のなかに位置づけることであった。そのため令制国内に政治的基盤をもたな

い国司たちにとって，令制国内諸地域の旧首長的存在とどのような関係を構築していくのか，その

具体的物理的表現として国衙・国府をどこに設定するのかは，もっとも重要な課題であったといえ

よう。したがってその候補地の選定には，朝廷なりに各国における地方豪族の存在とその相互間の

関係や朝廷との親密度などの政治状況や交通体系を勘案しながら，さまざまな配慮のうえで決定さ

れたものと考えられる。

　備後国内における想定しうる首長的存在としては，新興の氏族もありえたであろうが，第１には

南部の安那公氏や品治公氏，北部の三使部直氏など旧国造の後裔たちであろう。ただし古墳の造営

やその副葬品から抽出される文化的様相は，畿内系文化の浸透という面が顕著であったから，立評・

建郡・分郡にともなう若干の確執はあったとしても，国府設定のおおきな障害にはなりえなかった

と考えられる。そうした諸配慮の結果として，府中市街地の北部地区が選定されたのであろうが，

そこは備後南部と北部を同時にみすえられる地理的位置にあった。しかし考古学的には，おなじ南

部地域でも福山市神辺町周辺や同駅家町周辺にたいし，国府域に選定された府中市街地周辺は群集

墳の展開も不十分で，生産活動の活発化という点でも前者よりは劣位にあったようであるが，７世

紀後半以後に急激な展開がみえはじめるとされている（土井2004）ので，有力な地域の首長層と

は一定の距離を保ちながら，備後国支配の確立が図られていったものといえよう。

　これまでの府中市街地北部の埋蔵文化財調査により，備後国成立の頭初から，『和名類聚抄』記

載のごとく葦田郡に国府がおかれていたことは明らかになったが，先述したように葦田郡の郡域は

和銅２年（709）に大きく変更となった。すなわち郡内の甲努村と郡家との往来が不便であるとの理

由から，甲努村を分離して甲努郡となし，あらたに品治郡から３郷を編入することとなったのであ

る。葦田郡の郡家は，不詳であるが，国府からでも甲努郡域南端までは直線で15㎞以上あり，し

かも日本海側に流れる江の川水系との分水嶺を越えなければならないのであるから，その隔絶感は

おおきいものがある。『和名類聚抄』によれば，10世紀段階の甲努郡は矢野・甲努・田総の３郷であ

り，現府中市上下町矢野の下郷桑原遺跡などからは墨書土器や軒瓦，緑釉陶器等が出土するなど，

第10章　備後国府の検討
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有力な遺跡もあるが，現段階では郡家が確定していないので，伝路の径路も明確でない。しかし，

この一帯は吉備高原面の南端部に位置し，三谿（三谷）郡・三上郡・三次郡などへの径路にあたって

いることに注目したい。

　これにたいし，葦田郡内の郷について『和名類聚抄』道円本は佐味・広谿・葦浦・都禰・葦田・

駅家の６郷（高山寺本は駅家を除く５郷）をあげている。ともに訓を記さないので，その比定は困

難をきわめているが，広谿郷は府中市街地の広谷，葦浦・都禰両郷は現福山市新市町の葦浦・常，

葦田郷は現福山市芦田がその遺称地と考えられている。このうち品治郡から編入された３郷がどの

郷に相当するのかは，すべての郷の比定地が判明しているわけではないからかなり難しいめんもあ

るが，少なくとも葦浦郷・都禰郷は旧品治郡の郷と考えるのが無難であろう。このように考えた場

合，和銅２年以前は，芦田川沿いに北上して吉備高原面にとりつく経路を郡内に確保した状態から，

和銅２年以後は府中市街地北部の丘陵をこえて神谷川沿いに北上して吉備高原面，とりわけ神石郡

域に直接とりつく経路を確保したことになる。

　この郡域の再編が，葦田郡を国府所在郡としてその役割をまっとうさせることに目的があったこ

とは前述したが，交通体系からみれば，神石郡さらには奴可郡への伝路ないしは物流の径路設定が

可能となるのであり，その視点でいえば，近年当該地域の埋蔵文化財調査で，石帯の出土（天地遺

跡）や鍛冶炉遺構群の検出（矢立遺跡）があったことが注目される。さらに神石・奴可地域をはじ

めとする備北地域に関連して注目されることは，延暦24年（805）のつぎの史料である。

　　太政官謹奏す

 　　　備後国神石奴可三上恵蘇甲努世羅三谷三次等の八郡の調絲を鍬鐵に相い換えるの事

右，件の国，百姓彫弊し，積むこと歳年有りて，存済を加えると雖も，猶，未だ復旧せざるが

ごとし。而るに前の件の八郡は僻りて山間に居し，土に宜しく鉄を採るべく，養蚕に便ならず。

輸する所の絹絲を営ぎ求むるに苦多し。　に因って，承前の国司，屡ば絹絲を停めて鉄を輸せ

しめんことを請う。伏して望むらくは，永く絹絲を停めて鍬鉄を輸せしめんことを。謹んで以

って申し聞こしめし謹んで奏すてへれば，勅を奉るに奏に依れ。

　　　　延暦廿四年十二月七日 （『類聚三代格』巻８）

　この史料は，国司の請願により，備後北部８郡の調を，土地の産物を考慮して絲から鍬鐵に変更

されたものであるが，奈良時代にすでに調として鍬鐵が貢納されていたことは，平城宮から出土す

る木簡で明らかである。したがって，この太政官符を額面どおりに理解することはできず，むしろ

延暦15年に備前国の調を鍬・鐵から絹にかえて貢納させた太政官符（『類聚三代格』巻８同年11

月 13日官符）や翌年に堅全良質の調鍬の貢納を命じた官符（『類聚三代格』巻８延暦16年４月16

日官符）などと関連して，山陽道諸国における窯業と鉄生産の分業システムの調整として考えるこ

とが重要であろう。しかも，この決定がなされた延暦 24年は，桓武天皇治世の最晩年にあたり，

桓武天皇自身すでに死の床にあり，彼が主導してきた政治についても検証がおこなわれていた時代

である。とくに備後国８郡の調品目を改定する最終的決定がなされた12月７日は，桓武天皇寵臣の

藤原緒嗣と菅野眞道とのあいだで，蝦夷戦争や平安京造営の継続の可否をめぐっての論争（徳政論争）

が桓武天皇の御前でおこなわれて，従来の政策の大転換が決定された日であったことに着目すべき

であろう。この日は朝廷での雑役夫の削減や庸の免除（『日本後紀』同年12月壬寅条）など，民衆の



－244－

さまざまな労苦を軽減する措置がこうじられているのである。備後国司の申請をうけて，調品目が

変更されたのも，このような労苦軽減という「恩恵」をあたえる政策の一環であったといえよう。

朝廷は，これよりさきに何度も調として納める税の品目を変更してほしいと言上してきていた備後

国の申請を受けいれて，備後国８郡が納める調は，絹糸から鍬・鉄に永久に変更する決定をしたこ

とがことの本質かと考えられる（西別府2011B）のである。

　延暦24年官符に記載される８郡は，いずれも吉備高原面や，その北方の谷底平野などに位置す

る小規模な郡である。その内訳は三上・三谿両郡が５郷で，神石・奴可・世羅の３郡が４郷，のこ

る恵蘇・甲努両郡が３郷からなり，郡司も２名ないし３名しか任命されないのである。しかも『延

喜式』神名帳には，無座の神石郡以外は，すべて１社が記載されるのみであり，南部の多様さとは

異なり，行政体としての編成に機械的・人為的側面がつよく感じられるのである。

　そもそも当該地域は，弥生時代より，出雲・吉備などとの交流の舞台となり，吉備などの文化的

影響がつよいところとされている。「先代旧事本紀」が「吉備中県」と国造名を表記していること

や，旧三上郡信敷郷遺称地と旧奴可郡斗意郷遺称地とを結ぶ径路にあたり，式内社蘇羅比古神社も

鎮座する江の川上流・本村川の谷底平野部を吉備谷と称することなどにその一端がうかがわれるが，

古代・中世の史料にも吉備地方との密接さを示す史料
13）
が散見されることに注目したい。

　しかも，天武期まで遡及しうるような，神石評における「五十戸」制の実施を示す木簡が飛鳥京

から出土したこと（西別府2015）や，天武天皇２年（673）に国司が神石郡（亀石郡）で捕獲した

祥瑞（白雉）を貢上した（『日本書紀』同年３月壬寅条）ことなどから，南部地域とは異なり，先

述の「阿那国」に並存する「備後国」（実質はのちの備中国か）への，迅速かつ強力な中央集権体

制下への編入が進められたのではないかとも考えられるのである。その当否はともあれ，和銅２年

に品治郡からの３郷割譲によって，備後国府から直接，鉄資源を産出する備後北部諸郡への径路を

確保したこと，しかも備後北部地域を３～４郷の小さな行政単位に組織しえていたことは，国内統

括のうえで，きわめておおきな意味があったといえよう。

　さらに，交通体系にかんしていえば，当然のことながら備後国府域かまたはその近隣に駅家がお

かれていることであろう。備後国南部に東西方向の道路を断絶なく設定しようとするならば，瀬戸

内面にあたる鉢ヶ峰山地が海に落ち込むような尾道市と三原市の海岸線が障害となるため海岸部に

は不可能であり，芦田川から支流の御調川沿いに断層谷を西進するしかないのである。備後国内の

駅家は『延喜式』兵部省諸国駅伝馬条によると安那駅・品治駅・看度駅（西別府2011A）の３駅で

あるが，大同２年（807）の山陽道における駅馬減省の太政官符（『類聚三代格』巻18同年 10月 25

日官符）では，備後国では５駅分25疋の駅馬を削減することとなっているので，10世紀前半まで

に２駅が停止されたことがわかる。『和名類聚抄』の葦田郡駅家郷の記載から，葦田郡に置かれて

いた駅家が停止されたうちの１駅と判断し，他の２駅が郡名を冠する駅家名となっていることを勘

案し「葦田駅」と仮称している。

　「葦田駅」の比定地は，府中市街地の対岸，父石に所在する前原遺跡が有力であるが，『延喜式』

記載の駅家でみれば，駅路が渡河するときは，都に近い側に駅家が設置される傾向があること（木

下2013）など，異論がないわけではない。しかし出土した瓦や径路を考えた場合，現段階ではもっ

とも有力な比定地といえよう。その場合，設置当初は甲努村を意識していたのかもしれない。さら
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に葦田駅の西方にあたる看度駅も，平安後期以降に設定された世羅郡の高野山領太田荘とその倉敷

地・尾道とを結ぶ道路と，推定古代山陽道が直交する付近に推定されるので，葦田・御調郡域が備

後国北部への入口でもあったことに注目しておきたい。

　なお看度駅は御調郡の所属であるが，その御調郡家もこの官道の径路上に位置していたとされて

いる。このほか，備後南部の郡家としては，沼隈郡家や深津郡家が想定されなければならないが，

現段階では有力な比定地がない。このうち深津郡は先述のごとく養老５年（721）に安那郡から分立

したものであり，沼隈郡についても平城宮出土の「（表）備後国御調郡／（裏）諫山里白米五斗」（『平

城宮木簡二』2263号木簡）や「備後国沼隈郡赤坂郷中男黒葛十斤」（『平城宮木簡三』2906号木簡）

という木簡の記述にもとづいて，奈良時代前半における御調郡からの分立説（福尾1980）にたつ

ならば
14）
，ともに行政組織整備過程での改編とみることができ，両郡の統括に困難があったわけで

はなかろう。両郡は芦田川河口部にも位置し，地理的にも国衙による把握が困難な位置にあるわけ

ではない。

　また，国府が設定された一帯は，世羅郡に源を発する芦田川が南流しながら吉備高原面をくだっ

て，西方からの御調川と合流していったん方向を北東に変え，再び南東へ方向を変えるところにあ

たる。流路をかえる攻撃斜面を抜けたところにあたるので，川幅がひろがり流れも緩やかになって

水運の利便性が期待できる地点に面している。古代の神辺平野に存在したとされる「穴の海」（『日

本書紀』景行天皇27年 12月紀）がどのような状況であったかは判然としないが，中世以前の芦田

川は蔵王山の山塊を大きく回り込むようにして瀬戸内海に注いでいたようであり，蔵王山から権現

山にかけての丘陵南側は直接瀬戸内海に面しており，船舶の停泊・繋留にかかわる「津」地名が散

見される一帯である。『日本霊異記』下巻27縁にみえる内海の各地から人びとが交易に参集した深

津市も，備後東部の海岸線の中央部に位置しており，寺院等の封戸や荘園が設定された一帯でもあ

った。こうした点から，備後国府は瀬戸内海への水路も確保していたものと考えられ，深津の市を

国府津とする見解（栄原1992）もある。これに深津市が所在する海岸線だけではなく，芦田川流

域には草戸千軒遺跡の下層遺跡など10世紀以後についても津関連の遺跡が確認されている（鈴木1994）

ので，一見平野部の最奥部に設定されたもののようであるが，水運の便にも恵まれた国府であった

と考えられる。

　以上，交通体系を考えると，現府中市街地への国衙設置，備後国府の設定は，備後国内でもっと

も好条件の土地が選択されたといえよう。

4．その後の備後国府

　府中市街地に所在した備後国衙を運営したのは，平城京・平安京から派遣されてくる国司たちで

あった。『延喜式』民部省上で上国とされる格付けが奈良時代もおなじならば，備後国府には守・介・

掾・目各1名の国司と史生３名が任命・赴任することとなっていた。古代律令国家の特質は，少数

の中央官人が国家の意思を地域社会に浸透・貫徹させ，地域の富を収奪しこれを中央貴族社会へ提

供するという点にあった。前者は多分に観念的な側面もあるが，後者にかんしては，諸報告をとお

して実態的に中央政府（朝廷）にも把握されるところであり，それゆえに国司・史生たちは，税の

徴収と民政にかかわるすべてに関与し，国司と史生がそれぞれの役割分担にもとづいて国務を執行
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執行したが，その結果については連帯責任であった。養老職員令大国条には神社以下の管理の対象

が具体的に記載されているが，その多くは帳簿等の報告書に表現されるものであり，実態はそれら

報告書の精度をたかめるために書生など国衙に勤務する人びとを監督し，それによって貢納物が確

実に京進されることにあったといえよう。したがって，個々の国司の在職期間自体はあまり問題で

はなかったと考えられる。

　国司の指揮下にあって，国内の諸郡をそれぞれ統括する郡司の職務は，「所部を撫養し，郡の事

を検察するを掌る」（養老職員令大郡条）という漠然とした規定であった。これは朝廷が，「郡司は

是れ自ら勘し自ら申すの職也，国司は則ち申すに随いて覆検するの吏也」（『類聚三代格』巻7弘仁

10年〈819〉5月 21日官符）と認識しており，郡司等による地域社会の掌握（郡政）を前提に，郡司

らの政務内容を管理・確認し，その成果を集積して朝廷に報告することが国司たちにもとめられて

いたといえよう。その意味では，前述したように，小規模郡の集積のほうが，国内統治には有効で

あったともいえよう。

　しかし，土地・自然と人間のあいだで展開される諸活動の結果としてもたらされる地域社会の変

化とともに，国家支配の基礎にあたる郡司の郡内支配もさまざまに変化していかざるをえない。少

数の郡司では諸郡の統治が困難になってくると，地域の有力者をすくいあげての郡司数の拡大や国

司たちの地域社会への直接関与ももとめられるようになり，国司たちの役割分担も変化していった。

これにあわせて，国衙における政務形態も変化するとともに，国衙の建物（国庁・曹司・雑舎等）

構成もまた変化していくことになる。その変遷については，各国での国衙遺構の調査が進められ，

国司館の重視など具体的な成果がではじめているが，いまだその普遍化・一般化の段階にはいたっ

ていないといえよう。

　ところで，このような地方支配機構の展開のなかで，郡司の職務内容を朝廷に報告するためにデ

ーターが集積され，報告作業が集約される国衙が政治の中心であり，その成果物としての庸・調そ

の他の都への貢納物が国府に集積され，都へ送りだされていったのである。それとともに都から赴

任してくる国司・史生やその家族のほかに，集積される種々の情報を整理し帳簿にまとめていく書

生とよばれる人びと（その多くは郡司など地域の有力者の子弟）が国府には常駐し，国衙・曹司の

さまざまな雑役に従事する人びと，さらには国府付設寺院の僧侶などいわば生産に直接従事しない

人びとのための物品もまた国府に集積され消費されたのである。

　しかも国務そのものが，つねに国衙官人と地方官人との関係や秩序の維持・確認という儀礼的側

面をともなうものである以上，その後に催される饗宴等はいうにおよばず，諸官人たちの生活レベ

ルにいたるまで，それぞれの場にふさわしい物品の需要が模索されていた。こうしたことをふまえ

ると，政務の場である国衙の所在する国府は政治の中心であるとともに，都への貢納物や周辺諸国

との交易物，官人等の生活レベルの物品の流入など，物流の拠点，経済センターとしての役割をは

たしつづけたといえよう。本節では，こうした政治と経済のセンターとして，備後国府はいつまで

その機能を維持していたのだろうか，文献史学の立場から，そのおおまかなデザインを描いておき

たい。

　国制史的にいえば，律令国家は中央集権的国家であるから，地域の独自性や国司たちの相違工夫

は，中央政府からの指令を実施にうつす段階での斟酌はありえたであろうが，基本的には指令の忠
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実な実施とその報告（斟酌した部分をふくめて）がもとめられた。しかし，９世紀にはいると富豪

