
》◎

》◎

》◎



金堂基壇発掘状況



薬師寺発掘調査報告

奈良国立文化財研究所

1987



奈良国立文化財研究所が薬師寺の発掘調査を初めて行ったのは,

昭和二十九年であった。それ以前の昭和九年に日本古文化研究所に

よる西塔跡の発掘があるが,当時は発掘といっても遺跡面の清掃程

度に止まる状態であったので,9JB藍究明へ本格的なメスを入れた最

初の調査といってよい。爾来薬師寺では収蔵庫建設を手始めに,金

堂再建とそれに引続 く西塔,東・西僧房,中門・回廊の復興など,伽

藍の復原整備事業が進められるなかで,そ の事前調査を継続 して当

研究所が担当 してきた。prI藍 の復原には発掘調査 による建物の規

模・形式の確認が不可欠だからである。その結果今 日まで薬師寺に

おける発掘面積は延べ 13,120m2に達 し,当研究所が行った数多 く

の寺院の発掘調査のうちでも,最 も規模が大 きくまた期間も長いも

のとなった。その間に伽藍主要部についてはほ 解ゞ明をおわり,古

代寺院の研究に大 きく寄与する成果をあげたものと信 じている。実

は初日藍の復興計画は現在 も進行中であり,そ のための発掘調査 もな

お次々に行 う必要に迫られている。 この報告書 もかなり以前に企画

されたのであったが,発掘するたびに新 しい発見が生れ,それを少

しでも取 り込みたいとい うことで遅れお くれになった。そのため今

回は昭和六十年春までに行 った発掘調査の結果をまとめ, 一応の

区切 りとした。なお未解決の問題 も多 く,そ れらは今後の発掘調査



等での解明が期待 される。

今回収録 した報告のなかでは霊亀二年の木簡や単廊の検出が,平

城京薬師寺の造営事情 とからんで注 目される。本簡は『 日本書紀』

の記事に先立って造営工事が開始 されていたことを示唆するし,中

心部を取囲む回廊が単廊として計画 されながら途中で複廊に変更 さ

れたのは,原型となった藤原京薬師寺を生んだ白鳳文化と平城京に

おける天平文化との質的な相違を物語るものと思われる。 また僧房

の発掘では建物の規模・構造ばか りでなく,出 土品によって天禄 四

年 (973)火災時の僧房内での生活の様相まで明らかに し得たのは,

貴重な発見であった。

薬師寺の発掘調査は長期間にわたったため,直接発掘にたず さわ

った人 と報告書報筆者とが異る部分が少なくない。それらはできる

だけ意見をうかがい,議論を重ねていただいたが,今後の検討でさ

らに異なった解釈を生 じる余地 もある。 また仏像関係の報告は枡究

所外の方々にお願い した。本報告書をまとめるに当って発掘,出土

品整理,資料収集などにたずさわった多 くの人 ,々そ れを応援 して

下 さった薬師寺当局をは じめとする多数の部外の方々に,改めて感

謝の意を表 したい。

昭和六十二年一月

奈良国立文化財研究所長

鈴  木  嘉
十
日
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薬師寺発掘調査報告

第 I章 序

この報告は,奈良市西ノ京町に所在する史跡薬師寺境内において10数年にわたって実施され

た発掘調査の結果をと.り まとめたものである。同寺境内及び旧境内においては,昭和 9年か ら

昭和61年に至るまでの間に30個所近 くの場所で発掘調査が行われている。とくに昭和43年か ら

は,伽藍の復興・整備を主な目的としてほとんど毎年のように調査が行われている。

現在,薬師寺の景観は10年前とは比較にならないほどの変貌をとげている。金堂,西僧房 ,

東僧房,西塔,中門等の堂塔が次々と復興され,回廊の再建も計画されてお り,往時の姿を再

現 しつつある。このような復興計画には,創建時の状況をより適確に把握することがまず第一

に必要とされる。そのための重要な手段として発掘調査があげられる。その成果によって極め

て高い実証的資料を得ることができる。建物の配置,平面や柱間寸法,基礎・基壇の状況が明

らかになるばか りでな く,構造形式や細部を想定することも可能となる。遺跡の保存に十分の

配慮を加えて基礎工事を計画する必要もあ り, このためにも事前の発掘調査がきわめて重要な

手段である。

薬師寺境内で行った一連の発掘調査は,奈良国立文化財研究所がたずさわった寺院の発掘調

査のうち最も規模が大きく,かつ長期にわたったもので,また,調査によって新たに得た成果

も多大なものであった。講堂北側の調査では東西僧房の位置を確認 し,小子房・付属屋と一体

となった僧房の構成やその使用状況が詳 しく判明したこと,さ らにいわゆる十字廊の位置や規

模を確認したことは,従来文献資料から推定されていた見解を補足修整するところとなった。

また,回廊の内側,外側いずれとも決めかねていた鐘楼と経蔵を北面回廊の外側で検出し, さ

らにその基壇の状況を確認 し,その規模の大きいことを裏付けたことも大きな成果であった。

金堂の調査においては創建当初の礎石が多 く残されていたこと,基壇上の凝灰岩製敷石も当

初のものであったこと,基壇外装が束石を用いない羽目石のみのものであったことなど,創建

時の実状がかなり明確になり,その保存状況も良好であることがわかった。

西塔跡に残る基壇は,後世の攪乱が著 しく,外装の部分は地覆石の一部と羽日石の残欠を残

すのみであったが,心礎は原位置に存在することが知られた。基壇周囲では雨落溝の外側に玉

石敷の犬走 りや広場を検出し,これらの遺構の保存状況はきわめて良好であった。西僧房にお

いても,創建時の規模・構造についてかな り詳細に知ることができた。これらの発掘で得た成

果はほんの一例にすぎないものであるが, このような成果が古代寺院の研究に及ぼす影響は極

めて大きく,復興計画にも棒益するところが多大であった。

伽藍の復興工事は,金堂・西僧房・西塔・東僧房・中門とあいついだが,いずれも発据調査

で検出した地下遺構の遺存状況が良好なため,薬師寺伽藍建設委員会ではその保存のため,特

口
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に基礎工事の計画を慎重に検討して実施された。金堂では礎石が創建当初のものであるため,

これを動かすことのないよう,基礎枕を礎石と礎石の中間に打ち,工事中に礎石などを損傷さ

せることのないよう,基壇上面に山砂を約 30cm盛 り,そ の上にさらに養生を行った。薬師寺

境内及びこの周辺では,奈良時代から現在までに約 60cm程地盤が上 り,さ らに周辺の開発に

よって,今後もこの傾向が続 くと考えられる。 それを見越 して,再建金堂では遺構より80cm

上げてお り,旧基壇上面より上に基礎梁を架け渡 した。

西塔の復興についても同様に地下遺構の保存がはかられた。心礎は原位置にあり,基壇の大

部分は良好に遺存 していたため,直径 1.lmの RC抗を基壇の四隅近 くに打ち,杭の頂部を井

桁梁でつないで基礎を築いた。この基礎で,総重量約 600ト ンの西塔を支えることとしたので

ある。心礎の上面に心柱を直接に据えず,長 さ約 1.5mの花商岩製の柱を心礎に載せ,その上

に心柱が立てられた。基壇の高さは,金堂と同様,遺構 より約 80cm高められたため,良好な

状況で遺存 していた基壇及びその周囲の遺構の保存が可能となった。

さて, さきにもかれたように,薬師寺伽藍の復興計画は昭和43年から実施に移されることに

なった。これにともなう事前の発掘調査の初期の段階では薬師寺と近畿大学が中心となり,奈

良国立文化財研究所が協力して「薬師寺伽藍発掘調査委員会」 と「 同発掘調査団」を結成 して

行われることになった。その後,昭和46年度後半からの調査は奈良国立文化財研究所の手に移

されることにな り,調査組織もその時の状況によって次のような変遷があった。

昭和29年からの発掘調査組織及び関係者は次のとお りである。 (所属はいずれも調査当時)

昭和29年度

大岡 実,`村 田治郎,浅野 清,杉山信三,鈴木嘉吉,田 中一郎,沢村 仁

昭和39年度 奈良国立文化財所究所

杉山信三,松下正司,栗原和彦

昭和43年度～46年度 (第 1次～第5次 )

薬師寺伽藍発掘調査協議会

高田好,乱,橋本凝,音[(薬師寺),世耕政隆,山 口定亮 (近畿大学)

薬師寺伽藍発掘調査委員会

浅野 清 (大阪工業大学), 大岡 実 (日 本大学), 小林 剛 (奈良目立文化財研究所), 寺坂八

郎 (近畿大学), 福山敏男 (平安博物館)以上顧問。 太田博太郎 (東京大学), 岸 俊男 (京都

大学),町 田甲― (東京教育大学)以上常任顧問。

薬師寺伽藍発掘調査団

坪井清足,沢村 仁,田中 琢,阿部義平 (奈良国立文化財研究所),杉山信三,林野全孝 ,

桜井敏雄 (近畿大学),山 田法胤 (薬師寺)

昭和46年度～60年度 奈良国立文化財研究所

主として平城宮跡発掘調査部が調査を担当したが,多年の間に調査部長はじめ,職員の移

動があ り,調査関係者は多数にのぼった。

昭和46年度 金堂, 狩野 久 松下正司 村上訓一 黒崎 直 菅原正明 小笠原好彦

東野治之

昭和49年度 鐘楼・食堂・西僧房ほか, 岡田英男 工楽善通 黒崎 直 今泉隆雄

2
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高瀬要一 山崎信二 千田剛道

昭和50年度 食堂北方, 宮沢智士 黒崎 直 今泉隆雄 高瀬要一 光谷拓実 上肥 孝

六条大路南側溝, 森 郁夫 稲田孝司 中村雅治

昭和51年度 西塔, 狩野 久 田中哲雄 佐藤興治 岡本東三 清水真一

昭和52年度 束僧房北方, 宮本長二郎 森 郁夫 綾村 宏 安田龍太郎 本中 真

十宇廊, 加藤 優 菅原正明 毛利光俊彦 亀井仲雄

昭和54年度 東僧房, 宮本長二郎 毛利光俊彦 田辺征夫

西面大垣, 山本忠尚 巽 淳一郎

昭和55年度 西面大垣, 加藤允彦 上原真人 山岸常人

昭和56年度 南門, 立木 修 内田昭人 清田善樹

昭和57年度 中門, 工楽善通 上野邦一 千田剛道 本中 真 杉山 洋

昭和58年度 本坊北方, 工楽善通 千田剛道 本中 真 寺崎保広 田中哲雄

山本忠尚 西 弘海 松村恵司 佐藤 信 山岸常人

昭和60年度 回廊, 工楽善通 上野邦一 千岡岡!道 奨 淳一郎 本中 真 杉山 洋

報告書刊行は金堂地域の調査終了時にも計画されたが,そ の後 も西僧房,西塔,束僧房,中

間等,伽藍中心部における発掘調査が相次いだため,それぞれの地域における調査成果を報告

書にもり込む必要もあって,今にいたった。

本報告書の作成にあたっては,上記関係者に加えて奈良風立文化財瞬究所の多数の研究員が

参加 し,調査研究の進行にともなって度重なる討議を経て原稿を作成 した。なお,薬師寺の歴

史については武蔵学園長太田博太郎に執筆を依頼し,塑像については慶応大学教授西川新次

氏,脱乾漆像については奈良国立博物館松浦工昭氏,金銅仏像については奈良国立博物館阪田

宗彦氏にそれぞれ調査・執筆を依頼 した。塑像挿図の作図は辻本千也氏による。薬師寺発掘調

査の遺構図は,国土座標 (X=-148094.401,Y=-19505。 169)を原点 (0,0)と し,国 上方眼方

位に対 して,西へ 0° 34′00′
′
振れる薬師寺方位によっている。

執筆分担は次のとお りである。

第 I章岡田英男, 第Ⅱ章太田博太 RБ ・岡田英男,第Ⅲ章森 郁夫, 第Ⅳ章 1上野邦―, 2-

A本中 真, 2-BoC清 水真一, 2-D～ G亀井伸雄, 2-H・ I上野邦一, 2-J森  郁夫,

3肥塚隆保, 第 V章 1綾村 宏, 2山崎信二, 3吉 田恵二, 4・ 5・ 6黒崎 直, 7-A西 川

新次, 7-B阪 田宗彦, 7-C松浦正昭,第Ⅵ章 1岡 田英男・上野邦一 ,2森 郁夫・吉田恵二・

巽 淳一郎・山崎信二,第Ⅷ章岡田英男・上野邦―,である。付章は大岡 実他『薬師寺南大

門及び中門の発掘』 (日 本建築学会論文報告集 NO.50昭和30)の 再録である。

英文日次・要約はウイ リアム・カーター氏をわずらわ した。写真撮影は主として佃 幹雄・

八幡扶桑が担当し,池田千賀枝・松田佐由理が助力した。本文編 Fig.3の 写真は菌部 澄氏

の提供であ り,図版編カラー写真 4・ 5は株式会社飛鳥園の提供である。編集は,坪 井清足・

鈴木嘉吉・狩野 久・岡田英男・町田 章の指導のもとに森 郁夫 。上野邦一がすすめ完成 し

た。編集作業には石川千恵子の助力を得た。                    
イ

表紙題字は薬師寺高田好胤管主による。西塔平面図は池田建設株式会社の提供である。



第 I章 薬師寺の歴史

1 寺院の創立

薬師寺は平城京右京六条二坊に寺地を占め,本尊金銅造薬師三尊像,東塔など奈良時代のす

ぐれた文化遺産を今に伝えている。昭和51年に金堂,同 56年 に西塔,同59年には中門の復原を

みて,現在も伽藍の整備が進行中である。

薬師寺は,都が飛鳥の地にあった天武 9年 (680)に ,天皇が皇后の病気平患を祈願 して発願

された。『 日本書紀』によれば,十一月癸未に,「皇后体不予。則ち皇后の為に誓願いて,初め

て薬師寺を興つ。 よりて一百僧を度せ しむ。 是に由りてたひらぎたまうことを得たまえ り。」

とある。また,東塔擦銘にも同様のことを記 しているので,創立発願の年については疑 う余地

はな く, 天皇発願後まもな く薬師寺の造営が開始されたものと思われる。『七大寺年表』には

天武11年 (682)に 「造薬師寺為皇后」とあるのは実際に工事が着工されたことを伝えているの

かもしれない。皇后の病は平患 したが,かえって天皇の健康は思わしくな くなり,朱 鳥元年

(686)9月 に崩御された。この年,天武崩御百ケ日に際 し,大官 。飛鳥・川原・豊浦・坂 田の

五寺で無遮大会が行なわれているが,こ こには薬師寺の名は見えていない。

天武天皇の後を継いだ持統天皇はその 2年 (688)正月に無遮大会を薬師寺で行った。持統11

年 (697)6月 には公卵l百寮が天皇の病平癒祈願の仏像を造 り,翌月その開眼会を行なっている

ことがみえる。この時を以て薬師寺本尊の完成とする説 もあるが,薬師寺本尊や金堂は前記 し

た持統 2年の無遮大会の時をもって完成 したと考えるのが妥当と思われる。

長和 4年 (lo15)撰 述の薬師寺本『薬師寺縁起』 (以下『縁起』とする。)に よれば,持統 6年

(692)に故天武天皇のために大縮仏が造られ,道昭は文武 2年 (698)に 薬師寺綿仏開眼の賞 と

して大僧都に任ぜられている。

薬師寺の歴史に関しては多くの論考がある。参

考文献等については下記を参照されたい。

『奈良六大寺大観 第六巻』「薬師寺全」岩波書

店,昭45,太 田博太郎「南都六大寺の歴史と年
表」岩波書店, 昭54大橋一彦『薬師寺』「日本
の古寺美術 4」 保育社昭61

1)『東塔擦銘』

維清原宮駅宇。
天皇即位八年庚辰之歳建子之月以
中宮不念創此伽藍而鋪金未遂寵駕
騰仙大上天皇奉遵前緒遂成斯業
照先皇之弘誓光後帝之玄功道済郡
生業博暖劫式於高囲敢勤貞金

其銘口

魏魏蕩蕩薬師如来大発誓願広
運慈友埼換聖王仰延冥助袋
餅霊宇荘厳調御亭亭賓禾1

寂寂法城福崇億劫慶途万
齢

2)『 日本書紀』朱鳥元年条Э
十二月丁卯朔乙酉。奉為天淳中原標真人天皇設

イ

無遮大会於五寺。大官。飛鳥。川原。小墾田豊

浦。坂田。

3)『 日本書紀』持統 2年条。

(12月 )丁卯。設無遮大会於薬師寺。

4)『 日本書紀』持統11年条。

(6月 )辛卯。公卿百寮。始造為天皇病所願仏像。

(7月 )癸亥。公婢Π百寮。設開仏限会於薬師寺。

5)本薬師寺における金堂本尊の完成時期は『縁

起』に「流記」の文を引いて,「持統天皇奉造鋳

坐者」とし,黒川真頼,関野貞,喜田貞吉はこ

れを持統11年 の開眼としたが,田村吉永,小林

剛,町田甲一らは持統 2年正月以前に完成して

いたとする。
6)『縁起』の「講堂」の項。

安置繍仏像 1帳。高三丈。広二丈一尺八寸。阿

V」i晦仏斉脇士斉天人等惣百餘赤奉締之。流記帳

云。以壬辰四月十二日。奉為飛鳥御清御原宮御

宇天皇委登。藤原官御宇天皇葉竺奉造而請坐者。

7)『七大寺年表』文武 2年戊戊条。

大僧都道昭衣誦贔義諦畳伊笑碧報落F



2 平城京における造営

薬師寺の造営はさらに続けられるが,文武 2年 (698)10月 には薬師寺の構作がほぼ終って衆

僧を住まわせてお り, この頃におよんで藤原京における薬師寺の造営はほば完成に近づいてい

たものと考えられる。 しか し,大宝元年 (701)に は造薬師寺司官人が任命され,ま た同年 7月

には造大安・薬師寺の官を寮に準ずることを定め,造営はまだ続いていた。大宝 3年 (705)に

は持統天皇のため,大安 (大官大寺),薬師,元興 (飛鳥寺), 弘福の 4寺 で斎が設けられている

が, これがこの頃の四大寺であった。この薬師寺がいま橿原市木殿町に金堂と東西両塔の遺跡

を残す本薬師寺であることは,その規模や伝承からみて問題のないところである。

現藤原京薬師寺の金堂土壇上には小堂が建つが,南面と西面の礎石16個が小堂の外に残って

いる。裳階の礎石は残存 していないが,平城京の薬師寺金堂 と主屋の柱間寸法が一致 してい

る。また,東塔跡の土壇上には心礎と15個 の礎石が残存 してお り,裳階の礎石は残っていない

ものの,主屋の柱間寸法は平城京薬師寺東塔と一致 している。土壇東方の発掘調査を行えば ,

裳階の有無等の問題は明らかになる可能性がある。西塔も土壇の残存状況は良好だが,心礎 1

個を残すのみで他の礎石は運び出されている。東塔心礎は舎利孔を備えているが,西塔心礎は

中心に円形の出納を造 り出すのみで舎利孔はない。東西塔の中心間の寸法および束西塔中心か

ら金堂中心までの寸汝は,平城京薬師寺と一致するものである。

金堂・塔の上壇のある所は,岸俊男が復原した藤原京条坊の説によれば右京八条三坊に当る。

昭和51年に寺地西南隅の八条大路と右京三坊大路の交点部分の発掘調査が行われた。その結果 ,

藤原京条坊設定以前の溝から本薬師寺の軒瓦が出土 し,ま た,伽藍の中軸線は右京八条三坊の中

心より約 5m西へ寄っているらしい。このようなことから寺の占地と造営の着手は条坊施工よ

り先行することが明らかとなったが,伽藍の詳細については今後の発掘調査に期待されている。

2 平域京における造営

慶雲 4年 (707),藤原京における薬師寺の造営が完成に近づいた頃,遷都の議がはかられ ,

翌和釦元年詔が出て同 3年 (710)3月 10日 平城に遷都された。飛鳥の弘福寺や斑鳩の法隆寺を

のでいて,大安寺 (大官大寺)・ 薬師寺・元興寺 (飛鳥寺)は平城京に移されることになり,一方

藤原氏は興福寺を平城京東部の外京に造営 した。

平城京における薬師寺の造営経過については『続日本紀』は何も記 していない。『縁起』に

は養老 2年 (718)伽藍を移すと記 しているが,発掘調査によって伽藍北方の井戸から霊亀 2年

3)『続日本紀』(以下『続紀』)。 文武 2年条。冬

十月庚寅条。以薬師寺構作略了。詔衆僧令住其

寺。

9)『続紀』大宝元年 6月 条。

壬子。以正五位上波多朝臣牟胡閑。従五位上許

曽倍朝臣陽麻呂。任造薬師寺司。

1の『続紀』大宝元年7月 条。戊戊。太政官虎分。

造宮官准職。造大安薬師二寺官准寮。造塔丈六

二官准司焉。

11)『続紀』大宝 3年正月条。

丁卯。奉為太上天皇。設斉子大安。薬師。元

興。弘福四寺。

12)岸俊男「京域の想定と藤原京条坊制」『奈良

県史跡名勝天然記念物調査報告第25冊藤原官一

国道165号線バイパスに伴 う宮城調査』奈良県

教育委員会 昭44。

1の 奈文研『年報』1976。

14)『縁起』

鐘票雲賢葦晟雲:`菫桂熙甲霰撃鍮  『柔
キ覇姦蜃柔兵三身牽聖寄塗藍竺尋監曳綿
案曼麗斃護肇更癸露。 自天武天皇即位八年庚辰至干

養老二年準所経汁九年本寺。自養老二年至干長

和四年勇所経三百九十九年末寺。都合三百オ八

年也。



第H章 薬師寺の歴史

(716)の 木簡が本薬師寺式の瓦や奈良時代初頭の土師器などと伴出しており, この井戸は薬師

寺造営工事に関連 したものと思われるので,平城京薬師寺は養老 2年以前からすでに造営が開

始されていたと認められ,養老 2年は寺籍の移転を示すものでは分かろうか。従来,各寺の移

転の時期について,「平城に遷 (移)す」を造営開始の時と解 していたが,和銅 3年遷都は,天
皇が遷られた時であるように,寺の場合も本尊の移座 。新造等である可能性が強 く, こうした

点について今後検討を要するであろう。

養老 3年 (719)3月 には造薬師寺司に始めて史生 2人が置かれ,同 6年 7月 には薬師寺が僧
17)

綱の住居となり,同年12月 には元正天皇が金銀・供養具・布 。米などを施入していると 養老年

間にはその造営もかな り進んでいたことがわかる。

神亀 3年 (726)8月 には元正太上天皇のために釈迦像を造 り,法華経を書写 して薬師寺にお

いて斎会を行ったが,おそ くともこの頃までには,金堂は完成してお り,ま た本尊薬師三尊像

も安置されていたものと考えられよう。

堂塔のうち建立年代が記録に見えるのは東塔だけであ る。『扶桑略記』や『七大寺年表』な

どによると,天平 2年 (730)3月 29日 に建立とある。また,舎利は藤原京薬師寺では東塔に奉

納されたが,平城京薬師寺では西塔に奉納されている。 このことは平城の西塔は東塔よりも先

行 して建立されたことを示すものであろう。同 4年 (732)に は令制諸寮の頭より上位の正五位

上栗田朝臣上人が造薬師寺大夫に任ぜられている。平城の造薬師寺司は,寮に準ぜられていた

藤原京の造薬師寺司よりも充実した陣容を持っていたのであろう。

天平 7年 (735)に は宮中及び大安・元興・興福の諸寺とともに薬師寺においても大般若経転

読が行われた (『統日本紀』以下『続紀』とする)。 東大寺建立以前においてはこの 4つ の寺が平城

京の大寺であった。天平17年 (745)5月 ,当時聖武天皇は甲賀官にあったが,平城京薬師寺に

4大寺の僧を集め,栗栖王を遣 して京となすべきところを問 うている (『続紀』)。

15)本報告書第V章 1木簡参照。
16)『続紀』養老 3年条

三月辛
'P。

始置造薬師寺司史生二人。
17)『続紀』養老 6年 7月条己卯。太政官奏言。
内典外教。道趣雖異。量才揆職。理致同帰。比
来僧綱等。既年都座。縦恣横行。既難平理。彼
此往還。空延時日。尺蹟案文。未経決断。一曹
細務。極多擁滞。其僧綱者。智徳具足。真俗棟
梁。理義該通。戒業精勤。絡侶以之推譲。素衆
由是帰仰。然以居処非一。法務不備。雑事若
験。終違令条。巨以薬師寺。常為住居。

18)醍醐寺本『諸寺縁起集』「西大寺縁起」の項。
薬師寺旧流記資財帳云。

―。処 (庄三十三所 庄 (倉合一百三十日。屋
六十三口。
一。通分稲四百七十三万三千七百九十四束六把

八分四抄奎甘。

五年
食封百戸。在五国属害昌子芸展畠≧警昌亨5享晉

声 O
―。利稲七万七千四百束。男窒早桑千雲属茎芳雲紫兵
軍至鶉 靭 螢署靭 肇。
旧流記帳云。通分穀一万五千六百五十三石七升
五合六夕。四十六百八十三石四斗四升在寺家
内,一万九百六十九石六斗三升五合六夕在三国。

一。金銀銅鉄銭鍬斉供養具。絶。糸。綿。長布。    19)『 続紀』神亀 3年条。
交易庸布。紺布。挟帳布。白米等有員。繁故略      八月癸丑。奉為太上天皇造τ釈迦像井法華経
是。右以養老六年蔑十二月四日。納賜平城宮御

宇天皇者。

一。伎楽弐具。以天平三年辛未四月七日。同天
皇納賜者。

―。奴婢空‡宍目。又堅炎。又倉炎人O又屯炎。己

上藤原御宇天皇。或伊賀比売朝臣。或官仰諸国
買取。或平城宮御宇天皇納。或買等奴婢也云々。
文繁故略之。

賜 .4留爺扉
九十九町九段七十一歩擢 :日残 :

磨・備前等国。

一 。 野 山 一 百 八 十 五 町 一 段 三 百 十 一 歩
議 馨

:遷
凄

詑。

"於
薬師寺設斎焉。

2の『扶桑略記』天平 2年条。
三月十九日。始建薬師寺東塔。

『七大寺年表』天平 2年条。
三月十九日。始建薬師寺東塔。

『元亨釈書』(聖武)六年 (天平 2年)条。
春三月。起東塔子薬師寺。

『一代要記』天平 2年条。
二年庚午。造薬師寺塔井山階塔。

21)『続紀』天平 4年 10月 丁亥条。「正五位上粟田
朝巨人上為造薬師寺大夫」とある。大夫とある
ところからみてこの造薬師寺司は職に準せられ
たものらしい。



2 平城京における造営

天平感宝元年 (749)関 5月 には詔 して諸寺に絶・布・稲を賜わった。この時大安・薬師・元

興・興福の諸寺に東大寺を加えた 5つ の寺が筆頭になり,法隆寺がこれに続き,さ らに弘福 。

四天王寺が続いている (『続紀』『天平感宝元年間二月十日勅書』)。 同年 7月 に諸寺の墾田地の限を

定めた時は,東大寺4000町 ,元興寺2000町に続き,大安・薬師・興福 。大和法華寺,諸国の国

分金光明寺が1000町,弘福・法隆寺は500町 と定められている (『続紀』)。 これらによって当時

の薬師寺の地位が うかがえる。またこの天平感宝元年の5月 ,聖武天皇は薬師寺宮を御在所 と

し,天平勝宝 2年 (750)2月 にも同官に移っている。その位置は全 くわからないが,寺内の一

部を官として使用 したか,あ るいは薬師寺隣接の地であったと考えられる (『続紀』)。

奈良時代造立の薬師寺内の別院として,吉備内親王が養老年間に造立された東院,舎人親王

本願の西院があり,西院には天平宝字 8年 (764)称 徳天皇発願の百万塔が分納されたと伝えら

れている (『続紀』,『縁起』の西院の項)。

藤原京および平城京における薬師寺造営のいきさつには不明なところが多い。平城京での造

営に際 して仏像や建物をどの程度移 してきたものか, とりわけ現金堂本尊の銅造薬師三尊像 と

東塔が,藤原京からの移座移建であるか,それとも平城京における新鋳新築なのかどうかは ,

早 くから建築史・美術史上大きい争点となってきた。

本薬師寺の遺跡には裳階の礎石は現存しないが,裳階を除いて本薬師寺と平城京薬師寺の金

堂・塔の規模,相互関係は同一である。また,発堀調査によっても平城京薬師寺からは本薬師

寺と同じ瓦が大量に出土 してお り,建物の一部が移されてきた可能性は大きい。

現存する塔束に関 しても,裳階を本薬師寺のものとする見解もあるが,平城京における新築

と考えて不都合なところは全 く認められない。本薬師寺束塔の礎石では主屋側柱礎石に地覆座

の造出しがあり,一方,平城京薬師寺束塔では主屋側柱は開放で裳階に壁が付 くといった相違

点がある。『諸寺縁起集』(護国寺本,醍醐寺本)に「流記云。 宝塔四基。 二 口在 本寺云々。」と

あるのをみても,現在のところ束塔が移建されたとする証拠はない。

本尊の薬師三尊像については,本薬師寺本尊として持統 2年 (688)正 月の無遮大会までに造

られ,の ち平城京薬師寺に移されたとする移座説,平城京において養老・神亀年間頃に新 しく

造られたとする非移座説などがある。現在では非移座,すなわち 8世紀当初の鋳造とする見解

が有力であるが,なおその結論を得ていない。

講堂に安置されていた高 3丈,広 2丈 1尺 8寸の繍仏は壬辰年 (持統 6年,692)に 天武天皇

の御為に持統天皇が造られたものが平城京薬師寺に移されたものである (『縁起』)。

純糾
醐
翻購
膀
晰
硼
岬
鎖
蜘
機
咄

22)宮上茂隆「薬師寺宝塔の研究」

浅野 清『薬師寺東塔の調査』

Fig.1 堂宇興亡表

『日本建築学会論文報告集』226・ 248,251号  昭49～ 52①

薬師寺 昭56。
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寺地 と伽藍

寺地については,『縁起』に「一 寺内流記帳云」 として,寺院地16坊 4分の 1,その うち,

4坊堂塔井僧房院, 2坊大衆院とし, さらに 5坊塔金堂井僧坊等院以下が続いている。『縁起』

所収の永保 2年 (1082)の『察議状』にも,「去天平年中及宝亀注録寺家流記云」 として,寺院

地を同様16坊 4分の 1と し, 4坊 塔金堂井僧坊等廃, 2坊 大衆院を本寺すなわち本薬師寺にあ

てている。本薬師寺の伽藍中心部は,藤原京右京八条三坊のほぼ中央を占める。大衆廃は明ら

かでないが,北方の右京七条三坊の南半部であろうか。

平城京薬師寺は右京六条二坊にあ り,そ の南大門を六条大路に開き,伽藍中軸線は二坊大路

から 1町東の小路心とする。奈良時代の寺地は『流記』によれば10坊 4分 の 1である。『縁起』

には「今案垣内十二町」とし,『察議状』にも『新録』にいうとして,寺内 12町,東西 3町 ,

南北 4町を右京六条二坊の五坪から十二坪にあて,平安時代には寺地の範囲が拡がっている。

『流記』では,塔金堂井僧坊等院に 5坊,大衆院・苑院・温室芥 倉垣院に各 1坊,賤院に 2

坊をあてる。『察議状』では,塔金堂僧房等廃と大衆院がぬけているが, 4分 の 1坊 を花苑 院

とするので,塔金堂芥僧坊等院 5坊,大衆院・苑廃・温室井倉垣院に各 1坊,賤院 2坊,花苑

院 4分の 1坊 とすれば『縁起』にい う10坊 4分の 1と なる。 4分の 1坊を足立康は秋篠川との

間にあてたが,福山敏男は花苑院として六条大路の南にあてている。『縁起』は境内 12町 を堂

院 4丁,別廃 2丁,政所町 4丁,職掌町 2丁 とするほか,束 3丁宿院地,南 2丁花苑井八幡宮

とし,政所町 4町は政所大炊院,修理温室院,苑院,西董坂院と蘭院各 1町 とす る。『流記』

と比較すると,奈良時代と平安時代では,五・六坪の取扱いが違っていて,奨 2町の別院は奈

良時代には寺内の扱いではなかったらしい。福山は薬師寺宮や僧綱所がこの位置に当る可能性

を指摘 している。八幡宮が勧請され,最勝会が始められてから宿院が設けられて くると,垣外

の部分はさらに広が り,八幡宮は花苑院とともに六条大路の南の七条二坊・九・十六坪を占め

ることになる。秋篠川との間は宿院の地にあてられたことが考えられよう。

また,薬師寺は,奈良時代には諸国に水田699町 9段71歩,大和など4個国に野山185町 1段

311歩,庄33個所,庄の倉130口 ,屋 63日 ,信濃など5個国に食封600戸を持ち,そのほか多数

の利稲・通分稲・同穀を所有 していた。木津 (泉)には木津川南岸に大安寺所有の木屋・園地

とならんで薬師寺の本屋があった。

伽藍の主要な建物の形式・規模等は『縁起』に記されているところであるが,近年の発掘調

査によって数多 くの新しい成果があげられ,伽藍の旧状はかなり明らかになってきている。金

堂・西塔と東西僧房の食堂両脇部の全域,南大関・中門・回廊・講堂・鐘経楼・食堂・小子

房・十字廊や伽藍北方の付属建物の一部などを発掘調査 し,東院・西院に関する遺構の一部も

確認され,現寺域外においても西面大垣などの調査が部分的に行われている。

南大門・中門のように調査結果と『縁起』の記載に大きな相違があったものもあるが,『縁

起』の記録の多くは古代の状況をよく伝えていることが発掘によって裏付けられている。

23)足立康「奈良時代に於ける薬師寺の占地」

『考古学雑誌』21巻 8号 昭6『古代建築の研

究上』中央公論美術出版 昭61。

福山敏男・久野健『薬師寺』東大出版会 昭33

福山敏男『寺院建築の研究上』中央公論美術出

版 昭57。

8

このほか,薬師寺の寺地について,田村苦永 。

村田治郎 。大岡実らの論考がある。
24)注 18に同じ。
25)『大安寺伽藍縁起井流記資財帳』の「合庭虎

庄拾陸虎」の項。
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4 平安時代の薬師寺

延暦 3年 (784)に 都は長岡京へ移 り,さ らに同13年再び平安京に移った。平安京において

は,新 しく東西両寺を建立 し,平城京の諸大寺はいずれもそのまま奈良に残ったが,『延喜式』

の「玄蕃寮」の項には,15大寺として東大寺・興福寺・元興寺 。大安寺・薬師寺・西大寺・法

隆寺 。新薬師寺 。本元興寺 。招提寺・西寺 。四天王寺 。崇福寺・弘福寺 。東寺をあげている。

これをみると,平安京の東寺・西寺,難波の四天王寺,滋賀の崇福寺のほかは,飛鳥奈良時代

に創められた大和の寺院である。

薬師寺では,天長 7年 (830)直世王の奏状によって,毎年 3月 に最勝会が行われることにな

った。この最勝会の講師は正月の宮中大極殿御斎会の講師を経た者をあて,読師には寺内の苦

修練行の僧があてられ (『延喜式』「玄蕃寮」),そ の供料には播磨国賀茂郡にある薬師寺 田70余

町があてられた。また,講師の布施は内蔵寮から,読師の布施は春宮坊または中宮職から送ら

れ (『延喜式』「春官坊・中宮職」),会料の黒米は大和 。近江の正税各60石 を用いた (『延喜式』「主

税上」)。 三会の講師をすべて勤め終った僧から僧綱が任命される定めでもあった (『元亨釈書』,

『今昔物語』,『三宝絵詞』)。

現在,南門外の一郭に八幡神社が鎮座 しているが,こ こには八幡神・神功皇后・仲津姫がま

つられ,寛平年中 (889～897)別 当栄紹大法師が当寺の鎮守として勧請 したと伝 え られ る (『朝

野群載』,『石清水八幡宮記録』,『榊葉集』)。 この地は六条大路の南側になるが,早 くから寺地は六

条大路の南にも及んでいたようで,『今昔物語』には「南ノ大門ノ前二昔 ヨリ八膊 フ振 り奉テ

寺 ノ鎮守 トセリ」とあり,勧請当初から社殿は現在の地にあったと考えられる。 この地は休息

岡ともいわれ,行荻が八膊神を宇佐から大安寺に勧請した際にここで休息 したと伝えられるが

地名による説話であろうとされている。

天禄 4年 (973)2月 27日 ,薬師寺は,平城京移転後はじめての大火に見舞われた。『縁起』

(以下,天禄火災とその復興について特記しない事項は『縁起』による)に よると, 火は食殿 (十字廊)