層の出現に象徴されるような地域社会の変動が顕著になり，国司長官の指導力・役割がしだいに重

要視されるようになり，権限と結果責任のすべては長官（10世紀以降は受領と呼称）に集中する

ようになっていった。国庁での儀礼的政務以外は，国司の長官などの居宅（国司館）を核にして政

務がとられるようになり，出挙の地税化など税物の賦課や労働力の徴発などにも地域の実情をふま

えた国例とよばれる慣習法的行政処置や手法がとりいれられていった。

　このように，律令制的支配をささえた人頭税的収奪体系の矛盾が顕現化するなか，有力貴族らの

経済面における自立的動きもみえはじめたため，中央政府は９世紀後半から，先述のような国司長

官の権限を強化する一方で，その請負と責任を厳しくもとめる方向に転換し，ついには国制の改革

が断行されたのである。その時期をめぐっては，10世紀初頭にその画期をもとめる王朝国家体制

論の立場と，960年頃に画期をもとめる後期律令国家体制論や初期権門論などの立場で意見の違い

があるが，10世紀後半には，中央政府は受領（国司長官）にたいして税収入の確保をもとめる一方，

受領に各国の政治を一任するという国家体制が体現されていたと考える点では共通しているといえ

よう。

　この場合，受領がどのように任国の支配をおこなっていたのか，税賦課の基準はどのように設定

されていたのか，各国の行政機関はどのように変化していったのか等々の細部については，現段階

では未解明な部分が多いのが学界の現状である。しかし，国務運営のシステムの大枠については，

10世紀から11世紀前半にかけて，一方では国司長官が任国に赴任せず遙任化していく傾向がみえ

ながらも，任国に赴任した歴代の受領たちが，都から随従させてきた従者や下級官人層など郎等と

よばれる人びとを駆使して国務に従事させて次第に国内統治のための基盤をかためるとともに，国

例の見直しなどをめぐる在地の有力層との確執や対立を止揚しながら，郡司をはじめとした各地域

の有力者たちをも国衙や政務分掌機関（所）などの支配機構のなかに編成して，郎等や国内有力者

等の権益を保障する体制を構築していったと考えられている。

　そして少なくとも11世紀中頃をすぎるころまでには，受領は自らが任国に赴かずとも，派遣し

た目代をはじめとする郎等などと，国衙に編成された「在庁」とよばれる地域の有力者たちとが，

共同で国務を執行していく体制，いわゆる在庁官人制が各国で成立するようになり，受領が在京し

ている場合でも，受領の意思が庁宣として都から国衙（受領遙任の場合は留守所とよばれる）に伝

達され，在庁官人たちによって適宜処理されていく体制が確立したと考えられている。

　かくして各国の行政体系のもとで，受領は朝廷への恒常的な貢進物の確保を実現するとともに，

時には内裏や寺院・神社の造営・修補など国家的事業にかかわる臨時の負担をこなすことによって

受領としての任務をまっとうする一方，在庁官人たちはその役職・地位に応じて，名・郷などに分

割された地域の住民・耕作者等から税を徴収しうる単位である「所領」を獲得することによって，

在地領主としての性格をつよめていった。このような各国の有力者の一部には相撲人として都で実

施される年中行事に参加し，有力貴族との面識をえるとともに，近衛府関係者として武勇をふくめ

ての力量と評価をたかめて，各地の有力者としての名声を獲得・維持していったのである。

　こうした協調関係を確立・維持するために，各地域の民衆や有力者が崇拝する神々を国司・受領

もまた崇拝する姿勢を示すようになっていった。『延喜式』神名帳にみえる各郡の産土神的神霊へ
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等の権益を保障する体制を構築していったと考えられている。
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達され，在庁官人たちによって適宜処理されていく体制が確立したと考えられている。
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在地領主としての性格をつよめていった。このような各国の有力者の一部には相撲人として都で実

施される年中行事に参加し，有力貴族との面識をえるとともに，近衛府関係者として武勇をふくめ

ての力量と評価をたかめて，各地の有力者としての名声を獲得・維持していったのである。
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の奉幣や，神階授与の斡旋にとどまらず，10世紀以降には，それらを国衙の近辺に合祀して自ら

参拝するための惣社の指定・設立がみえはじめる（義江1988）ようになり，さらに11世紀にはいると

在庁や地域の有力者の神霊にかんする秩序を重んじて，一宮・二宮などの神格が整備されていった。

もちろん，その一方では，在庁官人になれない地域有力者による抵抗や，その本拠地の荘園への転

換などさまざまな確執がおこり，時には暴力的手段によって目的を完遂することも試みられていた

のであり，受領や在庁官人・有力者たちの武装化，いわゆる武士が登場する温床が存在していたの

である。

　上記のすべての過程と具体的事象を，史料をもとに備後国について確認できるわけではないが，

11世紀後半には受領（備後守）が後三条天皇の母陽明門院の院司（『平安遺文』1199号文書）とし

て遙任であったことがうかがえ，その後の備後守も院司などとして在京していた事例が多く確認で

きる。このように国守・受領の遙任化がすすむなかでも，恒常的な朝廷への貢納物だけではなく，

内裏の修補や伊勢神宮の式年造営の負担が課せられ，疫病調伏の法会への負担などがもとめられた

（『平安遺文』380・3474号文書，『左経記』治安元年４月26日条，同長元７年８月19日条ほか）こ

とは，国衙（留守所）による備後国経営が実現されていたことの証でもあろう。また，貴族の日記

のなかには，備後国からも相撲人が上京して節会に参加していたこと（『小右記』万寿２年７月26

日条，同４年７月23日条）がうかがわれることなどから，備後国が全国的な歴史の動向から，隔

絶されていたとはまったく考えられないのである。

　このような留守所ひいては在庁官人たちによる政務執行を具体的にうかがえるのが，永万２年（1166）

における備後国世羅郡大田荘の立券（『平安遺文』3380号文書）と，それにつづく仁安４年（1169）

の倉敷地・尾道の設定（『平安遺文』3501号文書）などであろう。ともに後白河上皇の院庁下文や

備後守藤原雅隆の庁宣をうけて，中原氏や橘氏などの目代や，「散位平朝臣」「品治宿禰」「清原真

人」「源朝臣」「惣判官代清原真人」などの在庁官人から構成される留守所が，「世羅東條」「斗張郷

　尾道倉敷」にたいして，郷を荘園とすること（立券という）などの執行を命じて実現したもので

ある。このように国内の一部の地域を分割して荘園として機能させていくことは，一面では国衙の

意思が恒常的に及ばなくなることであるから，国衙・留守所には抵抗もあったであろうが，寺社等

の荘園の設定は，ある意味，国家・国体の護持という神仏への国家的祭祀費用の支給という側面が

あったから，それ自体が備後国の政務として意識されたのであろう。もちろん，立券しても，内裏

造営などの臨時的な負担にあたっては，朝廷が課税を免除しないかぎり国衙・留守所が荘園にもそ

の負担を転嫁・課税することが制度のうえでは可能だったのであり，これらを執行・記録しておく

ことも国務のひとつであった。こうした政務の主体となった留守所が，備後国府しかも国衙推定域

のいずこかに存在したことはまちがいないであろう。

　ところで，備後国の留守所に大田荘立券を命じた藤原雅隆は，後白河院の院司であった光の子

であり，その任命は父の光隆が備後国知行国主であったから（角重1984）とされている。知行国

主とは知行国，ここでは備後国を知行国として賜った人物であり，その家族や従者を受領に任命す

ることができる院政時代以後に盛行した制度である。これによって受領が手にする俸禄を，知行国

主である貴族の一族が獲得できるシステムであるから，それ自体は上級貴族たちの権益を確保する

ための制度であり，備後国内の政治機構には無縁のことであった。しかし，しだいに留守所が管理
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－249－

第２節　文献史学からみた備後国府

する任国内の国衙領（荘園以外の所領）自体が，一種の知行国主の荘園のように認識されていった。

　11世紀後半にはその機構確立が確認できる留守所を中心とした備後国の支配体制は，治承・寿永

の内乱とこれにつづく鎌倉幕府の登場という国制的大変革ののちにも，西日本の諸国にたいする将

軍の権限が守護の任命という国衙の警察機能への関与に限定されていたこともあって，内部に変質

はみられるが，制度的には鎌倉幕府の滅亡する14世紀前半まで継続されたと考えられる。

　すでに平氏との戦いが決着した文治２年（1186）に，源頼朝が畿内から山陰・山陽・南海各国につ

いて，院の命令をうけて武士の乱行を糾断させ「庄園は本家領家の所役，国衙は国役雑事」がまっ

とうされることを誓約している（『吾妻鏡』同年６月21日条）ことは，朝廷・国衙と幕府の関係を

明確にしたものといえよう。備後国にかんしては，頼朝側近の有力御家人で備後国勧農使（守護）

でもあった土肥実平の子遠平の不法を，備後国の在庁官人たちが後白河上皇を通じて頼朝に申状と

して提起し，「子細を相尋ね，追って言上」せしむとの言質を得た（『吾妻鏡』建久元年８月29日条）

ことや，元久元年（1204）御調本北条の地頭が廃されて国衙に付託された（『吾妻鏡』同年２月22

日条）ことなどは，上記の原則のみならず，地頭を排除しても警察権限を行使しうるなど備後国の

留守所が平安時代後期のような権能を維持していたことを推測させるものである。

　鎌倉時代の貴族の日記にみえるように，奈良時代以来国衙に敷設されている，不動倉を開検する

ための鈎匙の給付を申請していること（『三長記』建永元年９月某日条）や，貞応２年（1223）平

安時代とおなじように不勘佃田の承認を備後国が申請している（『鎌倉遺文』3177号）ことなどは，

形骸化した儀礼的側面がないわけではないが，朝廷も国衙・留守所による備後国統治を前提にして

対応していたことを示すものといえよう。

　しかし，宝治元年（1247）の蔵人方公事用途注進状に備後国は建仁年中支配の国々と表記されてい

ること（『鎌倉遺文』6818号）や，弘長３年（1263）の官御祈祷所注進では供米二百石などの便補に

世羅郡神崎荘が充てられていることなどは，国衙・留守所の機能低下を想像させるが，その一方で

宝治元年（1247）に京都・祇園社の修理料所とされた（社家条々記録）り，延慶２年（1309）に高野山

大塔修理料所とされた（『鎌倉遺文』23665号）ことは，鎌倉時代をとおして，国内から租税を徴

収し，これを朝廷に納入する単位として備後の国衙領が考えられており，その前提として備後国衙

すなわち留守所の機能が一定度維持されていたことを示すものかとも考えられるが，知行国制との

関連もふくめ実態解明には史料的限界があるようである。

　以上のように，備後国衙は鎌倉時代の中期ごろまでは，政治的センターとしての役割をはたした

ようであるが，経済的には大田荘倉敷の地であった尾道の発展がめざましく，物流のセンター的機

能はしだいに尾道に奪われるようになっていたと考えられる。前述したように尾道が大田荘の倉敷

地に設定されたのは12世紀後半であるが，すでに12世紀末には尾道は大田荘への従属からはなれ

て港津としての独立性を確立し，13世紀中盤には瀬戸内海の他荘園の年貢米や，そのほかの産物

の搬出入や売却などがおこなわれ，近隣産物の集散地的様相を呈していたとされている。さらに

13世紀後半には大田荘預所が周辺荘園の年貢米の収納・運送にもかかわるようになったが，その

預所が尾道を拠点としたため，尾道が備後国南部における物流のセンター的役割をはたすようにな

っていた（志田原1994）のである。

　もちろん，こうした二極化の統合を図ろうとする目論見がなかったわけではない。たとえば元応
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元年（1319）に，守護長井貞重の守護代円清・高致以下の数百人の「悪党」が尾道浦の「名誉悪党」

らを絡めとると称して尾道に乱入し，刃傷放火等種々の悪行をなして仏閣社殿数カ所と政所や民屋

1000余宇を焼きはらった事件は，守護が「船津其便を得るにより，民烟に富有り」という尾道に

入部する（『鎌倉遺文』27558号）ことによって，尾道を支配下におき，政治的・経済的センターの

一体化という志向があったのではないかと考えられるのである。しかし，その目論見は，高野山など

の抵抗によって実現せず，備後国は鎌倉幕府の滅亡，南北朝の動乱という歴史の大転換期を迎える

こととなるのである。

　律令国家が各令制国の国司に設定させた国府は，各国内の政治的・経済的拠点であった。こうし

た観点からすると，備後国の場合は，港湾都市・尾道の出現によって，国府としての一面はおおき

く損なわれることとなり，厳密な意味では備後国府は解体されていたといっても過言ではないであ

ろう。しかも，文献史料からみるかぎり，国衙・留守所もかなりその影がうすくなっていたのであ

るが，その一方で鎌倉幕府によって任命される守護がその存在感をたかめていったのである。先述

の尾道乱入事件のおりには，「守護の権威を以て国衙の所務を押領」するほどであったと非難され

ている。13世紀後半から14世紀初頭の鎌倉時代後期には，国衙域の解体，備後国府の衰退は明白

な事実であったのかもしれない。

　しかし，鎌倉幕府のみならず幕府を打倒した勢力も，あたらしい国家像を創出しえず，南北朝時

代という50年を優にこえる動乱の時代のなかで，備後国府域はその歴史性と交通にかかわる地理

的好条件もあって，いましばらく備後国内政治の中心的場所として存続していくのである。とくに，

京都に存続した北朝勢力と足利尊氏にはじまる室町将軍家との一体化がすすみ，天皇を核にした朝

廷（北朝）が保持してきた課税・裁判・訴訟処理等々の伝統的かつ公的な統治権限が室町将軍に委

譲されるようになると，将軍はその権限を各国毎に任命した守護に分割委任したため，鎌倉時代後

半からみえはじめていた在庁官人やその母体である在地領主たちと守護との人格的・主従制的結合

が「所領」給付を媒介とするかたちで強化・促進されていき，守護が政務をとる守護所が在地の領

主層結集の舞台となっていったのである。かくして形成される守護を頂点とした領主層の地域支配

の枠組みが，守護領国制といわれるが，備後国でも，鎌倉時代以来，守護所は国府にあったことが

確実であるから，守護と在地領主たちは畿内における幕府・足利家の内紛に誘発された抗争に巻き

こまれることとなり，備後国府はあらたな政治工作と抗争の舞台となっていったのである。

　南北朝争乱の初期，暦應元年（1338）春のとある日，備後国府において全国巡錫中の存覚と法華宗

徒との相論にのぞんだ備後国守護（『存覚一期記』）には，備後国の統治者としての自負があったで

あろうが，在庁官人の系譜をひく常経康が暦應３年（1341）に院宣などをそえて足利尊氏による尾道

浄土寺への金丸名地頭職寄進について当知行を主張していること（『広島県史』浄土寺文書87号）

などから考えると，在庁官人としての矜持をもつ武士の活動もあったことに注目したい。その後経

康は足利将軍家に反旗を翻して逐電したようであるが，足利将軍家の内紛ともいえる観応の擾乱で

の敗走後に，九州から巻きかえしいったんは上洛をはたした足利直冬が，正平17年（1362）に吉川

氏や内田氏など中国地方の武士たちの「備後符中」への着到や随行の書付に花押を据えた（『南北

朝遺文』3187・3191号）ことは，備後国府を再度の巻きかえしの拠点とする意思のあらわれとも考

えられる。

第10章　備後国府の検討
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　しかし，その翌年山名時氏が幕府に帰服したことなどから中国地方の趨勢は決したが，その後の