の堂童子宿所から失火し,食堂・講堂 。僧坊・回廊・中門・南大門・経楼 。鐘楼 な どが焼失

し,金堂と東西両塔が残ったのはまさに奇跡というべきで,伽藍の主要部のほとんどが焼失し

たとい う。金堂裳階の西面にも火が移ったが,寺僧神鎮と職掌清額 。礼宗が身をすてて火を消

した。火災直後の 3月 5日 には勅使左小弁源伊渉等が実検に訪れた。その後の再興は宣旨を下

して諸国に割当てる造国制をとることとし,『縁起』によれば次の 9個国に割当てられた。

大門一大和  中門廉廊汁間一備前  廉廊汁間―備後  同十二間一安芸  同十四間・食堂

―播磨  経楼一周防  鐘楼 。東院房―美濃  東南僧坊一伊予  西南僧坊一讃岐

これらのほかに講堂は別当遂然が造立することになった。 しかし,『 日本紀略』では これ ら

諸国への割当てを10個 国として上記の国のほか伊賀と備中が加わ り,備前が見えていない。

同じく天禄 4年 5月 15日 の宣旨では,平超が檜皮葺僧坊 (講房)の行事,朝静が鋳鐘の行事 ,

26)『類乗三代格』の天長 7年 9月 14日 太政官

符。「応令薬師寺毎年修寂勝王経講会事」。

27)注 26に同じ。

28)『薬師寺濫協私考』八幡官項に「講式口」と

して,「(前略)行教和尚三衣之袂而自宇佐官来

臨之時。於此岡垂休息之儀。珠急闘」と見える。

29)『縁起』。抑別当大法師遂禅任中天禄四年書二

月十七日夜従食殿堂童子宿所直外失火 食堂講

堂三面僧房四面廊中門大門悉以焼亡

30)『 日本紀略』天延元年 2月 27日 壬子条。亥刻。

薬師寺焼亡。所遺金塔一基。(同 5月 30日 丙辰

条)。 被定可造薬師寺之国々。大和。伊賀。美
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寺主慶空が曲殿 2宇を造る行事,右少弁高階真人成忠が造講堂長官に左少史三統宿弥が判官に

任ぜられたが, この年は御忌方に当るため造営が止められた。 しか し,講堂は別当遂然によっ

て 6年間かかって仮葺で再建され,火災後西院堂で行われていた最腸会が貞元 3年 (978)か ら

新 しい講堂で行われるようになった。また,天元 2年 (979)別 当になった平超が下閣などの造

営をして再建が完成 した。

諸国に割当てられた造営はほとんど進まなかったと見え,中門は別当平超が寛和 2年 (986)

に再建,扉 3間 と二王像は次の別当増祐が寛和 3年から同 9年にかけて造 り終えた。南大門は

増祐が寛弦 3年 (loo6)に 柱を立て,長和 2年 (lo13)に 造 り終え,金剛力士・師子形等の作料

は備中講師が負担 して寛弘 9年 (lo12)に造 り始めた。回廊は備前・備後・安芸・播磨 4ケ 国に

害J当 てていたが,その後の宣旨によって周防国が13間を造立 し,他は平超と増祐が造立 した。

周防は始めの割当てでは経楼であったが,天元 3年 (980)周 防守清原元輔が「造薬師寺廊功」

で叙位を受けている。平超の別当就任は天元 2年, または永維元年 (989)と もいわれ,増祐は

長保元年 (999)月J当になっており,回廊の完成は11世紀始めと思われるが,な為連子・壁・脇

門等は未完で,長押も部分的に打たれたが,未完成の部分があった。

食堂は増祐が長保元年から7個年で再建 し,火元であった十字廊は増祐が寛弘 2年に再建 し

た。鐘は火災後まもな く勝光寺の鐘を運んで西岡の上にかけたが,長保 5年 (10o3)の 僧綱所

の牒によって,旧楼の跡に仮屋をかまえ,興福寺別院建法寺の鐘を移した。

『今昔物語集』では 3年 で再建が終了したように記すが,実際にはほとんど朝廷の力が及ば

ず,寺院偵1の 努力によって約40年を要 して再建された。長和 4年 (lo15)に『縁起』が撰述 さ

れたのも,こ の復興の完成を記念 してのことであろう。この復興の進む間に,貞元 2年 (977)

2月 8日 夜,宝蔵が焼けたと伝えるが (『 日本紀略』),『縁起』には記載がない。永維元年 (989)

3月 の大風で金堂上層が吹き落されたが,別当平超が直ちに復旧している (『縁起』)。

鎮守八幡神社では,天暦年間 (947～965)法 華経の講演が始められ,寛治の頃 (lo87～ 1093)

障子絵神像が描かれた。長和 3年 (1014)か ら長暦元年 (lo37)の 間に別当輔静が東院に八角堂

を建て,その本尊丈六釈迦像は大安寺本尊を模 して定朝が造像 した。

万寿 2年 (lo25)11月 に源頼経は本薬師寺に宿泊 しており,本薬師寺はまだ寺院の体裁を保

っていたと思われるが,かなり荒廃 していたらしい。嘉保 2年 (lo95)10月 には本薬師寺塔跡

から銅壷入 り3粒の舎利が発見された。翌永長元年 (1096)5月 には藤原師実が平城京薬師寺

濃。播磨。備中。備後。
｀
安芸。周防。讃岐。伊

予十ケ国也。『親信卿記』。天延元年五月三日。

左大臣巳下定申可造薬師寺事。定申云。以諸国

十ケ国可造進云 。々依請。

31)『三十六人歌仙伝』。従五位上行肥後守清原真

人元輔。(中略)天延二年正月任周防守。八月

兼鋳銭長官。天元三年三月十九 日。叙従五位

下。導薬課。(以下略)

32)『薬師寺別当次第』では遂禅は天延 2年 (974)

任,平超は永藤元年 (989)任,増祐は長保元

年 (999)任 とするが,『縁起』では天禄 4年
(973)の火災を別当遂然任中とし,平超は天元
2年 (979)7月 28日 任とする。

33)『今昔物語集』巻十二。薬師寺食堂焼不焼金

集語第廿。
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34)『薬師寺濫腸私考』の「十講会」の項。

35)重要文化財板絵神像裏面朱添銘。

36)『七大寺日記』。金堂ノ東二有唐院 卜云所。(中

略)傍 ラニ八角瓦葺宝形造堂子。薬師寺別当補

清己講。以定朝令奉造丈六釈迦像ァリ。可拝見。

『七大寺巡礼私記』。

東院八角宝形。安丈六尺迦坐像定朝造之。

口伝云。斯堂者在唐院之傍。薬師寺別当輔精己

講私之建立也。仏像者rlL定朝。模大安寺之尺迦

所奉造也。

『薬師寺別当次第』によれば,輔静は長徳4年

(998)権別当になるが,長和 3年 (1014),叫 当

となり,23年その任にあったので,長暦元年

(1036)ま で務めたことになる。

37)『左経記』万寿 2年 11月 9日 条。
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でこれを拝見 している。『中右記』では「元是在本薬師寺塔下地底」とか,「試掘塔底地深数見

(尺 力)」 と記 している。大江親通が嘉承元年 (1lo6)に 奈良巡礼をしたときに記 した『七大寺 日

記』では,「古京本薬師寺之塔心柱礎石下 ヨリ掘出テ所奉渡之舎利也」 とするが,親 通が保延

6年 (■40)に再び巡礼 したときの『七大寺巡礼私記』では「 自心柱礎中所奉掘出也」と記 し,

この舎利は遺跡から考えると,東塔心礎の舎利孔から発見されたものであろう。当時すでに本

薬師寺東塔は廃絶 し,他の建物も同様な状況だったものと思われる。『中右記』に よると, 永

長元年 (lo96)11月 24日 の大地震で回廊が転到 した。『七大寺日記』及び『七大寺巡礼私記』に

よれば, この頃平城京薬師寺では,金堂・東西両塔・講堂 。食堂・唐院・東院八角堂が残って

お り,門・回廊などの記載はないが,伽藍の主要部は天禄復興後の姿をほぼ伝えていたらしい。

また,諸堂・諸院の名の見えるものは長保 4年 (loo2)に 伝教院円堂,永承 2年 (lo47)以降に

西院念仏堂,永久 4年 (1116)に 西北室,東唐院,元永元年 (1■8)に東北院,承安 5年 (1175)

に喜多廃がある。保元元年 (1156)4月 13日 には興福寺大衆によって焼かれたがその状況は明

らかでない。永万 2年 (1165)に は別当行恵が堂塔の修造を志 している。

5 中世以後の薬師寺

鎌倉時代になると,兵火で焼かれた東大寺,興福寺をは じめ,南都の諸寺院の復興が目ざま

しく,各寺院とも建物の造営・修造が相次いで行われている。

薬師寺では興福寺の僧円玄が修造を行い,その功で建仁元年 (1201)に 律師に任ぜ られた。

俊乗坊重源の『南無阿弥陀仏作善集』の結縁の項には薬師寺塔が見える。また,「薬師寺仁治

壬寅」の文字を入れた軒平瓦があり,壬寅年は仁治 3年 (1242)に 当るので,こ の頃に塔な ど

の修理があったものと思われる。建治 3年 (1277)に は西塔に落雷があったが,覚慶 らが火を
45)

消 し止め,その功によって覚慶は弘安 2年 (1279)2月 に戒壇大十師職に任ぜられた。

現在の東院堂は弘安 8年 (1285)の建立であ り,鎮守八幡神社では脇殿にまつられた障子絵

38)『中右記』永長元年5月 21,23日 条。承徳 2

年10月 12日 条。嘉承元年 3月 21日 条。

39)『中右記』永長元年■月24日 裏書。後聞。地

震之間。近江国勢多橋破了。綾東西片辺残也。

東大寺鐘落地者。薬師寺廻廊顛倒。東大寺塔九

輪落。

40)伝教院円堂一石山寺蔵『法華義疏』奥書。西

北室,東唐院,東北院一『法隆寺一切経』奥

書①西院念仏堂―保延 2年 (1136)「法隆寺金

光院燈油畠注文案」,永承元年 (1046)「長仁紛

失状裏妻」。喜多院一承安 5年 (■ 75)「大法師

註覚 質地券」,治承 2年 (1178) 「僧註覚田

地売券」『平安遺文』。

41)『興福寺略年代記』保元元年条。四月十三 日

興福寺大衆焼失薬師寺。依倍鱚会日闘講也。

42)永万元年 (■ 65)「薬師寺別当行恵申状」(陽

明文庫所蔵『兵範記』仁安 2年 夏券裏文書)

『平安遺文』。

43)『興福寺別当次第』。権別当法印権大僧都円

玄の項。 貞応三年四月十八日任。子。建仁元年

五月十一日任律師奇望蒸鞣裏P十七。承元三年講

師埜。(以下略)

44)本報告書参照。

45)『薬師寺黒草紙』

政所府 戒壇大十師職事伝燈法師位覚慶

右件法師。常住伽藍年尚。其上。去建治三匠コ

十六日。当寺西塔。悪龍落。懸雷火。付塔婆

之。(中略)。 例其勧賞所補任大十師職如件

弘安二年乙卯二月 日

別当法印大和尚位権大僧都在御判

46)①弘安 8年 (1285)棟札。「奈良県金石年表」

『第三回 。第五回奈良県史蹟名勝地調査会報告

書別冊』奈良県 (大正 7)に,「薬師寺東院堂棟

札,長 9尺 2寸 8分,巾 6寸,厚 7分,檜製」

として見える。現在所在未確認。

弘安八年著三月十一日建立之大工査蜜権大工宗蔵

延宝二年昼
'口

月八日蓋北原破損了

奉 行 承仕長 音 瓦師肝 哭 乗曇舗
助左衛門

なお,こ の棟札は『薬師寺沿革紀要』に「東禅

院堂棟銘二蹟τ」の 1と して見える。

②弘安 4年 (1281)軒平瓦 (文字瓦)銘。

弘安東寺薬師院辛己

=ヱ



第Ⅱ章 薬師寺の歴史

神像が永仁 3年 (1293)に 描き直されている。この鎮守八幡神社は嘉暦 2年 (1327)に 焼けてい

ると伝えられるが,やがて再建されたものと思われる。

鎌倉時代の瓦にも多 くの種類があ り,金堂・西塔から発掘されたものが特に多 く,伽藍の各

建物にもさかんに修造が行われたと思われるが詳細は明らかでない。

天禄火災の復興後は余 り大きい災害 もなかったが,室町時代になると次々と災害に遭って伽

藍は荒廃の一途をたどることになる。

康安元年 (1361)6月 の大地震では金堂の二重が傾き,塔は 1基の九輪が落ち,1基は大いに

ゆがみ, また,中門・回廊や西院も転倒 し,そ の他の諸堂も破損 した。応永 14年 (1407)に東

院堂の屋根修理があったらしいが,文安 2年 (1445)6月 の大風では金堂・南大門な どが
「

1壊

し,随所で建物が破損 した。金堂はす ぐに立柱を行なったが,復興の途中で長らく放置されて

いたようである。長禄 4年 (1460)に も金堂の勧進が続き,文正元年 (1466)に は足利義政が朝

鮮国王に親書を送って薬師寺復興への助力を求めている。大永 4年 (1524)に も金堂 と東西両

塔の再興勧進を行なっているが,復興はなかなか進まなかったようである。文 明 3年 (1471)

47)重要文化財板絵神像 6面は,裏面朱漆銘によ

って画き改めたことが知られる。この絵を描い

たのは法眼尭像で,安芸法橋尭尊の弟子,南都

一乗院方吐田座に属した。(『尋尊大僧正記』)。

真保 亨「板絵神像」『奈良六大寺大観 第六

巻』「薬師寺」岩波書店 昭55。

48)『榊葉集』薬師寺。寛平年中為鎮守了。嘉暦
二年月日焼亡了。

49)『嘉元記』康安元年韮六月二十二日卯時地震在

之。(中略)同月十四日。卯時。大地震在之。(中

嬰 療
ぜ
講 予勉蕊懸 範。宿 焔 錨 F朝

諸堂破損云た。

50)土井実『奈良県銘文集成』大和歴史館研究会

昭31 東院堂平瓦銘

ヲウエイ十四ネツ十一月十八日

ヒコ次郎ノ吉重

ただし,東院堂とは記されていないので,東院

堂の瓦として作られたものかは確証がない。

51)『大乗院日記目録』文安 2年 (1445)条。

六月二日。大風。薬師寺金堂以下顛到。在 々

所 破々損。希代事也云た。

菅家本『 諸寺縁起集』

去文安元 (二ヵ)年六月二日。大風頭到。本尊

等大略破失云た。只彼金銅三尊許子今在之。御

堂其後如形建立。為源家氏寺云々 。

南大門

安金剛力土云 。々同文安大風頭倒了。

i黙寺堂方方年中行事記』文安 2年条

□□二日。大風二薬師寺ノ金堂 クツレ畢。折

節。為祈雨。寺僧等|  フヨミ待ケルカ。公文

所フ初テ。寺僧等以上四人当座 ニフシ打 レ死

了。(中略)同南大門コロフ。

52)『東大寺堂方方年中行事記』文安 2年 条。七

月八日。薬師寺金堂棟上在之。

53)『大乗院寺社雑事記』長禄 4年 4月 13日 条―。
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薬師寺金堂勧進捧伽加判事。信専令由之間。加

判了。両門以下悉以令申云 。々

54)『善隣国宝記』(『薬師寺縁起国史』にも引く)

文正元年丙戊 遣朝鮮書 綿谷製之

日本国源義政。奉書朝鮮国王殿下。

(前略)本邦南京。

有教寺。名国薬師。比年堕壊。風震雨凌。殆泣

竜象。於是一衆相与謀国。産薄力微。無由重

興。非求助於大邦。豊有他術哉。(後略)

竜集丙戊春二月十八日

日本国源義政

55)「大永四年勧進状」(『薬師寺文書』,『薬師寺

縁起国史』に引く。『薬師寺濫鯵私考』に も写|

くが後を欠く。)

南都薬師寺勧進沙門某敬国

請特蒙絡素貴賤之合力。再興当寺金堂斉東

西両塔之状

(前略)然去文安乙丑之暦。季月上辞之天。

魔風頻吹来。金堂悉顧到。時逮携薄世。至劫

末故也。於本尊者無其恙。脇士日光月光二菩

薩然不能崩4Al。 大衆雖沈驚愕之愁。諸人傍成

奇特之思。其年雛有立柱之儀。永弛営作。由

送数十廻。夜霜屋湿大悲之膚。夕嵐時破忍犀

之袂。悲歎尤切也。就中顧東西二基之塔婆。

移如来八相之化儀。以談泥造厳堀。乗土石為

仏像。識是乗沙為仏塔之功徳無疑。一称南無

仏之金言有頼者哉。雖然。同侵殿風。数軍地

震。玉輪珠盤傾斜。金鐸宝網朽損。悲哉。土

仏之尊容。雨打易破。衣座之衆色。露侵欲

消。見聞之道俗。誰不蛎嵯耶。袋某蒙十方檀

越之崩力。欲遂堂塔興疲之願望。葵墾志所

及。莫軽小財。若余奉加助成之輩。与善結縁

之衆。現世誇無病長寿之巨益。当来遂往生仏

国之素懐。乃至無辺群類同至覚岸而己。例粗

勧進之状如件。

大永葬年票八月日
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正月23日 には新坊を焼きはらわれ,同 4年10月 16日 には土民の蜂起で勅使坊を焼かれたが,も

と西院西門であった現南関が永正 9年 (1512)に建てられている。

その後も永正13年 (1516,或は,10年 とも伝える)に,西室・西院・養天満拝殿が兵火にあって

焼失し,八幡官参籠所が破却され,同 16年にも八幡官神楽所が破却された。

最も大きい被害を蒙ったのは享禄元年 (1528)8月 27日 の筒井方と越智方の兵乱に よるもの

である。この時西塔に放火されて金堂 。西塔・講堂 。中門・僧房などの主要建物のほとんどが

焼失し,僅かに東塔 。東院堂などがかろうじて兵火を免れたのみであった。 この焼失の年を

『薬師寺縁起国史』に引 く旧記などでは享禄 2年 5月 28日 としているが,焼失建物の中に講堂・

中門・僧房は見えていないので, この大被害は享禄元年のことと考えた方が妥当であろう。

焼失した金堂は享禄 4年には番匠始めを行ない,堂内の柱を立て,天文14年 (1545)ま でかか

って柱を立て終った。同年は工事が進捗 して組物を組み,弘治 3年 (1557)には軒廻 りの工事

が行われたが,こ の時の小屋組は仮屋程度のものであったらしい。『薬師寺志』や『濫協私考』

は,慶長 2年 (1597)に も金堂が焼失 し,同 5年に再興したと記すが,これは誤記 であ り, 同

5年に当時の郡山城主増田長盛によって小屋組が改造されて屋根が瓦葺とされ,金堂としての

体裁を整えたものと考えられる。 しかし二重裳階付きの姿は再現されず,旧裳階部分を取込ん

だ 1重の仏堂となった。天文 8年 (1539)6月 の大風にも建物に被害があり,東塔 。東院堂・

八幡宮御廊などの修理が行われている。

八幡神社は嘉暦 2年 (1327)に 焼け,応永25年 (1418),宝 徳 2年 (1450)に 遷官,明 応元年

(1492)造 替,永正12年 (1515)修理,(上遷官は大永5年,1525)同 13年参籠所破却,同 16年神楽

所破却,天文12年 (1543)南 御廊修理,同 15年社殿造営があった。 しかし慶長元年 (1596)閏 7

56)『大乗院寺社雑事記』文明3年 (1471)正月

23日 。一 法花寺雑倉焼亡。又自郡山押寄薬師

寺新坊佛地畢。古市以下寄衆也。

57)『大乗院寺社雑事記』文明4年 10月 17日 条。

一 昨日為土民沙汰。薬師寺之勅使坊焼之云た。

58)「正面西控柱上肘木上端墨書」『薬師寺東塔及

び南門修理工事報告書』奈良県教育委員会 昭

27。 永正九年講三月四日姦寿簗鉄寝出□
59)『薬師寺年記』 (慶 長 4年 ,1599奥 書)当 年

(永正14年 ,1517)三夜荘厳頭事。去年国中恩劇

言語道断乱吹。則十月五日筒井方被取負了。然

間其刻。矢田中村沙汰而。西室西院放火。八幡

宮宏籠所坊打破。養天満拝殿放火。
後柏原

『薬師寺濫協私考』旧記云。文亀皇帝永正十年

癸画。去年国中森劇。十月十五日筒井順慶敗北

之刻。矢田中村当寺二打入。西室西院銀天満拝

殿放火。参籠坊寺中寺庫等破却。為寺敵神敵之

最央。同十六年己卯八幡神楽所等破却。

60)『薬師寺年記』。去年戊子初九月九日。依兵乱

金堂講堂中門西塔等炎上之間。当年享禄二年己

丑修二造花勧行在所。可為如何哉之処仁。任転

倒之例。於東院之堂被修之。

『薬師寺志』当寺古文書二云。享禄元年八月二

十八日。筒井興法印企謀叡。(中略)(9月 7日 )

自秋篠当寺へ馳入り。 金堂。講堂。 中門。西

塔。僧房。端端於在家者。自五条至九条迄。悉

以放火。言語同断之義。驚歎無極者也。寺衆は

皆以奈良中に隠居。八日早朝に立帰る。云々 此

後者。仮堂にて本普請に至らざる庇。又もや慶

長二年五月二十八日。超昇寺村の何某の兵火に

罹 りて此仮堂も煙となる (後略)。

『薬師寺濫協私考』。同記 (旧記)云。享禄皇帝

後奈良院元年成子九月七日。金堂講堂中門西塔悉

兵火。二年己丑修二任文安頭倒之例。於東院堂

修之。

『薬師寺縁起国史』は「旧記云」としてこれを

享禄 2年 5月 28日 のこととし,西塔に火を付け

て金堂へ移 り,こ の 2棟の焼失を記している。

61)旧金堂 (現興福寺仮金堂)大斗及び垂木発見

墨書。『興福寺仮金堂建設工事報告書』興福寺

町写50。

62)旧金堂棟木慶長 5年 (1600)墨書。注61参照。

63)『上下公文所要録』(薬師寺)。

64)嘉暦 2年焼失一『榊葉集』,応永25年遷官―『東

院光暁日記』,宝徳 2年遷官一『西院堂方諸 日

記』,明応元年造替一『大乗院寺社雑事記』,永

正12年修理―『八幡官御遷官下遷宮上遷宮之引

付』,永正13年破却―注59参照,永正16年 破却

一注59参照,大永 5年遷宮―『薬師寺八幡宮遷

官日記』,天文12年修理一『上下公文所要禄』,

天文15年造営―『八幡宮御遷宮日記』。

ヱJ



第Ⅱ章 薬師寺の歴史

月12日 の大地震では御廊が西院堂と東西両門などとともに倒壊 したが,回廊はまもな く復興 し

ている。慶長 2年に北大問が造られ,同 8年には豊臣秀頼が片桐旦元を奉行として八幡神社を

造替した。現存する社殿はこの時のものである。

現在東院堂の南に建つ竜王社社殿はもと西方の竜王山にあり,明治維新時に境内へ移された

ものである。この社殿は天文14年 (1545)に 上棟され,元 亀 2年 (1571),天 正 8年 (1581),寛

永 5年 (1628)な どと再三の修造をへている。

江戸時代には,寛永 2年 (1625)八 幡神社中間修理,同 17年八幡神社社殿修理,慶安 3年

(1650)に現南門を移建,万治 3年 (1660)に は文殊堂を西塔跡に移建,延宝 2年 (1674)に は鐘

楼建立と東院堂の修理があった。元禄12年 (1699)の『薬師寺現前諸伽藍井神社覚』によると,

金堂・東塔・束院堂 。文殊堂・鍾楼・大門・脇門・西院不動堂 。同弥勒堂・仏飩屋・鎮守八幡

官・同回廊・同楼門・八幡若宮・弁才天社・養天満社・竜三社・天神社が見える。その他,江

戸時代初中期の寺蔵古図 3種及び『大和名所図会』などによって当時の境内の状況が知られる。

65)『薬師寺濫協私考』。同記云。文禄皇帝慶長元

年丙中関七月十二日大地震。趣月不止。八幡廊

西院堂。東西両門等悉崩焉。

66)『薬師寺志』。北大門 桁行二間 梁間一間半

棟札に云。慶長二年丁酉七月二日造立之。

67)慶長 8年の棟札が 2枚あり。その1枚に次の

ように記す。

当社八艦宮御造営之事慶長八年癸卯正月十八日

折初在之 一。此御造営御施主内大臣正三位豊

臣朝臣従秀頼卿被仰付御沙汰之造営也。奉行東

市正且元被仰付。同十七日下遷宮也。当三社事

不及申瑞籠斉楼門同南之御廊己上新造之御造営

也。東市正且元為下奉行梅戸平右門蒸特次右門

蒸両人被仰付。同六月下旬悉以成就畢。例同十

ヱ孝

六日上遷宮沙汰在之。(中略)子時慶長八年癸

卯六月十六日。寺僧等敬日。

このほか,『西院堂方諸 日記』,『濫協私考』,

『沿革紀要』などに見える。

68)竜王社社殿野棟木,内外陣境扉の墨書銘及び

『沿革紀要』,『薬師寺志』による。

69)『薬師寺沿革紀要』。

70)脇殿墓股墨書,『薬師寺八幡宮下遷官之事』。

71)『薬師寺縁起国史』。慶安三年庚寅西院西門引

移金堂南門。為南大門也。

そのほか,同年の地垂木墨書,降棟鬼瓦刻銘。

『薬師寺志』には慶安 3年 3月 の棟札があった

とする。

72),73)『薬師寺志』。
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看

0.ぞ

74)『西廃堂方講日記』 一。宝永四妥十月四日。

午未ノ刻ノ間二当リテ大地震。八幡宮楼門石居

五,八寸斗落入。御廊破損ス①御殿者無別条。

金堂・塔九輪折。其外伽藍損ス。当寺護摩堂・

弥勅堂破損ス。依之修理之也。

75)『薬師寺沿革紀要』に引く享保 18年の東禅院

堂棟銘の写しの中に,「此堂南向地甚下。願者

築地引殿可西向。然則除水湿之難。有信絡素諸

有便也。衆人一同親荷土運木。侵寒熱蓋力故。

自遠近而助力亦多。終築地五尺。引大殿為西

向。修造終央」と見える。

76)寛保元年から安永 6年にかけて行われた金堂

|!

1彗i

の大修理は 4期に分れ,寛保元年は正面,延享

3年 (1746)頃に背面,明和 9年 ((1772)頃

に西側面,安永 6年 (1777)に東側面を行い,

側廻 りの柱はすべて取替えられた。

77)『薬師寺古記録抜率』所収「文化四昴年十一

月御修理の儀寺社御奉行所之奉願上願書之写」。

『薬師寺沿革紀要』。孝明天皇御宇弘イ
七爵紆

成中。

彙喜捨之浄財。営構大講堂中以西二門世。爾来

造於東十二間。亦自嘉永四年辛亥至嘉永五年王子O

造於東二間也。於斑大殿全成也。

入仏供養法会は,安政 3年 (1856)3月 12日 か

ら18日 まで行われている。

れ
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Fig。 3薬 師 寺 中 之 図・部 分

宝永 4年 (1707)の 地震で八幡官楼門・同御廊・金堂 。護摩堂・弥勒堂が破損 し,塔は九輪
75)

が折損した。享保18年 (1733),東 院堂の向きを南面から西面にかえて基壇を高めており,寛保

元年 (1741)か ら安永 6年 (1777)に かけて金堂の大修理が行われている。弘化 5年 (1848)か
77)

ら安政 3年 (1856)に かけては講堂が再建され,西院にあった銅造薬師三尊像を安置した。 こ

のほか,寺蔵 日記類などによると小修理は再三行われていたことがわかる。

明治30年 (1897)に 古社寺保存法が制定され,国宝束塔は明治31年から33年,国宝東院堂は

大正元年 (1912)か ら2年にかけて解体修理を受けている。近年では,昭 I「123年 (1948)か ら24

年に重要文化財若官社社殿解体修理,同24年から25年にかけて重要文化財八陽神社社殿の半解

体修理,同25年から27年にかけて東塔の屋根葺替修理と重要文化財南門解体修理を行なった。

昭和41年には重要文化財美術工芸品収蔵庫 (大宝蔵殿)が完成し,同27年から33年にかけて金

堂の国宝薬師三尊像及び須弥壇の修理が行われ,同51年総合的な防災施設が完成 している。

近年,伽藍の復興が進み,昭和51年 4月 金堂が当初の姿に復興され,同年西僧房,同55年束

僧房を建て,同56年 4月 西塔の復興が竣功した。つづいて中門が昭和58年に完成 している。な

お,伽藍整備にともない,昭和51年に若宮社社殿を旧位置に移して翌年屋根を葺替え,55年 に

は八膊神社社殿の屋根葺替工事を行なった。

=5



宝 蔵 建 設
に伴う調査

東 回 廊

第 2次調査

第 Ⅲ章 調査経過 と概要

薬師寺境内での発据調査は,すでに戦前に行われている。昭和 9年,西塔基壇上にあった文

殊堂を移建するため,堂の礎石を掘 りおこした際に和銅開亦,塑像片等が出土 したことに端を

発 して, 日本古文化研究所による発掘調査が行われた。その後のものとしては,昭和29年に大

岡実 。村田治郎・福山敏男 。浅野清氏等によって行われた南大門及び中門 (Fig。 1「発掘調査位置

図」番号1,以下番号のみ記す。)の発掘調査がある。この調査は,伽藍中軸線,南大門 と六条大

路との関係を明らかにすることを目的とした調査であり,何よりも薬師寺伽藍の全貌を明らか

にする第一段階の調査であるので,すでに概要が報告されているが,今回の調査報告に再録す

ることとした。薬師寺伽藍の復興を目的とした最初の発据調査は,講堂東北の位置に計画され

た宝蔵建設工事に伴 う事前の発掘調査であり,昭和40年 1月 から行われた。これ以後,数次に

わたる発掘調査が行われることとなった。各調査の位置及び時期,面 積等は Tab.1,Fig.4

を参照されたい。

さて,宝蔵建設に伴 う事前調査は,伽藍北辺部の状況を把握することがまず必要とされたた

め,北 口参道の東から東方に東西 120mに及が長い トレツチを設定して進めた。この地域は,

狗Π藍全域の中で最も低い地点にあたる。調査地の西方では,整地土面において土竣数ケ所・井

戸 4基を検出し,地山面で掘立柱建物跡を検出した。東方部は中世,おそらく室町以前にこの

地域が泥土化 した時期のあったことを想定させる瓦礫を含んだ腐蝕物の堆積が広範囲に認めら

れ,奈良時代の遺構を検出することはできなかった。遺構の残存状況が良好でないことは,宝
蔵建設候補地としては最適であるため,発据範囲を拡張 したが,土壊数ケ所と中世以降の井戸

2基を検出したにすぎず建物遺構はみられなかった。

実質的な伽藍復興のための最初の調査は,昭和43年度に新たに結成された薬師寺発tFB調査団

が行なった東回廊の調査 (第 1次調査)で,東塔の東に南北 3m,東西 15mの トレンチを設定

することから始まった。ここでは川原石を用いた回廊西側の雨落溝を検出し,こ の浩の約 10m

東で回廊基壇の娩灰岩羽日石の存在を確認 した。この 10mの間で,東西に並ぶ 3ケ 所の礎石

の抜取痕跡を見出し,東西回廊が複廊であることを知った。回廊が金堂,講堂いずれにとりつ

くかを知るために,金堂東方にL字形の トレンチを設定 したが,回廊基壇痕跡は金堂にむけて

西折することな く,さ らに北にのびることを確認 した。次に講堂東方に設定した トレンチでは

回廊基壇の東北隅を示す遺構を検出し,あわせて講堂東南隅において回廊基壇 の一部を検出

し,回廊が講堂にとりつ くものであることを確認 したのである。

昭和44年度の調査は調査団第 2次調査で広範囲にわたるものであり,金堂 。西塔・回廊・講

堂・鐘楼・食堂等, 6ケ 所の堂塔に及んだ。金堂は基壇の東半部を主体としてその外側をも対

象とした。南面では凝灰岩の壇上積基壇が良好な状態で残っていた。葛石は取 り除かれていた

が,羽 日石,地覆石が完存 して,束石は用いられていなかった。羽目石の上半部は風触がいち

1)足立康「薬師寺伽藍の研究」『日本古文化研

究所報告』 5 1987年。

2)大岡実他「薬師寺南大門及び中門の発掘」

=δ

『日本建築学会論文集』50 1955年 p。 142。

3・ 4・ 5)杉山信三他「薬師寺の最近の発掘調査」

『仏教芸術』74 1970年 p。 85。
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じるしく,部分的に火熱による赤変や黒色化がみられた。南面階段は,残存 していた地覆石に

より,三 ケ所あったことが確認された。階段は東面においても基壇中央にとりつ く形でその痕

跡を確認 した。北面では,現基壇側石をとり除いて基壇内の調査をも行い,現基壇 の内側約

0.9mの位置で旧基壇外装の地覆石を検出した。このように現基壇が旧基壇より若千大きく改

変された状況は東面においても旧雨落溝が現基壇側石の下から検出されたことによって確認さ

れた。西塔の調査は基壇西辺部で行われた。基壇の外側には整地埋土が堆積 してお り,埋土に

は,焼土や炭,多量の焼け瓦や若千の塑像片が混じってお り,享禄年間の被災後の整理に関わ

るものとみられた。基壇端には部分的に地覆石を残すのみであったが地覆石の上には羽目石の

痕跡のみ残ってお り,壇上積基壇ではあるが金堂と同様,東石をともなわないものであること

が知られた。階段の痕跡は基壇中央部で検出した。基壇の外側には玉石が密に敷かれ,大走 り,

雨落溝ともに幅 0.6mであった。 玉石敷は雨落溝の外にも広がっていた。 講堂と北面回廊で

は,北面回廊が講堂側面中央にとりつ く状況,講堂東南隅の基壇,犬走 り,玉石組み雨落溝等

を検出した。いずれの地点でも焼土や炭を含む堆積上が遺構を覆っていた。北面回廊基壇上面

は削平がいちじるしく礎石は残存せず,礎石を抜いたあとの根固め石を 2ケ 所検出した。昭和

45年の調査成果と合わせると,当初の講堂基壇は東西約 43.5m,南北 22.5mと なる。玉石敷

犬走 りは回廊の内側に面 した部分にのみ設けられたようであ り,幅約 lmの 規模を もってい

た。雨落溝は幅 0.45mである。当時は鐘楼の位置は明らかでな く,回廊内にあったとしたな

らば,金堂東北,講堂東南の位置がそれにふさわしいと考えられたため, トレンチを設定 して

調査を進めたが,何ら建物遺構を見出すことはできなかった。食堂の調査は,講堂の北方 20m

の位置に東西,南北に トレンチを設定 して行なった。この地域は,開田時の削平がいちじるし

く,食堂跡としての遺構は認められなかった。 しかし,薬師寺境内として削平されずに残った

部分の断面に南北幅 20m以 上の基壇版築土を認めた。時間の関係からこの部分の調査は次年

度に残すこととなった。

調査団による第 3次調査は,講堂北辺と食堂南辺で行われた。講堂北面のほぼ中央部に設定

した南北 トレンチでは何層かの整地上の下から講堂基壇にとりつ く階段の痕跡,そ して階段か

ら北へ伸びる川原石を敷いた参道を検出した。一方,第二次調査で食堂推定地において基壇積

土と思われる推積土を検出しているので,その西方の延長線上で,石敷参道の北方に トレンチ

を設定した。食堂の基壇土は断面で観察するほど明確ではなかったが,凝灰岩地覆石を検出す

ることができ,食堂の南辺位置を明らかにし得た。また, この部分において南面中央階段の張

り出し,雨落溝,そ して南に伸びる川原石敷参道をも検出することができた。

調査団の第 4次調査は,食堂の規模をあきらかにすることを第一の目的としたものである。

『縁起』に記載された東西140尺の寸法から東南隅と西北隅の推定位置に トレンチを設定して調

査を進めたところ,西北の トレンチでは凝灰岩痕跡,玉石の抜取 り痕跡等から基壇の西面を確

認 し,完全に玉石の残る北面基壇の雨落溝を検出することができた。東南隅では状況が必ず し

も良好でなかったが,原位置を保つ凝灰岩を検出し,東西 47.2m,南北 21.7mと ぃ ぅ基壇規

模を明らかにすることができた。食堂跡の調査を進める一方,経蔵の遺構を求めるべ く食堂跡

東方約 20mの位置に南北約 42m,幅 3mの トレンチを設定 した。回廊の北約 30mの位置で

幅約 16mの基壇積土を認めた。経蔵基壇を検出したかと考えたが,基壇南辺で調査を進めた

第 3次調査

第 4次調査

6。 7・ 8)杉 山信三「薬師寺の建築 発掘調査を通して」『薬師寺』毎日新聞社 1971年。P,147。

″
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ところ, この基壇が束西 40mを こえる規模であることがわかった。さらにこの基壇の東西両

端で発掘区を拡張 して礎石,その抜取痕跡等を検出し,い くつかの間仕切 りが為されているこ

とが確認できた。 したがって経蔵を求める作業を進めながら,はからずも僧房を発見すること

となったのである。

昭和46年度の第 5次調査は,経蔵の位置を確認することが主たる目的で,7月 から行なった。

東西回廊の延長線上で北回廊と僧房との間に トレンチを設定したところ南北約 19mの規模で

基壇土を検出し,南北両端には凝灰岩地覆石の痕跡を認めた。『縁起』に記された建 物規模に

比べ大きな基壇 となるが,検出した基壇の東西長が約 12mあ り,建物規模との比率がほば等

しいので, これを経蔵と考えた。今次の調査には,近鉄橿原線軌道沿いに奈良市が行 った下水

道工事に伴 う事前調査が含まれている。 ここでは限られた調査範囲ではあったが,南北に連な

る基壇遺構とこれに伴 う石組暗渠を検出した。西面回廊に近接 した位置での築地跡の検出は ,

伽藍中軸線を対称にして束側の位置での遺構の存在を予想させるものであったので東面回廊跡

の外側で,束院の北約 28mの位置で調査を行ったところ,ち ょうど対称の位置に東西幅約

6mの基壇痕跡を認めた。 これらの遺構は,『縁起』に記す東院及び西院を区画する築地ある

いは回廊跡と考えられた。

伽藍復興工事が開始され,創建当初の大理石製仏壇ともども天文14年 (1545)に 再建 された

金堂解体徹去後,基壇及び基壇まわ りの発掘調査を昭和46年 11月 と12月 に行なった。今次の調

査から,薬師寺の委嘱を受けて薬師寺伽藍発掘調査委員会の指導のもとに奈良国立文化財研究

所平城宮跡発堀調査部が行 うこととなった。発掘に先だちクレーン車を用いて現基壇を写真測

量をした。現基壇は江戸時代に拡大修造されているため,それらの施設を除去 し,さ らに旧基

壇周囲の積土,堆積土をつ,除 して,当初の裳階礎石,羽 目石,地覆石,雨落濤などを除去 した。

基壇築成にあたっては掘込み地業は行わず,旧地表上に砂質土と粘土を交互につ き固めてい

る。礎石は身舎,梁行,側柱筋で 2個抜き取られていたが,花筒岩で,大部分のものに焼けた

痕跡があった。礎石の据付けは,基壇上を途中まで積上げた後に据付け穴を掘 って礎石を据

え,再び土をつき固めて基壇を築きあげている。根石はみられなかった。裳階の礎石は花筒岩

製で現側柱礎石の直下にかな り沈下 しながらもすべて残存 していた。据付け掘形は,基壇上面

から掘 りこまれている。これも根石は使われていない。地覆石は凝灰岩製ではば全周囲に完存

していた。廷石はない。羽目石は凝灰岩製でよく残ってお り,と くに南面は完形のまま残って

いた。東石は用いていない。羽 日石の上半部は強い火熱を受けて変色 している。基壇まわ りの

堆積土から多量の遺物が出土 した。ほとんどが屋瓦であるが,土器,金属製品,脱乾漆仏断片

などもある。瓦の大部分は鎌倉時代以降のものである。金属製品には葡萄唐草文の飾金具や蓮

弁を毛彫 りしたナスビ形の鈴などがある。

金堂復興工事進行中の昭 A「149年,僧房復興計画が実施段階に入 り, これに伴 う事前発掘調査

が10月 から12月 まで行われた。今次の調査は食堂西狽1に想定される西僧房について行い,大

房・小子房の一部,両房の間にある付属屋及び石清で画された空地を検出した。大房北側は中

世の濤によってかなり破壊されていたが,大房は厚 く焼土に覆われて為 り保存は良好であっ

た。基壇は径 20cm程 の玉石を一列に並べた低いもので,大房 。付属屋・小子房がともに同一

9)奈文研『年報』1972年 p.42。

=8

10)奈文研『年報』1975年 p.28。

平城宮『概報』昭和49年度 p.37。
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基壇上に建設されている。基壇をめぐる雨落溝は素掘 りである。大房は食堂 と棟心をそろえた

東西棟であり,西方は近鉄軌道にかかるが,第 1房から第 7房 までの間仕切 りを明らかにする

ことができた。房境や各室の境は瓦を敷き並べた地覆が敷かれており,地覆上に厚さ 15cmの

焼けた土壁が遺存 しているところもあった。各房内は一様ではな く,土間のもの,床張 りの痕

跡をもつものもあり,使い方に差がみられた。また,房によっては火災に罹 うまでに何らかの

改修の行われている痕跡をとどめるものもあった。今次の調査で注目すべきものは,大房 と小

子房との間が単なる通路ではな く,間仕切 りをもつ部屋としての使用が考 え られ る。『縁起』

によると,僧房は天禄 4年 (973)に 焼失 し,一部は再建されたとしているが検出した遺構から

みて,今回の調査部分での再建は行われなかったことが明らかになった。出土遺物からもこの

ことは裏づけられ大きな成果を得ることとなった。西僧房跡出土の土器類は, とくに僧房の木

面から出土 したものが多 く中には中国製磁器も含まれている。このうち大多数を占めるものは

土師器,黒色土器の椀,皿類で, これに少量の灰釉陶器が加わって, 日用什器を構成している

ことが明らかになったことは土器編年の面と合わせて今回の大きな成果であった。

今次の調査では,西僧房の他に食堂・鐘楼・西回廊などを含む地域と乳本房の北方の地域を

合わせて行なった。食堂跡は昭 I「145年 の調査で位 lq‐,基壇規模,正面階段及び基壇周囲の状況

が明らかになっている①今回は西端部分を発堀 し,北面と西面の基壇地覆石,玉イf敷 きの犬走

り,雨落溝及び建物の西狼1柱列を検出した。鐘楼跡は,昭和46年に実施した維蔵跡と対称の位

置で検出した。基壇上面は削平がいちじるしいため,礎石据付け痕跡などは失われ,柱位置は

不明である。 しかし基壇まわ りの地覆石の抜取痕跡,西面・北面に凝灰岩製の石階を残してい

たために基壇の規模を復原し,建物の平面を推定することができた。それは経蔵の調査で得た

数値と一致 し,経蔵・鐘楼ともに軒の出の深い構造であった可能性と,金どとやFj塔 と同様に裳

階付の可能性が考えられた。本坊北方地区では,現在の本坊の北約 25mの ところに幅 3m,

長さ30mの東西 トレンチを 2本設定 して行なった。この地域を『縁起』号1用 の「流記」の記

載から倉垣院などに比定する考えもあるが,発掘調査では中世及び近性の上壊,溝,井戸,小

穴等を検出したにとどまり,奈良時代にさかのぼる遺構を検出できなかった。

伽藍の復興工事も進み,整備が行われるようになった。こうした工事に伴 う芋前調査として

昭和50年度には食堂北方,北関西南方,八幡院地区の調査を行なった。食堂北方の調査は北 口

参道をへだてた東狽1に あた り,食堂基壇北辺から約 30m】ヒ方の地点である。ここで重複 した

掘立柱建物 2棟を検出したが,いずれも奈良時代の遺構である。薬師寺境内で奈良時代の堀立

柱建物を検出したのは今次の調査が初めてであり,その位置が食堂北方であることから,大炊

屋などに関係する建物と推測された。八幡院地区は,厳密な意味では薬師寺伽藍内ではない

が,調査地は現在の薬師寺八膊宮北側であ り,六条大路南側濤を検出したので今回報告 した。

なお,北門西南方地域は調査面積が小さく, また後世の破壊が著 しく斜行濤を検出したにとど

まった。
12)

金堂及び西僧房の復興後,薬師寺では西塔復興計画がたてられた。このため,西塔創建時の

遺構を明らかにする必要が生 じ昭和51年度に発堀調査を行なった。西塔跡の発掘調査は,すで

11)奈文研『年報』1976年 p。 33。

平城宮『概報』昭和50年度 p。 17。

12)奈文研『年報』1977年 p.35。

平城宮『概報』昭和51年度 p.30。

食 堂 跡

鐘 楼 跡

掘立柱建移

Z9

西 塔 跡
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に記 したように昭和 9年と同44年に部分的な調査が行われているが,今回全面的な調査を実施

した。まず基壇面の調査を行い基壇上に残る方形柱座をもつ 2個の当初の礎石が原位置を動い

て享禄の火災時の焼土上に据えられていること,心礎は原位置を保っていることを確認 した。

さらに四天柱と側柱の掘形をすべて検出した。裳階柱の礎石据付け痕跡は検 出できなかった

が, これは掘形が浅かったためと考えられた。基壇回りに堆積 した焼土を排除 したところ,基

壇外装部は花筒岩製地覆石と凝灰岩製羽目石とがわずかに遺存 しているだけであることが明ら

かとなった。階段は基壇の四方に設けられていた。基壇回 りの大走 り,雨落溝の状況は昭和44

年の調査の項で述べたとお りである。雨落溝の外に広がる石敷は発掘区外へさらに続き,回廊

内全域が玉石敷と考えられたが,基壇縁から3.5mほ どのところは一列に立石を並べ,塔を中

心とする一辺 20.7mほ どの正方形の区画を構成 していた状況が知られた。基壇上面の焼土層

からは焼け崩れた塑像片多量が出上 した。

伽藍の整備も進んできた昭和52年度には,西僧房小子房の未調査部分と,十字廊推定地域の
13)

調査を行なった。小子房は一部で後世の破壊を受けていたが,発堀区の東北側は焼土・木炭が

奈文研『年報』1978年 p.29。⑮
　
効

調 査 期 間 1調査面積

１

一

２

一

３

一

４

一

５

一

６

45
(1970)

46
(1971)

南大門・中間・南面大垣

宝蔵建設予定地

講堂 。東回廊

29, 8.27- 9.27

40. 1,11～  3. 6

43. 7.16- 8.31

44. 7. 1- 8. 6
45。  3.16- 3.28

45,7.8～ 8.61 989
46. 7.14- 8.14 1   474
46。 11. 8～ 12.27 1   813

50. 9.10-10。  1 1   193

51. 3.25- 4. 2 1   120

50. 9.25- 9。 29 1   27

51. 7. 5- 3.25

52.11,14-11.26
53. 1. 7- 4. 6

53.12.11-12.25

54. 8. 6フーV10. 5
55. 1.31-V 2. 4

55.10. 1か V10.27

55, 7.21- 8. 4

56. 5. 6

57. 1.21- 2.23

57. 8.23-10. 4

58. 5,24′ Ψヽ 6. 2

58,12.12′ Vヽ59。 2.8

60。  1.16- 4.27

科学研究費(代表者浅野清)

鐘楼・西回贖R・

西僧房・本坊北

尚穆)欲雌'継
区

東院堂西側

西院

西面大垣

南門付近

究費 (代表者杉山信

13

14

Ta脱 1 発掘調査地一覧表
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厚 く堆積 し,遺構の保存状態は良好で,古代の僧房研究に大きく寄与することとなった。小子

房の東に設定した トレンチでは十字廊の存在を確認 した。調査範囲は遺構の西半部のみであっ

たが,『縁起』に記す十字廊の規模にほぼ一致する。薬師寺に関して学界の永年の懸案であった

十字廊の位置,規模が明らかになったこともこれまた大きな成果といえるだろう。この年,東

僧房跡の北,現売札所東側への摩利支天堂移築に伴 う調査を行なった。調査面積が狭降である

わ りには遺構の密度が濃 く掘立柱建物 2棟分,井戸 4基を検出した。平面形式はわからないが,

いずれも東西棟であり奈良時代に属する。井戸は 1基が奈良時代で, 3基が平安時代末期に属

する。出土遺物も多 く,と くに奈良時代の井土埋土から木簡が233点 出上 したことは注目をひ く

ものであった。その中に「霊亀二年」銘をもつものがあり,造営に関わるものかと考えられた。

さきに復興工事を行なった西僧房に引き続き,東僧房の復興が計画され,工事に先立つ昭和

54年 3月 に発掘調査を実施した。すでに昭和45年調査団によって一部調査が行われ,基壇南辺

の全長や,第 1房が明らかにされている。今次は,第 9房 までの全面発掘を行なった。遺構の

遺存状況は第 1,2房は良好であったが,第 3房以東はきわめて悪 く,礎石はすべて抜きとら

れていた。基壇面は赤 く焼けてお り,火災に罹って廃絶 したことを示 している。灰面から出土

した土器が10世紀後半頃なので,その火災は西僧房と同様,天禄 4年 (973)の 火災で焼失した

ものと考えられ,その後再建されなかったことが確認された。

以上の多 くの発掘調査のほか,昭和53年度には薬師寺北門に近接 した地域,ま た奈良時代に

苑院があったと推定され,17世紀中頃に宝積院が建てられた地域の調査,そ して昭和54・ 55年

度には西面大垣にかかる地点での民家新築工事に伴 う事前調査を行なっている。前者では,宝

積院の門基壇の一部と考えられる遺構,中近世の上城・濤・井戸のほか奈良時代の南北に連な

る小規模な掘立柱塀を検出したにとどまり,北面大垣は検出できなかった。後者の 2度の調査

では,創建当初の大垣基壇を検出している。

昭和56年度には南関両脇で小発掘区を設け,東偵1では南門棟通 りの柱位置で礎石抜き取 り穴

を検出し,西側は妻側中央柱の根石を検出した。隅木蓋瓦が出土 している。昭和57年 8月 ～10

月には,中問再建に先立って中門跡を調査 し,昭和29年発掘調査の成果を確認し,加えて中門

に関する貴重な成果を得た。西側柱通 りを除 く礎石抜取穴 15ケ 所を検出し中間平面が確定 し

た。基壇化粧を南 。東で検出したことや,南北雨落濤を検出して基壇規模を確定した。中関東

西両端間の南側で二王像台座石を検出して二王像の位置が決まったことなどである。昭和58年

には伽藍北方で 2ケ 所発掘し,江戸時代の子院の様相が一部明らかになった。昭和59年度には

回廊三地区を発掘 し奈良時代複廊建設に先立つ単廊建築計画があったことが判明し,薬師寺伽

藍創建当初の造営事情に興味深い成果を提供 した。従来の複廊の柱礎石抜取穴の間に単廊礎石

抜取穴を検出し,単廊用に造成 した基壇を両側に拡幅して復廊基壇を築いている。回廊基壇外

装は地覆をおかず羽目石を立ち上げて蒋石を置 く簡単なものである。

14)奈文研『年報』

15)奈文研『年報』

年度 p.38。

16)『概報』53年度

17)奈文研『年報』

年度 p.45。
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19784F p。 31。

1980年 p.34。 『概報』昭和54

P。 39。

1980年 p.35。 『概報』昭和55

18)奈文研『年報』1981P,27。 平城宮『概報』

56年度 p・ 60。

19)奈文研『年報』 1982p.43。 平城宮『概報』

57年度 p.65。

20)奈文研『年報』1984p.32。

平城宮『概報』59年度 p.60。
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1遺 跡 序 説

寛政 2年 (1790)の 大和名所図絵は,18世紀末頃の薬師寺伽藍の状況を伝えてい る。本堂 ,

東塔,東院堂,南門などは昭和37年当時の航空写真などからわかる伽藍復興着手以前の状況と

かわ りがない。講堂跡では土壇がのこり本堂西方には垣で囲まれた西院弥勒堂を描いている。

しかし八幡神社では楼門,郷廊が社殿前庭を囲んでいる。

大正 7年 (1918)大 阪電気軌道株式会社が西大寺・橿原神宮間の軌道敷設の認可を うけ, 大

正10年西大寺 。大和郡山間が開通 し,つづいて大正12年に橿原神宮まで開通 した。これが,薬

師寺伽藍の境内地西端近 くを南北に走る現在の近鉄橿原線である。奈良時代の寺域は,こ の近

鉄線を越えて西にある西二坊大路までであった。

薬師寺における発掘調査が継続的に行なわれる以前,昭和40年前後の状況を概観 してお こ

う。境内地は平城京六条二坊十六坪のほぼ全体と十五坪の南 3分の 1,その南の八幡神社一帯

を含めている。僧房や,回廊の東北隅・西北隅の想定位置は水田である。昭和37年当時の地図

には東院堂南西位置に接する不整形池,中門西にひ ょうたん型の池, また金堂北方に方形の池

2つがあった。東院堂に接する位置の池は防火用水の貯水槽に利用されているほかは現在いず

れも埋めたてられている。講堂と金堂の間には東へ流れる用水路があったが,こ れは現在は暗

渠になっている。金堂・塔の前がオープンスペースとなっていたものの,境内地は全体に木立

部峰十烹ギあ
る
ス

う

二
全
♭

，

錢為
i_―

迅

峯
―

Fig.5「大和名所図絵」にみえる薬師寺
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第Ⅳ章 遺  跡

で覆われていた。

創建時の薬師寺の建物としては,優美な姿で著名な東塔一基がのこるだけである。境内地に

は金堂の西南に西塔跡が土壇 としてのこり,土壇中央に塔心礎がのこっていた。西塔と東塔は

想定伽藍中軸線に対 して対称の位置にある。金堂跡には室町時代末期の建物があったけれ ど

も,創建時の礎石や敷石がのこっている。大理石の内陣仏壇も当初の姿を保持 している。講

堂・南大門の旧位置にはそれぞれ後世の建物があ り,中門・回廊は地表にその痕跡をのこして

いない。西塔跡近辺には重要文化財若官社社殿や,摩利支天堂,南には仏足石・仏足堂があっ

たが,いずれも中世近世の建物である。東塔の東には鎌倉時代の建物である東院堂があり,そ

れを囲むように南・北と東に土壇状の高まりがある。東院堂の束には沼池観音池がある。境内

地から約 100mほ ど隔てて,北方に本坊 (地蔵院),養徳院,世尊院,法光院,金蔵院の各子院

があり,現在では旧本坊の北に事務所や写経道場がある。平城京六条大路上は,小径と小川が

東西に通っている。

金堂・講堂の中心を結ぶ中軸線上には,北へ延びる道路があり,講堂北約 370mには寺域北

限を画した土塀に開いていた北門の礎石が露出している。東と北では寺域を画 した土塀の痕跡

はほとんど失ってしまったが,昭和初期までは地蔵院の東に東門と東協に築地が残っていた。

西面では近鉄西ノ京駅の西で,南北に細長い土壇があり,築地の土壇が部分的にのこっている。

南面では当初の位遣に,南門両脇に築地塀を延長約 150mほ ど築いている。

近年は逐次周辺の水田を境内地に加え,狗Π藍整備を進めてきている。

Fig。 6 昭和37年当時の薬師寺
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A 南大 F月
。中門・ 脇門

i概   要

昭和58年度までに行った南大門・中門周辺の発掘調査は,昭和29年 の南大問・中間の調査 ,

昭和53年の南大門基壇に関する立会調査,昭和55年の南大門とその東側の調査,そ して昭和57

年の中間及び南面東回廊の調査の計 4回 である。

昭和29年の調査では,南大門と中門の建物規模及び基壇規模を,礎石位置と基壇外周の壼lFH

りによって確認 した。

その結果,南大門両脇の築垣位置は動いておらず,現在の南大門も当初の南大門と中心が合

っていることが判明した。 しかし,南大門・中門とも長和 4年 (1015)に 編纂され た『薬師寺

縁起』 (以下『縁起』と略す)の「仏門五間・二重・戸三間・壁二間 。長五丈 。広三丈二尺・是云

南大門」,「中門一口・五間・一蓋 '長五丈一尺・広二丈五尺 。(後略)」 の記載に基いて従来か

ら考えられていた規模とは異なり,桁行がはるかに長い規模であったことが明らかになった。

この時の調査では南大 F弓 は桁行 5間 ,86尺 ,梁行 2間 ,32尺 ,基壇は凝灰岩壇上積で側柱心か

らの出は四辺とも13尺,中 門は桁行 5間 ,81尺 ,梁行 2間 ,25尺 ,羽 日石と葛石のみの凝灰岩

製基壇で,側柱からの出は南 。北面 9尺,東 。西面 6尺 と考えられた。なお旧地表は現地表下

0,7～ 1.7m下にあって,南大門並びに中門基壇上面は大きくは削 りとられずに,旧礎石位置等

もほぼこれを推知することができた。なおこの調査は文部省科学研究費の助成をうけて奈良国

立文化財研究所の協力のもとに,大岡実・浅野清氏らが担当したもので,当時の調査成果を本

報告の付章として再録 している。

昭和53年の立会調査は,奈良市水道局の水道管敷設工事に伴 うものである。水道管の敷設掘

形は幅 0.7m・ 深さ 1.4m,位置は現南問南側の道路沿いで,旧 南大門南側柱列のす ぐ北側を東

西に横断する。この掘形の上層断面の観察によって基壇の束西両端延石を確認するとともに,

基壇構造を把握 した。基壇には掘込地業はな く,現地表面下約 1,6mの 青灰色粘土の上に,秒

質土と粘質土とを積み重ねた基壇築成土が約 1.35m残存 していたが,明確な版築とはいい難

いものであった。基壇東西端に残存する延石は幅約 41cm,東西延石外面間距離は約 34.3mで

あった。また南側柱列中央間西方の礎石抜取穴 (幅約1.7m)を検出した。

これに続 く南大門の調査は昭和55年に行われた現南F弓 両脇の築地整備工事と,売札所の移転

に伴 うものである。調査面積は約 114m2,調査期間は 1月 21日 から2月 23日 までと小規模では

あったが,昭和29年の調査時には未確認であった築地直下の南大門礎石位置を確認 し,南大門

のすぐ東の地域の様相をも把握できた。その結果,昭和29年に得た南大門の桁行柱間寸法を再

度確認するとともに,現南門の親柱の礎石一対は,南大門の中央間の礎石をそのまま再用し,

1)浅野清・福山敏男他「薬師寺南大門及び中門

の発掘」(『 日本建築学会論文集50,1955)。 本

報告付章を参照のこと。

2)平城宮『概報』昭和52年度 p.44。

3)平城宮『概報』昭和55年度 p.60-62。

4)平城官『概報』昭和57年度 p.65-72。 『年表

1983』 P.

迫還2

大

門

南

中

南大門基壇

南 大 門
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中門の調査
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両者の東西の外縁を打ち欠いて使用 していることが判明した。基壇の築成は,昭和52年の調査

時には版築工法とは断定できなかったが, この調査によって厚さ 5～ 10cmの 砂質土と粘土質

とが互層をなす比較的粗雑な版築であることが判明した。礎石の据え付け方法は,現存礎石及

び中央桁通 り東から 1・ 2番 目の礎石抜取 り穴では,据え付けのための掘形を掘削せず,基壇

版築途上に根石で礎石を安定させ, さらに基壇版築を続行する工法をとっている。なお築土中

には若干量の平城京薬師寺の創建瓦が含まれてお り,南大門の創建が薬師寺造営に着手 した当

初よりも若千遅れることを示唆 している。また南大門と中間との間の東側の区域では,地表面

下約 2.7mで砂質の地山に達 し, この上に厚さ20cmの植物質を含有する池状の堆積,薬師寺

創建に伴 う厚さ60cmの盛土層があ り,薬師寺造営以前にこの区域が池沼を形成 していたこと

を示している。この盛土層を堀 り込んで大量の瓦尊類の堆積層があり, それを覆 う厚さ30cm

の整地層の上に天禄 4年 (973)の 火災に伴 う焼土層が存在する。従って,天禄の火災以前に,

大掛 りな屋根茸替工事をともな う建物の修造が行われたことを示すものと考えられた。

昭和57年の調査は,中門の建物復原に先行するもので,昭和29年の調査が基壇外周と礎石位

置の部分的な調査であったのに対 し,中 門全域と南面東回廊の一部を含む計 670m2の 全面的な

発掘調査であった。調査期間は 8月 23日 から10月 4日 までである。この調査 の結果,建物規

模,基壇規模及びその構造,基壇外装等が一層詳細に判甥した。とりわけ『縁起』に記す計16

然の仏像の安置場所を推定 し得た。 しかも, このうち創建当初の二王像が塑像であったことを

ほぼ確定づけたことは,特筆に価するであろう。

� 南 大 門 (PL.50,51,PLAN。 20)

南大関基壇の遺構面は,海抜高が約 60.00～ 61.10mで,現南問親柱の礎石上端から約 0.5m

下方にある。残存 していた基壇積土は,西側で約 1.2m,東側で約 0.8mである。礎石は,現

南門親柱の礎石が創建当初の位置のまま残存 している以外はすべて抜取 られ てい る。 しか し

中央柱通 りの西から2番 日と,南側柱の東から2番 目を除 く,すがての礎石抜取 り穴及び根石

群を検出し,南大門の建物規模を確認することができた。礎石抜取 り穴は,基壇上面が若千削

平をうけているため,一様に約 20cmの 浅い くばみで,内部に径 20～30cmの根石が 3～ 4個

存在する。また,中央柱通 り中央間の一対の礎石は新たに据え直した痕跡はな く,創建南大門

の礎石が原位置のままで,西の礎石は西側を,東の礎石は東側を若干打ち欠いて,現南門親柱

の礎石として再使用している。 これによって南大門の建物平面規模は,桁行 25。 46m,梁 行

9,47mで ,桁行 5間,梁行 2間に復原できる。寸法は造営単位尺を 1尺あた り 0.296mと し

た場合,桁行総間86尺で中央 3間が各18尺 ,両端間が各16尺,梁行総間32尺で16尺等間とな

る。この柱間寸法のうち,桁行方向については,『縁起』に記す「仏門五間。二重。戸三間。壁

二間。長五丈。広三丈二尺。是云南大門。」の桁行規模とは大きく相異 し,は るかに大 きな規

模をもっていたことが明らかとなった。基壇は掘込地業等は行わず青灰色粘土の地出面の直上

に築成 している。

南大門基壇の積土は,先に述べた如 く,0.8～1.2m残存 していたが,築成状況は厚 さ5～

10Cmの砂質土と粘質土を交互に積重ねた版築工法である。後述するが,中門基壇のように根

固めの特殊な仕事は南大門では認められない。礎石の据付け方法は,現存礎石と中央柱通 りの

東から 1。 2番 目の抜取 り穴の土層断面観察の結果,据付けのための掘形を掘削せず,基壇版

2δ
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築を築成途上に根石を安定させ, さらに基壇版築を統行する工法を _