安芸国・備後国両国は，南朝勢力の優勢な九州攻略の拠点として，あらたな役割をになうこととな

った。貞治４年（1365）ごろに九州探題・備後国守護となった渋川義行が「分国の軍勢をあい調え，

急速に発向」するために備後国御調郡に拠点を構えたさいには，山陽道を意識した（西別府2013）

軍勢催促により，備後国府がその糾合の場とされたであろう。しかし義行に替わって今川了俊が九

州探題に就任してからは，尾道を拠点にしての体制づくりと一部軍勢の渡海がおこなわれたようで

あり，足利幕府の九州計略も軌道にのることとなった。

　九州計略がすすみ，明徳の乱・応永の乱などの足利将軍による守護抑制政策に一段落がついたこ

ろから，備後国の守護は山名氏に固定されるようになり，備後国衙領も守護請の対象とされ，守護

所も尾道にうつっていったようであり，守護代犬走氏の奔走のもと，守護領国制が確立していくこ

ととなった。このように政治・経済のセンターが尾道に移行していくなかで実行された，応永15

年（1408）の山名常煕による山城国長福寺への「備後国府中金丸名」寄進（『長福寺文書』733・776）

は，在庁名の守護領化を示すもの（岸田裕之1983）とされており，平安時代後期以来，在地領主

たちの国衙機構結集の核となってきた経済的基盤も，守護請のなかで解体されていったといえよう。

　かくして山名氏による備後国支配はその後いっそう浸透していったが，山名氏の守護としての地

位は，将軍による補任に依存しながらも，他方では領国（分国）に居住する在地領主・武士（国人）

たちの支持によって担保されていた。分国の国人たちの支持がなければ，将軍が任命した守護であ

っても，その権限を発揮できないのであり，その入部さえ拒否されることもあった。いわば将軍が

守護を規制する一方で，将軍は守護たちの一揆に規制され，守護自身も国人たちの一揆に規制され

ていた（榎原2003）のである。こうした構造こそ，室町時代の守護のもつひ弱さや不安定さの要

因であり，守護家の家督相続問題が頻発・複雑化する原因でもあった。山名氏も，この歴史的枠組

みから自由ではなく，永享９年（1437）に山名満煕が「国府城を奪い取り」挙兵した事件（谷重2007）

は，山名家惣領となった弟持豊にたいする元総領としての反乱であり，備後国人たちの支持を期待

しての行動であった可能性もあるのではなかろうか。満煕と備後国ないし備後国人との具体的関係

は判然としないが，守護所・尾道に対抗するには，備後国の政治的拠点としての歴史性が必要であ

ったのかしれない。

おわりにかえて

　文献史学の視点から，備後国府の成立とその展開，さらには国府の終焉についてやや饒舌な検討

をしてきた。８世紀初頭，備後国南部に設定された備後国府は，鎌倉時代中盤をすぎるころからそ

の機能を喪失しはじめ，南北朝の動乱の過程で，その使命を終えたことを確認しておきたい。

　ところで国府や府中・府内など国府にかかわる地名は，全国的にあり，枚挙にいとまがない。そ

のひとつ，徳島県徳島市国府町は阿波国府の推定地であり，近年は観音寺遺跡から出土した木簡群

によって，その可能性が飛躍的にたかまっている一帯である。その中央部にＪＲ四国徳島線が敷設・

運行され，当然のことながら１駅が設置されている。その駅名は「府中」と表記されているが，意

外なことにその訓は「こう」である。「こう」は通常「国府」と記載されることが多く，「こくふ」

のほか「ごう」などの訓があてられ，「府中」は「ふちゅう」と訓をあてられるのが一般的である
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から，かの地では両者が混用されていて，たいへん興味深いところである。実態的にいえば両者は

おなじことをさしているようだが，「府」という漢字は家をさす「广」に，人をしめす「イ」と手

に物を持つことをしめす「寸」の会意文字の組みあわせとされ，「府」の原義はクラ（藏や倉）で

あり，文書・物品を集め納める施設とされる。そしてクラが多数集まる場所や，物・文書が多数集

まる役所を意味することとなる。したがって国府は，「府」である国の施設ないし国の施設が集ま

る一帯をさし，「府中」はその一帯のなかでの位置を意味するから，「府中」はやや後次的な表現

といえ，「府中」を「こふ」と読むことは二次的表記でもって一次的意味を表現していることにな

るのではなかろうか。

　「府中」という表記のなかに一次的意味を含意できるとするならば，「府中」という表記に，国府

地名の範囲拡大という視点だけではなく，本来の国の施設やその施設の集合している地点を意味し

ている可能性も考える必要があるのではないかと思われる。「国府」が方形の一定区画を意味しな

いことが判然となった現在において，国庁から一定の距離以内にすべての国の施設を想定するだけ

でなく，散在的であり，なかには国の施設がある遠隔の地も府中とよばれた可能性があるのではな

かろうか。本文中で述べた「府中金丸名」がそのような可能性をもつ地点であるとするならば，常

城遺構の確認もふくめ，自治体の枠をこえた調査が待たれるのではないかと思いつつ擱筆すること

としたい。

　【註】

　　１）以下，考古学的知見はとくに言及しないかぎり，脇坂1995のほか広島県1979や脇坂・小都1986・1991などによっ

　ている。

　　２）『日本三代実録』貞観14年８月８日条には，安那郡の安那豊吉売がいちどに３人の男子を出産して稲や乳母を給さ

　れた記事もある。

　　３）水切り瓦については，松下正司1969，同1993，岡本1992など参照。

　　４）佐竹1995 も記載順や国造名表記の相違から，三使部直と中県国造の関連を論じ，中県国造の支配地域を，備後国

　区域としている。なお西別府1999では，備後国内に吉備中県国造の支配地域をふくめていないが，今後は本稿のよ

　うに修正したい。

　　５）たとえば藤原宮跡から，「吉備中国下道郡」「矢田里」と表裏に墨書された木簡が出土（橋本1991）している。

　　６）威奈真人大村墓誌（『寧楽遺文』下巻）によれば，慶雲２年11月に越後城司に任じられ，同４年４月に「越城」で

　卒去したとされるが，『続日本紀』には慶雲３年閏正月庚戌条に「越後守」に任じられた記事があり，史料的混乱が

　みられる。

　　７）『続日本紀』文武元年12月庚辰条，文武２年３月丁卯条，文武２年６月壬寅条，文武２年12月丁未条，文武３年

　４月己酉条，文武４年２月己亥条など。

　　８）越前・越中・越後の地域性の違いについては，米沢1965が，越後地域の異質性を前提にしたうえで，越前・越中

　国内でのさらなる地域性の相違と包摂を論じている。

　　９）８世紀代に，令制国の国司を兼任した例としては，筑後守で肥後国を兼治し，死後「吏の事を言う者は，咸く以て

　称えることの首と為す」とされた道君首名（『続日本紀』養老２年４月乙亥条）や美濃守で「政績を美」された笠朝

　臣麻呂が尾張守を兼任した例（『続日本紀』和銅２年９月己卯条ならびに霊亀２年６月甲子条）がある。

　　10）『続日本紀』神亀元年３月庚申条ならびに『拾芥抄』『清　眼抄』などによる。ただし『続日本紀』によれば中流の

　国は「諏方・伊予」とあり，『拾芥抄』『清　眼抄』は周防・伊予とする。『延喜式』などの記載からすれば，周防は

　諏方の誤記の可能性もあるが，ここでは『拾芥抄』等にしたがった。安芸がひとつの境界であったことは，皇極天皇

　元年（642）の王宮造営にさいして東は遠江，西は安芸を限りにして役夫を徴発（『日本書紀』皇極天皇元年９月乙卯

　条）したのにたいし，養老元年（717）の美濃行幸にさいして，山陽道では備後以東の国司にたいし行在所への馳詣を

　命じている（『続日本紀』養老元年９月戊申条）ことなどから，畿内王権やその構成員にとって，安芸がひとつのグ

　レーゾーンであり，安芸と周防の境界が画定しない段階では，その西方をふくめて安芸が意識されていたものと想定

　され、その意味では安芸国と周防国とは流刑の地として一帯的領域とみる認識があったものとも考えられる。

　　11）養老３年の按察使設置（『続日本紀』同年７月庚子条）時には，安芸・周防両国は備後守の管轄下にあったが，養

　老５年の改編（『続日本紀』同年８月癸巳条）では，周防を長門按察使の管轄とし，安芸と備中は備後按察使の管轄

第10章　備後国府の検討
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　とするなど広範な変更があったことに注目したい。

　　12）山陽道の駅家整備が，天平元年から本格化（『続日本紀』同年４月癸亥条）することも，このような動向のなかで

　考えるべきではないだろうか。

　　13）文献史料で備中と備北の交通体系を考える素材としては，『日本霊異記』上巻７縁の三谷寺建立のさいに弘済が造

　像のために備中経由で都城と往来し晩年を海辺で過ごしたことや，室町幕府政所奉行人の一族がその所領である神石

　郡志摩利荘を備中国荏原の平井氏に代官請させていたこと（「政所所賦銘引付」）などがあげられよう。また出内1982

　には，近世以降の両地域をむすぶ水系や，備中路や新見路などが紹介されている。

14）沼隈郡の分立ではなく，郡境界の変更であった可能性もあるが，その場合でも国衙の意向によるものであろうから，

　基本的理解に大差はなかろう。むしろ，沼隈郡にかんしては鉄生産とは疎遠な地域でありながら「備後国沼隈郡調鉄

　十廷　天平六年」（奈良国立文化財研究所1990）などと鉄製品の調進がおこなわれていたことに注目したい。
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はじめに　

　近年は県内各地の考古学的な調査が進みさまざまな成果がみられる。特に長期にわたる継続的な

調査が行われ大きな成果が上がっている。広島大学による帝釈峡遺跡群の調査は継続中で，県北の

原始時代の解明が行われている。草戸千軒町遺跡調査研究所による中世集落跡の発掘は既に完掘し

保存と展示公開が行われている。安芸国分寺跡も長年わたる発掘成果から史跡整備が行われ一段落

を迎えた。備後国府跡の発掘解明もすでに 30数年を経過し，次第に大きな成果が上がっている。

本報告書は長年にわたる発掘成果を整理し，現段階での成果をまとめたものである。遺跡が市街地

の地下に埋もれているため，思うように発掘出来ないところもあり残念ながら国府の政庁はまだ検

出されていない。しかし，これまでの成果を勘案するとこの地が備後国府跡である可能性は非常に

高い。備南地域には神辺平野を始め各地に多数の遺跡が埋もれているが，発掘調査が行われた遺跡

はまだ僅かで今後の調査にかかっているが，これまでの発掘成果をもとに次第に解明がなされてい

る。小稿は備後南部地域でこれまでに発掘調査された古代の遺跡，とりわけ発掘調査が進んでいる

寺院跡の発掘成果をもとに，この調査報告書とは別の視点から備後国府について考えてみた。

1．備南における官衙遺跡等の調査

研究史の概要　

　備後国府の研究史については本報告書１分冊にまとめられている。改めて云うまでもなく所在地

論は戦前から諸説があり大きく分けると府中説と神辺説がある。前者は『和名類聚抄』の「在葦田

郡」の記載から現府中市とする説で，すでに江戸時代の地誌類にもみられるが，1954年には豊元

国が「芸備地方史研究」に発表している。後者は高垣不敏の神辺町湯野「方八町」の地名からの考

察で，1953年に『備後国府考』を出版し広く知られるようになった。その後神辺から府中への移

動説もでているが，いずれにしても神辺で国府跡を検証する調査が必要であった。

方八町国府説と神辺平野の発掘調査　

　高垣説の根拠は平野部西方の湯野に「方八町」の地名を残す１町四方の地点があり，これを国府

の中心である国庁（西国庁と推定）として八町四方の府域の復元案を示した。備後国分寺跡と西方

の小山池廃寺の南に八町四方の府域を想定したものであるが，主として地名や道路・畦畔等の地割

りからの推定によるもので，考古学的な遺構は検出されていない。詳細な研究と論述がなされてい

るが，地名に加え備後国分寺の所在と小山池廃寺を国分尼寺，方八町の西方の低丘陵山王山等を『続

日本紀』記載の「茨城」と比定して説が補強されている。ただ，八町の復元は当時国府跡研究の典

型とされていた周防国府の八町説に依拠して復元されたものと考えられる。

　この神辺平野は，現国分寺の西側を流れる堂々川をはさんで大きく西側の大宮地域と東側の御領

地域に分けることが出来る。水田地帯であったこの地域も1970年代になると開発が始まり，区画

整理事業が計画された。高垣説の方八町推定地が含まれるため事前に確認調査を実施し，国庁の推

定地域を中心に２年にわたりトレンチ調査したが，古代の遺構・遺物は殆ど出土せず，国府跡の確

認は出来なかった。また，方八町の地名についても調査したが出典は明らかにできなかった。一部検

第３節　備後南部地域の発掘遺跡からみた備後国府

図103　ツジＣ地区出土奈良三彩（縮尺１／２）
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出した畦や溝などと3000分の１の地図から時期は不明であるが条理区画の復元はできた。方八町説

は条理区画に影響されたとも考えることができる。

　その後八町説南の大宮地域で，また堂々川東の御領地域で県教育委員会や町教育委員会などによ

る数次にわたる調査が行われているが，弥生時代の環濠を含む集落遺跡や古墳時代の遺跡などは明

らかになっているが，古代の遺跡も国府に関連する遺構も確認されていない。兼代地区で掘立柱建

物群が検出されているが，古墳時代後期の集落に伴う居館と推定されている。また，井原線に伴う

調査や最近の国道313道路改良事業に伴い（財）広島県教育事業団が継続して行っており，平野部を

横断するように調査されているが，弥生時代～平安時代の集落跡は検出されているものの官衙遺構

は検出されていない。

　以上，神辺平野でのこれまでの発掘調査からみると，備後国府神辺所在説は移動説とともに否定

せざるをえない。

　府中市街地の調査については本報告書で詳述されているように多数の遺構・遺物が明らかになっ

ており，府中説が次第に明確になってきた。重複するので本文に譲りここではとりあげない。

郡衙・駅家跡等の発掘調査　

　安那郡の郡衙跡，山陽道に伴う安那駅家がこの地域に存在した可能性は高いが，まだ明らかにな

っておらず所在地は不明である。国府と同様に地名等から比定した説や，大宮遺跡の北部で国府系

瓦が散見することから推定する説もあるが，いずれも遺構は確認されておらず今後の課題である。

　品治郡の郡衙跡もまだ不明であるが，駅家についてはかつて廃最明寺跡とされ，近年は地名から

中島遺跡（福山市駅家町中島）と呼称される遺跡が品治駅と推定されるようになった。まだ試掘調

査のみで発掘による明確な遺構は不明であるが，地名や立地，いわゆる国府系（平城宮式）とされ

る奈良後期の瓦などからみると寺院跡ではなく品治駅家の可能性が高い。後述のように備後の寺院

跡の立地は，ほぼ丘陵を背にした地に造営されており，丘陵上の例はみられないことも指摘できる。

　これまでの継続した調査で，備後国府は『和名類聚抄』に記載されたように葦田郡内で明らかに

なってきたが，葦田郡衙の所在はまだ不明で今後の調査にかかっている。発掘調査が行われた府中

市父石町の前原遺跡（父石遺跡）は，長方形の土塁に囲まれ礎石建物が出土しており，葦田駅家跡

と推定されている。遺構の全体像はまだ不明であるが，山陽道のルートにあり平城宮式瓦の出土な

どからの推定で，軍団跡や法倉とする説もあるがこれらの実態が明らかでなく，立地からみれば葦

田駅家跡と考えるのが妥当であろう。

2．備南における寺院跡等の調査

発掘調査された備南の寺院跡　

　備後国で古代寺院と推定されている遺跡（大半が未発掘のため官衙跡ないしは瓦窯跡が含まれて

いる可能性もある）は約25箇所で，備後南部が約20箇所と圧倒的に多い。備北では1郡１寺的様

相であるのに対し備南では郡に複数の寺跡がみられる。このうち全域ではないが発掘調査が行われ，

概要が明らかになっているのは８箇所である。東から安那郡の備後国分寺跡・小山池廃寺・中谷廃

寺，養老５年に安那郡から別れた深津郡の宮の前廃寺，葦田郡の伝吉田寺（元町廃寺）・青目寺跡・

栗柄廃寺，御調郡の本郷平廃寺と他地域に比べて調査が進んでいる。地方の古代史研究に寺院跡の

調査が果たす役割は大きく，ここでは成果を簡略に整理して備後国府跡研究の側面資料としたい。
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数の関係もあり備南地域の寺院跡に限定して検討した。