とっている。基壇外の埋土層は北面では 15cm程 の遺物包含層 (砂

層),30cm程の瓦片を含んだ粘土層と固 くしまった粘質土層 (瓦片

含む)が堆積 していた。南辺では薄 く焼土層が堆積するほかは,北

辺と似た埋土状況を示 していた。                ~

基壇外装は,延石・地覆石・束石が遺存し,壇上積基壇であった

ことが判明した。

延石は計41本を検出し,形状は長さ 95～ 107cm,幅 43～46cm,

厚さ 17～ 19cmで ある。一様に上面前角の風触が著 しく,地覆石 と

重なる部分と,地中に据付けられた部分は,風触を免れている。 こ

の風触差から,地覆石前面から延石の見え掛 り幅は約 36cm(1.2尺),

見付け高さは約 1lCmと 考えられる (F竜 .7)。 延石上端の海抜高は約

60.050mで , 従って創建当初の南大門四周の地盤高はおよそ59.94

mと なる。 ただし延石の外側には,享禄 1年 (1528)の 火災に伴 う

院土,瓦片の堆積層が認められ, この火災以後延石は埋ったものと

推定される。

地覆石は計 5ケ 所で検出した。とりわけ基壇の東西側面中央部,

築垣との取付き箇所では,延石・地覆石・束石が一体となって遺存

していた。地覆石の長さは確認 していないが,幅約 42cm(1.4尺),

丈 29～29,7cm(1尺 )で前面上角は成 4.5～6.5cm,幅 約 5.5cm

欠込んで面を施す。上面後角も丈 4.5～7.lcm,幅 9.5～ 12.Ocm欠

込み,羽 目石との相欠き仕口をつ くる (FIg.8)。

東石は幅 39～42cm,厚 さ 15～ 18cm,高 さ73～ 81cm。 側面後方

を欠込んで羽目石を納める。東石見付厚 さは約 12cm(4寸)で羽

目石は全 く残存 しないが,束石側面の羽日石欠込みから地覆石後角

までを羽目石の厚さとすると21～23cm程になる。なお,地覆石前

面から羽日石前面まで 19～ 21cm,束石前面まで 7～ 9cmである

(Fig.8)。

葛石は全 く遺存 しないが,基壇の東側面中央部では,束石の上方

に葛石らしい凝灰岩の崩壊 したものが認められた。

これらの基壇外装の うち,葛石と地覆石が前面を揃 えるとすれ

ば,地覆石の外面間距離が基壇規模を示すことになる。東西の地覆

石外面間の寸法は 33.62m(113.5尺 )。 南北の延石外面間は 18.04m

(61尺 )であるから,地覆石外面間は延石見掛 りは幅 36cmの 2倍を

2 遺

0                 'm

Fig.8 南大門基壇延石・地

覆石・束石断面図

-1,22-1,1931,1932)や ,福山敏男・久野

建『薬師寺』(東大出版会,1955)は 享禄 1年

が正しいことを指摘し,『奈良六大寺大観 (薬

師寺)』 もこの説を指示している。

構

上

石延

基 壇 外 装

地 覆 石

5)こ の年号は『薬師寺志』による。ただし,『薬

師寺縁起国史』の「旧記」には享禄 2(1529)

年と記し両者は相異を示すが,足立康「薬師寺

西塔焼失年代に関する誤謬」(『考古学雑誌』21

Fig,7南 大門基壇延石断面図
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差引いて 17.32m(58.4尺 )と なる。従って柱間寸法を差引けば,側柱心からの基壇の出は,

平側 3.925m(13.3尺),妻側 4.080m(13.8尺 )と なり,両者は若干の相異を示す。

石階は基壇の南・北面の桁行中央 3間にとりつ く。すなわち,石階幅は延石外面間で 17.32

m=58.4尺 (29,65cm/1尺)であるから地覆石側面からの延石の出を1.2尺 とすれば,地覆石外

面で石階幅は56尺 となり,耳石中心を南大間中央 3間分,54尺の柱筋に合わせたものとするこ

とができる。また,石階両側の延石は,基壇外周の延石と同規格で,基壇延石と石階前面の延

石との中間に挟まれている。基壇延石は石階内部には引通さず,石階側面延石からやや内側で

止めている。南面石階の西入隅部では基壇延石の端部上面に,前方に寄せて 39cm四 方で深さ

3mm程 のごく浅い欠込みがある。その西端は石階延石の内面に揃ってお り,石階地覆石を納

めたときの仕事と思われる。北面石階部の基壇延石石にはこのような欠込みはない。従って石

階の築成及び外装は,基壇 と同一工程で行われたことになる。

石階の出はおおむね 5尺に復原できる。石階前面の延石は,北面では摩耗が著 しく,東北隅

部には石階側面の延石に接 して小さく残存するのみで,南面では西南隅部の延石が遺存良好で

ある。長さは確認できなかったが,幅は約 40cmで ,基壇延石とほぼ同幅である。石階前面の

延石と側面延石との接合部外縁の風化が著しく,こ の部分が南面石階の西南隅であることを示

す。この石階前面の延石と,基壇延石の外面間距離は, 北面石階で約 1.37m(4.6尺 ),南面石

階で約 1,48m(5尺)である。 従って石階前面延石と第一段石との重な りを,基壇延石と地覆

石との関係と同様に約 6cm(2寸)程度と考えると,石階の出は概ね 5尺 となる。段石は全 く

残存しないが,おそらく4段で,葛石を含めて 5段,段石の踏面は約 0.37m(1,25尺 )に 復原

できる。また,地覆石の高さは約 0。 296m(1尺 )であるから,段石の蹴上げ及び葛石の高さを

すべて 0。 296m(1尺 )と 想定すれば,延石上面からの基壇の高さは 1.48m(5尺 )と なる。こ

の復原基壇高と延石上面の海抜高約 60.05mと の和,すなわち約 61.53mが高石上端の推定復

原海抜高となる。現存礎石上端の海抜高は約 61.60mで基壇上面からの礎石の見付け高さを約

7cmと 想定すると,平側基壇における水垂れ勾配は約0.3%と ぃぅ適度な値を得る (Fig。 9)。

石階の裏込め土は,北面では瓦片を多 く含む粘土層で一様に北方に下 り,石階前面では延石

の抜取 り跡を裏込め上の下端部で認めた。伽藍中軸線上では上部二段 日と三段 目に当る位置に

段石が残っているが,創建時のものとしては低すぎ,改造後の段石と思われる。

裏込め上の下層には玉石列がある。この玉石列は基壇地覆石前面を引通 した線の北方約 60

Cmの位置に並行し,中央間の分だけ残 り,東方へは続かない。玉石の上端は延石上面より15cm

370  ,, 程高い。 このような状況か

ら,玉石列は二次的なもの

ではな く,地覆石との位置

関係からみると金堂の地覆

と犬走 り蔦石に類似してい

るが,現状では意味不明の

ものである。

東南隅 トレンチには基壇

延石列の南方約 2mに,一

辺約 lm,深 さ約 40cmの

O      h地 覆

石 階 の 出

裏 込 め

１

！

Fig,9 南大門復原基壇断面図

足 場 穴

28
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掘立柱掘形を検出した。掘形内には瓦片を多 く含み,瓦型式から推 して奈良時代の遺構であ

る。また,南大門基壇 との位置関係からみると,こ の掘立柱穴は南大門建立時の足場の柱穴と

思われる。

基壇の東と西の側面で現築垣際に残る東石・地覆石・延石は,それぞれの重なり具合をみる

と上方ほど築垣寄 りにせ り出して据えられている。

これらの延石や地覆石の築垣寄 りの先端から少し外側にもどったあた りを境に して土質が変

わ り,築垣側は粘土層で,外側は汚れた土層である。粕土層は版築状の層位を明瞭に示さない

が,基壇西側では布石上面から90Cm程の高さまで残存 し,創建時の築垣築土と認められる。

また,延石や地覆石の木口には風触がなく角が明瞭であ り,束石の築垣寄 り側面も荒仕上げの

ままであることなども,布石・地覆石・東石の一端は築土内に納まり,築地側面の傾斜に応 じ

て,それぞれ築地心側にせ り出して重なった状況を示 していることがわかる。

基壇の東と西の側面中央部の築垣が取付 く部分で,南北の束石・地覆石・延石が切れる部分

の南北間隔を求めると Tab.2の ようになる。

Tah 2 築垣細部計測表

計測位置
｀｀―_1基 壇 西 側 1基 壇 東 側

垣

1.89m=6.39尺
I

1.96m=6.62尺 1 2.02m=6.82尺
2.08m=7.03尺 1 2.27m=7.67尺

(1尺 =0。 296m)

また,延石木口から束石外面までの入 り込み間隔は西北 24cm,西 南 41cm,東南 22.4cmで 築垣の復原

ある。東石の築垣壁面からの出が等しく,束石が前後対称に立つと考え,東石外面から延石木

口までを,最も狭い東南に合わせて Tab.2の西南延石間実側値を補正すると,2.28m(7,72尺 ,

1尺は 0。 296m)と なって,東面布石間とほば等しくなる。実際には布石先端も多少は築土内に

突込んでいたと考えられるから,延石上面での築地基底幅の計画寸法は 8尺に復原できる。

Fig.10 薬師寺南門東土層図

iii tt    F弓 (PL.52～ 57,PLAN.19)

中門基壇上面の遺存の良好な箇所で,遺構面は現地表下約 45cmにあり,雨落濤等の基壇外

編部で現地表下約 二.1～1.2mに ある。従って残存していた基壇土の厚さは約 50～80cmであ

る。礎石はすべて抜取られていて,各々の礎石抜取 り穴の中に 2～ 3個の根石を検出した。

これらの礎石抜取 り穴から明らかとなった中門の建物規模は,東西 23.98m(81尺),南北 7.4

m(25尺)で,桁行 5間,梁行 2間に復原できる。柱間寸法は,造営単位尺を 0.296m/1尺 とし

た場合,桁行中央 3間が17尺等間,両端間が15尺,梁行が12.5尺等間である。このうち桁行寸

石

所

石

覆

東

地

延
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法は,『縁起』に記載のある「長五丈一尺」と大きく相異する。

基壇は西端妻柱通 りの礎石抜取 り穴列以西が現代の池によって大幅な攪乱を うけ,後述する

ように外装の凝灰岩も積み替えの形跡が著 しい。しかし,そ の平面規模は東西 27.53m(93尺 ),

南北 13.32m(45尺 )に復原できる。従って,建物規模を差引けば側柱心からの基壇の出は平側

10尺,妻側 6尺となる。このうち,平側の基壇の出は,昭和29年の調査では 9尺 と考えられて

いたが,昭和52年の調査で10尺 と見られることが確定 した。

また,断害Jり 調査によって基壇の築成状況を把握した結果,基壇は全域に及が掘込み地業を

行わず,整地 した地表面の直上にやや不規則な版築工法によって築成 してい る ことが判明 し

た。とりわけ築成途上で,礎石据付け位置にあたる部分を広範囲にわたって掘削し, ここに大

量の瓦で根固めを行っている。すなわち,伽藍造営に先行 して砂質の地山面上に厚さ約30～ 40

Cmの盛土整地を行い, この上に第一段階として基壇土を約 40cmの高さまで版築工法によっ

て築成する。この上面で礎石据付け位置にあたる部分に直径約 2～ 3m,深さがもとの整地面の

下層にまで及が大規模な掘形を うがち,大量の破砕瓦で根Elめを行 うと同時に版築工法によっ

てつき固める。根固めの瓦は主 として平瓦で,そのうちの軒平瓦の大半は本薬師寺式である。

いづれも扁平に敷きつめ,一層あた りの厚さは約 3～5cmで粘質土と同程度の厚さの瓦を互層

に積む。この根固めの掘形内部を第一次版築層の上面までつき固めた後,更に基壇全域にわた

って厚さ約 40cmの 版築工法を施す。そ してこの第二次版築層の上面に礎石据付け穴を掘削

し,根石を据えている。これらの工程は複雑ではあるが一連のものと考えられ,後世の修復に
6)

よるものではない。従って『縁起』に記す「長五丈一尺」という桁行寸法が, どのような意味

をもつのかはなお不明であるが,天禄 4年 (973)の 火災を介して,その前後の時期に基壇及び

建物の拡張や縮小が行われず,前述の基壇及び建物規模が創建以来享禄 1年 (1528)の 放火に

よって焼失するまで踏襲されつづけたと見るのが妥当である。

基壇の凝灰岩外装は,北面では一部遺存するのみであるが,南面は比較的残 りが良好であ

る。 しか し,それらの大半は石の規格,積み方がともに不揃いで,後世に積み替えた可能性が

高い。おそらく一部後補のものを含みながら,創建当初の石  N       A     A
材を再使用しているのであろう (Fi&4)。

再使用の石材としては,基壇南面西寄 りで,長さ4.8mに

わたって南側に転倒 した凝灰岩製羽日石列の上にず り落ちた

と考えられる凝灰岩製葛石列がある。羽日石は各石とも摩耗

が甚しく,当初の形状を復原することは不可能である。葛石

は西寄 りに 37子 が遺存 し,長さ80～90cm,幅 24cm,厚 さ

は約 12cmである。

また東北入隅部分には南北に並が長 さ 55～65cm,幅 30

Cm,厚さ 15cmの地覆石 2石がある。 この 2石には,やや

不整形な面取と,上面には羽 日石のあた りと考えられる凹凸

がある (Fig。 ■)。

t__ど

H 中門東北入隅部基壇外装平

面・断面図

6)第一次版築層と考えた積土は,単廊建設計画があったことを考慮すると,単廊による伽藍計画に伴う時

期の中門基壇の可能性があることを否定できない。

90

ＢＬ

A       A
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その他,遺存の比較的良好な南面でも,葛石・羽日石 。地覆石が完全に遺存す る箇所はな

く,大半は地覆石を用いず,葛石も欠失し,羽 目石の並びのみ残存していた。 とりわけ基壇東

南入隅部の凝灰岩製羽目石のうち,北側のものには幅 9.9cm,深 さ 4.2cm,南側の ものには

幅約 4.5cm,深 さ 3.3cmの 仕口がそれぞれ認められ,切 らかに転用材であることを示す。同

時にこれらの裏込めは凝灰岩の破片や瓦片を含む暗灰褐色砂質土で,焼土を混 じてい る。『縁

起』によれば,天禄 4年 (973)の 火災によって束西両塔及び金堂を除 く伽藍の大半が焼失 した

ことが知られ,こ の裏込めに混じた焼土をこの火災に伴 うものと考えるならば,基壇回 りの凝

灰岩外装の大半は火災後の再建時に積み替えている。創建当初から動いていないと認められる

基壇外装石は,南面の東から2列 日の柱筋に存在する 4個の凝灰岩列である (Fig.6)。 この石列

の裏込めは均一な黄灰色砂質土で,焼土などの混入も認められない。またこれらの凝灰岩の前

面上角には,風化 してはいるものの,幅 6cm,高 さ 6cmの面取が認められ,地覆石と羽日石

とを一石から造 り出したものであった。

基壇北面中央部や,基壇南面西端部の

断面上層には,倉」建当初の地覆・羽 日石

の据付け痕跡を認め,これらの底面の高

さは一様に海抜 59.950mで ,上記の 4個

の凝灰岩列の底面の海抜高と一致する。

石階の反跡は南面のみ確認 し,北面で
―

は近年の攪乱が著 しく確認 し得なかっ

た。また回廊との取付き部には,後述す

るように石階は存在 しないことが判明し

た。南面の石階の痕跡として,長 さ 5m

にわたって,幅約 27cm,厚さ5cmの板

状の凝灰岩列を検出した。これは先述の Fig.12 中F弓 南面基壇外装平面・立面図

創建当初の中門の地覆・羽目石列に対応 し,創建時の石階一段日の地覆石の底部が遺存 したも

のと考えられる。遺存箇所は中央間と東から2列 日の柱筋で,創建当初は中央 3間 であった と

考えられる。この石階最下段石は当初はもっと厚 く,その上面は中門,羽 日石の地覆造 り出 し

と高さが揃っていたものと考えられる。 しか し石階を改作した際に,地盤面 よ り上が削平 さ

れ,基医部のみが厚さ 5cmの板状に遺存 したのであろう。従ってこの板状の凝灰岩列の上面

の海抜高が 60.050mで あるから,創建当初の中門基壇南面の地盤高もおよそこれと同程度に

復原しうる。この地盤高は中門の地覆・羽 目石の底面 の海抜高 (59,950m)と も適切な関係に

あ り,南大門四周の推定復原地盤高 (59,94m)か ら導き出される中門から南大関に至る雨水排

水勾配 1%も 適切な値である。この石階地覆石列の北縁は中門の地覆・羽目石列南縁から南ヘ

55～60cmの 位置にあり,踏面を 27cmと すれば石階踏石は 2段,葛石と石階地覆石も含める

ならば計 4級に復原できる。

また,最も遺存の良好な中門基壇積土上面の海抜高は 60.65m～ 60.70mで あるが,後世の 石階の復原

削平を考慮 し,基壇上面の敷石を厚 12cmと 想定すれば,基壇上面の推定復原海抜高は 60,81

mと なる。従って中門南面中央の推定復原地盤高 60.05mと の差,約 76cmが基壇高とな り,

4段の石階の蹴上げは葛石,踏石ともに約 21cmと なる。

階

3=



石階の改装

二王像台石
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以上のように創建当初は中門の中央 3R

間の前面に凝灰岩製の踏面約 27cm,蹴

上げ約 21cmの石階が取付いていたと考

えられる (Fig。 13)。

この創建当初の石階地覆石の南約 1.3

mの位置には,石階の東西幅員に呼応

して,薄い凝灰岩の敷石遺構が存在す

磯 凝灰岩残存箇所

Fig.13 中門南面石階復原模式図

る。遺存状況はかな り不良で,推定復原地盤高より20cm程低い位置に存在する。おそらく南

大門から中間にかけての舗装敷石の底部が遺存したものであろう。

凝灰岩製の石階は後に玉石積石階に改装される。基壇南面中央に中央柱間と幅を揃えて玉石

踏石と凝灰岩耳石をもつ石階の痕跡を確認 した。踏石は直径 20～30cmの 野面石で,第 1段は

段石が数個体欠失するが良 く残存 し,第 2段は東端部に 3個体残るだけで他は攪乱されて残ら

ない。両端部耳石は幅・厚 とも 10～ 20cm,長 さ 56～ 73cmの 角棒状の凝灰岩切石を積重ねた

ものと思われる。

基壇羽日石前面からの石階の出は約 1.Om,石階幅は耳石外面間で 5。 lm(17尺)であるが ,

両耳石とも中門桁行中央間の柱筋から東に 30cm程ずれている。踏石の踏面幅からみて基壇蔦

石を含めて 5段 と考えられるが,蹴上げについては 1段 日と2段 目との差が小さく, 2段 日の

石が沈下したか, または最下段の蹴上げを低 くしていたものと思われる。

以上のように中間南面の石階は 2時期にわけられる。第 1期は石階層幅 3間,踏面約 27cm,

蹴上げ約 21cmの 4級の凝灰岩切石製,第 2期は石階を中央柱間 1間に縮めて,径 20～ 30cm

の玉石で, 5段 の石階に改め,両脇に凝灰岩耳石を設けている。

また,北面の石階は攪乱のため顕著な遺構を検出し得なかったが,創建当初はおそらく南面

と同様に中央 3間分に 4級の石階が取付いていたと考えられる。それは,基壇北面中央部の断

面上層で確認した創建当初の中門地覆・羽目石の据え付け痕跡の海抜高が南面と同様に59.950

mであり,中門の南面と北面はほぼ同一の海抜高,すなわち 60.05mに推定復原し得るからで

ある。金堂南面の遺構面高は約 60。 20mで,金堂,中門間は南へ約 1.0%の 勾配で下っている

ことになり,雨水排水の勾配として適切であることもその傍証となる。

中門の前面両端間のほぼ中央部には礎石様の花筒岩 2対がある。西の 2対は基壇上面の削平

のために石の上面が露出しているが,東の 2石は厚さ約 10cmの基壇土に覆われている。各石

はすべて上面が平らで,平面の大きさは西北のものが最も大きく,直径約 110Cm,そ の他の 3

石は同程度の大きさで,長径 80～90cm,短径約 70cm,形状はすべて不整円形である。東の

2石を断割 り調査によって確認 した結果,石の厚さは約 70cmで ,底面に径 30～40cmの 根石

が数個存在する。明確な石の据付け痕跡が認められないため,基壇築成と併行 して据えつけら

れたと考えられる。これらの石の上面の海抜高は,凡そ 60.50mで,先にふれた基壇上面の推

定復原高 60.81mょ り30cm以上低い位置に存在する。従って基壇上面の敷石の厚さを 12cm

とすれば,これらの石を更に厚さ約 20cmの基壇土が覆っていたことになる。

4石の上面の中央には,それぞれ径約 25cm,深 さ約 30cmの円形の納穴が うがたれ,こ れ

らの柄穴の中からは焼土とともに約200点の塑像の断片が出土 した。この焼土を混じる埋土は,

石を覆う基壇上の上面にまで同径で達する。おそらく柄穴にはめこまれた柱状の木材が火災に
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よって焼失 したため内部が中空となり,焼土及び

塑像の破砕片が混入したのであろう (Fig。 14)。

また同じく中門前面両端間に, この 2対の石を

L字形にとり囲む幅約 90Cmの凝灰岩縁石列があ

る。この石列は基底部が部分的に残存し,縁石の

摩滅のため一部では縁石据付け痕跡の内部に粉末

状の凝灰岩が堆積するなど遺存状況はそれは ど

良好でない。各石の厚さは一様に約 10Cmでぁる

が,幅は 10～ 30cm,長 さ 30～ 70cmと 不揃いで

ある。とりわけ東の縁石列の南端部には方 30cm

の東石の基底部をおもわせる凝灰岩がある。これ

らの縁石の底面の海抜高は凡そ 60.25mで,かな

り低い位置に存在するが,基壇土上面から切 り込

む幅約 120cmの 据付け掘形をもち,基壇築成完

了後に改めて敷設されたことを示す。縁石列の外

縁が柱通 りよりやや内側に位置するため,おそら

く中間の建物構造や壁などの造作とは直接関係の

ない仏壇状施設の基底部のみが遺存したものと考

えられる。『縁起』には「南面左右立二 王像芥夜

2遺

0                1m

凝灰岩石列

Z―

叉形天及座鬼形等今十六赤」と記 し,中門に二王  Fig.14 二王像 (東)台石平面・断面図

像をはじめ計16然 の仏徐が安置されていたことが知られ,こ の 2対の石とL字形の凝灰岩列は ,

前者が二王像各足の台石,後者がそれ以外の仏像の安置されていた仏壇と推定される。そして

台石の納穴から出土 した焼土と多数の塑像の断片を考慮すれば,『縁起』に記す天禄 4(973)

年の火災焼失以前の二王像等は塑像であったことがほぼ確実となった。

また,東西の台座縁石列北縁の引通し線は狗Π藍中軸線に対 して西で南に 0° 39′58′
′
偏 してお

り,中門南面に遺存する創建当初の地覆・羽日石列と,基壇の西端及び中央部断面上層で確認

した地覆・羽目石据付け痕跡の引通 し線の振れと一致する。従ってこの数値を中門の基壇及び

建物の振れとして理解することが可能である。

中門及び回廊の南面には,雨落濤と考えられる玉石列及び凝灰岩列が重複し,加えてある時 雨 落 溝

期の洪水を示す厚い砂層や,天禄 4年 (973)の 火災を示す焼土層が堆積するなど,複雑な様相

を呈する。天禄 4年の火災を介して,南面雨落溝はおおむね 2時期に分けることができる。

創建当初の状況を想定させる遺構は検出できなかったが,地覆・羽目石列 。石階との関係か

ら考えて,創建時には南面雨落溝は存在 しなかったと考えられる。その後,径 30～40cmの上

面の平らな玉石と長さ40～50cm,幅 20cm,厚さ5～ 10cmの板状の凝灰岩を底石とする雨落

溝を敷設するが,基壇外装の下層にまで及が幅約 1.5m,厚 さ 40cmの す り鉢状の厚い砂の堆

積層が示すように,あ る時期に大規模な洪水の影響を受けている。これにより雨落溝は医石を

残 して破壊され,基壇外装の大半も倒壊 したと考えられる。この砂層の直上には厚さ 10Cmの

焼土層があり,天禄 4年 (973)に 中間が火災によって焼失 したのはこの大洪水の直後であっ

た。検出した凝灰岩基壇外装の大半は, この後の復興時に積替えたものである。

θθ
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再建後の南面雨落溝は幅約 lmで ,基壇裾部を犬走 り状に径 10～20cm大の玉石列で補強

し,南岸は径 30～40cm大 の玉石で護岸している。 しかしこの溝は雨落濤としては不相応なほ

ど広 く,こ の地域の基幹排水路の機能をもあわせたものと考えられる。

北面雨落溝は,部分的に玉石の抜取 り痕跡が残存するのみで,大半は素掘 り嵩である。

また中門北面のやや西寄 りの雨落清北側には径約 20cm大 の玉石敷がある。昭和51年の調査

でも西塔の基壇四周に同様の玉石敷を検出しており,中門の北面にも帯状の玉石敷舗装がなさ

れていたものと考えられる。

中門との取付き部における南面西回廊は,近代の池ですべて削平されているが,南面東回廊

を示す遺構には,礎石,礎石抜取 り穴,及び基壇地覆石列,南北両雨落溝等がある。

南面東回廊の建物,基壇規模は,桁行12～ 13尺,梁行 2間,10尺等間の複廊で,基壇の幅員

が33尺,従 って基壇の出は6.5尺に復原できる。このうち桁行方向の柱間十法は,中門取付き

部では12尺二間,それ以外の箇所では13.5尺 と寸法に相異がある。おそらく中門の両脇におい

て柱間寸法の調整を行ったものと考えられる。

遺存していた基壇外装はすべて凝灰岩製の地覆石列で,全体的に摩耗が著しいうえに,一部

前面に転倒 しているものもある。大きさはやや不揃いで,長さ約 45～60cm,幅 18～ 21cm,

高さ18～30cm, とりわけ中門との取付き部南面入隅部には明確な造 り出しを持つ長さ 80cm,

幅 20cm,高 さ 18cmの地覆石がある。造 り出しの断面は凸字形で,前面上角は幅約 5cm,高

さ6cm欠込んで面を施し,背面は幅 12cm,高 さ 2cm欠取って羽目石 との相欠 き仕 日とな

る。この背面の造 り出しの上面は,中門南面東から2間 日に遺存する創建時の地覆・羽目石の

面取 り部と面をそろえるので,創建当初の回廊地覆石と考えられる。中門では地覆石と羽目石

とを一石から造るのに対 し,中門脇の回廊ではそれぞれ別の石材を用いていたことを示す。中

門脇以外の回廊地区の発掘調査では,回廊の基壇外装には地覆石がない。回廊は中門に向って

基壇を高めていて,中門脇では地覆石を備えた基壇外装であったのであろう。

この地覆石の更に前面には,転例 した状況で長辺 95cm, 短辺 70cm, 厚さ 20cmの羽目石

風の凝灰岩が残存する。この石の厚さと地覆石の造 り出 Iし
の幅 (12c→ とは相違 し, 2石を復

原した場合の天端の海抜高は,中門基壇の推定復原海抜高よりも高 くなるため地覆石の上に置

いた羽目石ではないと考えられる。

基 壇 外 装

取 付 き  回廊基壇は中門基壇に対 して登 り勾配で取付 くことが判明した。その理由として,まず第一

に両者の取付き部の断面上層観察の結果,両基壇の間に明確な高低差が認められないことが挙

げられる。中門と回廊の基壇外装も一体のものであり,中門葛石が回廊を横断するように基壇

の東辺を設定 していたような痕跡も認められない。ただ中門,南面東回廊取付き部の南面入隅

部では,中門の北端羽目石が基壇内部へさらに くい込む様相があり,天禄 4年 (973)の 火災以

降に基壇を修復 したことを示すのであるう。

第 2の理由として,回廊の地覆石列が中門との取付き部から回廊の 2間 日に至る区間で,東

に向って1.6～ 2.0%の勾配で下っていることが挙げられる。

第 3には,中門から数えて 2間 日の回廊の礎石抜取 り穴が一様に約 50cmの深さをもつのに

比して,第 1間 目の礎石抜取 り穴が削平をうけて基底部が遺存するのみであることなどが指摘

できる。同時に南面東回廊西南端の柱位置では,根石とその東の上媛に落 しこまれた厚 さ65

Cmの礎石を検出したが, 礎石を旧状に復原すると,中門基壇の復原高よりやや低い位置に相
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当することも,その傍証となろう。

なお,こ の礎石から回廊の柱径をおよそ 30cmに復原することが可能である。

以上の 3点から,複廊基壇は中門の両脇 2間において登 り勾配で中門基壇に取付いてお り,

基壇外装の手法こそ相違するものの,両基壇は一体的に築成されていることが明らかとなった。

ちなみに中門から数えて 2間 日の礎石位置における南面東回廊基壇上面の推定復原海抜高は

60.01mと な り,従って中門基壇へのとりつきは約3.6%の登 り勾配となる。

北面雨落溝は,最近の攪乱のため明確な痕跡が認められない。

南面雨落溝の変遷は,ほぼ中間での天禄院失以降と呼応 している。すなわち創建当初存在 し

なかった南面雨落溝は,天禄 4年 (973)に 相前後 して発生 した洪水及び火災の後に玉石列で敷

設されていることが判明した。 しか し,中門のように創建後,水害にみまわれるまでの期間に

雨落濤の存在 した時期があったかどうかは不明である。検出した南面雨落濤の遺構は,粘質土

の整地層に敷設された径約 30cmの 南岸玉石列で,一部欠失 している。 この整地層の下層に

は,天禄 4年 (973)の 火災を示す焼上の堆積があり,その直下には地覆石列下層に及が厚さ40

cmの砂の堆積層がある。石底の砂層がえぐられて地覆石列は一部南に転倒 しており,中門南

面と同様に火災焼失直前に, この付近が大規模な水害の影響を うけたことを示す。

火災後に敷設された雨落濤の上層は,凹凸の激 しい厚さ30～50cmの砂で覆われており,再

び洪水によって基壇の大半と雨落溝の一部が破壊されたことを示す。その後は基壇は構築され

なかったと考えられるが,回廊礎石はなお遺存 していたであろう。回廊礎石が抜きとられた時

期を示す出土遺物はない。

南面雨落溝の北約 lmの位置にもうひとつの束西溝がある。この濤は幅約 50cm,北岸が直

方体の凝灰岩列,南岸は玉石列で,時期的に最も新しい。単廊で計画されて建設にとりかか り

途中で複廊に変更 して完成 したという,回廊地区の発堀調査の所見とこの束西溝とは全 く関係

がない。この束西溝の北岸と回廊中軸との距離が12尺に相当することから,基壇幅24尺の単廊

の存在の可能性が指摘されてきたが, これに伴 う北側の雨落溝は検出していないし,複廊を後

に単廊に変更 したことを裏付ける礎石及びその抜取 り痕跡等 も, これまでの回廊地区の調査で

は確認 していないし,同様の溝は検出していない。この溝は複廊回廊の礎石にほば接 している

ため,最終期の回廊に伴 う雨落溝と考えることも困難である。回廊の建物が失われ,基壇も破

壊された後,土塁状に遺存 した基壇痕跡の南面に敷設された排水溝と考えるのが妥当であろう。

主要建物 とは関係のない礎石 2個 と礎石抜取穴 1個が,南面東回廊の基壇積土上に南北に並

んで存在する。北端と南端は礎石がのこり,径約 40～50cmの 上面の平らな不整形な自然石で

ある。北端の礎石の厚さは約 25cmである。中央部の礎石抜取 り穴は径 60cm,深 さ 10C mの

円形で,間隔は北から2.4m(8尺 ), 3m(lo尺)である。回廊が廃絶 し,礎石が抜取られた後

に,遺存 していた基壇上に建った小建物の礎石と考えられ,時代もかなり新 しいものである。

最後に,南大門を含めた中門,南面東回廊地区における罹災と修造の関係についてかれてお

く。概要で述べたように,昭和55年に行った南大問内部の東方地域の調査では,創建時の地形

7)文献 1)に よれば『縁起』に記す桁行寸法51

尺が,検出した中門の中央 3間分に相当するこ

とから,天禄 4(973)年 の火災焼失後に 5間か

ら3間に縮少したのではないかと推論し,ま た

官上茂隆「薬師寺仏門・回廊の規模形態と造営

事情」(『 日本建築学会論文集209』 ,p・ 73-94)

によればこの逆の推論がなされているが,いず

ね́も昭和57年の調査によって否定された。

雨 落 溝

新しい東西

溝

′卜 建 物



地整
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から現代に至るまでの上の堆積状況を上層断面観察によって把握 している (Fig。 10)。

その結果, このあた りでは,薬師寺創建にあたって池沼地形を大規模な盛土によって整地 し

たことが判明した。この盛土は上面海抜高が約 59.30m,厚 さは確認 した範囲で約 60cmでぁ

った。盛土直下は厚さ約 20cmの 植物質を含有する池沼状の堆積である。前述 したように,倉1

建時の南大門四周の推定復厚地盤高は 59.94m,中 門南面の推定復原地盤高は 60.05mである

から,造営以前の池沼地形は, これらの地盤面より約 1.3mの深さをもっていたことになる。

確認 した盛土厚は約 60cmであるが,薬師寺創建時の整地盛土量が膨大であったことをうかが

し域日ることができる。

この盛土を掘込んで,大規模な瓦溜 りがある。調査区の面積が 60m2と 狭いにもかからず,

この瓦沼 りから軒瓦約 300点 をはじめ,多量の瓦辱類や凝灰岩片等が出土 した。これらの軒瓦

の80%は 本薬師寺式であり,その他に平城宮式約15%,さ らに平安時代の復古瓦若千量を含

む。また創建南大門にあてられる隅木蓋瓦,及び10世紀後半代の土師器も出上 した。この瓦溜

りは池沼を整地 した盛土面に深さ約 1.Omの上墳を掘 り,瓦導類等を捨て込んだものである。

この瓦沼 りの上面は厚さ約 30cmの整地上が覆い,その直上には天禄 4年 (973)の 火災に伴

う厚さ約 30cmの木炭まじりの焼上の堆積層がある。この焼土層からは,巡方帯金具を模 した

塑像の断片と考えられる土製品が出上 した。昭和57年の調査では,南面東回廊の南約 80cmの

位置から更に南へ落ちこんでい く掘形を上層断面において確認 している。 この掘形の埋土は10

～11世紀の上師器片を含む焼土で,昭和55年の調査で確認した焼土層に連続するものと考えら

れる。従って,瓦溜 りを形成 し,上面を整地 した後に再び火災によって生 じた焼土を投棄する

ために土媛を掘削したのであろう。

このような上の堆積状況の うち,瓦溜 りと焼土層との関係は,天禄 4年 (973)の 火災以前に

伽藍の大修造のあったことを示 している。瓦溜 りから出土 した大量の瓦導類や凝灰岩片の中に

は創建時の南大関の隅木蓋瓦を含むから, これらの遺物の大半は南大門の修造に伴 うものであ

ろう。そしてこの瓦溜 りの形成期は,出土遺物から10世紀後半代に比定 し得るから,伽藍の修

造と火災焼失の時期は極めて近接 しているものと考えられる。

このことは,中門南面の基壇外装が水害によって崩壊していることをうかがわせる。すなわ

ち,水害と火災とは,遺構層序から極めて短い期間に相次いで発生 したことが察せられ,瓦溜

りが示す修造が水害に伴 うものであった可能性が高い。水害によって基壇崩壊だけではな く,

屋根瓦にまで被害をもたらすとい う可能性は低いから,瓦沼 りに捨て込まれた大量の瓦導類を

考慮すれば,中門基壇を崩壊させた水害は大風をともなった風水害であったのであろう。中門

では基壇外装の裏込めに焼土を混 じえているから,風水害の後,中関の基壇修造には着手 しな

いうちに,間 もな く発生 した火災によって焼失 したと考えられる。

以上のように,風水害の罹災後,南大門の屋根の修造を行ったものの,中関の修造に着手す

る以前に天禄 4年 (973)の 火災によって焼失し,『縁起』に記すとお り寛和 2年 (986)か ら寛弘

3年 (loo6)にかけて中門の, また寛弘 3年 (loo6)か ら長和 2年 (lo13)に かけて南大門の大規

模な再建が,それぞれ行われたのであろう。

8)杉山信三・松下正司・阿部義平「薬師寺の最

近の発掘調査」(『仏教芸術』74,p.85,1970)

9)こ の頃の大風,洪水,地震などの災害の記録

は多いが,と りわけ天禄 4(973)年に近いもの

としては,応和 2(962)年の大和,近江の大風

Jδ

雨がある (『 日本紀略』)。 これによって東大寺南

大門が転倒するなど,公私の直舎,神社,仏宇

の多くが壊われるという大被害があった。小鹿

島果『 日本災異志』五月書房,1983,青木滋一

『奈良県気象災害史』養徳社,1956,等による。

瓦 溜 り

水害と火災



2遺

� 脇    門

現南門の西約 41mの位置に築垣に開かれた潜問がある。この門の南北に トレンチを設けて

発掘調査を行なったところ,こ の潜門と一致 して創建時の南大門協門 (溶門)か,そ の南北に

石敷の歩道を発見 した。 この歩道の中軸線を脇関の中心とみると,南大門か らの心 々距離は

41.42m(天 平尺140尺)である。

脇問は現存の門と一致 しているために,親柱の位邑や築垣との取付き状況は検出できなかっ

たが,凝灰岩と玉石を混用 した基壇石列を検出した。この基壇石は南と北で石の大きさ・形状

が異なり,ま た,北側は南側より約 40cm高 く据えられ,北側基壇は現在の潜門に近い時期の

ものと思われる。南側の石列は基壇の縁辺に沿って並べた基壇再石で,南側にある石敷歩道よ

り約 15cm高 く据えられ,層位的にも歩道との関係からも当初の潜門の基壇と認められる。

基壇幅は東西約 4.6mで,その中心は歩道の中軸線よりも約 40cm西 にずれる。葛石列は西

半部が完存 し,東半部は攪乱が大きく,さ らに束に再石列が延びていた可能性もあ り,歩道中

軸線が関の中心と一致 していたものとすると基壇幅束西は約 5,4m(18尺 )と なる。

南大門の東西方向の中軸線から,潜問基壇南側高石までの出は約 1.5m(5尺 )であるから,

基壇南北幅は10尺 と推定される。

石敷歩道は径 15～30cmの玉石を幅 1,2m弱 (4尺 ).に 敷詰めたもので,軸線は北でやや束

に振れている。歩道は門心から北で約 6m,南で約 15.5m分検出され,高 さは問の内側で外よ

りも10数 cm高い。

B 西 昇子 (PL。 17～22,PLAN.18)

i概   要

西塔跡には万治 3年 (1660),食堂の西北方にあった文殊堂が移築されたが (『薬師寺志』), 床

下には塔心礎の残存することが知られていた。昭和 9年,文殊堂が再度移築された際に, 日本

古文化研究所によって心礎を中心とする基壇上部の発掘調査が行われた。その結果,心礎は原

位置を保つが,文殊堂に再用されていた方形柱座のある 2個の礎石は動いており,基壇上部は

礎石搬出にともない,肖Jり 取って上を入れ替え,規模も小さくなっていることが判明した。ま

た,享禄 1年 (1528)の 西塔焼失 (『薬師寺志』,『薬師寺年紀』,『縁起国志』)を裏付ける焼痕を確認,

西塔内に安置されていた塑像の断片や銅銭が発見されている。

その後,西塔跡は土壇の崩壊を防ぐために周囲に乱石積の上留を設け,文殊堂礎石の多 くも

そのまま残 して整備が行われた。

西塔跡の発掘調査は昭和44年,西面階段部約 30m2について行い,基壇の規模と形状および

廃絶の経緯についての概要を把握 し,塔内に造られた須弥山の破片を検出したが, さらに昭和

51年に西塔復興計画に伴い,改めて基壇全面について発掘調査を行った。

発掘の結果,周囲の旧地表面は現地表下 70～ 80cmに あ り,地覆石の一部と羽目石の残欠を

検出した。基壇の形式は束石のない壇上積で, 規模は一辺約 13.7m,高 さ約 1.3mであった。

四面中央には石階が取 り付 く。心礎は原位置にあり,四天柱と側柱は礎石据付け掘形を検出し

壇

石 敷 歩 道

10)『 日本古文化研究所報告第五 薬師寺伽藍の研究』(足立康著昭和12年 7月 )

37



地 覆 石

羽 目 石

階石

第Ⅳ章 遺  跡

た。裳階礎石の掘形はすでに削平されていたが,西塔の平面形式は東塔と同一であることが裏

付けられた。基壇外周部には金堂 と同様に玉石敷の大走 りと雨落濤が巡 り, さらに塔周辺を限

る見切 りの立石列が方 20.75mの区画を構成 してお り,さ らにその外方にも玉石敷が延びてい

る。基壇の築成は旧表上の上に直接盛土を行い,心礎下部は特に入念な築成が行われていた。

また享禄 1年の火災焼失以前に,すでに周辺部の玉石敷が埋れていたことなど,焼亡までの経

過も明らかとなった。

� 基 壇 外 装

基壇の外装は花筒岩製地覆石と凝灰岩製羽日石の一部が残っていた。地覆石は西面南半部の

全部と北面束半部の一部,西面石階南側及び他の石階の一部に残っていた。羽 目石はわずかな

残欠だけで,当初の形状を知 り得るものとしては西面南半部に一枚残っていたにすぎない。

地覆石は花筒岩製 (長 さ50～90 cm,幅 ・高さとも約 30～ 50cm)で,野面 (自 然)石の見え掛 り

だけを加工 したものである。上面には羽 目石を受けるために,前面か ら16cm程 の幅を置い

て,内側を約 lcmは ど低 く彫下げている。地覆石上面の レベル (標高60,42cm)はやや不陸を

生じているがほぼ一定とみてよい。地覆石上端から犬走 りの石敷面までの見付成は約 10cmで

ある。なお,西南隅地覆石では西面に幅 2cmほ どの面を取っている (Fig.17)。

石階の地覆石は,東 。西石階の南側と,南石階の東隅に残る。隅石の形状は長辺 60cm, 短

辺 40cmほ どで,上面に幅 12cm前後,長さ約 20cmの長方形の柄穴がある。納穴は内側から

外方に低 く傾斜 し,最大 4cmほ どの深さとなる。東石階隅石の西に並が地覆石にも同様の柄

穴があるが,彫誤 りか転用材かは明らかでない (Fig。 16)。

西面南半部に残る羽日石は凝灰岩製で,据付け位置も当初のままと考えられ る。長 64cm,

厚さ 30cmほ どで,高 さ 60cmほ どが残る。羽日石前面は地覆石上端欠込みの前面にほぼ位置

を揃えている (F竜 .15)。

なお,北面石階東側にも地覆石と羽日石を残すが,地覆石は上面が平で羽目石を受ける仕口

がなく, この上にのる羽目石との間に瓦片を挟むことなどから,当初のものではな く,後の補

修による仕事と考えられる。

基壇上面の敷石は葛石ともに全 く残 っていなかった。昭和 9年の発掘の際には心礎の西側に

凝灰岩製敷石が 3枚,当初の位置を保っていたと報告されている。

� 基壇 の規模 と形 状

基壇規模は,地覆石の多 くが欠失 しているために,残存地覆石外面と,犬走 り玉石敷き内面

間,ま たは犬走 り内法寸法によって求めると,四辺はほぼ等 しく約 13.65m(46尺 )である。

地覆石上端 (標高 60。 33～60.35m)と 心礎上端 (標高 61.62m)と の差 1.27～ 1.29mに 地覆石の

見付高さ約 10cmを 加えると,心礎上面までの高さは約 1.37～1.39mである。 したがって,

基壇高さは犬走 り玉石敷きから葛石上端まで 4尺位と推定される。

石階は基壇の四面の中央に設けている。石階の幅は地覆石外面から犬走 り内面まで,北石階

2.87m,西 石階 2,90mで ぁる。東 。南石階もほぼ同寸と考えられる。東・西石階の耳石受け

檎京心から地覆石外面まで約 27cmで あるから,耳石心々間は 2.33～2.36mと推定できる。

この寸法は東塔初重の中の間寸法 2.345mと 一致するから,耳石心を中の間柱心 と揃えて石

階幅を決定したものとすることができる。階段の出は残存度の良い西石階で 1.78m(6尺 )で

38
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ある。北石階の地覆石は後の補修によって位置が動いた可能性があ り, また南石階について

も,耳石受けの地覆石外面から檎穴心までの間隔が東・西石階より広 く, これも後に移動した

可能性が強い。

� 基 壇 の 築 成

基壇の築成方法に関 しては塔の南北中軸線上の南半部をたち割って確認 した。

地山はノミラス層で, この上に自然堆審こによる30～40cm厚の灰色砂層があり,さ らに暗灰色

砂混 り粕土層と暗灰色砂層が薄 く互層に堆積 して,凹凸の多い旧地表を形成 している。この旧

地表面には瓦が多 く散布 してお り,軒平瓦 (6641-H型式)3点を検出した。

基壇土は掘込地業を行わず,旧地表面上に直接土を積上げ,特に心礎下部をていねいに突き

固める方法をとっている。築成の手順は大きく4工程に分けることができる。

1.薙壇範囲内に瓦片とバラスを敷き詰め,心礎予定地の径 4m程の範囲に下層に粘土,上

Fig.17 西塔基壇西面南半部地覆石詳細
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Fig.15 西塔基壇西面南半部地覆石

Fig。 16 西塔基壇東石階地覆石
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層に砂質土を厚さ20cmほ どずつ積んだのち,基壇全域にわたり,粘土とバラス土を互層に比