　これまでに発掘調査がなされ報告書の刊行されている寺院跡を整理しておきたい。ただ，完掘さ

れた寺院跡はなく大半が部分的な調査で不明な点も多いが，確認された成果と未解決の問題点を要

約しておきたい。東部から郡ごと整理してみた。なお，葦田郡内の伝吉田寺と青目寺については本

報告書で詳細に取り上げているので，ここでは簡略に記した。

　備後国分寺跡（福山市神辺町）　　旧安那郡。1972～ 1975年度，４次にわたって広島県教育委員

会が調査。塔・金堂跡・東と南面の築地跡を発掘。伽藍配置は塔跡・金堂跡が東西に並列しており，

講堂跡と回廊跡は検出されていないが，法起寺式配置と推定。寺院は南面して背後に丘陵を背負っ

ている。塔・金堂の推定中軸線から東90.3mで築地跡を挟んで内外の溝が検出されており，寺域の

東限と考えることができる。中軸線から西に折り返すと堂々川の堤防下に入り調査はできず確認さ

れていない。川の西方に東西トレンチを入れているが，築地跡は検出されていないので，寺域の東

西は 180m（600尺）と推定される。南北は北面が検出されていないが，東西と同じ 600尺四方か，

南北がやや長く現国分寺の門前に納まる可能性もある。金堂の規模は東西約 30m×南北 20mで，

塔は一辺約18mである。ただ，いずれも基壇化粧は残っておらず明確な大きさではないが，塔跡

は大きく七重塔と推定される。

　発掘調査では軒丸瓦9形式，軒平瓦９形式が明らかになっている。出土点数からみると重圏文と

重廓文のセットが創建期の瓦であろう。平城宮式瓦のセットも数形式あり，備南の各地に分布して

いる。奈良後期～中世にわたる。

　小山池廃寺（福山市神辺町）　　旧安那郡。1977～ 1978年度，３次にわたって広島県教育委員会

が調査。塔・金堂・講堂跡・瓦窯跡を発掘。塔の基壇は一辺13.2mで，基壇高は2.2mと高い。東

方の基壇は東西15.6m以上×南北15.6mで金堂跡と推定される。塔西方の建物は東西32.4m×南北

14.4mで東西に長大な基壇で礎石が残存しており講堂跡と推定される。3基壇の南面は一直線に並

んでいる。塔・金堂の背後の丘陵裾から瓦窯跡が出土し，回廊・講堂のスペースはない。このため

講堂を塔の西に配したのであろう。回廊は検出されず，特異な伽藍配置である。前面の小山池に礎

石が残存していると云われ，或は門跡の遺構かもしれない。外郭の築地は検出されていないが，地

形等からみて約1町四方と想定される。伽藍配置は3堂塔が東西に並列した例のない配置である。

　発掘では軒丸瓦10形式，軒平瓦９形式が出土している。出土点数からみると藤原宮式のセット

が創建瓦と考えられる。この他軒丸瓦には大型の細弁文軒丸瓦や法隆寺式，平城宮式瓦など多様で

ある。軒平瓦は重弧文や平城宮式瓦などが出土。奈良前期末～平安時代にわたる。　

　中谷廃寺（福山市神辺町）　　旧安那郡。1978年度に神辺町教育委員会が緊急調査で塔・講堂跡・

西限の溝を発掘。塔跡基壇は一辺11.7m，講堂跡は東西21.1mであるが南北は未調査で不明。伽藍

配置は金堂跡が未調査であるが，塔の東に想定して法隆寺式と推定される。主要伽藍の背後は丘陵

で東西ともに尾根に囲まれた東西90m，南北70mの窪地に位置しており，寺域はこの自然地形に

規定されている。なお，西側に張り出した尾根の裾に南北の溝が検出され，西を区画する溝と考え

られる。これにより回廊と外郭の築地は設けられていなかったことが判る。

　出土瓦は軒丸瓦が６形式である。やや大振りで花弁が長く特徴的な10弁複弁文瓦と，細長い花弁

の中央がやや凹み稜線が入った素弁８弁文の数種，いずれも瓦当面裏に布目が付く特異な瓦である。

図103　ツジＣ地区出土奈良三彩（縮尺１／２）
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また，備南に分布する平城宮式瓦がある。軒平瓦３種で四重弧文が大半を占め，三重弧文と平城宮

式と推定される唐草文瓦も出土している。素弁８弁の有稜素弁文は芸備周辺には例がなく，瓦当面

裏の布目ともにその系譜が注目される。組み合う軒平瓦は典型的な重弧文である。出土点数から見

ると平城宮跡式軒丸瓦が多い。奈良前期～奈良後期である。

　宮の前廃寺（福山市蔵王町）　　旧深津郡。1950・1951年度に広島県史跡調査会，1967年度に広

島県教育委員会調査，1976年に史跡整備にともない市教委が調査。東に塔跡，西に金堂跡を検出。

塔・金堂の背後はすぐ丘陵が立ち上がり，この位置に講堂・回廊の建立は不可能である。金堂跡は

東西25.3m×南北15.5m，塔跡は一辺12.6mで共に　積基壇で周辺に類例はなく注目される。金堂・

塔の基壇間は14.5m。回廊・講堂はないが，法起寺式に類似した配置と云える。

　軒丸瓦は８形式，軒平瓦は９形式である。栗柄廃寺と同笵の藤原宮式の軒丸・平のセット，平城

宮式やその変種，軒丸の外縁に唐草の入ったもの，小型で退化したと考えられる重圏文瓦など多様

である。また，人名をヘラ書きした文字瓦が７点出土している。女性名が多く尼寺との推定もあり

注目される。奈良前期末から平安時代にわたる。

　なお，品治郡では正式に発掘調査された寺院跡はないが，慶徳寺廃寺跡（福山市新市町）が知ら

れている。大正３年の鉄道工事中に塔跡が破壊され明らかになった。伽藍配置は不明であるが，造

り出しのある心礎や礎石が出土し付近の艮神社や民家に保存されている。出土瓦に中房が小さく素

弁7弁で弁間に珠粒が配された小振りの瓦が出土しており，豊元国は飛鳥時代としている。高句麗

式瓦とも云えるもので古式である。１点のみで外縁が残っておらず不明な点もあるが，備後で最古

の可能性がある。その他には法隆寺式軒丸瓦と類似した複弁文，平安初期の軒丸・軒平瓦が出土し

ている。今後の調査が期待される。

　伝吉田寺跡（府中市元町）　　旧葦田郡。1942年に豊元国による試掘調査。法起寺式伽藍配置を

推定，広島県史跡に指定。1968年に広島県教育委員会が緊急発掘調査。塔・講堂跡を発掘，基壇は

いずれも乱石積基壇で，塔跡の基壇は一辺14.50m。講堂跡は東南隅が検出されたが，規模は不明で

ある。塔の規模と回廊との関係から，金堂跡（未調査）は南北棟と推定されている。回廊跡と寺域

の規模は遺構の確認ができておらず明確でないが，地形から見ても大規模であろうと予想される。

　軒瓦は本報告書に詳述されている。典型的な川原寺式と藤原宮式の軒丸瓦で注目される。軒平瓦

には重弧文はなく忍冬文であるが，その遡源が注目される。備南に分布する平城宮式軒平瓦も出土

している。奈良前期～平安時代にわたる。

　栗柄廃寺（府中市栗柄町）　　旧葦田郡。1984・1985年度調査，２次にわたり府中市教育委員会

が遺構確認調査。トレンチ調査が行われ柱穴等は検出されているが，主要堂塔などの明確な遺構は

検出されていない。寺院に関連した地名はあるが，寺域，伽藍配置は全く不明である。江戸時代か

ら国分尼寺とする説があったが，根拠は不明である。出土瓦が藤原宮式瓦で時期的に無理がある。

　軒丸瓦は2形式，軒平瓦1形式である。藤原宮式軒丸瓦は伝吉田寺と同笵と別笵もある。軒平瓦

は模倣し変化している。また，花弁に稜線と凹線が交互に配された素弁文瓦も出土している。奈良

前期末～奈良後期と考えられる。

　青目寺跡（府中市本山町）　　旧葦田郡。1966・1968年府中高校による確認調査。1995～ 2003

年度府中市教育委員会確認調査。市街地北方亀ヶ岳の七つ池周辺の遺跡。南北約１㎞，東西700m

第10章　備後国府の検討
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年度府中市教育委員会確認調査。市街地北方亀ヶ岳の七つ池周辺の遺跡。南北約１㎞，東西700m

に分布する平坦地を北・中・西・東・南御堂地区として調査。平坦面と石垣が検出されている。礎

石建物は中御堂・西御堂・東御堂などで確認されているが規模等の詳細は今後の調査が必要である。

出土遺物から平安時代の山上伽藍跡といえる。なお，下手の現青目寺の小調査も行われ，古代末に

は山上青目寺の一坊であったと推定されている。

　本郷平廃寺（尾道市御調町）　　旧御調郡。1977年広島県教育委員会による試掘調査。1985～

1988年度，御調町教育委員会が４次調査にわたり調査。塔・金堂跡を確認。講堂跡は未確認。塔・

金堂跡ともに自然石の礎石が元位置を保っている。金堂跡は東西15.6m×南北13.2m，塔跡は一辺

9.55mで比較的小規模である。心礎の上に方形で中央に貫通した穴にある石が保存されており石製

露盤の可能性もある。また，唐居敷も残存している。伽藍配置は塔跡・金堂跡が南北に並び，講堂

跡・回廊跡・築地跡等は検出できず，講堂はなかった可能性が高い。寺域の規模は築地跡が検出さ

れていないがほぼ一町四方と推定される。伽藍配置は，金堂の背後に講堂がないが四天王寺式に類

似した配置と推定。

　出土瓦は軒丸瓦3形式，軒平瓦１形式である。創建瓦は複弁文の川原寺式の範疇に入るいわゆる

石川寺式で，周縁に３重圏文が廻るもので５種に分けられる。これに伴う軒平瓦は出土していない。

備南に分布する平城宮式のセットも少数出土している。奈良前期後半～奈良後期である。

備南寺院跡の特徴　

　以上，発掘調査が行われた寺院跡の概要をまとめてみた。全域の発掘が行われていないため不明

な点も多いが，要約整理してみると次のような特徴が浮かび上がる。寺院の立地を見ると丘陵の裾

に南面して建立されている。また寺域はほぼ１町四方程度であるが，備後国分寺跡は600尺（180m）

で広く，伝吉田寺も明確ではないが広い可能性がある。伽藍配置は多様で塔を東にした法起寺式類

似の配置が多く，四天王寺式，法隆寺式に類似した配置が見られる。回廊跡・講堂跡の不明な寺院

もあり，小山池廃寺のように例のない配置も見られる。中央寺院のように七堂伽藍の整ったもので

はなく，金堂・塔のみの寺院の存在も考えられる。堂塔の規模を見ると備後国分寺が大きく，特に

塔の18mは飛抜けており七重塔と考えられる。伝吉田寺の塔も他寺に比べて大きく，金堂・講堂

の規模は不明だが同様に大きく大寺であったことが想定される。果して国府寺と呼ばれる寺であっ

たかはともかく，府中国府と関連した寺院であろう。備後国分寺が府中ではなく神辺に建立された

理由とも考えられる。

　なお，国分尼寺については，現段階では確定できる寺院跡はなく，国分寺の西500mにある小山

池廃寺が転用されたと考えられている。既述のように小山池廃寺は奈良前期の建立で塔もあり疑問

もあるが，奈良後期の瓦も出土しており他に適当な比定地もなく転用尼寺の可能性はある。

　この他発掘調査は行われていないが，法隆寺式の複弁文軒丸瓦が内砂子遺跡や川谷遺跡から出土

し，小山池廃寺でも出土している。内砂子遺跡は崖面に登窯の断面が出ており，蓮華文のついた珍

しい棟先瓦も出土している。川谷遺跡も地形から見て瓦窯跡であろう。深津郡には法隆寺の荘園が

あり関連が推定されている。なお，備南で瓦窯跡と推定される遺跡は，トレンチ調査された岡遺跡

で，備南に広く分布する平城宮式瓦が出土している。寺院跡とは考えられず，窯体は出土していな

いが瓦窯跡であろう。
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　ところで，安那郡の木之上遺跡や塔谷遺跡など丘陵上から平安時代の瓦が出土しており，山林寺

院と推定される。品治郡でも市場廃寺・廃法成寺跡なども平安期の瓦が出土している。これら平安

期寺院跡の調査は全く行われておらず今後の課題である。

　年代の基準になる軒瓦は，慶徳寺廃寺の高句麗式が飛鳥時代の可能性があるが検討の余地もある。

奈良前期の瓦としては伝吉田寺の川原寺式，ついで本郷平廃寺の石川寺式，藤原宮式，法隆寺式と

中央大和の様式が伝播している。この他に中谷廃寺の有稜素弁文があり，製作技法とともに特異な

点で注目される。奈良後期には国府系瓦と呼ばれている平城宮式の瓦が広く分布している。中央の

瓦様式が伝播しているが，近隣の備前・備中国や安芸国とも異なっている。天智・天武朝の瓦がい

ち早く導入されていることは，まだ位置は確定していないものの常城との関連も想定でき，奈良後

期の平城宮式瓦の分布や，平安時代の山林寺院である青目寺も備後国府の重要さを語っているとも

考えられる。なお，深津の市に建立された宮の前廃寺は，　 積基壇と多数の文字瓦の出土など特異

な存在である。備後国への海路の入口となり，内海の航路と関連した重要な位置に建立された寺院

である。最近この文字瓦を知識の瓦とした研究が見られる。　積基壇の来歴と共に検討したいが，

スペースの関係でまたの機会としたい。

3．備南の発掘遺跡からみた備後国府

　これまでに発掘調査が行われた遺跡の概略を紹介してきた。ここでは発掘成果を検討し備後国府

について考えてみたい。

　まず，神辺平野の国府説であるが，現段階では否定せざるをえない。先に紹介したように大宮遺

跡では高垣説の方八町比定地を発掘したが国府に関連する遺構は検出できなかった。その後の町教

委や県埋文センターによる大宮地域や御領地域での調査でも国府跡や官衙跡と推定できる遺構は検

出されていない。また，最近の井原線に伴う（財）広島県教育事業団の継続調査でも官衙跡をうかが

わせるものは出土していない。勿論広い平野部にはまだ未調査地も多く，断定はできないが可能性

は低い。

　次に寺院跡の調査からみた国府であるが，直接国府跡に結びつくわけではないが，これまでの調

査で伝吉田寺跡が府中国府と密接な関連があったことは明白である。伝吉田寺跡の調査がまだ部分

的で不明な点も多いため他寺との比較も難しいが，規模的には塔跡の規模から見て国分寺に継ぐ大

寺であったことがわかる。出土瓦が優美な川原寺式と藤原宮式の典型的な瓦で，時の中央政権との

結びつきをうかがわせる。伽藍配置は他例から見れば金堂が東西棟の法起寺式と考えられるが，も

し想定されているように金堂が南北棟であれば，官寺である太宰府観世音寺・下野薬師寺や多賀城

廃寺と同じ配置となる。また，観世音寺の瓦は伝吉田寺と同じ川原寺式と藤原宮式瓦であり，その

位置付けを再検討することも必要であろう。立地・規模や建立時期などからみても，備南の中心的

寺院であったことは明白で，国府と関連して重要な位置を占めていた寺院と云うことができる。

おわりに

　備後南部地域における古代遺跡の発掘調査はまだ少なく，その解明は今後の調査の進展にかって

いる。ただ寺院跡の調査については比較的進んではいるが，それでもトレンチによる部分的な調査
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で全容の解明には至っていない。特に伝吉田寺跡の寺域と伽藍配置の調査が必要である。備南で未

調査ながら瓦の出土地は多数知られており，今後調査が行われれば官衙跡や寺院跡，瓦窯跡などが

明らかになるであろう。小文はこれまでの発掘成果から備後国府跡について検討し，継続して調査

が行われ多くの成果がみられる府中市市街地の地下に埋もれた遺跡が国府跡であると位置づけた。

ただ，市街化が進み広大な地域のため調査は困難を極めている。今後の地道な調査の継続でさらに

大きな成果があがり，埋もれた国府跡の全容が明らかになるであろう。古代の備後国を解明する重

要な鍵であり，大きな期待が寄せられている。　　
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はじめに

　国府の諸施設は，国内行政の中枢施設である国庁，行政実務を分掌する曹司，国司が宿泊する国

司館，傭丁らの居所，民家などから構成される。このうち，国庁とその周辺の曹司群とを国衙とよ

ぶ。国府は交通の要所に置かれ，近辺には国分寺と国分尼寺のほか郡衙（郡家）や駅家，軍団を配置

することもあった。国府は国内の政治や経済，文化，交通の中心として，政治的地方都市の様相を

呈していた（文化庁2013－ 140頁）。こうした国府の諸施設について，各地の国府跡で実態が発掘

調査によって明らかにされている。

　備後国府については，これまでの発掘調査で広範囲にわたって確認された建物や溝などの遺構群

が，国府に関わる施設とすれば，どのような機能を有していたかを検討することが求められる。こ

こでは，各地の国府における発掘調査成果を参考にして，備後国府についてみていく。

1．備後国府の創設と変遷

　備後国府の所在地については，『和名類聚抄』に「国府在葦田郡，行程上十一日，下六日」とあ

り，平安時代の国府は葦田郡（府中市）に比定される。一方で，国分寺の存在と地名「方八町」か

ら当初は安那郡（福山市神辺町）にあり，後に葦田郡（府中市）に移転したとみる説があった（米

倉1980，木下1992）。谷重豊季による研究史の整理に詳しいが，地名「方八町」は存在が疑わしく，

安那国府域内の発掘調査によっても官衙遺構は確認されておらず，当初から備後国府は葦田郡内の

府中市街地に設けられたとする説が有力となっている（谷重1990）。

　これまでの府中市街地における発掘調査のもっとも大きな成果は，この地に備後国府が設置され

ていたことが明らかになった点である。かつて奈良時代には備後国分寺が所在する安那郡（福山市

神辺町）に，備後国府を推定する説もあったが，発掘調査によって当初から葦田郡内（府中市）に

設置されていたことが判明している。調査が進んだツジ地区の成果をみると，８世紀中頃以降は瓦

葺建物を含む大型建物が継続的に10世紀代まで建て替えられ，国司館などの国衙としての機能が

推定できる。また，ツジ地区西側の砂山地区からは８世紀中頃の平城宮式軒瓦が出土し，国庁など

の中枢施設の存在も想定されている。

　さらに，出土遺物で検討されているように，文書行政に関わる硯，役人を示す腰帯具，多種多様

な製品を製作した国衙工房の一端を示す遺物，高級な施釉陶器（奈良三彩・唐三彩・緑釉陶器など）

や銅鋺，国衙や国府を示す墨書土器「所」（８世紀後半），「京」，国司に関わる墨書土器「権介」な

ど，備後国内でこれだけの官衙関連の遺構・遺物がまとまっている遺跡はない。奈良時代中頃まで

に府中市街地に国府は設置されていたと判断できる。

　ツジ地区の大型建物が規格性の高い建物配置をとること，礎石立ちに建て替わる点からみても国

衙施設（国司館）とみるべきであろう。郡衙では稲穀を収めた正倉が荷重の点から礎石立ちとなる

ことは一般的だが，側柱建物が礎石立ちをとることはきわめて稀である。ツジ地区の創設は備後国

府 I期に遡り，継続的に建物が建て替えられている点からみて，８世紀以降，古代末まで国司館や

曹司などの国衙施設として機能していたと理解できる。
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第３節　各地の国府からみた備後国府の検討