較的丹念に突き固めて 40cm程 の高さに積上げる。心礎下部径 5mほ どの範囲はやや窪 ませ

ている。つづいて心礎部分のみに砂質土と粘土を互層に細か く突き固めて土鰻頭型に 50cm程

盛上げ,その周囲の基壇全域に粘土を 15cm程 の厚さに盛って,その上面から側面にかけて土

壇全体を整形 したのち, 赤褐色粘質土 (厚 5cm)で均―に覆 う。 この上層は基壇外の旧地表上

にも同じ厚さで広がる。この周辺部の高さは,ほ ぼ地覆石底面の位置にあたる。

2.基壇周辺に厚さ20cm程の盛土整地を行ったのち,基壇上に盛土を行 う。中央心礎土壇

の周辺部から始めて粘土を 40cm程横上げ,心礎部分は別に砂質土と粘土を互層に 3層積上げ

る。この時点で根固め石を添えて心礎を据え,基壇上面まで厚 80cmほ どを砂質土と粘土を約

10Cmほ どの互層にやや粗 く積み上げる。

3。 第 2工程での上壇築成が心礎部を除いてやや粗い仕事であるため,四天柱 と側柱位置に

平面方形の掘形を掘 り,礎石を据えて周辺部を突き固める。裳階礎石も同様と思われるが削平

を受けて掘形痕跡を残さない。

4.基壇周辺部を削 り取って基壇を整形 し,基壇石を据えて,階段裏込め土を積み完成 して

彰ヽる。

v礎 石 と 掘 形

基壇上面には心礎のほかに文殊堂礎石12個が残っていた。そのうち東南隅と束北隅の 2個は

方形柱座を有するもので,西塔礎石を再用 して据え直 したものである。文殊堂礎石を撤去して

発掘を進めた結果,四天柱 と側柱の礎石据付けのための掘形と抜取 り穴を検出した。

礎  心礎 (PL.21)|よ 長径 2,7m, 短径 1.9m,厚 さ 90cm以上の巨大な花高岩で上面中央に舎

利孔がある。束・西・北辺は一段彫下げ,南辺では石の側面を整形 して,一辺約 1.8mの 方形柱

座を造 り出している。ただし石材の寸法がやや足らなかったため,四隅とも野面のまま欠けた

状態で不整形にみえる。造 り出しの段差は西北側で 9～ 10cm,束 面で 6～12cmほ どである。

心礎上面は平滑に仕上げ,現在 もほとんど水平に据わっている。上端は標高 61.62mで,東塔

心礎より約 10cm高い。

舎利孔は三重の円孔が同心円状に彫 り込まれる。下段の円孔は直径 30～33cm,深さ 19～ 20

Cmで舎利容器を安置するところである。中段は直径 44cm,深 さ 9Cm程の蓋穴で,石蓋は現

在別途に寺で保存されている。石蓋は径 41cm,厚 8.5cm,裏 面を磨き上げて朱色の顔料が塗

られている。最上段の穴は直径 95～98cm,深 さ 15cm程で心柱の下端がここに大入れに納ま

る。この穴の周壁に沿って上幅 3cm,下幅 lcm,深さ3cm程 の湿気抜きの小溝を巡らし,さ

らにこの小溝から北へ心礎を貫いて外部に達する細い穴が彫られている。この穴 は直径 3cm

レ¢物 暗 褐 色 土 (焼 土 混 )一

範面
~~~十 ~~~~―

イ0

Fig.18 西塔基壇南半部断面図

|
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ほどで25度程の傾斜で外方に向かい,心礎表面付近では傾斜を緩めると共に,日 径を広げ,心

礎表面では直径 12cmほ どになる。

西塔心礎は従来から地表に露出していたために,早 くから本薬師寺東塔の心礎との比較研究

が行われてきた。本薬師寺東塔心礎にも三重の円孔があり,柱子し・蓋孔・舎利孔の形状寸法が

西塔と酷似 している。異なる点としては西塔心礎の舎利孔がやや深 く胴膨れとなること,柱穴

周溝や湿気抜きの穴の有無が指摘されている。

心礎の東北と東南の隅にあたる柱位置に,方形柱座のある花闘岩製礎石が残る。文殊堂の礎

石として用いた時に据え直されているが,その形状からみて西塔の礎石であったことは明らか

である。他は文殊堂を移燈した万治 2年 または,それ以前に撤去されていたものとみられる。

東北礎石は長径 1.4m,短径 1.2m, 東南礎石は長径 1.25m,短径 1.lmで上面に方形柱座を

造出している。柱座は上面で一辺 62～ 71cm,高 さ 9～1lCmで,金堂 と較べ るとやや小 さ

ヽヽ。

この 2個の礎石が当初から現在の柱位置にあったものかどうか,明 らかでないが,足立康は

原位置とみなし,四天柱のうち束面と東北の 2本の柱位畳にあてた。両柱位置間の敷石が発見

されたほど残 りの良いことをその理由としてあげている。文殊堂移築の際,た またま残ってい

たものを正面 (東面)両隅に移 した可能性も考えられる。

なお,他の文殊堂礎石は自然石の上面を平にしただけのもので,隅柱のみ大きな礎石 (長径

lm右!)を用い,他の礎イ〒はやや小振 り (長径80cm程)である。

文殊堂礎石を)こ起 して基壇上面の盛土を取 り除いて発掘を進め,四天柱 と側柱の礎石掘形を

検出した。掘形は一辺 1.5～2mの方形で,前述のように版築終了後に基壇上面から掘込んだ

ものである。基壇土は上面から 30～ 40cmほ どがすでに削平されてお り,掘込みの深さは 70

cmほ どと推定される。礎石の抜取 り跡も一部で検出し,根石を使用 した痕跡は見当らなかっ

た。裳階の柱位置は一段低 く削平されたために,据形は検出できなかった。四天柱 と側柱位置

は束塔初重平面と一致 し,中央間 2.34m,脇間 2.37m,初重一辺 7,08mに 復原できる。

削平を受けた基壇上の上面には 20～30cm厚 の焼土層があり,礎石を抜取った跡にも焼土が

入 り混っていた。なお北面の四天柱と側柱の間にあった長径 1.5mほ どの上媛の埋土には焼土

が混らず,焼失以前に)I込 まれたものと思われるが,その性格は不明である。その他に基壇上

面では小穴を多数検出したが,いずれも新しい。側柱妬形外面にほぼ位置を揃えて,一段落ち

込みがみられるが, これは土壇崩壊を防ぐために野面石を並べた痕跡である。さらにその外方

40～80cmの位置にある小穴は文殊堂移築の際の足場穴であろう。

� 基 壇 回 り (PL。 22)

基壇回りには長径 20～30cmの玉石を用いた犬走 り'雨落溝・塔周辺を限る見切石,お よび

見切石内外の玉石敷がある。東・西・北石階は遺存状況が良好だが,西南隅および南面は近世

の池によって掘削され,東北隅も後世の攪乱を受けている。

犬走 りは幅 60cm前後の比較的一定 した幅で基壇周辺を巡る。玉石敷上面の標高は海抜60。 3

m前後である。

雨落溝は幅 50～60cmで犬走 り周辺を巡る。溝底にも石を数き詰め,深さは 7～ 8cmほ どで

石礎

礎 石 掘 形

大 た り

雨 落 溝

11)「薬師寺西塔心礎考」足立康,『東洋美術』第十一号 昭和 6年 6月 などがある。
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第Ⅳ章 遺  跡

ある。基壇東南隅から南方に向って排水濤の底石を残すが,西南隅は攪乱を受け,西北隅は未

発掘地にかかるため排水溝を設けていたかどうかは明らかでない。

石階前面の側溝外側石から約 70cm離 れて,厚 10cm程 の立石列が東・西・北面に部分的に

残る。この立石列は,玉石敷面よりもわずかに上面を突出させ,外面を揃えている。塔の四周

を正方形に巡る区画を形成 していたものと推定される。 区画の範囲は立石外面間で一辺 20,75

m(70尺)である。雨落濤から外側は,立石列の外も含めて少な くとも調査区内全面は玉石敷

きであったと思われる。北の トレンチ拡張区では,基壇から8.5m離れた位置にもなお玉石敷

がみられる。

これら玉石敷の上には灰褐色土層と焼土層が堆積している。灰褐色土層は,厚さ 20～30cm

で,上下三層に分れ,下層は瓦片を多量に含む砂質土,上層は瓦片を少量含む粘質上である。

瓦は基壇北方から多 く発見された。灰褐色土層の上面には瓦を多量に含む焼土 層が 50cmほ

ど堆積 していた。西面石階付近では灰褐色土層の上面に瓦片が敷詰めた よ うに広がっていた

が, これは西塔焼失直前の状況を示すと思われる。地覆石を抜取ったのは, この焼土層の下で

も一部を検出してお り,焼失前に行ったものと焼失後に焼土層の上から行ったものとがある。

な消,塔跡西南方では池の一部を検出した。焼土層の上面から掘込まれたもので深さは最大

80cmほ どである。埋土は有機質を多 く含む黒灰色砂質土である。出土 した遺物から, この池

は近世に掘削されたことがわかる。

基壇外の東と南では竹樋を用いた暗渠を検出した。南北暗渠は北でやや東へ振れ,東西暗渠

は西で南へやや振れて東端は南北暗渠へ取付 く。この分岐点および竹樋の継ぎ日には木製の溜

枡をお く。暗渠の掘形は近年に敷かれた砂層下の旧表土面から据切込まれてお り,池よりもさ

らに新 しい近世以降の遺構である。

�i ま   と  め

長和の『縁起』には,「―.宝塔二基 各三重 毎重有裳層 高十一丈五尺 縦広三丈五尺」

と記 し,西塔は現存する束塔と同一の規模・形式をもっていたことが明らかである。

東塔基壇の現状は,一辺 14.5m,高 さ 0,76mの 花開岩製壇上積基壇である。周囲の地表面

が高 くなったために相対的に基壇が低 くなっており,外装も明治31～33年修理の時に改造され

たものである。明治修理前の東塔基壇平面図によると塔基壇は 1辺 45.85尺 (13.7m)で ,西面

と南面の一部をやや拡張 してはいるものの,西塔の当初の基壇規模とよく一致 し,ほぼ当初の

規模を撮っていたことがわかる。屋内の凝灰岩製敷石は,南北幅 2尺前後の長方形であり,東

西に目地を通 して敷き詰め,金堂 と同一方式としている。 したがって東西両塔も南を正面とし

て計画されたものと考えられる。側柱通 りから外の敷石は各面で,葛石と平行に 目地を通 して

いたようである。

長和の『縁起』にはさらに両塔内に釈迦八相の群像を安置 し,八 相の うち入胎・受生・受

楽・苦行の因相は東塔に,成道・転法輪・涅槃・分舎利の果相は西塔にあると記 している。東

塔塑像については心木約 150点が寺に保存されており,中には塑土が付着 してわずかに彩色の

残っているものもある。西塔跡から出土 した多量の塑像片とともに,釈迦八相の実態を知るこ

とができるようになった。

12)『 薬師寺東塔及び南門修理工事報告書』昭和31年 奈良県教育委員会所収
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2遺 構

建立後,西塔は天禄 4年 (973)の 火災を免れ (『縁起』),建治 3年 (1277)の 雷火に も大事に 罹

いたらなかった (『黒草紙』)。 しか し,康安元年 (1361)の地震には,一基は傾き一基は九輪が

落ち,東西両塔共かな りの破損をこうむった (『 嘉元記』)。 大永 4年 (1524)の 金堂 。東西両塔

再興の勧進状には,両塔は九輸が傾き,塔内の泥造の巌窟や仏像からなる八相は雨露のために

破損 しつつあると記 している (『薬師寺文書』)。

享禄元年 (1528)に は兵火のため,金堂・講堂・中門・僧房等と共に西塔 も焼失 した と『濫

傷私考』などに記されてお り,発掘の結果もこのことを裏付けた。西塔安置の舎利に関する記

録はないが,おそらく焼失直後に取 り出されたのであろう。

その後礎石の多 くが抜き取られ,万治 3年 (1660)に は,文殊堂が塔跡に移建されるに当 り,

基壇外周部が削平されて一回 り小さい土壇となり, このため裳階礎石の据付け痕跡も失われる

こととなったが,心礎は文殊堂床下に残 り,現在まで当初の状態を伝えていた。

C金 堂  (PL.3～16, PLAN。 16)

i概   要

創建薬師寺金堂跡には,享禄 4年 (1531)か ら天文14年 (1545)に かけて再建 された (大斗に

天文14年の墨書)。 一重,入母屋造で正面に 5間の向拝がつく建物が建っていた。この金堂は慶

長 5年 (1600)大 改修 (棟木銘)を受け, さらに寛保元年 (1741)か ら安永 6年 (1777)に かけて

修理が行われた (墨書)。 金堂基壇の発掘調査は昭和44年に建物を避けて基壇周辺部の一部の発

掘を行い,その後金堂復興工事に伴って,昭和46年 8月 に前の建物は興福寺講堂跡に移定 さ

れ,同年11月 から12月 にかけて改めて基壇の全面発掘

を行った。

現基壇上には倉J建当初の花尚岩製礎石の多 くが残

り,礎石のほかに凝灰岩製敷石の一部も当初のまま残

っていた。 しかし,後世に周囲の地盤が高 くなったこ

と,江戸時代に基壇を一回 り大きく拡張 したことによ

って,当初の基壇の状況は不明であった。

現基壇は高さ約 lmの花肖岩壇上積基壇で,発掘に

先立って写真測量等の現状調査を行い,ついで江戸時

代拡張部の基壇外装材,敷瓦,旧裳階柱筋に重ねた礎

石と地覆石および向拝の礎石を取 り外 し,ついで周囲

の新 しい裏込土,堆積土を取 り除いた。

創建地表面は現地表下約 70cmに あり,当初の地覆

石すべてと南面羽目石がはば完存するなど創建当初の

姿が明らかとなった。基壇規模は東西 29。 40m,南北

18.26m,高 さ 1.3m,凝灰岩製の壇上積基壇である。

石階は南面に 3個所,東・西・北面に各 1個所の計 6

-2

災

断 面 図

石階地覆石

発 掘 前

創 建 基 壇
羽
目
石

石階地覆石

13)『興福寺仮金堂建設工事報告書』興福寺,昭和50年。

Fig.19 金堂南面中央石階詳細図
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石階地覆石

羽 目 石

第Ⅳ章 遺  跡

個所で,基壇の周囲に玉石敷の犬走 りと雨落溝が巡る。また,現向拝礎石下から同位置に中世

設置の土庇礎石を検出し,基壇外装の補修や石階の設置と撤去の経緯など,建立以後の変遷が

明らかとなった。

ii基 壇 外 装

基壇外装は凝灰岩製の地覆石・羽目石・葛石からなり,東石を用いない壇上積基壇である。

地覆石は石階前面を除いて遺存状況は良好である。南 。北面中央石階の石階取付部では石階

裏込上の下にも地覆石を引通 して据えている。他の石階では地覆石は部分的に延びるだけで引

通 してはいない。基壇規模は地覆石外面間で東西 29。 40m(99,3尺 ),南北 18.26m(61.7尺 )

である。

地覆石の形状は,断面が一辺 36cm前後の正方形で,長 さは 1.0～ 1.3mと 開きがあるが ,

半数は 1.10～1.16mに集中して, これより規格のはずれるものは基壇四隅や,石階付近に用

いている。地覆石上面の後端部には羽日石との相欠きの仕口 (幅 15～ 20cm・ 深さ3cmほ ど)を

施 している。地覆石前面上隅部分はほとんどが風化のため欠けてしまっているが,当初の形状

をよく留めている石階裏込下の地覆石によると面は当初から取っていない。

石階の地覆石には基壇取付部の近 くに水抜き用と思われる小溝 (幅 約6cm)を 彫ったものが,

南面中央石階西側と南面西脇石階西側にみられる。石階前面両端の地覆石は,西面石階では L

字形に造出し,北面石階では一辺 40～50cmの略正方形の一端を欠込み側面地覆石と組み合わ

せている。ともに上面には耳石を受ける檎穴 (1辺 15～20cmほど)を穿っている。

羽日石は南面の階段に挟まれた部分で完存 し,北面西半部にわずかに残る。羽日石の残存数

は南面21個・北面 4個および東南隅と西北隅各 1個の合計27個である。このうち南面の21個以

外は上半部が欠失している。石階側面の羽 日石は,南面中央石階東側で 1個残るが摩滅 して当

初の形状を留めない。

羽目石の大きさは高さ 1.12m,厚 さ 20～27cm,幅 65～71cmで,隅の羽 目石は平面 L字

形に造出し2辺 の幅を他に揃えている。

羽目石の仕日は下端前角には奥行数 Cm,高 さ 3cmの 欠込みを施 こし,地覆石内方 の欠込

みと組合わせている。上面の高石との仕口は羽目石の心に幅 7cm,高 さ 3cmの柄を造 り出し

ている。側面には幅 6cm・ 深さ 3cmほ どの遂い実矧の濤をほ

っているが,両脇に濤をつけているのは 2枚だけで,他は片側

のみであるから,実際には用いられなかった もの と考 え られ

る。なお,正面羽目石上端に根太を掛ける欠込みがあるが後世

の仕事であるので後述する。

薦石はまった く現存せず,当初の形状は分らない。側柱礎石

上面と羽目石上面との差は 20cmは どであるか ら,葛石 の厚

さは,それより薄 く,地覆石見付高 さ 15cm(5寸 )よ り厚 め

の 6寸程と推定される。

基壇上面は凝灰岩製敷石 (長辺 72cm・ 短辺 50 cm・ 厚さ 12～ 15

cmほ ど)を布敷とする。数度の補修が行われ,表面観察か らは

大むね 3回の時期に区分できる。当初かあるいはそれに近い時

石葛

石敷

Fig。 20 金堂羽目石上端柄
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期の敷石は,北・東・西面の裳階と入側部分,内陣の旧須弥壇下部分に残る。時期がこれより

降るものでやや古い敷石は南面の裳階と入側部分および内陣須弥壇の北 。東側に広 く残る。

比較的新 しいと思われる敷石は南面の裳階と入狽1部および内陣仏壇周辺に部分的に残る。後補

の敷石も当初の敷石と形質は同じである。

敷き方は東西方向に日地を揃えて横長に据え,市・北側柱筋では,礎石幅に合わせて南北縦

長に据えている。また,南北方向中軸線の日地を通 しているので,中軸線から東西へ振 り分け

て敷いていったものと考えられる。なお,敷石は礎石柱座の造出し高さ約 10cmょ り厚いため ,

礎石に接する敷石の下端を欠きとって上面を礎石上面より数 cm低 く据えている。

須弥壇は本尊薬師三尊像の修理の時に解体修理を受け,その調査結果にもとづき規模・形式 須 弥 壇

等が旧形式に復原されている。

須弥壇下の敷石は須弥壇地覆石の幅約 30cmに合わせて上端を約 2cm彫 り窪めている。須

弥壇の規模は地覆石外面間で東西 10.07m,南 北 3.25mであるから長和の『縁起』に記載す

る「仏壇長三丈三尺,広一丈六寸」にはば等しい。

須弥壇内の北束隅では数石がやや落ち込み,敷石の厚さも1lCmと 特に薄 く,敷石直下の砂

層には金具片・玉片が混入していた。須弥壇敷石の北列束から2番 目と3番 目の敷石下からは

長辺 65cm,短辺 46cm,深 さ 60cmの長方形の掘形と,掘形内に径 40cm程 の後世の攪乱穴

を検出した。掘形中央部に径 20cmほ どの穴があり,掘形埋土からは土師器片が出上 してい

る。この攪乱穴は鎮壇具の抜取 り穴と考えられる。

iii基 壇 の 築 成

金堂創建前の旧地装は全体的には北西が高 く束 1衛 に低 く,海抜標高 59.70～ 60.15mである。

基壇築成にあたっては排R込地業を施こさず,地 ||1上に直接土壇を築成 している。土層の厚さは

4～7cm程の版築で16層から20層を数える。土屑は周辺部に向って低 く傾斜 しているので,lE

板を用いた工法ではな く,盛土ののち周辺部を垂直に削り取ったものと思われる。土は粘土 と

砂質土を交互に積上げる。旧地表から4～ 5層 まではやや軟かな盛土整地的な土層で,こ の上

に厚 く粘土層 (約 20cm厚)を重ね, これから上は固くしまった版築層である。

礎石の据付けは地覆石上面から 70cmほ どの高さまで築成した後に掘形を掘 り,側柱と入狽1

柱の礎石を据付け,さ らに基壇上面まで築成し,裳階礎石は最上面から掘形を掘 って据えてい

る。いずれの場合にも礎石下には根固め石を用いていない。

次に土壇周辺部を基壇規模に合わせてほば垂直に切 り,地覆石と羽目石を据える。地覆石の

据付面は旧地表の高い西北部は旧地表を 7cm程堀込み,他では第 2～第 4土層に乗っている。

地覆石のレベルは旧地表の影響を受けて東南部は西北部より20cm程低い。上面の敷石は,築

成土上面に薄 く砂をひいた上に敷き,石階は基壇羽日石据付け後に裏込め積土を行なっている。

� 礎   石

礎石は方形柱座を造出した花満岩製礎石で,西面入側の礎石 2個を抜き取っているほか64個

すべてが遺存している。側・入側の礎石は当初のままの状態を保つものと考えられるが,裳階

礎石については一部で据え直 しを行っていることを確認した。

14)『 薬師寺国宝薬師等修理工事預旨書』薬師寺修理委員会 昭和33年

Fr5
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側・入側の礎石の大きさは径 120～180cm,高 さ 1.Ocmほ どで,上面に方形柱座を造 り出

す。方形柱座は側で上端の一辺長 69～77cmで,一辺 71cm前後 (2.4尺 )が最も多い。入側では

柱座上端の一辺長 71～81cmで,南面入側がやや大きく約 80cm(2.7尺 ),そ の他約 75cm(2.5

尺)で,柱座の大きさに差がある。柱座成は良 く残っているところで約 10.5cm(3.5寸 )で あ

る。

裳階礎石は側・入側の礎石よりさらに一まわ り小 さ く,長 径 80～100cm,短 径 60～70cm

の花筒岩で,方形柱座は上端の一辺 33～36cm,下端の一辺 40～46cm,柱座成 8.5～15cmで

ある。建物の外に面 した柱座は一段高 く造出し,他の面よりも礎石面を 2～5cm低 く,段差を

つけているが,後のハツリによって段差のはっきりしないものが多い。西面中央の礎石は内側

(東側)に段差があり,反転使用されている。また,こ の北側の礎石は 1辺 60cm以 上の方形

柱座をもつ礎石を,柱座の一面だけを残 して小さく割 り,裳階礎石に転用 したものである。

入側礎石のすべてと背面裳階の中央 4個の礎石には柱座とともに地覆座の造出しがある。側

柱の正面中央間の礎石では地覆座状に礎石を欠いているが,これは後世の仕事である。

入側の地覆座の幅は南面中央 3間分と北面中央 1間は広 く (41～ 61c→ ,他は幅が狭い (16～

27cm)。 したがって金堂の柱間装置は,入側は正面中央 3間 と背面中央間が扉日,他は土壁であ

る。側通 りには地覆座がないので吹放ちで柱間装置はなかったものと考えられる。裳階は背面

中央 5間に地覆座をもつが,柱間両脇に地覆座を造 り出すのは西脇の間だけで,束方の 2個の

礎石は束方にだけ地覆座を造 り出しているので柱間装置の有無を即断することはできない。

礎石の柱座上面は金堂再建時に削平 した り,沓石や木製板を礎石に重ねて柱下端の レベルを

揃えていた。側・入側礎石の上面が削られていない部分で比較すると,全体として西北部が最

も高 く標高 61,71m,束 南部が最も低 く標高 61.53mで 18.Ocmの レベル差がある。裳階礎石

については西北部が最も高 く標高 61.555m, 西南部が最も低 く標高 61.390mで,16.5cmの
レベル差があり,全体に側・入側礎石よりも 9～ 15cm程低 く据えられている。四隅の側柱礎

石は荷重が特に多 くかかることから,他の礎石に較べて沈下が大きい。これを考慮に入れても,
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2 遺 構

礎石は西北から東南方向に向って漸次低 く10数 cm程のレベル差があ り,前記の地覆石と同様

に旧地形の影響を受けたものとみることができる。

なお礎石上面には焼けた痕跡の残るものがあって罹災したことが明らかであ り,柱当りの焼

損痕跡から側・入側の柱径は約 60cm(2尺 ),裳階柱径は約 30cm(1尺 )角 と推定できる。

V柱 間 寸 法

礎石は当初の位置を動いてはいないものとみられ,当初の柱間寸法を知ることができる。ま

た,礎石は基壇上部に露出していたため,従来から金堂の柱間寸法については,桁行中央 3間

各12.5尺,両 1あ各 2間 10尺,梁行 4間 10尺等間,裳階の出は桁行中央柱間の半分の6.25尺 とさ

れてきた。各礎石の方形柱座の心をきめ,地覆座付礎石は地覆座心で補正 し,各柱筋について

柱間寸法を求めたものが Fig.21で ぁる。

裳階を除 く桁行柱間総長 23.032mの 計画寸法を77.5尺 とすると造営尺は 1尺 =29.719cm,

梁行総長 11,924mを 40尺 とすると 1尺 =29,81cmと なり,桁行と梁行で造営尺にやや差が生

じる。そのうえ10尺 の柱間のなかでも身舎桁行両端間と身舎梁間よりも四面庇通 りの出がやや

広い実測値を示す。桁行についてみると中央 3間 11.110m,すなわち37.5尺 (12.5尺等間)と

すると 1尺は 29。 627cmと な り, これに両協間を加えた中央 5間 17.018mを 57.5尺 とすると

1尺は 29.597cmと なる。 この造営尺によると両端間 3.007mは lo.15尺ない し10.16尺 とな

り,梁間 11.925mについても40.25尺 ,ま たは40.3尺を得る。すなわち,造営尺を 1尺 =29.6

Cmと して,四辺の庇の出は10,15尺 となるので,側柱には 1寸 5分の内転びを付けていたもの

と推定される。

各面の裳階の出の平均寸法は約 1.88mで ,造営尺を 29.60cmと すれば6.35尺 となる。 しか

し,礎石の一部を据え替えていて各礎石位置のずれが大きく,そのため各面の裳階の出の平均

値を求めても,最大 9cmほ どの開きがあって正確な計画寸法が求められない。 したがって裳

階の出については従来どお り,桁行中の間 12.5尺 ×1/2=6.25尺 を計画寸法としてお く。

� 石   階

石階は南面に 3基,東・西・北面に各 1基設けている。南面中央と北面石階は桁行中央間の

柱心に,南面東・西石階は端の間の柱心に耳石心を揃え,東 。西面石階は基壇 中央に設置す

る。石階幅は南・北面中央石階が約 4。 15～ 4.18m(14尺 )で,その他は幅約 3.53～ 3.59m(12

尺),石階の出は約 1.54～ 1.65mで ぁる。

南面中央石階取付部では基壇羽 日石に火災の痕跡があるが, この痕跡は石階内部に通る 4m

の部分には見られない。この痕跡によって石階側面の羽目石から同地覆前角までの出は 8～ 9

Cmほ どであったことにな り, 石階の取付部にも束石を用いていなかったことがわかる。また

南面東石階では幅 12.5cmの 石階東側石羽目石取付き痕跡が基壇羽目石に残っている。

石階の積土は基壇地覆・羽目石取付け後に行なっている。南面西協石階の西側地覆石堀形か

ら瓦器片が出上してお り,西面石階の地覆石掘形からも平安末期と推定される軒平瓦が出土し

て地覆石が据えかえられてお り,西面階段は中世に全面的に積替えを受けている。

�i 犬走 りと雨落溝

基壇外周部で玉石敷の犬走 りと雨落濤を検出した。玉石は長径 30～60cmほ どの玉石で粘土

層上に据えている。遺存状況は西・北面がよく,東・南面では多 くの玉石を抜き取っている。
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犬走 りは,地覆石にそって,地覆石上面から約 15cm下に玉石の上面を加え, 2～ 3列に敷

き並べ,溝側壁を兼ねる葛石にはやや大振 りの石を用いる。犬走 りの幅は一定でなく東 。西・

北面で約 60～85cm,南面がやや広 く70～85cm前後である。石階前面では幅が狭 く,約 40cm

である。地覆石前面の欠損部分に玉石を補足 し, また補修による部分的な据え替えが行われて

いる。

雨落溝は側,底 とも玉石で幅約 50cm,石階前面の幅は狭 く,30～ 40cm,深 さ 10cmほ どで

ある。底石の抜取 り面の レベルで比較すると,西北隅が最も高 く,東南隅が最も低 く,その差

は約 25cmである。なお,遺存状態が悪いので確定 しないが雨落溝は基壇北辺で東と西に,南

辺で束につF水濤を通 していたようである。

雨落溝の外側は偵1石を含めて幅約 60cmの 玉石列で,外面を揃えている。これよりさらに外

側にも玉石敷があり,石敷面は玉石列より数 cmほ ど低 く,玉石列から玉石敷外面まで約 2.lm

(7尺)幅である。玉石列は基壇側溝に沿って,玉石敷は金堂域を長方形に区画するかたちで基

壇外周を巡っていたと思われるが,基壇東・西・南面における遺存状態は極めて悪い。

�ii須  弥  壇

須弥壇は昭Tr127年 ,l易侍月光菩薩像の修理にともない,西方三分の一の調査が行われて,須

弥壇内部の独特の構造や背面と側面が拡張されていることが知られ,さ らに昭和30年から同33

年にかけて本尊台座の大修理が実施された際に,須弥壇の本尊下から東方部の調査と修理が行

われ,旧形式に復原されていた。この復原須弥壇は復興された新金堂にほぼそのまま再用され

ている。三尊修理時の調査の状況は,三尊の『修理工事報告書』に記されているが, これに従

ってその状況を略記すると,従前の須弥壇は間口37.05尺 ,奥行 13.30尺で,来迎柱 (身舎背面

入側柱)に接 し,高 さ1.8尺 内外,背面中央間の部分は約2.5尺引込んでいた。壇上積の形式で,

正側面および背面中央間の地覆石・羽日石・葛石は大理石を使用 し,その他来迎柱に接する部

分と中央間入 り込み部分両脇は凝灰岩は使用 し,東は羽目石から造 り出す。上端は日光菩薩像

台座の下と本尊台座下枢周辺部は大理石の敷石がよく残 り,台座内部にか くれる部分は凝灰岩

の敷石がよく残っていたが,その他は極めて乱雑な状況になり,背面中央間の外装大理石も甚

しく破損 していた。

この須弥壇は後に両脇の後方が拡張され,当初の大きさは間口33.25尺 ,奥行10。 72尺の壇上

積で,基壇とは違って束を羽目石から造 り出してお り,背面入側柱との間が 2.7尺程あいてい

る。地覆石・羽日石 。葛石はいずれ も長さ 1尺 7寸ないし1尺 8寸,幅 1尺,厚さ5寸程のほ

ば同寸法で,束石は羽日石から造 り出し,そ の石材のみ厚みが大きい。床面には須弥壇下も全

体に凝灰岩敷石があり,地覆石を置 く部分は,敷石の上端を地覆石の幅全体に深さ7分程ほ り

下げ,葛石は羽目石の上に天のりとなる。須弥壇の内部は長さ平均4.5尺,幅約 1尺,高約1.3

尺の凝灰岩切石を前後 2列に南北方向に敷石上に並べ,須弥壇内部を詰め満たす。(詰石と呼がこ

とにする。)詰石の両脇や前後木口の地覆石尻に当る部分では詰石の方を欠き取っている。 この

ような工法は珍らしいが,重量の大きい銅造の三尊像を安置することを考慮したためである。

また, この詰石の先端上端に帯状の突起を造 り出し,薦石尻に溝をほって高石のすべ り止め

としている。上端の敷石は薦石と同じ厚さで,当初の状況のよく残る本尊台座下と日光菩薩台

座下では,長方形の大小さまざまな切石を各間でそれぞれ周辺から張 りつめて,中央で最後の

を8
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張 り仕舞をし,本尊台座下の見えない部分のほかに日光菩薩台座下も張 り仕舞の 1石だけを凝

灰岩としていた。なお,大理石の敷石を敷込む際,大理石の厚さに応 じて加工が容易な凝灰岩

詰石の上端を削って仕合わせているため,詰石上端の凹凸によって当初の敷石の目地の状況が

明らかにできた。

� 建 立 以降 の基壇 改修

金堂建立時の基壇については礎石や外装石材の形状が一様でないが, この点については考察

にかれることに して,明 らかに創建以降と思われる改修について年代を追って記すことにする。

中世以前の修理と思われるものは,基壇東北隅や南面中央石階の地覆石欠損部を花満岩製の

もので補い,基壇周囲の犬走 り,雨落溝の玉石の補足,差替え等の補修が行われている。また ,

南面西石階や西面石階の地覆石堀形から瓦器片や平安時代末頃の軒平瓦が出上 して,石階裏込

め土にも全面的に積み直 しが行われた形跡がある。

これに次いで大きな改修は,基壇周辺全面にわたって,約 30cm厚程の盛土整地が行われ ,

この時に南・北面中央石階を残 して,他の石階をすべて撤去し,金堂南面中央 5間に,裳階か

らの出10尺の土庇が設けられている。

整地上中には多 くの中世瓦を含み,金堂はかな り大きな災害を受けたことをうかがわせる。

土庇礎石は長径 lm,短径 0.7m程の自然石の上面を平坦にしたもので,据形や根岡め矛fは な

く整地上中に据えられている。

この整地上の上面には部分的に焼土面があり, また,基壇羽日石や礎石,土庇礎石に焼痕が

残され,享禄 1年 (1528)の 兵火焼失を生々しく伝えている。

火災焼失後,直ちに再建工事にかか り,享禄 4年に立柱を行い,天文14年にかけて再建され

たのが興福寺に移建された旧金堂である。 この金堂の再建にあたっては,倉1建時の礎石を再用

しているが,裳階礎石は不同沈下が大きく,南・北面礎石の方形柱座の上面を削り取って,柱

座とほぼ同寸の方形礎石を重ね,偵1柱の礎石としている。また,偵1・ 入側柱礎石には石製の円

筒形合石を重ねて全体の礎石上面の レベルを揃えて柱を立てている。

基壇南面に残る根太掛の仕口は享禄火災後に設けられたもので,羽 日石上端に縦 15cm,横

18cmほ どの欠込みを中央間 5間 の柱筋と,各柱間の中央位置に施し,再建金堂土庇に基壇面

と揃えて床を張ったものと思われる。

この土庇板敷きは,旧金堂向拝大斗墨書に「寛保元年 御拝柱六本新二造」とあって,寛保

1年 (1741)に 改造されたことがわかる。このときに土庇の板敷きは基壇に改められて, 旧土

庇礎石は基壇下に埋め,同位置に新たに円形柱座をもつ礎石を基壇上に据 えて向拝を新造 し

た。これに伴って,基壇四周を約 3尺拡張 して,基壇外装を全面的に改めている。

基壇拡張の最大の理由は,当初の裳階礎石位置に再建堂では側柱を立て,軒先が大きく基壇

外に出ることになったためであろう。

拡張後の基壇は花鶴岩製壇上積で,拡張部の基壇上面は敷瓦布敷とし,基壇規模は束西31.05

m,南北 20.Om,高 さ約 1.Omで ,南面向拝基壇の張出しは束西 21.lm,南北 2.75mである。

基壇払張後の石階は南面は中央 3間 の柱間に合わせ,北面では中央間に柱間より狭 く設け ,

東・西面の石階は撤去された。

基壇継足 し部の積土や裏込土には中・近世の遺物を含み,向拝部積土からは多量の寛永通宝

中世以前の

修理

旧 金 堂

基壇の拡張
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が出上 している。

なお,基壇拡張後に も周辺部に薄い盛土が行われて,地覆石がほとんど隠れ るほどであ った。

南面階段耳石には「石大工田村,坂 口伊兵衛」の刻銘がある。拡張部上面の敷瓦には三種あ

り,「大正六年尼ケ辻瓦直工場」の銘のあるもの と,こ れ より古い もの及び新 しい ものがある。

D東 。 西 僧 房 (PL.23～ 39 PLAN 2,7～ 11)

i概   要

長和の『縁起』によると「喜流記帳云  々 合僧房捌条 大坊四烈」とあり,創建時の僧房は

大房 4棟 ,小子房 4棟の 8棟が 4列に並んでいたと考えられる。その後14棟 , 6列 に増加 した

が,天禄の火災で東僧房,西僧房,東南僧房,東北僧房,西南僧房各 2列 と檜皮葺坊 2棟が焼

け,小子坊の 1棟は10間が焼残ったが,ほ とんどの僧房が焼失 した。

昭和44年に食堂東北隅部分の調査で東へ東西 トレンチを入れて東僧房北方部を調査 した。昭

和45年には食堂跡束辺と東僧房の発掘調査を行い,食堂東方で東僧房を検出した。この調査で

は東僧房の西端第 1房の全体と付属屋及び大房基壇南縁の全長を検出し,さ らにその東方でも

掘立柱穴等を検出した。その状況から東僧房は 9房 と推定され,東端が南北棟の東面僧房に連

なることが明らかとなった。その後,昭和49年に薬師寺境内整備計画に伴い東僧房と対称の位

置で西僧房の発掘調査を行い,昭和53年 には西僧房の小子房と食堂後方の十字廊の発掘調査を

実施した。その結果,西僧房の大房は 9房の うち東から7房分を検出し,大房 。小子房・付属

屋などがセットになって構成されていたことがわか り, また十字廊の状況も明らかになった。

発掘地区の西北部は中世の池沼によってかなり破壊されてはいたが,大房遺構面は大部分厚 く

焼土に覆われ,天禄 4年焼失時の床面の保存状態はかなり良好であった。また,昭和54年 には,

東僧房の複興計画にともない,昭和45年の調査地区を含めて大房 9房分の全面発掘調査を行な

った。第 3房から第 9房にかけては遺存状況が悪 く,と くに第 3・ 第 9房は全 く痕跡をとどめ

ないほどであったが,大房の平面形式と付属屋の配置は西僧房と同一であることを確認 した。

東・西僧房の配置はともに食堂両脇に雨落濤をへだてて,棟通 りを揃えて東西一直線上に並

ぶ。食堂と僧房間隔は西側で基壇間 5尺,食堂西側柱心と僧房東妻柱心間23尺,東側では不明

で,西側と同様に考えられよう。

大房の平面形式は桁行南面18間 ,梁間 4間,南北庇付き建物で,桁行 2間分を一房とする。

柱間寸法は身舎10尺等間,庇の出 9尺である。

小子房は大房の北に並例する桁行18間,梁間 2間の東西棟建物で柱間寸法は桁行10尺,梁間

7尺で,大房と小子房は南北方向の柱筋を揃える。大房と同様,桁行 2間を一房とするが中間

15)『縁起』にいう「十四宇為六烈」の解釈につい

て,福山は,旧法記にいう僧房 8条,大房 4列

のうち,東西の僧房各 2列を分離して教えたた

め 2列, 4棟が増えたとし,それに檜皮葺坊二

棟を加え当初から十四棟, 6列であったとして

いる。(『薬師寺』福山敏男,久野健 1958)。

16)僧房の配置については諸説がある。福山は,

講堂の東に東・東北 。東南・西に西・西北,西

σ0

南の各僧房があったと推定し (『薬師寺』福山

敏男,久野健 東京大学出版会1958)鈴木は食

堂両脇に東西棟,ま た回廊両脇に南北棟の僧房

を推定している (『世界考古学大系 4』 平九社

昭和 36年 )。 また,大岡も鈴木の説をとってい

る (『南都七大寺の研究』大岡実 中央公論美

術出版1966)。
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に間仕切がある。

大房・小子房間の中庭は,房 ごとに仕切って各中庭に付属屋 1棟を建て,大房・小子房・付

属屋 。中庭が僧房の 1単位となり,大房と小子房間は 11.45m(38。 5尺)である。付属屋は桁行

3間,梁間 1間の南北棟で房境に接 して各中庭の西寄 りに建ち,大房と付属屋および付属屋と

小子房との間を塀で仕切って房境とする。

大房・付属屋・小子房はともに礎石建ての建物で,一連の低い土壇上に建つ。前面の高石は

西僧房では玉石を 1列に並べたもので,東僧房では玉石を 2～ 3個積上げた玉石積基壇 とす

る。大房の南面葛石の出は 7尺,食堂側の葛石の出は西大房 8.5尺,東大房 4尺で妻側の葛石

の出を異に している。

土壇外周の雨落溝は,食堂側は東・西ともに幅約 2尺,深さ約 0.6尺の玉石敷で食堂の雨落

ちを兼ねる。南面雨落溝の葛石は西僧房では溝幅約 2尺で建物側にのみ玉石の葛石を並べ,東

僧房では溝幅約 3尺 で外側にも玉石を用いる。

東・西大房の基壇上面高さは,大房南側柱通 り地覆石上面や同雨落溝によって較べると,東

大房の方が西大房より20～30cm低 い。西大房の礎石はほとんど同レベルであり,東・西僧房

とも南雨落溝にはほとんど勾配がない。

� 土 壇 築 成

束・西僧房とも大房下の地山面は標高約 59。 9mの ほぼ均―の高さであることから,土壇築

成に際 して,旧地表を水平に削平 したのちに,土壇盛土を行なったことがわかる。大房土壇盛

土は,土壇縁辺部に薄 く,建物の部分で高さ約 45cm程 , 5層 にわけて砂質土と粘質土を交互

に盛上げる。次に礎石と間仕切地覆の据付けを行っているが,まず,礎石据付けのために,身

舎で一辺 1.5～1.8m,庇 で 1.0～1.2m, 深さ 40～50cmの 方形堀形を掘 り,根岡め石を用い

て礎石を据えたのちに,間仕切部分は礎石間を溝状に掘って瓦組地覆座を据付け,最後に土壇

全面にわたって数 cm厚の粘質土を置いて土壇上面を仕上げる。

東僧房では大房の北側雨落溝に当る位置に,付属屋南妻柱礎石据付け掘形の下で,大房北側

柱筋から約 2m北に並行 して幅約 80cm,深 さ約 30cmの 素掘濤を確認した。この素掘溝から

北は大房基壇上面と同高に埋土整地される。付属屋の礎石堀形はその整地面を切っているの

で, まず大房のみの土壇を作 り,その後で北方を盛土整地 し,付属屋と中庭を設けたことがわ

かる。

大房の礎石は東僧房ではすべて抜取られていたが,西僧房では約 3分の 2が残存する。礎石

の形状は長径 0.8～1.2m,短径 0.5～0.8m程の花開岩で,上面はほぼ平滑に作っている。第

3, 4房境の中央柱の礎石は 1辺 50cmほ どの方形で,方形柱座の造 り出しが認められ,転用

材と思われる。

�i 大   房

大房は東・西僧房ともに食堂を中間に して,棟の通 りを食堂とともに束西に揃えて一直線上

に建つ。西大房の第 2～ 7房はもとの床面が特に良 く残ってお り,礎石や東石等も多 く残存し

ている。東大房では床面を残すのは第 1,2房 のみで,礎石はほとんど抜取られ,西大房に比

べて遺存状況は悪いが,平面形式等は西大房と同一であるので,以下は主として西大房の状況

について述べる。

庭中

雨 落 溝

素 掘 溝

σ
=
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Fig.22 西僧房大房第7房南正面詳細図

1房は桁行20尺,梁行38尺の広さをもち,房内は南庇を前室,身舎を中室,北庇の西半を後

室とし,北庇束半は吹放 しとなって小子房・付属屋への通路になる。歳も広い中室は西半部に

床を張 り,通路の土間を狭んで,束壁際に棚を設ける。

南正面は中間に柱がな く間口2間分全体の礎石間に幅が狭い凝灰岩切石の地疫石 (幅約 15

Cm,長 さ50～60cm)をならべ (Flg.22),内 側に平瓦 1枚 または 2枚を立てて添え, その上に木

製の地覆を世いている (西第6房に地覆断片の焼損材が遺存する。Fig.23)。 地覆の上には柱間を 3

等分する位置に角間柱を立てたと考えられる。後にこの位艦の地覆石の内側を少し欠き取って

幅のせまい痛平な野面石を立てている。野面石の内側に小型の凝灰岩をおいた ところ もあ り

(西僧房第3・ 5。 7房), 中の間の地覆石の内側に沿って瓦片や蝉を敷いたところもある (第 3・

4房 )。 これは間柱の見込幅を内側で大きくして中の間の地覆幅もひろげ,こ こを扉口に改め,

両脇間は連子窓としたものと思われる。当初も地覆が通っていたから,恐らく中の間は開放 ,

両脇の間は格子を立てた程度で吹放 しに近いものであったろう。

房 境 壁  房境は梁行 4間 とも土壁で間仕切る。上壁を受ける地覆は礎イf間に平瓦を組んでつ くる珍ら

しい手法で,の ちに改修されたところもある。(PL.26対 向頁図面)

当初の地覆形式は礎石間の床面に幅約 60cm,深 さ約 25cmの濤を堀 り,10cm厚程に上を

入れて瓦片を約 20cm間隔の 2列 に敷 く。これを台に して平瓦の長辺を横に,凸面を外俣1に 向

けて平行に 2列立て並べて側壁をつ くり,内側に平瓦片を積み重ね,幅約 25cm,高 さ約 15cm

の地覆座を作 り,両側の上を埋め戻す。床面からの瓦地覆の出は 5～ 6cmで,土壁は両協に立

つ平瓦の内側に納まって,壁厚は約 18cmでぁる。

後世の修理を受けたところは床面の嵩上げによって瓦地覆が床面下にか くれるため,当初の

瓦地覆を覆 うかたちで,半我平瓦 2枚を貫斗積みにしたもので,西 4房の両側房境に良 く残存

する。第 3房 との房境の憂斗積み瓦地覆は梁行中央

柱礎石の上にのって柱面まで達 してお り, この状況

から中央柱の南北幅は 9寸 程であった と推定 され

る。第 7,8房 境では身舎柱の周囲の瓦地覆の上に

野面石がのっており,第 6・ 7房境の背面偵1柱では

礎石の上に野面石がのっていて, 6・ 7房は建立後

天禄焼失までの間に床面のかさ上げだけでな く柱根

の朽損などの破損が進み,支柱を添えたり,根継を

σ2

西僧房大房第 6房

南正面地覆焼損材

Fig。 23
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した りして大規模な修理工事を行っている。

前室と中室境の正面入側柱間は中の間 8尺,脇の間 6尺の三間にわかれる。三間とも瓦の地

覆であり,脇の間は房境 と同寸であるが,中の間は地覆の幅が広 く27～30cmでぁる。西 6房

中の間の東方礎石上に東西 17cm,南北 1lcmの 長方形断面で高さ 27cm程 の炭化材が遺存 し

た。この炭化材の形状と,瓦地覆幅との関係から,中の間柱は角柱で断面はやや五平であった

と考えられ,梁行中央間と同寸のものであったろう。また, この礎石上から東側の脇の間にか

けて長さ約 50cm,高 さ約 25cm,厚 さ 18cmの焼壁がもとの位置に残され,脇の間は全体が土

壁か,連子窓・腰土壁であったことがわかる。

中の間の瓦地覆の床面からのたち上 りは脇の間 3cmほ どに対 して約 8cmほ どぁり,中の間

の方が高い。また,瓦地覆の側壁瓦の内側には,柱心から約 50cmの 位置に平積瓦と上端を揃

えて凝灰岩 (西 7房)や玉石 (西 6房)を据えている。 これは扉口の方立柱を直接立てたものと

考えられるので,地覆は両側から方立柱をはさんで瓦地覆の上にお き,方立柱 の間 で相・方

立・蹴放を組んだものと思われる。方立柱を 6寸角ほどとすると扉口の内法幅は約 4尺だった

ことになる。

中室と後室境は桁行の中央に柱を立てて 1房を 2間 とする。礎石が比較的小さく束西に長い

ので,やは り五平の角柱であったと考えられる。西の間は土壁,東の間では中央柱から7尺の

位置にも礎石があり, ここにも柱を立て東1易 の 3尺を土壁,西方 7尺間を扉 口とする。この部

分の当初の瓦地覆は中室南面と同様に扉口の幅を広 くするが,床面嵩上げに伴って,瓦地覆上

に玉石や凝灰岩あるいは平瓦を重ねてお り,第 6房の扉口では瓦地覆を撤去 して辱を並べ,特

に西端の辱は南北方向に置いて方立柱および地覆を受けるように改造 している。

7房の中柱礎石上にのる瓦は柱の両側を挟むようなかたちで置かれ,その間隔が約 30cmで

あり,ま た,礎石も他と比較 して小振 りで東西方向を長手に使っていることなどから,扉 口両

側の柱は前記の他の間仕切柱 と同じ五平の角柱と考えられる。

各房背面西の間の後室は東面の通路側南寄 りに開田部を設ける。後室は特に後の改修が著 し

いが,当初形式を最も良 く残す第 3房では,身舎背面中央柱心から北約 lmの位置に径 20cm

程の小礎石を据え,その北側は瓦地覆で土壁とし,南側には地覆を設けていないので開放とし

ていたと思われる。第 4房の開口部は旧中柱礎石は残らないが,礎石の位置から北に 40cmほ

ど当初の壁上が残る。また,床面嵩上げに際して開口部の間口を 4尺ほどに広げたために,凝

灰岩礎石やその北に続 く野面石地覆が旧壁土上にのっている。第 5,6房 では開口部に瓦片を

敷いた り,野面石 。凝灰岩を並べていて後の補修が大きい。

後室北側の間仕切は,第 3房に瓦地覆が残る。他の間仕切壁 と同形式であるが,幅が約半分

になり,側に立つ平瓦の内法寸法で 3寸である。第 1・ 2房 では瓦地覆の抜取 り痕が潜状にな

って,同形式であったと認められる。第 4房以下は当初の瓦地覆の痕跡をとどめず,柱間の中

央と柱寄 りに偏平な玉石を据えてお り,その上に木製の地覆を置いていたと思われる。このよ

うな状況から,後室北面の当初の間仕切 りは土壁ではなく簡単に格子を立てたようなものであ

ったと思われるが,房によって当初から開田部としたところもあったかもしれない。

大房の中室は西半分を床張 りとし,床東石およびその抜取穴を残す。この状況は東僧房ても

同様である。この床は建物の構造 とはつながらず,別個に床面に据付けたもので,当初の東石

配置は, もっとも残 りの良い第 6房によると,西 。南・北壁側では壁心から約 1.5尺離れ,東

中・後室境

53

中室床張り



前室床張り

中 室 棚
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は部屋の中央よりやや東に寄った位置にあ り,東を南北 4間,東 西 2間に割 りつける。ただ

し,正面扉口を踏みこんだ部分は床を張らずに土間のままとする。

東石は凝灰岩切石・尊・玉石の三種類があるが,導と玉石は土間床面の嵩上げのときに補わ

れたもので下に当初の凝灰岩束石が残るところもある。当初の東石の大きさは方 15cm(5寸 )

位で,後補の凝灰岩束石はこれより大きく形が不揃いであるが,柄穴のあるものと棚の東石を

転用 したものもある。東第 1房では東石の据付掘形(1辺 30～40cm,深 さ10Cmほ ど)を検出した。

西第 4・ 6房では床面嵩上げ後も床がほぼ当初の状態を保つが,西第 3・ 5房では扉口の踏

込みを 2.5尺ほどに縮め,壁側では壁面に近接させ,東側も土間側に 1尺ほど拡げて,床張 り

部分を拡大している。西第 3房の東受け導の東側 2個の上面には各々中央に約 20× 10cmの 焼

残 りが認められ,床束の寸法がほぼ明らかである。

前室は,当初全体に土間であったが,後に両脇に床を張ったところが多い。とヽずれも建物に

は取付けずに置床状にしたものである。第 3・ 4房では左脇に南北 2間 6尺 ,東西 1間 4尺に小

野面石や辱が配置されている (た だし,第 3房の北側と第4房の東北隅束石は礎石抜取りのため欠失)。

また,第 3房前室の右手にも西北隅束受けと思われる導があり,第 5房においても,左手の西

南隅 (玉石)と 右手の西南隅 (凝灰岩)に束石がある。

東石の材質は玉石,辱,凝灰岩が使用されて,改修後の仕事であることは明らかであるが ,

大房創建時は前面が開放に近い状況であり,前身の束石も検出されなかったので前室に仄を張

ったのは,南面に扉口を設けて整備 したのちのことと思われる。また,床張 りの状況も各房一

律ではな く,房 ごとにそれぞれ行なったことが,東石の残存状況から窺える。

大房中室の正面入側通 りの扉国内の右手に房境壁に寄せて,間 口3間,奥行 1間の棚を設け

る。床張 りと同様に後の補修が多 く,西第 7房では当初の棚柱礎石 (棚柱石)が完存 している。

西第 7房 の棚柱石は平面正方形ないしやや長方形の凝灰岩切石で,長辺 21～22cm,短辺 18

～19Cm,中央に方 6cm,深さ3cmの柄穴がある。棚石の配置は間口3間,奥行 1間,平面規

模は柄穴心々間隔で,間 口両脇間各 1.65m(5。 55尺),中 の間 1.58m(5.3尺),奥 行 98.5cm

(3.3尺)である。前室境・房境・後室境壁心からは,それぞれ約 42cm,28cm,66cm離 れた

独立の棚があったと推定される。なお,東北隅の棚柱石上に導が重なり,補修のあとを認める

ことができる。

西第 5房の棚柱石は表側 (西)に不整形な凝灰岩切石,奥 (東)に 自然石を用い,平 面の大

きさは間口4.65m(15。 6尺),奥行 92cm(3,1尺 )で,西第 7房 よりやや小さく,棚柱石の形状

も不揃いである。この棚背後の房境壁は,地覆瓦が,床面嵩上げ土の上に据えられているので,

棚は壁 とともに全面的に改修されたことを示 している。なお,こ の房の床東石の一つに西第 7

房棚柱石と同様の納穴をもつものがあ り, これは当初の棚柱石を転用 したものと考えられる。

他の房の棚柱石は辱 と凝灰岩切石を混用 して,明 らかに後の補修のもので,遺存状況もあま

りよくない。東大房も中室の東壁寄 りに西大房と同様の棚を設けた痕跡を第 1房に認められる

が,第 2房以下は削平を受けて痕跡を残さない。

床面の焼土層からは,土師器・須恵器・黒色土器・施釉陶器・灰釉陶器 。中国製磁器・ガラ

ス玉・金属製品・小金銅仏残欠等が出上 した。特に土器類は棚柱石周辺と室隅に集中し,僧房

焼失時に棚から落下 した状態で数点ずつ重って出土 し,僧房内の生活の様相を窺わせる。
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� 付   属   屋

大房と小子房の間は側柱間 11.45m(38,5尺)の間隔があり,各房単位に中庭を区画する。付

属屋は各大房後室の北に,西背面を房境柱筋と揃えて建つ南北棟の建物で,規模は桁行 3間 ,

梁行 1間,柱間寸法は,桁行・梁行とも8尺等間である。北側面では中央に柱を立てて梁間を

2間に分けているが,大房に面 した南面には中央柱の礎石痕跡がない。

間仕切は,最 も遺存状態の良い第 3房によると,西背面は瓦地覆で,半稜平瓦 2枚を 2列に

並べたもので,大房軒下の 1間 も含めて 4間 とも土壁 と推定される。屋内は北 2間を 1間ずつ

間仕切る瓦地覆があり,南間を開放とする。東側面は南と北 1間が開放で,中の間は北柱寄 り

に 3尺程の開口部を設けたものと考えられる。

付属屋は中世の池沼で不明のところも多いが,内部の間仕切の様相は房によって異なってい

たことがわかる。第 4房 では南 2間を 1間ずつに間仕切 り,東側の一間のうち北寄 りに開口を

設け,付属屋束面柱通 りで大房軒下をも仕切って部屋に使用 した。第 5房 では束面南端間の南

方が開日となるらしく,こ こでは妻側中央に東石状の石があり,大房背面柱通 りにも付属屋の東

面柱筋内側に小野面石が 2個並び,中間に東石風のものがあるので,後に床を張ったかもしれな

い。第 6房では南側面の両l易に礎石際に野面准fがあって扉口の方立柱を立てたようなかまえが

あり,後 の支柱かもしれない。大房軒下は束側に野面石列があるのに対し,西側は石列などがな

く, ここでは大房軒下と付属屋は西の 7房側から使われたような状況である。第 7房 の大房軒

下も東側に石列があり,西は開放に近 く,各房とも大房以上に使い勝手に応じて改修 している。

雨落濤は付属屋の束側にあり,南端で束に折れて大房の雨落溝と連なる。玉石を側石とし,

溝幅は 30～35cmで,第 5房 では 50cmに拡がる。また,第 7房 では南半部は後世の攪乱でわ

からないが,北半部では幅 1.5mに拡げ底に玉石を敷いて,石敷状につ くる。濤底は第 4・ 6

房は平瓦片を敷き,第 5房 では小映敷きとする。溝の深さは付属屋,大房側の側石で 8～9cm,

中庭側の側石は 1段低 く4～5cmである。濤底は北側に傾斜し,付属屋の東北で西に約50度の

角度で折れ,約 1.5mほ どで,小子房の床下を木樋暗渠で通 して小子房北側濤に通 じる。

付属屋および大房側柱心から雨落濤偵」石の出は,それぞれ約 1.Om,2.2mで ある。

付属屋建設時の礎石高は大房よりも15cmほ ど低いが,大房と同様に廉面嵩上 げ工事を行

い,部分的には旧礎石上に新たに礎石を重ね,間仕切も全面的に改造 している。第 5房の前室

では,(PL.35対 向図面)床面から約 7～8cm下に瓦片を敷きつめた前身の床面があり,西側柱

筋では平瓦を横に立て並べて土留めとして,内外に段差を設け 5cmほ ど床を高 くする。束側

柱筋では土留め平瓦はなく,瓦片敷きを側柱筋で止める。瓦片敷の束西幅は約 2.6mで,西側

の平瓦の上留めは壁下の瓦地覆として外面だけ造ったものとみることができる。

東側柱心から約 60cm外 側は東面を揃えて南北方向に玉石 (一部凝灰岩切石)を 1列に並べ

た葛石がある。葛石上面高さは瓦片敷面より 5cmほ ど低 く,側柱筋から外に水切 り勾配をつ

けている。瓦片敷きは南側面で切れる。再石は北に延びるが,南は,南狽1面 の柱筋に揃えてと

まる。葛石から外側 20～35cmに ,ち ょうど後の雨落溝側石の下にあたる位置では,葛石上端

より10Cmほ ど低 く,瓦片と凝灰岩片を敷き,第 1期の雨落濤としていたようである。第 2期

には葛石の上部から東にかけて屋内の瓦片敷きの高さまで土で埋めて,新たに素掘 りの雨落清

を設け,さ らに盛土 して設けた玉石清は 3期 日の雨落溝である。

問 仕 切

雨 落 溝
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他の付属屋にも小 トレンチを設けて前身床面調査を行った結果,第 3房では南の間にも同様

の瓦片敷きがあ り,第 4房 では瓦片敷きがな く,東側柱筋に礫を敷並べた地覆を検出した。

付属屋が当初から大房に取付いていたかどうか確認していないが,第 3房で設けた小 トレン

チでは,付属屋東側柱筋に小瓦片を南北に一列並べた室内外の見切 りがあり, また,各房付属

屋の南妻は北妻のように梁間を 2分する中柱を設けていないことから,付属屋は建設当初から

大房北面の軒下を取込んで利用していたものと思われる。

付属屋の西側には,雨落溝はなく,側柱筋から約 80cm西側に外面を揃えた玉石一列の葛石

があり,大房の北雨落溝はこの葛石で止めている。

付属屋の屋根は南北棟の切妻造 りか,東側に主りF水溝があるので,東に傾斜 した片流れ屋根

の可能性がある。雨落溝の中心までを軒の出とすると付属屋東側の軒の出は 4尺 となる。

なお,東僧房では大房土壇築造後に北方付属屋部分の土壇を築いてい ることを確認 してい

る。これが施工上の手順なのか,付属屋が大房創建時より遅れて増設されたものか明確ではな

い。多少の時期差があっても大きく遅れることはないと考えられる。

V小  子  房

小子房は大房の後方に並び建つ桁行18間,梁間 2間 の束西棟建物で,柱間寸法は桁行10尺等

間,梁行 7尺等間である。桁行 2間を大房の一房分とセットにして使 う。各房は桁行 1間ずつ

2室に間仕切 り,西室の束寄 りに南の中庭から北側溝排水暗渠を通す。大房と同様に床面嵩上

げによる大改造を受け,改造の際に間仕切を変更 している。

発掘調査は西僧房の小子房について行い,昭和49年に第 3房の一部と第 7房を,昭和53年に

第 1房束側面及び第 3～第 5房を検出した。第 4房から第 7房は中世の沼池のためにかなり削

平されていたが,他は焼土,木炭等が厚 く堆積 して,床面の遺存状況は良好であった。

礎石は,第 7房の 2個 と第 6房 の 1個が残るほか,すべて抜取られているが,直径 1.lm,

深さ 50cmほ どの礎石抜取穴と根固石が残る。残存礎石の大きさは長径 70cm,短径 50cmほ

どの花開岩自然石で長手を南北方向に用いたもの 2個 と凝灰岩切石 1個 である。

小子房の創建時の間仕切は,大房と同様に瓦地覆を用いている。瓦地覆は幅が約 15cmと約

20cmの ところがあ り,大房と同様に狭いところは壁,広いところは開口部と考える。各房境

と房内中央柱筋の北柱間,各房北面東の間は土壁で,各柱間の中央に凝灰岩切石または玉石を

瓦地覆側壁内に据えて間柱を立てた壁面となる。地覆幅が広い開口部は各房の北面西の間と,

房内中央柱筋の南柱間であ り,北面西の間では柱間10尺を 3等分する位置に,室 内南柱間では

柱間 7尺の中央に玉石や凝灰岩切石を据えて,方立柱を立て,北面では中央間を,室境では南

端の半間を扉口としていたと思われる。

南側面では,第 3房 と第 7房の東の間で瓦地覆を検出した。後の改造を受け当初の状況は分

らないが,各房西方に付属屋があるので東の間が扉口,西 の間が土壁であった可能性が大きい。

小子房床面は全面を嵩上げし,それに伴って間仕切を大きく変更している。改造の方法 も房

によって異なる。室境は北半のみ壁で仕切 り,南柱間を開放とする点では各房共通であるが,

北面の柱間は第 3房 では東の間の東端 3分の 1間に扉口を設けて,他は土壁とし,第 4房西の

間では,扉 日の礎石に新 しい礎石を重ね,前期と同じ形式で改造している。

南面間仕切は第 3房東の間では,北面と同様に,束端 3分の 1を扉日とし,第 7房東の間は

σδ

瓦 地 覆
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西 3分の 1間に扉口を設けたらしい痕跡を残す。

房境や房内室境,北面の土壁は火災を被った状態で高さ 5cm程残存する。壁厚は約 15cm

で前期のような間柱はな く,壁心には約 40cm間 隔に,縦小舞痕跡が炭化状に残存していた。

各房中庭の排水は小子房西の間内に木樋暗渠を通して,小子房北側溝に排水されていた。木 木樋暗渠

樋は底板のみ残存 し,幅約 18cm, 厚約 8cmで,上面の中央幅約 12cmが高 く,両側各 3cm

幅ほどが低 くなっている状況から,側板を組み合せた形式と推定される。第 3房では,床面嵩

上げ工事に伴って側板部に平瓦を積上げて側壁を補足 している。さらに,廃絶前にはすでに暗

渠内に瓦片,課を詰めて盲暗渠 として,背面軒下部は丸瓦を利用 した暗渠に変えていた。

北側濤は堰板を木枕でとめた側壁をもち,改修を受けている。前期の側濤は小子房北側柱心 側  溝

から南側壁まで約 1.45m,溝幅は 50cm,深 さは 40cmほ どである。後に溝全体を北側に 10Cm

ほど,位置をずらし,改修後の堰板は長さ6m前後で丸太や割材の杭でとめている。

束妻側濤は北半が堰板濤で,小子房東側中央部で十字廊南側溝の延長部と連なる。濤全体は

北側溝と同様に当初よりも東に寄せて拡幅され,当初の溝は幅約 40cm, 側柱心から溝側壁ま

で 1.35m,拡 幅後の濤は 50cm,側柱から溝側壁まで 1.50mで ある。束妻側濤の堰板は北半部

のみで,南半部は素据 り濤にな り,北半と同様に束へ寄せて幅をひろげる改修が行われている。

南側溝は小子房南面全体に引通されずに,各房付属屋部分で途切れて,小子房内の暗渠に通

じる。小子房の東端房と,第 3房で幅 30～50cm,深 さ 20cmの素堀 り雨落溝が検出され,小

子房南側柱から溝心まで約 1.2mである。

このように,北側溝と南側濤では偵1柱からの出が大きく異なる理由は,堰板溝と素掘 り溝を

使いわけていることからみると北半部の堰板濤は小子房の雨落溝としてよりも主〕F水溝として

小子房の軒の出とは無関係に決められたと思われる。また,小子房の梁間 (14尺 )か ら考えて

も,南側溝の出 (4尺)を軒の出とみた方が妥当であろう。

E食 堂  (PL.20 PLAN 6～ 8, 11)

i概   要

食堂は,長和の『縁起』によれば「長14丈,広 5丈 4尺 5寸,柱高 2丈 5寸」で,九間四面

の平面をなし,屋根は束屋 (寄棟造)であった。また扉口は,正面に九戸,背面に三戸あ り,

左右両袖には脇問が設けられていたといわれる。この食堂は天禄 4年の火災で焼失したが,そ

の後別当増祐によって再建されたとされ,『巡礼私記』に再建食堂は九間四面,瓦葺 であった

と記されている。食堂の位置については,『今昔物語集』に記された堂塔の順序から講堂 の北

にあったと推定されている。 しか し, この再建の食堂がいつ頃失なわれたかは明らかでない。

昭和44年に食堂の東西基壇地覆石の一部が発見されたのを皮切 りに,翌年には,正面階段部

分,北面西寄 りの基壇地覆石および玉石数の雨落溝の一部が発見され,部分的ではあるが,基

壇と周辺の状況が明らかとなった。更に昭和49年の調査で,食堂西面の基壇地覆石,玉石数の

犬走 り消よび雨落溝を検出したのを始め,食堂の西側柱列の礎石下地業と礎石抜取 り跡を検出

し,一部では礎石根固め石も残存 した。これらによって食堂の柱間寸法は梁行身舎 14.5尺 庇

12.5尺 ,桁行全長は 140尺 と推定され,長和の『縁起』にいう当初の食堂の平面寸法とほとん

ど一致することが明らかとなった。『縁起』によると天禄 4年に火災焼失 ののち, 寛弘 2年
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(1005)に再建されてお り, このときに比定できる屋瓦も数は少ないが出土 しているので,食堂

は十字廊とともに再建されたものと思われるが,検出した遺構からは再建を直接裏付ける資料

は得られていない。

五 基壇 の規 模 と築成 方法

食堂基壇を現地表面下約 80cmで検出した。後世の削平を受けて,基壇外装は凝灰岩地覆石

が部分的に残っているにすぎない。地覆石は上面が摩滅 した状態で,南面中央の石階位置,基

壇西面北寄 り,北面西寄 りおよび南面束端に残存 していた。東面では地覆石をすべて抜き取 っ

たため,基壇の東西長は正確には明らかでない。南面中央の石階の南北軸を中心に折 り返す と

地覆石外側間で約 47.4m(160尺 )と なる。南北幅は,地覆石外面間で約 21.8m(74尺)である。

地覆石の寸法は,長 さ0.7～1.2m,幅 25～28cm,厚 さ約 18cmである。上面は摩滅 し,羽 目

石との仕口はみあたらず,北面地覆石の前面から 15cmほ どの風触差から羽目石が当っていた

こと力＼わかる。

基壇周囲には,玉石敷の犬走 りと雨落清がある。発掘 した範囲では,基壇北面や束面は残存

状態が悪 く,正面石階部や西面中央部は残 りが良い。犬走 りの幅は北面 95cm,西面 85cm,

東面は側濤の玉石抜取 り跡を残すだけで犬走 りは削平されているが,90Cm前後と推定される。

雨落濤は犬走 り蔦石を内側の狽1石 とし濤底には玉石を 3列に敷き詰めている。溝幅は西面で約

55cm,南 。北面約 50cm,深 さは犬走 り側約 10Cm,外側 5cmほ どで,各面とも消よそ一定

下ている。なお,束面では束僧房との間の側溝西肩に沿って,6mほ どの鞄囲で食堂の垂木落

下痕跡を検出した。疲跡は一列でほば角穴, ピッチは 30～36cmである。

南面中央部には幅 3.80m,出 70cmの 石階を設けている。石階内部にも地覆石を引通 して ,

これに上面を揃えてイf階地覆石を付け加える。耳石受けの柄穴はないが,かな り摩滅 している

ので消滅 した可能‖:が大きい。石階地覆石幅は基壇地覆石より大きく, 東 。西側面で 35cm,

前面で 25～30cmである。前面地覆石は南側ほど摩耗著 しく,前面が一様に欠失してお り,当

初は南狽1の玉石に接 してイf階前面の地覆石幅は側面と同じ35cmであったと思われる。 したが

って,石階は出が 75cm(2尺 5寸),踏面
‐
2受h3段 と推定され,蹴止げを踏面 と等 しい とす

ると,基壇高さは地稜の見付け高さ 10cmほ どを加えて約 85cmと なる。

基壇西面の南寄 りにも石階の取付いた及跡がある。基壇の西側では玉石濤と犬走 りの石敷の

遺存状態がかなり良いが,基壇中央部では,地覆石南から北へ 3mか ら 6.5mにかけての約

3.5mの間には,雨落濤の東側壁から基壇前面にかけて犬走 り上面より高 く土層が残るにもか

かわらず,犬走 りの玉石敷きを据えた痕跡はない。この位置はちょうど食堂の南面庇通 りと一

致 し, また,僧房基壇南面への通路にもあたるところから, ここに石階が設けられたものと思

われる。この石階の南半部には,基壇地覆石の抜取 り跡が残る。

南面中央石階の場合は,雨落溝側石の北側に石階前面の地覆石を添えているが, この石階で

は雨落溝側石の抜取 りの痕跡が 1箇 所に しかな く,遺構面の高さからみても,石階前面の地覆

石 (段石)が直接雨落溝側壁を兼ねていたものと推定される。

西面石階の規模は犬走 り石敷間のあきを石階幅として 3.5m,出 は犬走 り幅と等 しく約 0。 85

mと 推定される。東面の石階についても西面と対称の位置に同規模 。同形式のものがあった も

のと考えられるが,基壇地覆石や犬走 りとともに痕跡を留めていない。
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南面中央階段から南方の講堂へ通 じる玉石敷の参道が検出された。この参道の幅は食堂前面

および講堂背面の石階幅と同じ3.8mである。参道石敦面は中央から東・西両側に向って緩 く

水垂れ勾配をつけ,両側の見切 り石は縦長の玉石を揃えて丁寧な仕事をしている。

� 礎 石据 付け地業

基壇は,掘込地業をせずに,周辺と一連の整地上上に築成されている。すなわち,黒灰色粘

上の地山上に厚さ 5～20cmの 整地上を層状に積重ねている。 この整地土は最大で約 60cmほ

ど残存するが,地覆石は地山面から約 40cmの 高さに据えられ,基壇内は主として粘土,粘質

土を厚 ぐ盛土して版築を施 してはいないようである (Fi3 24)。

基壇西端で,食堂西側柱の礎石据付け掘形を 4個所検出した。掘形は 1辺約 2.5mの 隅丸方

形で北西隅と中央柱の掘形中央部には,礎石抜取 り穴があ り,北隅柱掘形には根回め石が残っ

ている。掘形の残存深さは,北西隅で 50cmほ どで,中央掘形はこれより30cmほ ど浅い。掘

形埋土はいずれも粗砂で,中央掘形には底部に瓦片を混入 している。

これらの据形配置から,食堂の梁行柱間寸法は身舎 2間 各 14.5尺,庇 12.5尺,梁行全長 54

尺,側柱心からの基壇の出は四面等 しく10尺 と推定できる。 したがって,基壇束西長が 160尺

であるから,食堂桁行全長は140尺 となり,桁行柱間は 11間で,中央間を十字廊に合わせて15

尺,他柱間を12.5尺等間に復原することができる。

F十  字

i概   要

顔「 (PL.41,42, PLAN 6・ 7)

十字廊は,長和の『縁起』によれば,「束西 14丈 1尺,南北 5丈 6尺,柱高 9尺 2寸」で食

殿ともよばれた。

『縁起』の,他の建物の寸法記載法と異な り,「長」「広」とはいわずに「束西」「南北」とな

っていることと,その名称からみても十字形であると考えられる。また十字廊は食殿とよばれ

ていたことから食堂の近 くにあ り,特に天禄 4年の火災が食殿の堂童子宿所か ら出火 し,食

堂・講堂・三面僧房・四面廊・中門 。大「弓と南へ延焼 していることから食堂の背後にあったと

推定されていた。

昭和53年の発掘調査で,十字廊の西半部を検出して位置や規模が明らかになった。すなわ

表土(バ ラス混 )

‖:6100m 整地上

旧耕土

焼土・崩壊土 。堆積土

灰色砂混粘土

"
石据仕掘形

Fig。 24 食堂西妻柱通引ヒ隅土層図
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ち,十字廊は食堂の背後にあ り,桁行11間,梁行 2間 の東西棟の中央間前面に 3間,背後に 1

間の張 り出しのある平面十字形の建物であ り,食堂とは桁行全長が等 しく,両妻の柱筋を揃え

て並び建つ。

また,十字廊の創建の時期は,基壇西北に堀られた井戸が廃絶した奈良時代後半頃に求めら

れ,天禄 4年の火災で焼亡 した後再建されなかったことも明らかになった。

� 基  壇

基壇は,後世にかな り削平されてお り,礎石はすべて抜取られていた。また基壇上に大きい

土城が堀られるなど部分的に攪乱されている。

基壇基底部は掘込み地業をせず,青灰色粘質上の地山をほぼ水平にならした上に,茶褐色の

山土を主に 30cmほ ど積上げ,そ の上に凝灰岩細片混 りの黄褐色砂質土を置いて築成される。

基壇外装は凝灰岩の羽日石を直接地面に立て並べて葛石を受ける形式であったと推定される。

羽日石の寸法は,長さ55cm前 後,厚さ 15cmほ どで,上端はかなり摩滅 していたが,底から

の高さ 20～ 50cm程遺存する。基壇南面の羽目石の一部には底に平瓦を敷き,羽 日石の高さを

調節 している。羽日石底部は南面を北面より約 20cm低 く据えている。なお用途不明の仕口を

もつ羽日石が北面入隅脇に 3個 ,南面入隅端に 1個あり,建設時,ま たは修理時の転用材と考

えられる。

発堀区束寄 りで基壇南側・北側の羽日石列はそれぞれ南と北に直角に折曲 り,基壇は南と北

に十字形に張出すことがわかった。張出しの取付き部分は,南では後に南面雨落濤を東西に引

通 したために破壊されているが,北では北面入隅端の羽日石に張出し部の羽目石を組合わせて

いる。十字廊基壇と食堂基壇との取 り付き部分は発掘区外となるが,羽 日石の西狽1に幅約 30cm

の犬走 りとその西に幅約 30cmの玉石敷のΠj落溝があり,基壇は食堂基壇に直接取付き,犬走

りと雨落濤は食堂背面にまわっていたものと考えられる。

東西廊の基壇規模は羽日石外面間で南北 8.2m,東 西は伽藍中軸線で折返 して約 43.9mと

推定される。南北廊は基壇推定幅 7.8mで,南端は食堂基壇に接続 し,束西廊と食堂の基壇間

は約 9.2mと 推定される。北面の南北廊張出しの状況は,一部南北 トレンチを入れたところで

は後世の攪乱で不明である。

束西廊の側清は基壇羽日石が内側の側壁を兼ね,外方の側壁は南側溝は堰板を,西側溝は玉

石を用いている。北側溝は攪乱のため残っていないが西側濤と同形式であったと思われる。南

側濤は西にのびて西小子房の雨落溝に続き,西小子房東妻で北へ折曲る。中央では十字廊南北

廊基壇を横断して束へ続 く。南側溝の堰板護岸は改修後の形式で,当初は西側溝と同じ玉石の

側壁であったと思われる。

� 平  面 形  式

十字廊の礎石はすべて抜取られて,基壇面は削平を受けているが,十字廊 の西半 の桁行 4

間,梁行 2間分の束西廊礎石据付け据形と根固め石を検出し,ま た,南北廊は西側柱 3間分の

礎石据付け掘形を検出した。掘形は,隅丸方形で一辺長 1.0～ 1.5m,残存深さ 0.3～ 0.6mで

ある。基壇上をいったん積上げた後に据られてお り,堀形最下層に瓦片を混ぜて粘質土と砂質

土を互層に 3層突固め,さ らに人頭大の川原石を根固め石に用いている。東西廊西側柱の掘形

δ0
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は,食堂め西側柱掘形と揃えていることから東西長は食堂と同じ約 41.5m(140尺 )と 推定 さ

れる。伽藍中軸に対 し対称な平面とすれば,東西廊は,桁行11間 ,梁間 2間 で,南北廊は南に

3間,北に 1間張出した平面十字形の建物が復原できる。柱間寸法は,東西廊桁行が中央間15

尺,順次14尺,13尺 とな り脇 3間を12尺 とする。梁行は17尺 で 2間,各 8尺 5寸。南北廊は南

側桁行 3間 10尺等間であるから,『縁起』に記載された南北 5丈 6尺から計算す ると北に 9尺

1間のびることになる。基壇の出は,束西廊 。南北廊とも桁行で5.5尺,東西廊西妻で4.5尺で

ある。柱間の地覆などは削られて残存 しない。

� 十字廊 周辺 の遺構

十字廊基壇の西北隅と一部重複 して基壇築成以前の井戸 SEl_tl(PLAN 6)が あ る。 井戸 の

周辺には東西約 5.Om,南 北約 4.5mの方形の木枠で囲んだ砂利敷きの遺構がある。井戸の枠

組は十字廊の建設に伴なって西方に約 3mほ ど移されたために,旧井戸の北辺と東辺の砂不J敷

と木枠だけが遺存する。木枠は北辺 3枚,東辺 2枚で板の長さは束辺北側が 2.9m,他は等 し

く2.lm,成 25cm,厚 1.8～ 3.Ocmでぁる。隅は板を留にして,直径 10cmほ どの九太を四

半分欠取 り,木枠の隅を外側から押え,中間の板の合わせ IJに は外側に木枕を打って押えてい

る。東側の木枠の中央には,内側に 1辺 90Cmの枡をつ くり,その西側板から西方に木製の樋

(長 さ150 cm,幅 25cm,深 さ29cm)が通 じている。樋の途中に水をlE止めるために使用されたと

思われる木材 (高 さ55cm,幅 25cm,厚 さ15cm)が ある。

十字廊創建以前の井戸 SEIBlの 堀形 (PLAN 6,PL 63)は 1辺約 6m,深 さ2mで ,こ の据形

の西側に重複して新たに束西 6.3m,南 北 3.5m, 深さ 2mの加形が掘られてお り,西寄 りに

内径束西 1。 95m,南北 2mの 井戸枠 3段が残る。

なお,十字廊の北側には土城や近世の束西構 。上水施設がある。上水施設は直径約 60cmの

円形井戸から孟宗竹の導水管を北に引き,導水管の接合点,分岐点に木製ジョイン トを用い ,

分岐導水管には木樋を用いている。そ して十字廊の南北廊基壇北端の雨落溝推定位置を束方に

引通 している。

十字廊の創建時期は,基壇西北部にある井戸が基壇築成にあたって西側に造 り替えられてお

り,その時期が出土遺物から奈良時代中頃と推定されるので, この頃と考えられる。

また廃絶の時期については,長和の『縁起』に,天禄 4年焼失ののち別当増祐によって寛弘

6年に再建されたと伝えるが,遺構の状況からは,十字廊がもとのままに再建されたことを示

す証拠は得られなかった。

G経 楼 ・ 鐘 楼 (PL。 44・ 45,PLAN 9。 12)

i概   要

経楼および鐘楼の位置は,南都諸大寺の伽藍配置から推察して,講堂付近に対称の位温にあ

ると考えられ,回廊内に置 く見解と回廊外に置 く見解とがあった。また束西の楼のどちらを経

楼あるいは鐘楼にあてるかについても意見が分かれている。長和の『縁起』によると,経楼は

長さ 3丈 7尺,広 さ2丈 5尺,柱高 3丈で俗に大経楼と呼ばれ,鐘楼もこれと同規模で, とも

に天禄 4年の火災に焼失した。この時鐘も失われたので勝光寺の鐘をひきとって西の岡の上に

懸け,その後長和 5年に興福寺別院の建法寺の鐘をひきとり,鐘楼跡に仮屋を建ててこれを懸

SE(A)

SE(B)
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けたといわれる。ちなみに,「薬師寺伽菫古図」 (江戸時代,復原的に描いたものか)では東側が経

蔵,西側が鐘楼になってお り,「薬師寺絵図」 (江戸時代初期)では西側に鐘楼 (東側の経蔵位置は

欠損)を描いている。また,延宝 2年 (1674)正 月に郡山本町九条屋貞慶尼が施主になって鐘楼

を金堂の東の位置に移 し建てたとされる (『縁起国史』,『薬師寺志』)。 これが,昭和46年 まで金堂

の東にあったもので,復興事業にともなって,鐘楼は現在地 (経楼跡)に移建された。 したが

って,鐘楼が西側で,経楼が東側に位置 したものと考えておきたい。

� 経   楼

経楼跡の発掘調査は,昭和44年に回廊内の東北部分に数本の トレンチを入れ調査 したが,遺

構は見あたらず,経楼は回廊外にあると推定された。昭和45年,北面東回廊の北側で,東西に

並ぶ凝灰岩切石列を検出し,翌46年に再度この地点を中心に トレンチを拡げた結果,経楼基壇

の南辺と東北隅,北面階段位置などを確認 した。この結果,経楼基壇の規模は, 東西約 15.9

m,南北約 19,7mで,南北中央に階段がある。昭和 49年に検出した鐘楼基壇では,西面にも

石階があるので,経楼の石階も四方に付 くと考えられる。

経楼基壇は水田耕作面下約 40cmで基壇南辺の凝灰岩切石列と南・北辺基壇中央石階裏込め

土壇および基壇東北隅土壇を検出した。南面の凝灰岩切石は長さ40～70cm,幅 15～20cmで
,

その形状から羽日肩を直接地上に据えたと思われる。羽日石の上面はいずれも摩滅し,束へ行

くほど成が低 くなる。西端では北に折れて西南隅が明らかにな り,西面の羽 日石の本目が延び

て南面の羽日石がこれに突付けとなる。東南隅は後世の攪乱で凝灰岩細片となっているが基壇

は北へ折れ曲る。基壇南面中央部分は,羽 日石が通らず,基壇土が張出してお り, ここが階段

と考えられる。張出し部の寸法は両脇羽目石のあきが 2.87m,裏込上の張 出しは約 0.7mで

ある。北面中央の石階襄込土の張出しは,束半部を検出し,東西幅は,南辺と同幅と推定され