　発掘調査の成果によれば，備後国府域内に官衙施設が設置されるのは７世紀末に遡る。ツジ地区

で７世紀末から正方位を意識した建物や区画溝が設けられ，臨時的な工房も設置されている。転用

硯も出土し，付近で文書行政の実務が始まっていたとみられる。備後国府か，それ以外の官衙（葦

田郡衙など）としての機能かは明確ではないが，７世紀末頃に設けられた正方位の区画溝が備後国

府Ｉ期後半（８世紀中頃から）の国衙施設（国司館）にも引き継がれていく点からみると，当初か

ら国府として成立していた可能性が高い。今のところ，７世紀末頃から８世紀前半の建物や出土土

器などから想定される官衙施設の広がりは，ツジ地区と伝吉田寺付近を中心としており，８世紀中

頃以降に比べると限定的とみられる。

　国府の創設は，出雲国府・下野国府・武蔵国府などの国府調査によって７世紀末から８世紀初頭

頃に国庁を中心として曹司や国司館などの施設を含めて成立していたと考えられる（大橋2009）。

ツジ地区で確認された遺構や出土遺物は，こうした初期国府の一端を示す可能性がある。ただし，

８世紀前半までの備後国府に関わる建物そのものはみつかっておらず，その施設の状況はよくわか

っていない。備後国府は初期国府として７世紀末頃には成立した可能性があるが，国庁や曹司をは

じめとした施設がどのようなものだったか不明な点が多く，その解明は今後の課題となっている。

　現在，備後国府として建物や区画溝を持つ官衙施設が確認できるのは，８世紀中頃になってから

である。この時期には平城宮式軒瓦を屋根に葺いた建物が砂山地区とツジ地区に建設されており，

ツジ地区は国司館や曹司として機能していたとみられる。諸国の国府において，まず瓦葺建物が採

用されるのは，国衙中枢施設の国庁からである。都城の宮殿にならって国庁を中心にして瓦葺き建

物が採用されるのは，国分寺創建前後であり，備後国府も同じ頃に威容を示した建物群が軒を並べ

ていた（大橋2013）。妹尾は，砂山地区から出土した瓦が備後国分寺よりもやや古く，ここに国庁

を想定している（妹尾2014）。美作国府においても平城宮式軒瓦が国庁で採用された後に，美作国

分寺で用いられている。美作国府と同じく，備後国府でも国分寺に先んじて瓦葺建物が採用されて

いた可能性が高い。まだ建物そのものがみつかっていないために即断できないが，伝吉田寺・金龍

寺東地区を除くと，もっとも古い瓦がまとまって出土しているのは砂山地区であり，ここが国庁を

含めた国衙中枢施設の有力候補地である。

古代山城との関係

　備後国府が当初から葦田郡に設置された理由については，７世紀後半における古代山城の「常城」

や終末期古墳の存在を想定されている（谷重1990）。吉備の国府は，７世紀後半以降に築城された

古代山城と近接し，両者には関係があったとみられている（草原2011）。備前国府と大廻小廻山城，

備中国府と鬼ノ城はそれぞれ近くに推定され，備後国では北方の亀ヶ岳山頂周辺に古代山城「常城」

があったと考えられている。『続日本紀』の養老３年（719）12月条に「備後国安那郡の茨城，葦田

郡の常城を停む」とあり，これ以前に「常城」が存在していた。養老３年（719）頃は，すでにツジ

地区で官衙施設が設置されていた時期にあたり，備後国府と古代山城「常城」とは関わりがあった

と憶測できる。

　讃岐国においても，古代山城の城山近くに置かれた讃岐国府の調査が進み，７世紀後半以降に国

府に関わるとみられる官衙建物がみつかっている。備後国府の成立にあたっては，古代山城「常城」

との関わりが深かったと理解できる。

図103　ツジＣ地区出土奈良三彩（縮尺１／２）
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備後国府から中世府中への展開

　備後国府は８世紀以降，今の府中市街地の地に展開していたことが発掘調査によって明らかにさ

れている。出土土器からみると，備後国府Ⅲ期とされる11世紀初頭から12世紀後半まで，大量の

貿易陶磁器や瓦器などの搬入土器が出土し，備後国府として機能していたと考えられる。これ以降，

ツジ地区から伝吉田寺地区にわたる備後国府において，貿易陶磁器の出土量が急激に減少し，国の

中心的様相がみえなくなる。まだ，備後国府において中世府中の実態は不明な点が多いが，この地

において12世紀後半まで国府として機能していたとみることができる。

　出雲国府も12世紀代までは貿易陶磁器なども搬入され古代末まで機能し，13世紀に官衙として

の機能がなくなっていくことが確認されている。各地の国府において，古代末から中世府中への展

開について不明な点が多い。今回，備後国府が古代末まで同じ場所において継続していたことが明

らかになっている点は国府研究の上でも大きな成果である。

国分寺との関係

　備後国府は国分寺と13㎞も離れ，国分寺は安那郡で郡も異なる。国分寺は国府から数㎞以内に

設けられ，同じ郡内に所在し地域支配の一翼を担うことが一般的である。国府と離れて別の郡に国

分寺が設けられている国の場合では，国分寺創建の奈良時代中頃には国府は国分寺近くにあったも

のが，後に国府が移転したためと理解されていることが多い。

　例えば，安芸国府は『和名類聚抄』から10世紀には平安時代に安芸郡にあったが，国分寺は今

の東広島市にあり，古代は賀茂郡となっている。そのため，当初の国府は賀茂郡に置かれたとみる

意見がある。同じく，信濃国府も移転説が有力である。『和名類聚抄』などの史料に筑摩郡と記載

され，国府は平安時代には今の松本市にあったが，国分寺は小県郡（上田市）にあり，奈良時代の

信濃国府は国分寺北側の国分遺跡群が有力候補地となっている（倉澤2013）。さらに，千曲市屋代

遺跡群からみつかった木簡から，初期の信濃国府は埴科郡に置かれていた可能性が高い。信濃国府

は三遷し，国府と国分寺の位置が平安時代には異なっていた。

　相模国府も『和名類聚抄』などの古辞書の記載から，二遷説と三遷説がある。史料上で存在が確

実な大住郡に置かれた国府（今の平塚市）と余綾郡内の国府（今の大磯市）の他，国分寺が高座郡

（今の海老名市）にある点から，奈良時代には高座郡に国府を想定する。近年，平塚市湘南新道関

連遺跡でみつかった大型建物や出土遺物から，当初から相模国府は大住郡に設置されたとみる説が

出されている（かながわ考古学財団2009）。この通りであれば，備前や備後国府と同様，国府と別

の郡に国分寺を設置したことになる。

　備後国府の所在地についても，発掘調査の成果によって，当初から備後国府は葦田郡（府中市）

に設置されており，国府と国分寺が別の郡に置かれた理由を考える必要がある。

　吉備の諸国では国府と国分寺は近接していない。備前国府は上道郡にあり，国分寺は赤坂郡に所

在し，郡も異なる。備中国府（推定）も賀陽郡に対して，国分寺は窪屋郡にある。また，美作国府

は苫田郡にあるが，国分寺は勝田郡に所在し，約６㎞離れる。吉備では，国府と国分寺は近くに置

かれているわけではなかった。

　他に，国府と国分寺が確実に離れた例として陸奥国があげられる。陸奥国分寺の創建に先行する

奈良時代前半に，多賀城（陸奥国府）の近くに多賀城廃寺が建設されていた。多賀城廃寺は多賀城
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に付属する官寺で，多賀城と同時期に創建され10世紀半ばまで存続し，盛衰をともにした。一方で，

国分寺は南に10㎞ほど離れた場所に建立された。陸奥国の場合，すでに多賀城（陸奥国府）近く

に多賀城廃寺が設置されていたために，国分寺を近くに建設する必要がなかったのであろう。

　備前国も同様に，国府付近に有力寺院があった。備前国府は奈良時代には上道郡内の岡山市市場

一帯にあったとされ，国分寺は赤坂郡で離れる。備前国府については山陽道や小字地名，平城宮式

軒丸瓦などから，国府市場域の東方にあたる「成光寺」に国庁を想定する意見がある（草原2004）。

その近くには，国府の関連施設としてハガ遺跡も注目される。ここから瓦塔や泥塔，灯明に使った

土器や「寺」と墨書された土器などが出土し，国府域内における寺の機能を含む官衙で国師の所在

する「国府寺」としても機能したと考えられている。創建は瓦からみると７世紀末頃に遡り12世

紀頃まで機能し，一町四方の外郭の中に内郭と数棟の掘立柱建物群が建ち，内郭は国府に関連した

寺院とされる。また，羊形硯を含む硯もまとまって出土し，官衙機能も推定されている。備前国府

そのものはみつかっていないが，山陽道沿いに岡山市市場付近に設置され，国分寺創建前に国府域

内に仏教施設としてハガ遺跡の他，賞田廃寺と幡多廃寺があった。

　多くの国で国分寺は国府に近い場所に建てられるが，国府と国分寺が離れた例をみていくと，国

分寺創建前に国府域内もしくは周辺に伽藍を構えた寺院が存在している場合が認められる。当初か

ら官寺として創建された多賀城廃寺や氏寺としてはじまった例もある。国分寺創建前に，諸国では

国府周辺の寺院を中心に国が主催した法会などが実施されていた。

　備後国府の場合，国分寺創建前までに伝吉田寺が伽藍を構えていたことが明らかになっている。

この寺が中心となって，国府に関わる宗教活動も行っていたとみられる。備後国で，国府とは別の

離れた郡に国分寺を建てた理由の一つは，すでに伝吉田寺が準官寺としての機能を持っていたため

であろう。伝吉田寺の東側にあたる金龍寺東地区においても，国分寺創建前には瓦葺きの施設が建

設され，９世紀以降には基壇上に礎石立ちの瓦葺建物があった。金龍寺東地区は官衙か寺か，わか

っていないが，伝吉田寺は備後国府の重要な仏教施設として機能していたとみられる。備後国府・

国分寺と同笵の瓦も供給されており，その維持にあたって国府が関与したと考えられる。伝吉田寺

のような国府の一画に設けられている寺院は，氏寺として一族の現世利益や冥福を願うためだけで

なく，奈良時代になると国分寺に準じて国家安寧を祈願させる役割を負わされるようになっていく。

その代わり，国家から定額寺と認定され保護を受けるようになっていく。その一端が国分寺や国府

と同じ瓦に現れているとみることができる。伝吉田寺は定額寺として備後国府に関わる宗教活動も

行っていたと理解できる。

　

2．備後国府の構造と諸施設

　かつて国府は歴史地理学的な研究から周防国府の方八町説に代表されるように都城の縮小版であ

り，平城京の条坊と同じように道路が一町単位の方格状に施工された地方都市と考えられていた。

備後国府についても，これまで歴史地理学的な研究によって，地割から方六町域の方格プランなど

が想定されていた（豊1965，谷重1990）。

　発掘調査によれば，国府は都城と異なり八町四方の国府域や一町単位の方格地割を備えた例はな

く，出雲国府・下野国府・近江国府のように，国庁を中心として主要道路を基準に国司館や曹司が
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配置されていることが明らかになっている。周防国府は方八町国府説の代表例と理解されていた。

現在では，古代に遡る方八町の国府域や碁盤目状の条坊地割の存在は否定されており，国府の諸施

設は国庁（推定）周辺の微高地に散在することが明らかになりつつある。

　武蔵国府（東京都府中市）は1,700か所を超える発掘調査によって全体像が把握されている。そ

の形成は７世紀末～８世紀初頭にはじまり，国府域は東西約2.2㎞，南北約1.8㎞と広範囲におよび，

国司館や実務的な施設，宗教施設（寺院・社），工房，雑務にあたった傭丁らの竪穴建物が展開す

る。国衙は，武蔵国総社である大国魂神社付近でみつかり，南北290ｍ，東西200ｍの範囲が築地

塀（推定）で囲まれ，その中に国衙中枢施設が約100ｍ四方の区画のなかに設置されていた。国衙

東側では，「多磨寺」と郡名を冠する寺名の文字瓦が出土する寺院があり，近くに多磨郡衙も想定

されている。武蔵国府では国府域は方形ではないが，その範囲は広く，官衙施設が道路網で結ばれ，

多くの人々が集住する都市的な空間であった（府中市教育委員会2009）。

　下野国府も発掘調査によって諸施設の状況が確認されるまでは，地割などから方八町というよう

な方形のプランを持つと考えられていた。現在は，国府域は方形を呈するものではなく，国庁を中

心に国司館・曹司などが分散的に配置されていると理解されている（栃木県教育委員会1979～1989）。

国府域はまだ明確ではなく，国庁中央から東約2.5町（272ｍ）に思川河岸を限る東大溝（幅６ｍ）

が東限とされ，西方については国庁中央から1.2㎞付近まで国府と関わる掘立柱建物・竪穴建物・溝・

井戸などが確認され，国府に関わる施設はさらに広がる。南北についても国庁中心から約４町（約

450ｍ）離れた地点を東西に走る東山道（推定）の北側を中心に諸施設が確認されており，南北１

㎞以上にわたって国府関連とみられる建物や溝が確認されている。下野国府に関わる諸施設は広範

囲に展開しており，現状では方形に画するような外郭施設は認められず，その範囲についても明確

とはなっていない。

　調査がすすんだ国府では，１㎞を大きく超える広範囲に諸施設が展開することが把握されている

が，方形に画する外郭施設は認められない。遺構の上で，考古学的に国府域を明確に示すことは難

しい。

　備後国府の調査成果も同様なあり方を示している。東はツジ遺跡から西は伝吉田寺までの東西約

１㎞にわたって，元町を中心とする市街地に官衙施設や寺院が展開する。さらに，国府に関連する

とみられる古代の遺構や遺物の分布は，古代山陽道（推定）の北側に東西約３㎞にわたって点在し

ている。現状においては，備後国府全体を画するような方形プランの存在を明確に示す区画施設は

みつかっておらず，国衙の諸施設は東西に走る山陽道沿いの北側に置かれ，その外側に国府と関わ

る施設が点在していたことが明らかにされている。

　ツジ地区では約１町を超える程度に溝で方形に区画された施設が，建物の格式や高級食器が多数

出土する点から国司館とされ，その南方の大マヘ地区や北西方のドウジョウ地区でも官衙関連の遺

構が確認されている。ツジ地区西側の砂山地区は国衙中枢施設であった可能性が高い。その西方に

位置する伝吉田寺に隣接する金龍寺東地区においても，８紀以降，掘立柱建物・礎石建物・苑池が

展開し，国府に関連した施設と推定されている。

国府と条里　　

　これまで国府と条里の関係については，諸国で国府域の範囲や形態とも関わって検討がすすめら
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図103　ツジＣ地区出土奈良三彩（縮尺１／２）

れてきた。他国の成果によれば，出雲国府のように遺構と条里地割とは方位が異なる例が多く，条

里と直接的に関係しない場合が多い（木下1967）。ただし，讃岐国府の場合のように，８世紀以降

に官衙施設は正方位をとらず，付近の官道（南海道）やそれを基準に施行されたとみられる条里地

割と方位を同じくしている例もある。

　備後国府では，条里は南方を通る山陽道と方位が同じであり，山陽道が基準線になって条里が施

行されたとみられる。府中市街地付近の地割は，正方位から北で東に大きく振れたもので条里地割

に由来する一方で，芦田川左岸の旧市街地の一部がほぼ正方位に近い地割となっている。こうした

正方位の地割が古代の備後国府に由来すると想定されていた（藤岡1969）。ツジ地区・ドウジョウ

地区の発掘調査によって，ほぼ正方位をとる地割は古代の国衙施設に由来することが明らかになっ

ている。

　官衙遺跡においては，官衙の年代や変遷を考える上では，方位が参考になることがある。地方官

衙遺跡では，８世紀以降に真北方位に変わる場合がある。出雲国府では，国庁の六所脇地区で７世

紀後半代には大きく傾いた建物群が７世紀末以降に真北方位に変わり，その国庁北側の曹司や国司

館も同じく正方位をとり整備されたことが判明している。ただし，肥前国府のように，国庁も真北

方位ではなく，官衙施設ごとに方位を異にする場合も稀にはある。同じ官衙ブロック内の建物群の

なかでも同時期でありながら，群ごとに方位が異なることもあるので，方位だけをもって遺構の年

代や変遷を決めることはできないが，官衙遺跡を考える上では重要な手がかりとなる。　

　備後国府においても，ツジ地区や伝吉田寺と金龍寺東地区などで正方位を志向していた。官衙施

設が７世紀末以降に，広範囲にわたって正方位を志向して設置されるあり方も，国府の特徴の一つ

である。

備後国府の関連施設

　『出雲国風土記』によれば，意宇郡衙は山陰道と隠岐道の十字街付近にあり，黒田駅や軍団も近

くに置かれていた。交通の要衝である国府に複数の官衙施設が配置されるのは特殊なあり方ではな

く，一般的だったとみられる。備後国府で問題になるのは，葦田郡衙と葦田駅（仮称），軍団である。

　「延喜式」に，備後国では東から安那・品治・者度の三駅があり，駅馬20匹が置かれていた。ま

た，大同二年（807）の太政官符に，「備後国五駅廿五疋」となっており，延喜式段階までに二駅が廃

止され，廃駅の一つは，「和名抄」に記された備後国葦田郡駅家郷から葦田郡内の国府周辺と推定

され，もう一つの廃駅は者度駅と安芸国真良駅間の中間と考えられている（高橋1982）。備後国で

は葦田郡駅家郷から国府付近に葦田駅が推定でき，瓦葺建物がみつかっている前原遺跡（府中市父

石町）と推定されてきた（府中市教育委員会2011）。一方で，前原遺跡には駅家説の他に軍団説や，

府中市街地の備後国府から離れており，造営時期・立地や遺構・遺物から飢饉などに備えて稲穀を

蓄えた法倉の可能性が高いという意見もある（妹尾2015）。出雲国府は『出雲国風土記』の記載か

ら意宇郡衙（郡家）と隣接していた。備後国府の場合，これまで国府所在郡の葦田郡衙の所在地と

しては，国府から南方４㎞ほど離れた栗柄廃寺付近に推定する意見もあるが，実態は不明である。

国府近辺にある可能性も残した上で，検討を進める必要がある。　

　備後国を含めて山陽道諸国では駅家の多くで瓦葺建物が採用されており，葦田駅も瓦葺きで威容

を示していたと憶測できるが，前原遺跡の性格については確定していない。いずれにしても備後国
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府と関連が強い官衙施設であった。備後国府と駅家，軍団や所在郡の郡衙との関係については，前

原遺跡の機能を含めて今後の課題となっている。

　国府と宗教施設との関係についてみると，寺院は官衙に隣接もしくは周辺に設置されている場合

が多く，地域支配の遂行にあたって大きな役割を担っていた。武蔵国府や弥勒寺遺跡群（美濃国武

儀郡衙）では，官衙に隣接して寺院が併設されており，上原遺跡群（因幡国気多郡衙）では近くの

寺内廃寺の他に，官衙域の中にも仏堂といった小規模な仏教施設が推定されている。ただし，官衙

遺跡からも仏教に関わる遺物が出土することは稀ではなく，仏教的な遺物が遺跡から出土したから

といって，寺院と即断はできない。官衙に関わる遺構や遺物があるかも含めて，遺跡の検討を行う

必要がある。

　官衙と宗教との関わりを考える上で，金龍寺東地区の瓦葺建物は注目できる。９世紀代に基壇上

に造営された格式が高い四面廂建物であり，すでに西側にあった伝吉田寺との関係が問題になる。

仏殿なら伝吉田寺とともに備後国府の宗教施設として機能していたと理解できる。一方で，この瓦

葺建物は官衙施設だった可能性もある。国府で仏殿の他に，基壇上に立つ建物として，国庁以外で

は近江国府や伊勢国府でみつかっている大型建物があげられる。近江国庁や伊勢国庁では礎石立ち

の大型建物が隣接して設置されており，饗宴などに用いられたと考えられている。

　金龍寺東地区の南側でみつかっている苑池も，寺もしくは国衙の饗宴施設に伴うものであろう。

まだ，金龍寺東地区の格式が高い礎石建物の性格は明確ではないが，苑池を伴う施設であり，国府

と関わる機能を果たしていたと推定できる。

まとめ

　各地の国府の調査成果を参考にして，備後国府の構造や創設年代，古代山城，国分寺，条里との

関係などをみてきた。

　国府は儀礼を行う国庁を中心に国司の居宅である国司館やさまざまな施設，寺院や神社，工房や

市，津などがまとまった空間である。備後国府も発掘調査によって，そうした都市的空間である点

が明らかになった。一方で，平城京のように碁盤の目のような町割を持つ方格プランではないとい

う事実も明らかになった。備後国府の国衙施設は周辺の地割と異なる正方位をとり，国司館とみら

れるツジ地区など各所に配置された国衙施設は瓦葺建物として威容を示し，伝吉田寺などの宗教施

設が存在していた。

　長年にわたる発掘調査によって，備後国府が当初から葦田郡（今の府中市）に設置されていたこ

とが明らかにされた。古代山陽道沿いの北側に，ツジ地区から伝吉田寺地区を中心に東西約１㎞以

上にわたって展開し，８世紀中頃までに国衙として国庁（推定）と国司館や曹司などが計画的に配

置されていた。その創設年代は７世紀末から８世紀初めに遡る可能性もある。まだ中枢施設の国庁

はみつかっていないが，備後国府の構造は解明されつつある。
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はじめに

　古代の律令国家は，地方においては国郡里制を基本とした行政区画と組織をおき，国府（国衙）

と郡家（郡衙）などの官衙をもうけた。このうち国府は古代の地方社会における政治・経済・文化

の中心地となり，はやくから「国府」「府中」などの地名や地割，国分寺の所在などから研究され

てきた。この半世紀の間には，全国的に発掘調査がさかんとなり，遺跡のあり方から国府の究明が

進められ，開発事業にともなう発掘を契機に，国府関連の遺跡が史跡指定に至ったケースもめずら

しくはない。

　国府は，歴史的には，地方における古代律令国家を象徴するものと位置づけられ，現在の史跡の

指定基準においては，９つの項目のひとつとして「二　都城跡，国郡庁跡，城跡，官公庁，戦跡そ

の他政治に関する遺跡」があり，「国庁」「郡庁」が例示されている。これまで国府の遺跡と判断さ

れるものについては，文化庁では，条件さえ整えば，基本的に指定する方針がとられてきている。

ここでは国府を中心とした官衙遺跡の史跡指定等の現状について経験をふまえて整理し，備後国府

の文化財としての価値について，かんたんにまとめておきたい。

1．国府遺跡の調査と指定

　現在，国府遺跡として史跡指定されているものは14件である（表16）。指定名称には「国衙」「国

府」「国庁」の３種がある。なお，東北地方の陸奥国府は多賀城，出羽国府は秋田城か城輪柵にお

かれた。多賀城跡と秋田城跡は史跡指定されている。

第10章　備後国府の検討

表16　国府遺跡の国指定史跡（指定年順）

第５節　国府を中心とした官衙遺跡の保護と備後国府

史跡名称

周防国衙跡

出雲国府跡

近江国府跡   惣山遺跡・

青江遺跡・中路遺跡

因幡国庁跡

下野国庁跡

伯耆国府跡   国庁跡・法

華寺畑遺跡・不入岡遺跡

肥前国庁跡

筑後国府跡

伊勢国府跡

日向国府跡

美濃国府跡

武蔵国府跡

伊賀国庁跡

常陸国府跡

指定年（追加含む）

1937・2004

1971

1973・1983・1998・

2000・2009

1978

1982

1985・1998・2000

1989

1996・2003

2002

2005

2006

2009・2011

2009

2010

所在地 史跡の内容

国庁，港

国庁，国司館，曹司 

国庁，倉庫群，曹司，国司館

＊名称変更あり（国衙→国府）

国庁

国庁

国庁，官衙，国分尼寺?，倉庫群

＊名称変更あり（国庁→国府）

国庁

国庁1・2期，国司館

国庁，国司館?

国庁

国庁

国庁?，総社，国司館

国庁

国庁

山口県防府市

島根県松江市

滋賀県大津市

鳥取県鳥取市

栃木県栃木市

鳥取県倉吉市

佐賀県大和町

福岡県久留米市

三重県鈴鹿市

宮崎県西都市

岐阜県垂井町

東京都府中市

三重県伊賀市

茨城県石岡市
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図208　周防国衙跡の指定範囲（文化庁監修1991より）

戦前の周防国衙跡の指定

　史跡指定の制度は，大正８年（1919）の史蹟名勝天然紀念物保存法に始まり，昭和25年の文化

財保護法に継承された。旧法の指定基準には「四　古城阯，城砦，防塁，古戦場，国郡庁阯其ノ他

政治軍事ニ関係深キ史蹟」とあり，現在の基準と同じく国郡庁が指定の対象とされていた。

　この種の遺跡として最初に指定されたのは，

昭和12年の周防国衙跡（山口県）である（図207）。

周防国衙は，三坂圭司らの研究により，地割・

地名等をもとに，方八町の方格地割をもっ

た国府域のほぼ中央に，方２町の国衙（国庁）

が配置され，方形の国府域の外周は築地が

めぐると考えられた。そのため史跡に指定

されたのは，２町の国衙と国府域の外周に

相当する四隅と西辺の一部，さらに国津と

想定されていた「船所・浜宮」地区であった

（図 208）（文化庁文化財保護部史跡研究会監

修1991，以下指定について参照）。史跡指定

に際して，広大な国府域を視野にいれて，

港まで含めた慧眼にはおどろかされる。こ

の時期はまだ発掘調査そのものも一般的で

はなく，その成果をもとに指定されること

もきわめて少なかった。

戦後の発掘成果による指定　

　周防の国府像は，以後，学界に大きな影

響を与えたが，発掘調査によって国府の実

態が解明されるのは，昭和 40年ころからで

ある。発掘調査で最初に明確な遺構がとら

えられたのは近江（滋賀県）であった。昭和

38年，雇用促進住宅建設を契機に多量の瓦や柱穴等が発見され，その後の発掘調査で，築地塀に

囲まれ，整然と配置された瓦葺の正殿・後殿・両脇殿が確認された（水野1969）。それは宮都の大極

殿・朝堂を縮小したような構造で国庁の性格をよくあらわしていた。史跡指定は48年である。そ

の前の46年には，出雲（島根県）が発掘調査の成果をもとに隣接する条里遺構と合わせる形で指定

された。

　その後，昭和53年に因幡（鳥取県）が指定され，57年の下野（栃木県），60年の伯耆（鳥取県）

とつづいた。これらは国府の中枢施設である政庁すなわち国庁の範囲が指定され、名称は「国庁」

とされた。奈良時代の『出雲国風土記』などの史料には「国庁」とあり，それに依拠したものであ

る。これに対して，「国衙」は奈良時代には使われず，律令国家が崩壊した平安時代10・11世紀に

みられる（木下1988）。国庁が指定された近江の場合，48年当初の指定名称は「近江国衙跡」であ

図207　周防国衙の国廰碑（1860年）と史跡標柱
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り，その後，58年の追加指定の際「国庁跡」に変更された。その変更はこうした史料上の用例に

よるものと考えられ，昭和53年の因幡国庁跡で最初に「国庁」の名称が使用された。

　国府の構造は，いくつかの国府の調査事例を重ねると，規模・形状は方八町の方形ではなく，方

格地割も一般的ではないことが明らかとなっていった。また，周辺に官衙がひろがっていることも

判明してきた。出雲では国庁跡と判明した六所神社周辺だけではなく，発掘で確認された周辺の官

衙域が含まれ，さらにはその北方の，条里地割が良好に遺存する地区についても発掘調査の成果に

よらず指定することとなり，面積は総計約41万㎡に及んだ。国庁のほかに関連する施設も含むこ

とから，名称は「国府」である。この当時，国府の遺跡を積極的にひろく保護しようとした意識が

うかがえる。

　その後も各地で発掘調査の成果はつづき，平成以降，肥前（佐賀県），筑後（福岡県），伊勢（三

重県），日向（宮崎県），美濃（岐阜県），武蔵（東京都），伊賀（三重県），常陸（茨城県）が指定

されてきている。三河（愛知県），美作（岡山県）は国庁跡が明らかとなったが，残念ながらいま

だに未指定のままである。

2．国府関連遺跡の指定

関連遺跡の一体的指定

　国府遺跡の指定においては，国庁が占める位置がきわめて大きい。国庁は近江の事例のように，

正殿・脇殿などの大型建物が定型的に配置され，それが築地塀や溝などで区画されることから，発

掘調査において遺構の性格を比較的容易に判別できる。そのため，国庁は国府の遺跡と判断する際

の指標となるものであり，その確認により国府遺跡としての指定が可能となるのが一般的である。

　しかし，国府を構成する施設は国庁だけではない。発掘調査が周辺で進展するようになると，多

様な関連遺跡が確認されるようになる。国府を正しく理解するうえにおいては，これらを可能な限

り一体的に指定することが望ましい。

　こうした事例として，近江・伯耆・伊勢などがある。近江では国庁から4,500ｍ離れた地点で大

型の瓦葺高床倉庫群（惣山遺跡）が発見され，国庁に加えて平成10年に追加指定し，名称を国府

に変更した。その後，さらに国司館の可能性がある青江遺跡と周辺の中路遺跡も追加した（12年・

21年）。伯耆国府では国庁から1.5km離れて大型の倉庫群（不入岡遺跡）が見つかったことから，

国府を構成する遺跡として，国庁跡とこれに附けたりとして指定されていた法華寺畑遺跡も追加・

統合をおこなった（12年）。伊勢国府は近江と近似した時期・構造の国庁が確認されたが，国庁の

北方２か所で確認された瓦葺の重要施設をともに含めた。筑後では４か所に遷移するとされている

国庁のうち，二期目までは指定している。

継承される国府の歴史文化財　

　国府に関連する文化財は遺跡だけではない。平成 21年に史跡指定された武蔵国府跡（東京都）

の指定地は，広大な大國魂神社境内とその隣接地に展開する（図 209）。そこで確認された遺構は，

築地に区画された大型建物群からなる，国府の中枢施設である。

　大國魂神社（六所宮）は武蔵国内の主要六宮を合祀した武蔵国総社である。総社は古代末ころに

成立するとされ，中世以降の武蔵府中の中核をなしてきた。いまも行われている例大祭「くらやみ
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祭り」は国府の歴史を伝えるものであろう。

神社境内地は，現在，東京近郊の一面の市街

地のなかで，豊かな社叢に囲まれ，おちつい

たたたずまいをみせているが，その土地は重

要な歴史的意味を有しているといえる。国府

として指定したゆえんである。

郡家関連遺跡群の指定

　官衙における関連遺跡の指定は，近年，郡

家の遺跡においても進められている。郡家の

遺構としては，構造からみて郡庁や正倉が判

別しやすい。これに加えて館・厨等が存在する。陸奥国磐城郡（根岸官衙遺跡群），美濃国武儀郡

（弥勒寺官衙遺跡群）は，遺跡のあり方からみて，これらの施設が含まれており，さらに，隣接し

て並立する寺院も一括して指定されている。下野国河内郡（上神主・茂原官衙遺跡）や下野国芳賀

郡（長者ヶ平官衙遺跡）では併存する東山道の一部も含まれている。また，筑後国御原郡（小郡官

衙遺跡群）は郡家の移動を示唆するものを一体的に指定している。

3．備後国府の文化財としての価値

備後国府の重要施設　

　備後国府においては，これまで国庁の遺構は確認されていないが，30年以上にわたる発掘調査

の結果，すでに述べられているように，遅くとも８世紀半ばにはこの地に国府がおかれ，「金龍寺

東地区」と「ツジ地区」に国府の中心をなす重要な施設が存在したことがあきらかとなった。

　金龍寺東地区は，７世紀後半に造営された伝吉田寺跡（県史跡）の東側に位置し，苑池と大型の

瓦葺建物が存在する。瓦葺建物は礎石建ちで，柱間が長大な２間×３間の身舎に四面廂が付き，乱

石積基壇上にのる豪壮なものである。現状では性格は明確にはしがたいが，苑池と合わせてきわめ

て重要な施設であることは明らかである。苑池は建物とともに９・10世紀に機能した。国府に先行

するいわゆる国府付属寺院の伝吉田寺跡に隣接して，仏堂もしくは饗宴施設や国司館などがもうけ

られたようである。

　一方，金龍寺東地区から600ｍ東に位置するツジ地区は，７世紀末から12世紀までほぼ連続し

て営まれた。８世紀半ばにほぼ方一町の方形区画に主殿的な大型建物が出現し，９・10世紀には，

礎石建物・廂付建物に建て替わる。出土遺物には，きわめて奢侈的な緑釉単彩陶器の火舎と羽釜を

含む国産施釉陶器や中国陶磁器，陶硯類などがまとまる。それ以降も12世紀後半までは多量の貿

易陶磁器や畿内楠葉産瓦器などがみられる。こうした遺構・遺物のあり方からは，長期にわたって

国司館かそれに類する施設が存在した可能性が考えられる。

国府における国司館の役割

　これまでの国府研究においては，国庁のほかに国司館が果たした役割が注目されている。平安時

代９世紀前半になると国司館が国庁並みに重視され，国司の経済活動の拠点としても重要な機能を

になうようになる（鬼頭1986）。最近では，８世紀の段階から，国庁が権威の拠り所として儀礼化

 図209　現在の武蔵国府跡と大国魂神社
（東京都府中市提供）
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した政務の場に変化している一方で，国司館は実質的に国務執行の場となっていることが明らかに

されている（吉田2008）。

　発掘された代表的な遺跡としては，陸奥（多賀城）で４か所，下野で２か所，出雲・筑後で各１

か所などがある。これらは下野の１例が８世紀後半にさかのぼるが，これを含めて９世紀，とくに

その後半から10世紀にかけてのものが多い。下野では確認されている２か所の館のうち国庁の北

方のものは，国庁が衰退した後もしばらくは継続していることが注目される。国司館の遺跡は，一

般的に，国庁に近いところに所在し，方一町程度の敷地を築地・柵・溝等で囲み，大型の廂付建物

が中枢をなす。庭園をともなうものもある。豊富な中国陶磁器や国産の施釉陶器，多量の土師器食

器を伴うことも一般的である（坂井2008）。土師器は儀式・饗宴にともなうものである。国司館と

しては，筑後・武蔵・陸奥（多賀城）の事例が史跡指定されている。

　国庁の遺構は筑後をのぞくと10世紀いっぱいには衰退する。国府そのものは10世紀で消滅する

わけではないことから，11 世紀以降の国府に

ついては，国庁にもとづいて解明することはで

きない。そもそも早い段階から重要な国務を執

り行う場として機能していた国司館を抜きにし

て，国府の実態を解明することはできない。

　国司館とみられる遺構もそれほど多くはない

ものの，いくつかの事例を指摘することができ

る。備中国府とされる岡山県総社市の御所遺跡

では，11・12世紀の方約100ｍの居館が確認さ

れており（総社市教委2008），きわめて注目さ

れる。これは周囲に堀をめぐらし，なかには大

型建物があり，さらに大きな土坑の底に精緻な

石組をそなえて湧水を採取した，きわめて特殊

な祭祀的な遺構（報告では井戸とする）を伴っ

ている（図210）。出土した土師器は膨大な量に及ぶ。こうした居館のあり方からはその館主として

国司か在庁官人を示唆する。近年，出雲や讃岐，武蔵などでは，国府関連の遺構が11・12世紀ま

で継続することがわかり，古代末から中世にかけての実態があきらかになりつつある。

保存された備後国府の古代から中世

　備後国府のツジ地区は，遺構・遺物からみて，古代律令期の８世紀半ばから，律令制が崩壊した

中世初期，12世紀後半に至るまで，長期に継続した備後地域の政治的拠点ともいえる。ツジ地区

のすぐ北側の丘陵上には、総社（小野神社）が象徴的に鎮座している。総社の成立とされる古代末

ころには，国司や官人の居所がこの近くに存在したことを暗示する。

　他国の事例からみて，11世紀以降はすでに律令期以来の国庁は維持されなくなったと考えられ，

国府における古代から中世への過渡期については，こうした場の調査・研究が不可欠である。幸い

なことに，重要地域のツジ地区と金龍寺東地区においては，市街地化がいちじるしいなかにあって，

府中市が一部公有化をはかりながら現状保存に努力してきている。備後国府は国庁が未確認とはい

図210　備中国府御所遺跡の推定居館
（総社市教委2008から作成）

0 50m
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第５節　国府を中心とした官衙遺跡の保護と備後国府

え，８世紀から12世紀，古代から中世にいたる国府の様相をおおよそ把握することができる。文

化財としての価値はきわめて大きい。史跡指定をはかり，保護の万全を期すことが適当であろう。

　【引用・参考文献】

江口　桂　2014　『古代武蔵国府の成立と展開』同成社

木下　良　1988　『国府』教育社歴史新書

鬼頭清明　1986　「国司の館について」『国立歴史民俗博物館研究報告』10

坂井秀弥　2005　「国府と郡家」『列島の古代史』３（社会集団と政治組織）　岩波書店

坂井秀弥　2008　「古代の官衙・集落からみた館の形成」『古代地域社会の考古学』同成社

総社市教育委員会　2008　「国府川改修工事に伴う発掘調査（Ⅰ）」『総社市埋蔵文化財調査年報17』

文化庁文化財保護部史跡研究会監修1991　『図説日本の史跡』４　同朋舎

水野正好　1969　「近江国府の調査」『日本歴史叢書』月報25　吉川弘文館

山中敏史　1994　『古代地方官衙遺跡の研究』塙書房

吉田　歓　2008　「国庁と国司館」『杜都古代史論叢』今泉隆雄先生還暦記念論文集刊行会

文化庁国指定文化財等データベース（http://kunishitei.bunka.go.jp/bsys/searchlist.asp）
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　備後国府跡は，広島県南東部，旧国・郡の区分では備後国南部の葦田郡に属する。瀬戸内海に注

ぐ備後南部最大の河川である芦田川の河口から30km程度上流に位置し，概ね西から東へ流下する

芦田川の北岸に形成された沖積平野（いわゆる福山平野）の北西部に立地する。現況は，JRの駅

や市役所等の公共施設に近い，市中心部の市街地である。

　備後国府跡の発掘調査によって，７世紀末から13世紀に至る古代から中世前期の遺構群や遺物

が確認され，国司館とみられるツジ地区とその周辺地区，伝吉田寺と隣接する金龍寺東地区で調査

が進んだことで国府跡の一端が具体的に把握できるようになり，府中市元町を中心に確認されたこ

れらの遺構群が備後国府の中枢施設を構成するものであるとの結論に至った。

　ここでは，その考古学的成果を中心として，遺跡の歴史的価値についてまとめたい。　　

1．奈良時代における国府所在地の確定　

　最大の成果は，調査で確認された建物跡や出土遺物等の総合的な検討によって，奈良時代中頃に

は府中市街地に国府が所在したとみられるようになったことにある。

　国府所在地については，10世紀に成立した『和名類聚抄』に「国府在葦田郡」と記述されてい

たことや，現代に残る「府中」という地名から，平安時代においては現在の府中市街地に所在して

いたと推定され異論はないが，奈良時代においては国分寺の所在から安那郡域の福山市神辺町にあ

り，後に葦田郡域の府中市に移転したとみる説があった。

　しかし，神辺町の国府推定地では，1970年代以降，確認調査が行われてきたが，現在まで国府

に関連するような遺構は確認されていない。一方で，府中市街地では，1980年代以降，広島県教

育委員会や府中市教育委員会を事業主体として，市街地内の広い範囲で範囲確認や開発事業対応を

目的とする発掘調査が実施された結果，ツジ地区等の調査成果にみられるように，遅くとも奈良時

代の8世紀中頃には，この地に国衙施設が存在していたとみられ，奈良時代の国府も府中市街地に

所在したと考えられる。さらに，ツジ地区においては官衙に関わる遺構や遺物が７世紀末頃から確

認されており，すでにこの時期に備後国府が創設されていた可能性もある。

　７世紀後半に「吉備国」が成立し，７世紀末（683～ 685年）の国境画定策に伴い，備前・備中・

備後国に分割され，713年（和銅６年）には備前国から分かれて美作国が成立する。国府が設置さ

れた年代については今後の課題であるが，考古学的には，備後国府の成立時期が８世紀中頃まで遡

ることが判明した。長年続いた国府の所在地論は，決着がついたといってよい。

2．国府の構造について

　調査によって，東はツジ地区から西は伝吉田寺に至る東西約1ｋｍの範囲に，官衙施設や寺院が

所在したことが確認され，府中市元町を中心に，国府の諸施設および宗教施設が配置されて国府の

中枢域を形成していたことが明らかになった。

　また，出土瓦から，国分寺創建前の８世紀中頃に砂山地区・ツジ地区で瓦葺建物が建設されたこ

とが確実であり，それは国衙の主要施設と考えられる。
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第１節　調査成果からみた備後国府跡の歴史的価値

　国府の広がりや範囲（＝国府域）については，古代の遺構群や包含層，平城宮式軒瓦の分布から，

東は広谷町から西は出口町までの東西約３㎞，南北約１㎞の芦田川北岸市街地に広く及び，武蔵国

府や下野国府と同様である。国府域には，軍団や駅家，郡衙等の諸施設も存在しているとみられ，

それらの諸施設が，府中市街地の広範囲に広がっていたことが想定できる。

　条里との関係については，国府の諸施設が条里地割と直接的に関係しない場合が多いことが明ら

かになっている。備後国府においても，国衙の諸施設および寺院は正方位を志向して配置され，東

に約28度傾いている条里とは異なっている。条里は古代山陽道を基点に施行されたとみられており，

元町周辺の正方位地割が，計画的に造営された古代の国府に起因していることも判明した。

　これらのことから，備後国府は，平城京などの条坊制に基づく都城とは異なり，古代山陽道の北

側に国衙の諸施設および寺院が東西に広く展開し，都市的様相を呈していたことが明らかとなった。

3．国司館などの重要施設の存在

　ツジ地区では，７世紀末から正方位を志向した官衙施設が13世紀初めまで配置や場所を変えな

がら存続し，地区全体が利用され続けたことが判明した。このたび、施釉陶器と貿易陶磁器を中心

とした搬入土器を詳細に分析したところ，ツジ地区では，出土量が突出するだけでなく，地方にお

いてきわめて限定的な出土傾向を示す高級な日常食器および奢侈品が多く認められるとともに，9

世紀前半から12世紀後半まで継続的に搬入された状況が明確となった。これに加えて硯の出土が

目立つこと、大型の廂付建物を伴う施設群が確認されている状況からみて，この地区には、８世紀

中頃から12世紀後半まで，400年以上の長期にわたって居住や儀式等のほか文書行政的機能を有し

た国司館や曹司などの国衙施設などが存在した可能性が高い。このように，国府を構成する重要施

設の所在地のひとつが明確になったことは大きな成果である。

　ツジ地区で確認されたこうした遺構や遺物は，備後国府の成立から中世前期に至る国府機能の変

化や変遷の過程を内包しているとみられ，これまであまり注目されてこなかった古代後期から中世

前期における国府の歴史変遷を示す遺跡としても，歴史的価値が高いと評価できる。

4．国府をとりまく宗教施設の所在

　国府は中央国家と同様に，仏教や神祇・祭祀と深く結びついて存在し，地域支配を遂行するため

にそれら宗教施設が大きな役割を担っていた。備後国府では，国府との関わりが捉えられる寺院，

神社，祭祀場の所在が発掘調査でも確認されている。

　国衙の西方に所在する伝吉田寺は，７世紀末から８世紀初頭には伽藍を備えた寺院となっており，

国府の重要な仏教施設として機能していたとみられる。さらに，東に隣接する金龍寺東地区の施設

については，苑池や格式の高い瓦葺礎石建物跡の存在等から仏堂もしくは饗宴施設と推定される。

宗教施設とは限らないが，国府の支配機構を支えた重要施設であったとみられ，国府の機能を考え

る上で非常に興味深い。

　さらに，国府の仏教施策を考える上で重要視される山林寺院についても，国衙の北方山塊に青目

寺が所在しており，伝吉田寺とともに国衙の宗教的機能の一端を担っていたと考えられる。伝吉田

寺は，後に青目寺と同じ天台宗の寺院となった伝承があり，国府の宗教的機能の変容や，地方にお
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ける仏教受容のあり方および展開が追える点でも興味深い。

　このように，備後国府においては，国府の機能を考える上で伝吉田寺および金龍寺東地区，青目

寺などが，宗教施策の遂行に重要な役割を果たしていたことが想定され，国分寺が国府と離れた別

の郡に造営された背景や，国府の宗教的機能および国府に近接する寺院が担った役割，機能の推移

を研究する上で重要である。

　加えて，鳥居地区では大型の人形が出土しており，国府の祭祀場である可能性が高い。さらに，

式内社や総社をはじめとする国府に関わりの深い神社が府中市街地周辺に点在しており，国府を取

り巻く宗教施設の所在が具体的に明らかになっている。

　備後国府では，国府の宗教的側面を支えた宗教施設の様相の一端が考古学的に明らかになってお

り，国府の地域支配機構のあり方や，宗教的機能を具体的に復元しうる多くの資料や知見が得られ

ている。

5．瓦からみた備後国内の官衙や寺院との関係

　瓦の様相から，国内の官衙や寺院との関わりが明らかになっていることも成果の一つである。

　備後国では山陽道沿いの駅家の所在がいくつか判明しており，出土軒瓦の同笵関係から国府と駅

家の関係が捉えられている。山陽道の諸国では，播磨・備前・備中・安芸・長門国で駅家の実態が

うかがえるものの，国府の所在地が不明な国が多く，国府と駅家の諸施設の関係も不明である。備

後国では，国庁は不明だが国府の所在が明らかになり，駅家の造営や補修にあたり国府の関与が推

定され，駅家以外にも，国分寺や国内の官衙施設，寺院とも深く関わっていたとみられる。

　さらに，８世紀半ばに国府の主要施設に葺かれたとみられる砂山地区出土の軒瓦は，国分寺の所

用瓦と同笵であるが，国分寺のものは瓦笵を彫り直して製作されていることから，国分寺に先駆け

て国府に瓦葺建物が整備されたことがほぼ確実である。したがって，国分寺は当初から国府と離れ

た別郡に創建されたとみてよい。

6．律令国家の地域支配と国府設置の背景

　府中市街地は，古代に備後国府が設置されただけでなく，その後，中世前期には，府中と呼ばれ，

備後国の政治的拠点として機能したことが調査および文献史料から明らかになっている。

　葦田郡域の府中市街地は，早くから交通の要所であったが，備後国成立以前には品治郡や安那郡

に比べ，顕著な勢力をもつ集団が存在していなかったことが後期古墳の分布から判明している。し

かし，府中市街地及びその周辺部において，古墳時代終末期には尾市古墳（福山市新市町常）が築

かれ，７世紀後半には古代山城の常城が築城され，伝吉田寺が創建されるなど，国府の設置と密接

に関係すると考えられる施設が造営される。

　このように，備後国府は，吉備国の分割と，備後国の設置や古代山城との関係から，７世紀後半

から末にかけて，国家的な事情と在地の歴史的事情によりこの地に設置された可能性が高い。

　以上のように，備後国府跡の調査によって明らかになった成果は多数あるが，特に重要な成果と

して，次の４点をあげたい。

　第１点は，奈良時代の国府についても府中市街地に所在したことが明らかになった点である。広
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谷町から出口町にかけての東西約３km，南北約１kmの範囲を国府域，元町を中心とする約１km

四方の範囲をその中枢域（国衙もしくはそれに準じる範囲）と考えることができ，考古学的成果か

ら，国府が奈良時代から府中に所在したことが明らかとなった。

　第２点は，国府の中枢域（国衙とその周辺）の一端が明らかになった点である。各地区は，いず

れも国府の主要な構成要素と判断されるが，特に調査が進んでいるツジ地区と金龍寺東地区におい

て遺構の変遷や様相が明らかとなった。ツジ地区には国司館が想定され，金龍寺東地区の苑池や瓦

葺礎石建物は宗教施設もしくは饗宴施設や国司館の可能性があり，どちらも国府の中枢を構成する

重要施設である。なお，国庁は未確認ながら，砂山地区に瓦葺きの中枢施設が所在する可能性も得

られている。

　第３点は，建物遺構や搬入土器の分析結果から，ツジ地区において，国司館かそれに相当する重

要施設が12世紀後半まで長期にわたって継続して存在することが判明した点である。これまでの

全国の国府の遺跡においては，律令期に盛行した国庁を中心に調査・研究がなされてきたことから，

主に8・9世紀，せいぜい10世紀までの様相は把握されてきたものの、古代末から中世初めにかけ

ての11・12世紀の状況については，かならずしも明らかではなかった。そのなかで，ツジ地区で

確認された遺構や遺物の状況から，古代から中世への過渡期における国府の実態や歴史変遷の一端

が明らかとなった。11・12世紀における国府の様相の一端を顕著に示すものとして評価できる。

　第４点は，この地が中世以降に府中となり，市名にも受け継がれ，現在も国府に関連する文化財

が残されている点にある。周辺には国府に関係する神社や寺院跡ほか，様々な遺跡が点在しており，

古代だけでなく，中世以降，現在までの，府中市そして備後地域の歴史を解明する上で欠くことの

できない重要な歴史的価値を有している。

第２節　備後国府跡の保存と活用にむけて

1．保存の経緯

　歴史的価値が明らかとなった備後国府跡については，これまでも保存対策に努めてきた。

　広島県及び府中市では，1970年代以降の発掘調査成果に基づき，市街地の平野部一帯を周知の

埋蔵文化財包蔵地「府中市街地遺跡群」として取り扱い，発掘調査で確認された主要遺構のある場

所については，開発事業の計画変更など事業者の協力を得て実施してきた。また，金龍寺東地区の

一部は平成４年に府中市指定史跡「金龍寺東遺跡」とし，市が土地を公有化した。ツジ地区でも，

一部で計画されていた都市計画道路について計画変更するとともに，公民館の改築にあたっては，

遺構密集地外に移転し遺構面に影響のない工法で建築するなどの対策も講じてきた。

　国府跡に関する価値の周知については，発掘調査現地見学会の開催や府中市歴史民俗資料館にお

ける常設展示に加え，遺跡現地への説明看板の設置，リーフレットの作成・配布，各種講演会・出

前講座等を行ってきている。遺跡地の地権者を含む地元住民も，発掘調査や普及事業等で発掘作業

員・インストラクター等に従事するほか，地元和裁士による国府時代の復元衣装の制作・寄贈，市

の夏祭りの名称が公募で「備後国府まつり」と変更になる（平成25年）など，市民も国府跡の価

値とその保護に対して深い関心と理解を寄せている。市議会でも「備後国府跡の保護に関する決議」
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が議決され（平成24年），行政と住民が一体となって，遺跡の保存・活用を図ろうとする機運が高

まっている。

　府中市教育委員会では，平成16年度に，備後国府跡の中枢域の特定と積極的な保存・活用を図

ることによってまちづくりの核としようとする「府中市国府プロジェクト」を策定していたが，そ

れらの機運の高まりとともに，平成24年に同プロジェクトを一部修正し，国庁跡発見のための調

査を継続しながら，これまでの調査成果を整理し学術的に価値付けすることを目的として，本報告

書を作成した。その結果，特に調査が進んでいるツジ地区と金龍寺東地区で確認された遺構群につ

いては，国府の中枢をなすきわめて重要な遺構であることが判明した。どちらも市街地内にあり，

確実に保存し後世に継承するには，早急な保護対策が必要であり，まずは両地区の史跡指定を目指

し，備後国府跡の保護を確実なものとすることが求められる。

　また，今後の課題は，国庁の所在地を明らかにし後世に保存する対策を講ずることである。ツジ

地区と金龍寺東地区以外の地区においても，国府の中枢を構成するとみられる諸施設や寺院跡が確

認されている。引き続き，国庁の確認を含めた国府の全体像の把握を目指して，保存目的の発掘調

査を計画的に実施し，国府跡の価値を高めていくことが重要である。

2．保存と活用に向けて

　備後国府跡は，府中市にとって，市のアイデンティティを示す特別な遺跡で，国府が衰退した後

にこの地が「府中」と呼ばれ，現在の市名にも受け継がれている。府中市民にとって，史跡指定を

受けることは格別な意味を持つ。史跡指定されて国府が所在した歴史が広く認知されることによっ

て，市民は府中市に国府が所在したことを事実として認識することが叶い，故郷そして国府に対し

て抱いていた愛着や誇りに自信を持つことができる。さらに，現状では，宅地化によって現地に赴

いても国府をイメージ出来ないが，周辺には国府に関係する神社や寺院跡ほか様々な遺跡が点在し

ており，現地が保存され整備されると国府を偲べる核となる場所が生まれ，国府を身近に感じられ

ると同時に，府中市のまちづくりのシンボルにもなる。

　備後国府跡を保存し後世へ継承するためには，住民・市民をはじめとして，多くの人に国府の持

つ価値を理解してもらうことが大切であり，地域住民と専門家，行政が三位一体となって，保存と

活用整備に取り組むことが求められる。当市では，市民および地域の人々が国府跡を地域の「宝」

と感じ，親しまれ利用される史跡整備ができるよう，住民と共に国府跡の整備・活用の議論をひろ

げ，市民と一緒に保存活用策を講じたいと考えている。
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表17　ツジ地区遺構番号新旧対照表
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表17　ツジ地区遺構番号新旧対照表
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SP1・6：

SP1

SP1〜4

SP1〜3

柱穴1基

県305T

県306T

07ケアセン

0602T

0602T

0903T

0903T

0903T

07ケアセン

－283－

県302T

不明瞭

巻末一覧表

4

3
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県302T

不明瞭

巻末一覧表

4

3
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A類

A類

A類

SB072

SB001

SB001

SB001

SD008

5層

Ⅺ類

長頚壺

67

67

67

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

※表21～31の文献挿図番号欄の「再」は本書において再実測したもの
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府市

府市

府市

府市

府市

府市

府市

府市

府市

府市

府市

府市3-4-1

−

−

−

府市3-4-4

府市4-4-1

長頚壺

長頚壺

SD037

SD037

SD037

SD037

SD037

SD037

SD037

SD037

SD037

SD037

SD021

SD021

SD021

SD021

SD021

SD021

SD021

SD021

SD021

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

75

75

75

75

75

75

75

75

75

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

木製形代

木製品

木製品

木製品

土師器

須恵器

須恵器

須恵器

須恵器

須恵器

人形

不明

不明

不明

皿

杯

墨書「権介」

墨書「林」

杯

杯

杯

高台付杯

再

再

103-1 0501T SX117 奈良三彩 蓋付小壷 − 8C 内部にガラス玉54個 府市11−18−1

輪花皿

〜後

表22　奈良三彩・緑釉陶器・灰釉陶器一覧表
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羽釜

（第Ⅲ四半期）

（第Ⅲ四半期）

水注

（　　）
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Ⅺ類

Ⅺ類

Ⅺ類

Ⅺ類

Ⅺ類

Ⅺ類

Ⅺ類

東4層

－289－

巻末一覧表

95金東下水T

Ⅺ類

Ⅺ類

Ⅺ類

Ⅺ類

Ⅺ類



－289－

巻末一覧表

95金東下水T

Ⅺ類

Ⅺ類

Ⅺ類

Ⅺ類

Ⅺ類
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巻末一覧表

，

—

—

SX086

SX086



－291－

巻末一覧表

作り

作り

作り

SB2

軒瓦

末

末

末

末

SX080

SX032

SX032 一枚作り

一枚作り

一枚作り

129

129

129



－292－

巻末一覧表

丸瓦

平瓦

道具瓦

府市

市備国

府市

府市

府市

府市

府市

市備国

府市

府市

府市

府市

府市

府市

府市

府市

府市

府市

府市

府市

府市

府市

府市

府市

府市

府市
府市

府市
府市

府市

府市

府市

府市

府市

府市

SX032

SX032

SX079

－293－

巻末一覧表

C C

C

8C後半〜9C前半

8C後半〜9C前半

8C後半〜9C前半

（底外）「枚田」，（底内）「枚田」

（上面）線刻画：「鳥」，（側面）刻書：「丁月」

市

杯

SX116上層

SX067

SK030

SG086

刳り込みの
ある



－293－

巻末一覧表

C C

C

8C後半〜9C前半

8C後半〜9C前半

8C後半〜9C前半

（底外）「枚田」，（底内）「枚田」

（上面）線刻画：「鳥」，（側面）刻書：「丁月」

市

杯

SX116上層

SX067

SK030

SG086

刳り込みの
ある



－294－

巻末一覧表

SD021



－295－

巻末一覧表

8C初頭

8C初頭

8C初頭

8C初頭

8C初頭

8C初頭

8C初頭

8C初頭

8C初頭

8C後半

8C後半

8C後半

8C？

8C前半

8C前半

1.6 1.4 0.15 1.66（背面）支柱状突起の痕跡

SX117

SD207

SX080

SD021

SD037

SD037

再

漆生産関係遺物

123−39

123−40

ツジN

ツジN

0202T

1002T

拡1〜5層

西4層

楠葉産両黒　（内）口縁部に1条の沈線

楠葉産両黒　（内）口縁部付近に1条の沈線

府市8−37−4

府市16−37−185



－296－

巻末一覧表

，

SD042

（新）

SX148

SX148

SX148

SX148

金属生産関係遺物





図　　版



図版１　ツジ地区遺構

Ｃ地区 0903T：北辺区画溝SD206・207（西から） Ｃ地区 0903T：北辺区画溝SD207（西から）

Ｃ地区 1001T：北辺区画溝SD207（東から） Ｃ地区 0903T：調査風景（西から）

Ｃ地区 0501T空撮

　Ｃ地区 0501T（北から）



図版２　ツジ地区遺構

Ｃ地区 9001T：SB007（南から）

Ｃ地区 0602T：SB151ほか（北から）

Ｃ地区 1102T：SB243・244・SE263（南から） Ｃ地区 0301T（東から）

Ｅ地区 0506T：区画溝SD125・127（西から） Ｅ地区 0506T：区画溝SD125土層断面（東から）



図版３　ツジ地区遺構

Ｅ地区 0203T：SB042・043（西から） Ｅ地区 0601T：SX149（南から）

Ｎ地区 1002T：SB004（東から） Ｎ地区 0401T：鋳造関連遺構（北から）

Ｅ地区 0506T：区画溝SD125（東から）

Ｅ地区 0203T：SB042・043（西から）



図版４　金龍寺東地区遺構

95金龍寺東下水：SB001南面基檀（西から）

9301T：SB001（南西から）

9304T：SB001北面基檀（北から） 9301T：SB001（東から）

95金龍寺東下水：SB001南 石敷（南から） 0001T：苑池遺構SG086（東から）



図版５　金龍寺東地区・伝吉田寺地区遺構

9801T：SB038（西から） 9902T：SB072ほか（南西から）

9702T：SD048（東から） 県67吉田寺：塔基檀（西から）

県67吉田寺：講堂基檀（東から） 　94吉田寺：講堂基檀付近（西から）



図版６　その他の地区遺構

砂山地区 88砂山街路：SB3（東から）

砂山地区 88砂山街路：SB2（北から）

ドウジョウ地区 0803T：区画溝SD12（東から） ドウジョウ地区 0803T：区画溝SD12・13（東から）

大マヘ地区 0402T：SD1（北から）　 ホリノ河内地区 01ホリノ調査区（西から）



図版７　出土遺物

緑釉単彩陶器（羽釜・火舎）

緑釉陶器



図版８　出土遺物

灰釉陶器

貿易陶磁器

図版９　出土遺物

瓦　（軒丸瓦１型式～９型式） 

※番号は図番号と同じ
　縮尺は約1/4（拡大部位を除く）

137-15

129-2 鋸歯文

133-7

144-28

131-4 裏

133-7裏

129-3

141-23

147-30

146-29

143-27

141-24 141-24裏

135-13135-11139-19137-15布目痕

137-15裏

131-4129-1 裏129-1



図版９　出土遺物

瓦　（軒丸瓦１型式～９型式） 

※番号は図番号と同じ
　縮尺は約1/4（拡大部位を除く）

137-15

129-2 鋸歯文

133-7

144-28

131-4 裏

133-7裏

129-3

141-23

147-30

146-29

143-27

141-24 141-24裏

135-13135-11139-19137-15布目痕

137-15裏

131-4129-1 裏129-1



図版10　出土遺物

※番号は図番号と同じ

153-34

151-33149-31 裏面

156-41 凸面

154-37

156-40

173-8

159-46 161-48

173-7

159-45

174-2

174-1

157-43

156-41

 瓦　（軒丸瓦10･11型式・軒平瓦１～５型式・鬼瓦・　）

149-31

153-34凸面



図版11　出土遺物

※番号は図番号と同じ
縮尺は約1/4（拡大部位を除く）

「厨」

「京」

上半身拡大

人形　全体

「権介」

「所」

文字資料（墨書土器）・祭祀遺物（人形）



図版12　出土遺物

漆関係遺物

鋳造関係遺物



報　告　書　抄　録　　

20131016

所　 在　 地

 本書は,府中市街地遺跡群において実施した備後国府関連遺跡の調査成果をまとめた総括報告書である。
 備後国府については，10世紀に成立した『和名類聚抄』に，「国府在葦田郡」と記述されていたことや，現代に残る
「府中」という地名から，現在の府中市街地に所在していたと推定されていた。
　1980年代以降に広島県教育委員会や府中市教育委員会を事業主体として，備後国府探索を目的とした発掘調査が断
続的に実施されてきた。その結果，市街地北部の鵜飼町から出口町にかけての東西約３km，南北約１kmの範囲内に，
奈良・平安時代の遺跡が分布することが判明した。とりわけ元町を中心とする約１km四方の範囲の各所において大規
模な建物跡を有する古代の官衙遺跡や寺院跡，祭祀遺跡などが集中する。さらに硯や腰帯具，多種多様な製品を製作
した工房の一端を示す遺物，唐三彩・奈良三彩・緑釉陶器などの高級な施釉陶器や銅椀，国府・国司に関わる墨書土
器などの遺物が集中的に出土することから，元町を中心とする範囲を国衙もしくはそれに準じる備後国府中枢域と推
定することができた。
　元町の東側に所在するツジ地区では，７世紀末ないし８世紀初頭に，正方位を意識した区画溝を伴う掘立柱構造の
官衙建物群が造営される。区画溝で囲繞される区画の規模は，発掘調査及び地中レーダ探査の結果から，北辺108.1
ｍ，東辺121.2ｍ，南辺100.6ｍ，西辺115.0ｍの方形に巡ることが明らかになった。区画内の建物群は，８世紀中
頃に廂を有する大型建物を中心に，瓦葺のものを含む規格性を高めた建物配置へと再構成され，８世紀末ないし９世
紀初頭まで継続して機能している。９世紀代に区画溝は消滅するが，廂付建物あるいは礎石建物など格式の高い中心
的大型建物と小規模な雑舎的建物で構成される建物群が10世紀末頃まで継続する。地区内では，備後国内において突
出した質と量の国産施釉陶器（奈良三彩・緑釉単彩陶器・緑釉陶器・灰釉陶器）や初期貿易陶磁器とともに，硯や須恵
器・土師器の供膳具・煮炊具が一定量出土していることから，国府における居所と役所機能を併せもつ国司館として
の機能が想定された。さらに，７世紀末頃に備後国府が創設されていた可能性も得られている。11世紀初頭以降，大
型建物は見られなくなるが，貿易陶磁器や国産搬入土器など高級食器・奢侈品の出土量は12世紀後半までは多く，国
司館の機能が残存していたと推定された。しかし，12世紀末から13世紀代に入ってその量は急減する。備後国府の機
能の低下あるいは中世府中の中心域の移転という歴史的変遷を具体的に示すものと考えられる。
　元町の西側に所在する金龍寺東地区では，９世紀から10世紀代に苑池を伴う瓦葺礎石建物が機能していたことが判
明した。苑池は南北15ｍ以上，東西23ｍ以上の規模で，９世紀代に築造され10世紀代に一部を埋め立てて形を変え
ている。瓦葺礎石建物は苑池の北東側にあり，四方に階段が設けられた乱石積基壇を伴う四面廂建物で，建物の平面
規模は東西16.8ｍ，南北12.0ｍを測り，建物主軸はほぼ真北である。軒の出は4.5ｍ（15尺）程度であったと推定さ
れ，組み物を必要とする格式の高い建物であった。その他の遺構の多くも８世紀から10世紀代のもので，長舎建物を
はじめとして正方位を意識した遺構が多く，ツジ地区の大型建物群と同じ８世紀から10世紀末頃に機能していたこと
などから，備後国府における宗教施策に関する施設もしくは饗宴施設と推定される。
　この他にも元町一帯には，国分寺の創建に先立つ７世紀末ないし８世紀初頭に建立され，川原寺式，藤原宮式とと
もにツジ地区出土と同笵の平城宮式の軒瓦が出土した伝吉田寺跡，土塁を伴う区画溝とともに「所」あるいは「京」とい
った墨書土器が出土したドウジョウ地区，ツジ地区と同笵の８世紀中頃の平城宮式軒瓦が出土し，総柱の倉庫建物跡
が確認された砂山地区，区画溝が確認され10世紀後半から10世紀末の近江産緑釉陶器が大量に出土した大マヘ地区，
推定される古代山陽道に近接する場所で，大型の人形や「権介」の墨書土器が出土した鳥居地区などが存在している。
　さらに，府中市街地北方の山塊には，平安時代初頭から南北朝時代にかけての山林寺院「青目寺跡」があり，『続日本
紀』に記述のある古代山城「常城」の所在する可能性も指摘されている。式内社や総社をはじめ，国府に関わりの深い
神社も府中市街地周辺に点在しており，国府の空間的な広がりを想定することができた。
　以上の事を総合すると，備後国府は国庁が未確定ながら府中市街地に所在したことは間違いないと判断され，８世
紀から12世紀という古代から中世に至る国府の様相をたどる上で重要な価値を有していることが明らかになった。
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