る。出は約 1.4mで I衛 辺と異な り,基壇羽目石の据付け面の高さは南辺と北辺でほぼ同じであ

るから,石階の出も同寸と考えられ,後述の鐘楼石階と同規模・同形式に考えて差支えない。

張出し中央部を一部南北にたち割ったところ,北辺に接 して約 20cm下層に幅 45cm,深 さ25

cmの束西構を検出したが, 経楼基壇とは関係する遺構ではない。北面石階の東側に続いて土

壇の立ち上 りが約 5cmほ ど認められた。南面羽目石外面から北面基壇土立上 りまでの距離は

約 19。 5mで ,こ の立ち上 りを羽 日石抜取 り痕跡とすれば,鐘楼基壇とほば等 しくなる。 経楼

基壇の東北隅の確認のために設けた トレンチでは基壇土の立ち上 りが南へ折れ曲り,基壇規模

が明らかになった。

五i 鐘   楼

鐘楼は昭和49年の発掘調査で経楼と対称位置に基壇の約 3分の 2を検出した。遺構面は水田

耕作面下約 95cm(海抜60,7mほ ど)である。基壇は削平を受けていたが,基壇】ヒ面から西面に

かけて羽日石を抜取った濤状の痕跡と北面および西面に石階の地覆石と段石の一部が残存して

いた。鐘楼跡一帯の地出は上層が厚さ 10～ 40cmほ どの砂層で下層に粘土層がある。鐘楼跡か

ら僧房にかけてはこの地山上に数層に分けて 40～50cmほ どの厚さに盛土整地を行っている。

基壇内の上壇は基壇周辺よりわずか 10～20cmほ どの高さが残るだけであるが,基壇内は比

較的堅 くつき固められ, また発掘区東辺の礎石位置と推定されるところでは,その下層の盛土

の中に凝灰岩片や玉石を混ぜて固めた程度の地業が認められる。
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北面石階の大きさは地覆石外面間で幅約 3.10m,出 は約 0。 75mである。地覆石の形状は ,

長さ65～75cm,幅約 30cm, 高さ約 25cmで, 旧地表面下に 10cmほ ど埋められ,見付成は

15cmほ どと推定される。前面の地覆石は 4個で石階幅いっばいに引通 し,東・西側面地覆石

をその内側に据えている。前面地覆石の両端には,耳石受けの柄穴 (15～ 18cm角,深さ3～4cm)

があり,納穴中心間の石階幅は 2.67m(9尺 )である。基壇北面の羽目石はその抜取 り穴の状

況からみると,石階内部には通らないで,石階側面地覆石に突付けとなる。 2段 目の段石が束

端に 1個体残る。上面の摩耗が著 しくもとの高さは分らない。この段石は地覆石 と同様に幅

30cmで あるから,石階の出 (約 75 cm)は 3段で,踏面幅は 25cmと なる。

西面石階は北面石階より規模が大きく, 地覆外面間約 4.15m(14尺 )である。地覆石の形状

も北面石階よりやや大きく,長 さ 1.0～ 1.3m,幅 35～40cm,成約 25cmである。地覆石の配

列も北面と異なって,両側面地覆石を石階前面まで延ばし,その内方に 3個 の前面地覆石を据

えている。耳石受けの檎穴は北側には無いが,南側地覆石の納穴 (1辺約 15cm角)は地覆石の

中心よりやや内方に寄 り,柄穴心から地覆石南側面まで約 20cmである。 したがって,柄穴心

を耳石の中心とすると,耳石心々間は約 3.7m(12.5尺)と なる。二段目の段石が地覆石と7cm

ほど重なって 3本分残存する。破損著 しいが,長 さ 80cm前後,幅約 35cm,成 20cm以上で,

断面寸法は地覆石と同じと推定される。踏面幅は約 30cm(1尺 )で,石階の出は 3段 3尺 とな

る。段石の蹴上げと葛石のせいを地覆石と同じ約 25cmと し,地覆石の見付成を北面石階と同

様に 15cmほ どとれば,石階高さ,すなわち基壇高は約 90Cm(3尺)で石階の出と等 しくなる。

基壇西面羽目石の抜取り痕跡は,幅約 80cm,深 さ 5～ 15cmほ どで北面より幅広 く,石階内部

を薄状に貫通しており,石階羽日石はこの濤中に 20cmほ ど突き出た形になっているが,や は り

地覆石を置かず羽日石を直接立てたのではないかと思われる。石階内部の濤状中には凝灰岩破

片が多 く混入 している。北面石階では基壇地覆を引通していないこと,お よび石階形式が北面と

西面で異なることなどからみて,基壇西面には当初石階がなく,の ちに増設 した可能性もある。

石階が基壇四辺の中央にあるものとして基壇規模を復原すると羽目石外面で,東西 15.68m

(53尺 ), 南】ヒ19.25m(65尺 )と なる。

東辺では 2個所に基壇積土中に玉石や疑灰岩片の入るところがあり,西面石階耳石の通 りと

も揃 うので,桁行中央間柱間寸法を西面石階耳石心々と同じに考えると12.5尺 となる。長和の

『縁起』に見える長さ3丈 7尺,広さ 2丈 5尺の記事と併せて考えると,桁行 3間,梁行 2間

で各々12.5尺等間と考えられる。そ うすれば,基壇の出は 4方等しく14.5尺 とな り,手先の出

の多い組物を用いたことが認められ屋根は入母屋造 りとしたと思われる。

H 回    廊 (PL.46～49,PLAN 12・ 15。 17■ 8・ 21・ 22)

回廊については,昭和29年の中関の発掘調査では中問東側の取付き部を検 出 し,基壇幅か 既往の調査

ら,回廊が複廊であることを指摘 した。その後杉山信三氏等による回廊東面 。同東北隅・同西

南入隅部の発掘調査が行われた。昭和43年は東塔東方と回廊東北隅に,昭和44年には西南入隅

17)『 日本建築学会論文集』第49号,昭和30年 3

月,「薬師寺南大門及び中門の発掘」大岡実・村

田治郎・福山敏男・浅野清。本報告書「付章」。

18)『仏教芸術』74号,「薬師寺の最近の発掘調

査」杉山信三,松下正司,阿部義平。
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部に発掘区が設けた。昭和43年 の調査では複廊の礎石抜取 り穴を検出し,薬師寺回廊が複廊で

あったことを確定的なものに した。昭和43・ 44年の調査では,それぞれ凝灰岩切石による基壇

外装を検出している。 この発掘調査によって,回廊は桁行14尺 ,梁行各10尺の複廊で,回廊の

基壇外装は凝灰岩切石であったことが知られた。その後,昭和49年官上茂隆氏は薬師寺創建当

初は,回廊を単廊で計画 したこと,複廊が東西回廊で柱間数が異なる点を想定 している。さら

に,奈良国立文化財研究所が昭fr149年 に西面回廊の一部を調査 したが,後世の池状遺構で基壇

は確壊されていて遺構は確認できなかった。ついで昭和57年度の中門の発掘調査では,中門東

に取付 く複廊の礎石抜取 り穴を検出した。回廊での発掘調査面積は小範囲にとどまったが,中

関脇の複廊の桁行柱間は14尺の完数とはならず,12尺強と考えられ,中門の取付き部分で柱間

を調整していると考えられた。

昭和60年の回廊の発掘調査では,基壇・柱間寸法などの復原資料を得るとともに回廊の方位

が伽藍中軸線に対して振れているかどうかを知るために南面回廊・回廊東北隅・回廊西南隅の

計 3個所で発掘調査を行った。まず従来の成果から想定できる複廊の礎石抜取 り穴や基壇外装

を検出した。この成果に加えて,注 目されたのは,複廊に先行する単廊の礎石抜取 り穴を検出

したことである。また,回廊内の水を排水する暗渠施設を検出したこと,中世以降の小規模建

物と考えられる礎石および礎石抜取 り穴を検出したことなども成果と考えられよう。

i 回廊地 区 の検 出遺 構

三発掘区で検出しているので,発掘区毎に遺構の状況を報告する。

1.束南隅地区 束院堂の西南部では,昭和30年代後半まで存続 していた近世の池のため,

回廊基壇南辺は大きく破壊されている。遺構検出面より上層は細砂層が厚 く推積し,何度も水

が流れて冠水したことを示す。

検出した回廊は単廊及び複廊の礎石据付け穴 。礎石抜取 り穴,複廊基壇である。単廊の遺構

面を複廊の基壇上が覆 うことや,単廊の礎石抜取 り穴を複廊の礎石抜取 り穴が切ることから単

廊の礎石抜取 り入が先行することが明らかである。南面回廊のうち中門に近い部分や東面回廊

の両側では複廊基壇の凝灰岩基壇外装を検出した。

単廊の礎石抜取 り入は径 0.8～lmの円形の穴で,礎石据付け穴と重複 している。礎石据付

け穴は底部がわずかに認められたが,単廊の礎石抜取 り穴の埋土と単廊基壇から複廊基壇へ拡

幅した際の基壇土は同一と認められ,単廊の礎石抜取 りと基壇拡幅の工事は同時に進行 してい

る。基壇を染行方向に断割 り,断面上層を観察すると,単廊の基壇は地山をいったん削ってほ

ぼ水平にならし,そ の上に,基壇土を積上げている。この基壇の両端はなだらかに下っていて,

単廊は基壇外装工事に至らなかったと判断できる。

中門の東約 15mほ どのところで,地山直上に東西に並ぶ瓦敷列を 3.5m検出した。 (Flg。 25)

その東 3.5mの トレンチでも同様の瓦敷列を検出し,瓦敷列は一部途切れるが,少な くとも延

長 7mあ る。単廊外側柱心から南へ 2mほ どの位置である。この瓦敷列は平瓦を主とし,丸瓦

を一部含み,軒瓦も混在 している。この瓦敷列の位置は,単廊基壇の南端に当るので基壇築成

19)『 日本建築学会論文報告集』第209号,昭和48

年7月 ,「薬師寺仏門・回廊の規模形態と造営

事情」宮上茂隆。二罫證モ紀害ご琴捨尾曜略謀盟:廊

び翠

20)『昭和49年度平城宮跡発掘調査概報』p.37。

21)『昭和57年度平城宮跡発掘調査概報』p.65。

2か『昭和59年度平城宮跡発掘調査概報』p.60。



2 遺 構

時の見切 りか,伽藍造営時の最初の地害J計画に関連するものと考えられるが,いずれかは断定

はできない。

復廊の礎石抜取 り穴は 2時期あ り,上層は 30～40cmの 円形穴,下層は長さ lm,幅 60～70

Cmの 長円形であ り, これに礎石据付け穴が重複 している。据付穴は 1.5mの隅丸方形である。

この礎石抜取穴を断割って観察したところ,穴の底部には瓦を敷いている。東南隅区の南中央

部では,中 世の瓦沼が基壇上面を破壊 していて,単廊・復廊の礎石抜取穴などは検出できなか

った。複廊の基壇は,単廊基壇として造成された土壇を両側に拡幅 して築いている。

基壇外装の遺存状況の良好なところを観察すると,(F竜。26)長 さ80cmほ どの長方形断面の

凝灰岩の上に,凝灰岩の崩れた塊がある。長方形断面の石は羽 :1石 ,塊状の石は再石と考えて,

基壇外装は地覆石を用いず地面に羽日石を直接据えて立ち上げ,葛石を置いたと考えられ,昭

和47年 の東塔東方での回廊発堀調査の所見と一致する。中門1易 では地覆石を据えていて,回廊

での所見と異なる。中門脇の回廊基壇外装の地覆石がどこまで束へ延びるかは不明である。回

廊基壇の羽目石はどの石もほば一様に前面の上角が欠損 し,外側へやや傾いているものの,原

位置は保持 している。 羽目石は復原すると縦 45cm・ 横 20cmほ どの長方形断面である。蔦石

は砕けていて当初の位買,大きさを知ることはできない。東南隅区では複廊礎石位置の中間に

小据立柱穴 6個所を検出した。いずれも30cm前後の小さい穴で複廊を建設する際の足場穴と

考えられる。

東塔の南辺付近では回廊基壇上面に凝灰岩切石 2個所を検出している。復廊棟通 りにあたる

位置のものは,棟通 りが連子窓・下方腰壁と想定されるので,壁下の地覆石と考えられる。切

石の一つの大きさは,長 さ 110cm,幅 45cm,厚 さ 15cmほ どである。また,そ の東方にある

約方 lmにわたって広がる凝灰岩は,上面がほぼ水平に残 り,布 同地が認められるので,複廊

の六面は凝灰岩切石で舗装されていたと考えられる。束塔の束の回廊の西側では玉石が南北に

廊複

足 場 穴

Fig.25 瓦
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面を揃えて並び,の こりがよいが,回廊の東側では玉石が散乱 した状態であった。東塔束方以

外では雨落濤外側の玉石列は検出できず,いずれも後世の破壊を うけている。検出した東面回

廊の東西両側の雨落濤は,基壇外装を雨落濤の内側縁石とし,雨落溝の外側を玉石列とするも

のである。この玉石列は束塔束でも検出している。薬師寺における既発掘調査の所見から,当

初は外狽1縁石も凝灰岩であったと推定されるので,玉石列の雨落溝は後補であろう。中門束脇

は基壇面が高 く残るので,中 門基壇に向って回廊基壇が高 くなっていたと考えられる。

中門束方では複廊の桁行の柱筋に揃えて,各柱位置のほぼ中間の位置に,礎石及び礎石抜取

穴を検出した。柱間寸法は約 4m, 4間分ある。この遺構は再々建回廊か,あ るいは奈良時代

の複廊礎石をも利用 した桁行柱間寸法の狭い納経所風の建物かもしれない。後述する西南隅区

で検出した暗渠 と対応する位置に,東南隅でも近世まで流れていた幅流れていた幅約 80cmの

東西水路がある。設置時期はわからないが, この位置に暗渠があ り,同 じ位置に重複して近世

まで水路があったと考えられる。

複廊の礎石抜取穴は 2時期認められて,上層の抜取穴埋土には瓦片を含み,締まり具合がゆ

るい。これには17世紀初頭の時期の上器片を含むので, 2回 日に礎石を抜取 ったのは17世紀初

頭と考えられる。

2.束北隅地区 東北隅の発掘区は,昭和43年に杉山信三氏によって発掘調査が行われ,そ

の際複廊の基壇外装や礎石抜取穴 4ケ 所を検出している。このとき,基壇の東外側では軒瓦が

並んで落下した状況を発見 した。束北隅区は,全体に削平されていて遺構ののこりが悪いが ,

昭和60年の発堀調査では単廊・複廊の礎石抜取穴や基壇拡幅の痕跡などを検出した。東北隅区

では,単廊の礎石抜取穴 7個所を確認したが,入隅部から南 1間 日の西側柱位置では,後世の

攪乱により破壊されている。単廊東西列の礎石の中心線は複廊の中心線と揃っているのは南面

Fig.26 東面複廊東側基壇外装
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回廊と同じである。礎石抜取 り穴は深さ5cmほ どしかのこらず,いずれも浅い。

複廊礎石抜取 り穴は深い所で 10Cmほ どと極めて浅 く,入隅部では抜取 り穴を検出できなか 複

った。東北隅区で検出した凝灰岩基壇外装は長さ60cmの凝灰岩で,こ の石の下に玉石を根石

として並べている。今回検出できた基壇外装は,東南隅区にのこる当初の基壇外装と比較 して

観察すると,当初の羽日石を横にして再利用していると判断できるので,当初の基壇外装が荒

廃 したために修復 していると推定できる。基壇の東外側では瓦堆積を幅 50cmで検出した。昭

和43年に発見した軒瓦落下状況から東へ続 く部分である。複廊の基壇入隅の内側で基壇外に接

する位 14-には,L字型の濤があ り,溝埋土には瓦を多 く含んでいた。この溝は後世の回廊に伴

う溝と思われるが,性格は不明である。東北隅区でも単廊用に造成した基壇の両側に拡幅して

版築を行い,複廊基壇を造成 していることを確認 した。

3.西南隅地区 この発掘区の南辺,西辺には後世の池・溝があり,基壇の南と西の基壇外

装を破壊 していた。 しかし回廊基壇は遺存していて,単廊礎石抜取 り穴,複廊礎石抜取 り穴 ,

複廊建設の足場穴,暗渠排水路などを検出した。単廊礎石抜取 り穴は 4個所検出した。西南回 単

廊の西側柱通 りの礎石抜取穴は検出できず,西側の礎石抜取 り穴は削平されてしまっている。

西南隅の南側は,近年まで存続 していた池によって削 り取られている。単廊基壇用の上垣も確

認 してあり,基壇外装までの工程には至っていない。

複廊の礎石抜取穴は南の池で破壊された 1ケ 所を除いて想定される位置13個所すべてで検出 複

した。この礎石抜取 り穴の底部には瓦を数いている。複廊の礎石位置のち ょうど中間に,約 30

cmの方形の小堀立柱穴を検出した。複廊を建設する際の足場京と考えられる。 南面棟通 り西

端柱間には凝灰岩切石の地覆石があるが,上部を削平されていて石の底がわずかに 2～ 3cmほ

どしかのこっていない。切石の大きさは東南隅区の棟通 り地覆石と同じである。複廊基壇はこ

こでも単廊として築造 した土壇を両側に拡幅 している。西南隅発掘区の束南で,南面回廊基壇

外装に使われた凝灰岩列を,長 さ3.5mほ どにわたって検出した。北側の基壇外装は昭和44年

の調査でも検出している。石は大小があり,原位置を保持 しているとは思われず,束北隅と同

様に基壇外装を積み替えていると考えるのが妥当であろう。西南隅入隅の角に回廊をT竹北に横

切る幅 lmほ どの清があ り,溝の内側には凝灰岩片や粉状の凝灰岩が散在していた。濤の肩内

側には幅 5cmほ どの小溝があ り,羽 日石にあたる凝灰岩切石の痕跡で,こ の溝はもと凝灰岩

ユ _ ________― 一――」と__

廊

廊

Fig.27 回廊西南隅区・瓦製暗渠
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石組暗渠であ り,凝灰岩を抜き取っていると考えられる。暗渠跡の濤埋土から出土 した遺物の

年代から, この溝は11世紀頃まで存続 していた。

瓦製土管  西南隅入隅の角にはさらに幅 lmの東西溝がある。瓦製土管を使用した暗渠施設(Fig.27)で ,

12世紀頃と推定でき, この頃にも西面回廊が存続 していたのであろう。

� 検 出遺構 の ま とめ

三発掘区での成果をまとめて回廊の遺構についての所見を整理する。

1.単廊 金堂の発掘調査成果に基づいて単位尺 0,297mと すると,単廊は桁行12.5尺梁行

12.5尺である。ただし中門取付部は柱間寸法が異なる。中門桁行17尺 , 5間 として,単廊の中

間取付部は 2間が15.5尺を 2つ割 りするか,取付部 1間が 3尺ほどととくに狭 くなるなどの案

が考えられるが明らかでない。当初計画では中間が 5間 でない場合や,桁行12.5尺で 5間の場

合などを想定することができ,中門取 り付き部の当初計画は様々な場合が考えられ,断定でき

ない。単廊南面回廊は取付部 1間 と隅部を除いて柱間数12間 である。東南隅区・束北隅区での

柱位置を計測して割付けると,束面単廊は隅部を除いて柱間数28間 となる。北面単廊の心は,

想定講堂中心から東へ 59。 25mであり, これを 200尺 と考え講堂を『縁起』 によって桁行 126

尺とすると,北面単廊は片狽1143.25尺 となって柱間12.5尺では完数で害Jり 付けができない。講

堂取付き部分で柱間を狭 くするなど調節して害Jり 付け,計画したのであろう。

単廊の基壇盛土は,縁がゆるく傾斜 して下ることから基壇外装までは完成 していなかった。

また単廊礎石は 1つ も残っておらず,抜 き取られている。なお,中間東脇や北面回廊の一部に

複廊基壇幅より 0.8～1.2mほ ど狭 くなる位置に凝灰岩列があるが,天禄の複廊焼失後のもの

で,中世以降の土壇端部である。

2.複廊 複廊は単位尺 0.299mと して南面複廊では桁行13.5尺東面複廊では桁行13.7尺 と

考えるのが遺構によく一致する。ただし中間に取 り付 く束 2間の柱間は 3.82m,3.55mと ば

らつきがあるが,12尺に割 り付けたと考えるのがよい。複廊基壇は,単廊の基壇を伽藍外狽1に

約 1.5m,内側に約 2mと 両側に拡幅 している。南面複廊 。北面複廊は単廊の棟通 り位置を変

えずに建設している。 しか し,東面複廊は南面複廊の隅に合わせて北へ折れ曲っているよう

で,束面複廊の柱筋は下層の単廊の棟通 りや柱筋に揃えてはいない。

複廊の基壇幅は基壇外装外面で計ると,束面回廊では約 10.3mあ り,中門東の南面回廊で

は約 9.80mでゃゃ狭い。基壇幅を34尺 とすれば梁行 2間 10尺 であるから基壇の出は 7尺 とな

る。束面複廊は東南隅と束北隅を引き通すと,南北中軸線に対 して北で束へ 0° 25′ 15″ 振れ ,

南面復廊は東南隅と西南隅を引き通すと束で北へ 0° 28′39″ 振れる。南面複廊は中門東 では東

で 0° 17′ 38′
′,中門西では南へ 0° 52′53′

′
と振れが異なり,中門西方の方が振れが大きい。複廊

は,その礎石を一度据え替えていて, 2回 の抜取 りがある。上層の抜取穴の埋土は汚れた土

で,中世末から近世初期の上器片が出土するから,17世紀初頭まで複廊礎石が据えられていた

と考えられる。

� 回廊の造営と変遷

『縁起』によれば,回廊は天禄 4年に火災に遭い,その後再建 している。単廊の基壇を複廊

に拡幅 した部分の基壇土には,遺物をほとんど含まず,焼土も皆無である。もし単廊が羅災し

期
　
鉗

『日本建築学会大会学術講演榎概集』1985, 「平城京薬師寺の造営についての一考察」上野邦―。
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たとすれば,基壇拡幅の土の中に焼土などが混入すると考えられる。また複廊基壇上面には焼

土は存在せず,複廊基壇外側の雨落溝を埋めるように焼土層がある。この所見から天禄の火災

に遭ったのは複廊であることが分かる。単廊が完成後天禄年間までの間に単廊から複廊に建替

えたとすると,それは大掛 りな全面的建替であ り, こうした変更は,回廊の火災とか倒壊など

が契機にする思われるが,そのような羅災の記録はない。 とすれば単廊を複廊に建替える契機

が見当らず,単廊が完成 したかどうかが問題となろう。基壇断面の観察から,単廊基壇は外装

に至るまでは工事は進展 していない。また単廊礎石の抜取 りと単廊基壇から複廊基壇への拡幅

作業は同時に進行 している。そこで,単廊基壇の築成が礎石を据えるところまで進行 した段階

で,計画変更されて複廊にしたと考えられる。三発堀区とも単廊の遺構を検出しているので,

単廊建設は四面とも一斉に進行 していたと判断できる。

複廊 。東面回廊を,東南隅区 。東北隅区で柱位置を計測 し, 1尺 を 0。 299mと して柱間13.7

尺で割付けると,隅部を除いて25間 とな り,東塔東側の既発堀調査成果とも矛盾はない。この

柱間数は『縁起』の東面回廊の柱間数24間 と一致せず,同『縁起』の西面回廊の柱関数25間に

一致する。東面回廊を全面発掘 していないので,束面回廊の柱間数は確定できないが,今回の

発掘調査から見る限 りでは,束面・西面ともに 25間 と考えた方がよい。『縁起』には束面回廊

に開 く楽門については記載がな く,その存在は推定の域をでないが,束面回廊に円の存在を想

定すれば,西面回廊より柱間数は少な くなることも考えられるが決め手がな く,25間 と想定 し

ておきたい。複廊 。南面回廊の桁行柱間数は,中門の取付部と隅部を除いて10間,中門の束西

両側で20間 とな り,『縁起』の記載と一致する。

天禄の火災以後の再建回廊については,『縁起』の再建の記録を手掛 りにして論じられてき

た。中門東の中世以降の建物や,西南隅区の12世紀頃の暗渠施設は,中世以後の回廊の状況を

考える手懸 りになるが,不明な点は残る。礎石は17世紀ごろまで大部分が存続 していたらしい

が,その後取 り去ってしまい,江戸時代の絵図や大和名所図絵には描かれていない。

I講 璧ヨ(PL.43 PLAN 13)

昭和43・ 44年に創建講堂基壇の束縁にあたる現講堂の束 10mほ どの地点で発用区を設け,

基壇東南隅と東北隅とを検出した。これによって基壇の南北長さがわか り,想定中軸線を折 り

返 して基壇の東西長さもほば確定する。基壇規模は東西 43.2m,南北 22.5mで ある。束南隅

区の発掘区では幅 lmの犬走 り,幅 0.4mの 玉石の雨落溝を検出した。基壇上では礎石抜取穴

を検出したが,後世の攪乱も大きく,抜 き取 り穴から柱位置を決定するのは困難である。建物

規模は東西 37.lm前後,南北 16.3m前後で,桁行は 12.5尺 ×9間,梁行は 10.5尺 ×4間 で

四周に裳階6.25尺 と考えることができる。この柱間は『縁起』に記載される講堂規模,桁行126

尺,梁行54.5尺 とはぼ一致する。

なお,講堂側面中央に北面複廊が取付 くことを確認 した。

24)前掲宮上論文では複廊桁行を14尺 と考えるの

で,東面回廊を24間 と考えて論を展開 してい

る。

25)『薬師寺伽藍の発掘調査 1968～ 1971』 昭和 52

年 6月 近畿大学理工学部建築学科杉山研究室

鳥羽離宮跡調査研究所。
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J そ の 他 の 遺 構 (PLAN 3～ 5,PL.58～ 63)

宝蔵建設に伴 う事前調査,お よびその後の伽藍整備に伴 う志納所設置,摩利支天堂移築に際

する調査は食堂と東僧房の北側で実施し,堀立柱建物,土嬢井戸等を検出した。宝蔵建設に伴

う調査地は,後に実施 した志納所設置,摩利支天堂移転に伴 う際の調査地 と一部重複す るの

で, ここで一括 して述べることにしたい。この地域は,西半部に遺構が集中し,東半部はきわ

めて少な く,さ らに東半部では後世の攪乱が著しい。東半部に見られる多 くの上媛は土取 りの

穴と思われる。

SB 030(PL.59,PLAN 5)SB 031廃 絶後,こ れとほぼ重複 した位置に建てられた東西棟,4

間以上 (12.Om以 1つ ×2間 (6.Om)の 掘立柱建物である。柱間寸桁行・梁行 ともに 3.Om(lo

尺)等間である。西妻は発掘区外である。検出した 5個 の掘形に柱根 (径 0.3m)が 残っていた。

この地域の遺構検出面は暗灰色粘質土で,柱掘形の検出には難渋をきわめ,南側柱通 り西端で

はその輪郭が明確ではなかった。

SB 031(PL.59,PLAN 5)調査区西端にある束西棟,5間以上 (9。 9m以上)× 2間 (4.8m)の

据立柱建物である。建物東南部は後世の上媛によって攪乱されていた。柱間寸法は桁行・梁行

ともに 2.4m(8.5尺 )等間である。西妻は発据区外である。検出した掘形はほぼ正方形 (1辺

0。 7～0.8m)で ,検出した 7個の堀形のすべてに柱根 (径 0。 2～0.22m)が残っていた。

SK 032(PL。 59,PLAN 5)十字廊北方の上垢である。須恵器 。土師器・円面硯が出上 した。

平城宮V期に属する。

SA 033(PL.603,PLAN 5)SB 031・ 032の東にある掘立柱南北塀 である。掘形を 3間 分

(7.7m)検 出したが,さ らに南へ延びるものと思われる。柱間寸法は 2.56m(約 3尺)である。

掘形はほぼ正方形 (1辺 0。 75～0.85m)で 1個 の堀形に柱根 (径 0。 22m)が残っていた。

SB 034(PL.582,PLAN 5)摩 利支天堂移転予定地で検出した南北棟, 4間以上 (7.05m以

上)× 3間 (6.2m)の 西庇つき掘立柱建物。南妻柱の位置は確認できなかった。柱間寸法は,桁

行 2.35m(8尺)等間,梁行 2.06m(7尺)等間である。3個の掘形に柱痕跡 (径 0.2m)を 残す。

SB 035(PL.582,PLAN 5)SB 034廃 絶後,ほぼ同じ位置に建て られた南北棟,3間 以上

(5,4m以 _十 二)× 3間 (6.Om)東庇つき掘立柱建物である。南妻柱の位置は確認できなかった。柱

間寸法は,桁行 2.7m(9尺)等間,梁行 2.Om(7尺 )等間である。 4個の掘形に柱痕跡 (径

0.25m)を 残 している。

SE 036(PLAN 5)SA 033の東 2mほ どのところにある井戸 で北半分を検 出 した。直径

1.6mの穴を掘 り,河原石や導を積む井戸である。大部分が発掘区外にあるため,上面のみの

発堀にとどめた。

SE 037(PLAN 5)1辺 lm,深 さ 1.65mの 正方形の上墳であるが,壁面はわずかな傾斜を

もちはぼ垂直で底面が 1辺 0.8mの広さをもつ状況から廃絶 した井戸と思われる。埋土はほと

んど暗灰色粘質上で,わずかに灰色粘土と砂質上が混在する。使用を止めた後,直ちに埋めら

れたものである。埋土中には多量の瓦片が混入していた。軒瓦はすべて本薬師寺式であり,他

の丸瓦や平瓦も大ぶ り硬質で本薬師寺式軒瓦に伴 うものと考えられる。 このほかの出土遺物と

して奈良時代前半の土器類,多量の木片や削居とともに出上 した 233点の木簡がある。出土 し

た軒瓦や,木簡にみえる「霊亀 2年」の年紀からみると, この井戸は薬師寺造営当初に設けら
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れ,造営工事の進展とともに廃止 したものと考えられる。この井戸は,平城京薬師寺の造営経

過を考察にとって重要な遺構である。

SE 038(PL.58,PLAN 5)SE 037の 東側には他に 5基の井戸が近接 して設けられていた。

いずれも灰色粗砂まで掘 りこみ,河原石や瓦を用いて築いたもので,出土の瓦,土器は12世紀

から13世紀のものである。SE 038は ,直径 1,4m,深 さ 1.2mの穴を掘 り,直径約 30cmの河

原石を四方において,その上に平瓦を平積みにした長方形の井戸である。内法は長辺 0.8m,

短辺 0,7mo ttSR‐みは 0,4m残るのみである。底の中央に直径 34cmの 曲物側板を据える。

SE 039(PL。 63,PLAN 5)河原石積みの上部に瓦を平積みにした円形の井戸である。上縁部

の内径 0.95m,深さ 1.25mあ り,底の中央には曲物側板を据える。 曲物側板の直径は 30cm

あるが,井戸の底が狭いため掘 りきれず,曲物側板の高さは確認できなかった。

SE 040(PL.63,PLAN 5)平 瓦を小口積みにした円形の井戸,上方に向けて広がるが,崩

壊が著 しく,良好な部分でも 0。 35mあ る。底には曲物側板を 2段に据えている。上段のもの

は直径 42cm,高 さ20cm,下段のものは直径 40cm,高さ 15cmあ る。

SE 041(PL.63,PLAN 5)底 部に直径 20cmほ どの河原石を方形におき,その上部に平瓦

を平積みにした方形の井戸である。平面形はほぼ正方形であり,上縁では 1辺 0,7m, 底部で

は 1辺 0.5mで ある。深さは 1.15m。 底に直径 28cmの 曲物側板を据えているが,井戸底が狭

いため,曲物側板の高さを確認するにはいたらなかった。

SE 042(PL.63,PLAN 5)1辺 約 1.4m,深 さ 0.3m以上の正方形の穴を掘 り,平瓦を小

口平積みにした井戸で,底の中央やや南寄 りを掘 り込んで,直径 38cmの 曲物の側板を据えて

いる。瓦積みは,遺存状況の良好なところで高さ約 0。 4m残 り,内法は 1辺約 0。 9mである。

医にのこる川原石は,瓦組みの上部に組んだものが転落 したものである。

SK 043(PL。 58,PLAN 5)SE 042の南に据えられた土壊である。直径約 lm,深 さ0.7m。

埋土中から土師器,瓦器とともに木簡が 1点出土 したが,塁痕を認めるにすぎなかった。

SK 044(PL.58,PLAN 5)SK 043の 東にある土媛 である。直径 1.6m,深 さ 0.7m。 埋土

中から土師器,瓦器が多量に出土 している。

SE 046(PLAN 3 PL.59-2)東 地区西北で検出した井戸。井戸枠は残存せず, 1辺 1.4m,

深さ 1.5mの方形の穴のみである。底部に直径 0.4m,深 さ0.2mの くばみがあるので曲物側

板が据えられていたかもしれない。また,底に礫が散見されるので礫敷きの可能性もある。埋

土中から,少量の土師器と瓦器が出上 した。

SK 047(PLAN 3)発 掘区東端近 くで検出した土城である。東西 3.3m,南北 2,lm,深 さ

0.6mの大きな土竣 SK 049があり, この中でさらに 2個の上媛を検出した。 SK 047は 東の

土城で,東西 1.3m,南北 21m,深 さ 1。 2mある。多量に出土 した土師器や須恵器は奈良時

代前半期のものである。

SE 048(PLAN 3)調査地区東南隅で検出した井戸で,直径 4.2m,深 さ2.3mの穴を掘 り,

直径約 1.5mの円形,竪板組の井戸枠を設けている。埋土中から出土 した土器類は土師器,黒

色土器,白色土器,緑釉陶器など種類が多 く,10世紀末頃の基準資料となる。

SK 051(PLAN 5)SK 044の南で検出した土墳である。不整形な長方形 (約 2.2x2.Om,深

さ0.3m)で ある。埋土中から,多量の土師器と瓦器が出土した。
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3 本薬師寺 と薬師寺の建築石材

古代建造物の建築様式や構造に関する研究は多 くなされているが,建築部材である礎石等の

材質についてはあまり研究されていないのが現状である。 しか し,それらの岩石学的特徴から

石材の採取地を限定できれば,当時の石材の移動や流通範囲を知る事が可能となる。今回は本

薬師寺と薬師寺の礎石を主として,岩質の特徴から石材採取地等についての考察をすすめた。

i本 薬 師 寺

1.本堂跡 現存 している礎石は,完形なものと破砕されたものを含めて観察可能なものは,

20数個である。その他,基壇の羽目石に使用したと考えられるものが不完全ながら2個ある。

現存する礎石の大半は,中粒で弱片麻状もしくは片状構造を呈する角閃石黒雲母石英閃緑岩

である。主要構成鉱物は,長石・角閃石・石英・黒雲母であ り,磁鉄鉱 もわずかに観察でき

る。長石の大半は,斜長石で透明感をもち 5～7mm大のものが多 くlcm大に及がものもある。

不定形を示すが長柱状にちかいものが多い。カリ長石はわずかであるが,自色で斜長石より小

さく5mm大程度である。石英は斜長石ほど透明感がな く白色半透明で数 mm～5mm大程度で

不定形を示す。角閃石は, 自形性が強いのが特徴的である。全体に長柱形を示すものが多 く,

黒緑色でヘキ開が観察されるものが多 く数 mm～20mm大に及がものがある。黒雲母は全体に

小さく数 mm大 のものがゴマ塩状に多数散在 している。角閃石や斜長石の長軸は,ほば一定方

向に規則性をもって配列する傾向が認められる。また,こ れらの礎石には,数セツチから30cm

以上にもおよが黒～黒緑色でレンズ状を呈する片理に平行に伸びた暗色包有岩である塩基性の

ゼノリスが多量に存在する特徴がある。ゼノリスは細粒の角閃石,黒雲母,輝石等の有色鉱物

が多 く密集 したもので,岩石の成因を知る上でも重要なもので,産出地を推定する場合の大き

な手懸 りとなる。

礎石のなかには,石英閃緑岩より有色鉱物が多い (角閃石・輝石・カンラン石を含む)細粒の塩

基性変成岩 (変輝緑岩質の岩石)お よび変斑橋岩に属すると考えられるものも数個存在するが,

地質構造的に,同一岩体であっても部分的に岩相変化を示すこともあり,石材の採取地を推定

するには, これらの石材はほぼ同質のものと考えてもよい。

基壇の羽日石に使用されたと考えられる岩石は,上記のものとまった く異な り,流紋岩質凝

灰角礫岩であ り,構成する礫は,白色のパ ミス,黒色の松脂岩礫 (溶結凝灰岩),灰 色～白色の

流紋岩礫 (角礫)である。これらの構成礫は 2～3cm大におよぶものがある。また,鉱物とし

て lmm程度の赤色のガーネット (ザ クロ石)が認められる。岩石の保存状態は悪 く全体が白色

～黄色を呈 し風化 している。

西塔跡で観察できるのは心礎のみである。岩質は中位でやや優白質で弱片麻状を示す角閃石

黒雲母石英閃緑岩である。構成鉱物は,長石,石英,角閃石とわずかに黒雲母が存在する。 レ

ンズ状を呈する塩基性ゼノリスは,やや丸みをおびているが,金堂跡礎石と岩質は同じである。

東塔跡で観察できた礎石は15個 である。大部分が土中に埋まってお り,礎石上部のみの観察

である。礎石の岩質はすべて細粒～中粒角閃石黒雲母石英閃緑岩 (も しくは花嵩閃緑岩)である。

観察できる部分が不十分であるが弱片麻状構造が認められる。暗色包有岩である塩基性ゼノリ
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3 本薬師寺と薬師寺の建築石材

スが観察できたのは,15個 のうち12個 であり, 3個については存在の有無は確認できない。心

礎の岩質は,中粒で弱片麻状の石英閃緑岩であり,長石・石英・角閃石・黒雲母より構成され

る。塩基性ゼノリスも見られ同様な特徴をもつ。

� 薬  師  寺

1.東塔 観察できたものは現存する礎石36個のうち32個で,その他,塔心礎と床石につい

ても調査 した。いずれも塔が建っているので観察できるのは,礎石の一部分で充分に特徴をと

らえきれないものもある。礎石のうち細～中粒で弱片麻状構造を有する角閃石黒雲母石英閃緑

岩でかつ,塩基性ゼノリスが認められたものは18個 であった。その他,塩基性ゼノリスが観察

できなかった細～中粒角閃石黒雲母花局閃緑岩および石英閃緑岩は 6個,細 粒の閃緑岩は 1

個,細～中粒黒雲母角閃石花商岩は 3個,細～中粒黒雲母花商岩は 3個 ,ア プライ トは 1個で

あった。心礎は優白質で,石英,長石が多 く,黒雲母が含まれ,わずかに角閃石がみられる細

～中粒黒雲母角閃石花筒岩である。床石はすべて流紋岩質凝灰角礫岩で,黒色の松脂岩 (溶結

凝灰岩)礫や白色のノくミスが礫として観察できるが,流紋岩礫の有無については観察状態が悪

くその存在は,確定するに至らなかった。

2.西塔 観察できたのは塔心礎のみである。この心礎の岩質は,中粒弱片麻状角閃石黒雲

母石英閃繰岩である。有色鉱物はやや少ないが,そのうち角閃石はやや多 く,長石と同様に長

軸方向にはぼ一定に配列している。黒雲母はわずかに散在 している程度である。また,塩基性

ゼノリスは 20～30cm大のものが多数みられた。

3.金堂 観察したのは床石の一部のみであった。これらはすべて流紋岩質凝灰角礫岩であ

り白色のパ ミス,黒色の松脂岩 (溶結凝灰岩),白 ～灰色の流紋岩の課を含むものであり束塔の

床石と同質のものである。

上記以外では,中「]跡の束の台石 2個は,いずれも中粒弱片麻状角閃石黒雲母石英閃緑岩で

塩基性ゼノリスを含有する。薬師寺では,礎石等比較的大形の建築用石材は,飛鳥地方の寺院

建築石材と同質なものが多 く使用されていることがわかった。また,東僧房の再石など比較的

小型の石材は,安山岩,黒雲母片麻岩,ア プライ ト,溶結凝灰岩等多種類のものが利用されて

いた。一方,床石等はすべて同質の凝灰岩を使用している。

� 石材 の推定産 出地

本薬師寺および薬師寺に使用している礎石の石材は,すべてがいわゆる領家複合岩類であっ

た。領家帯は,西南日本における地質構造上 ,

重要な地帯をなし,深成岩や変成岩が分布す

る地域で,長野県諏訪湖南方から,九州の国

東半島まで幅約 30～ 50kmを もつ細長い地

帯である。奈良県付近においては,紀伊半島

北部紀ノ川に沿った中央構造線を南限とし北

はほば木津川から鈴鹿川にかけての地域に各

種類の深成岩や変成岩が分布する。

古代建築部材として礎石などに使用された

石材の採集地を推定するには,遺跡から出土

Fig。 28  岩石顕微鏡写真

(石英閃緑岩に含まれる塩基性シュリーレン)

石礎

石床

西 塔 心 礎

金 堂 床 石
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第Ⅳ章 遺  跡

する岩石種の出現頻度と量から,使用されている場所付近に同種の岩石が分布しているかを調

査する事が一般的方法である。

本薬 師寺  本薬師寺に見られる石英閃緑岩は,1.同種のものが飛鳥地方一帯の寺院礎石をはじめ,石

造物や古墳の石室等に多 く使用されている事,2.同 じ特徴を有する岩石が,薬師寺をはじめ

平城宮跡および付近の寺院建築の礎石に使用されている。 しかし,飛鳥地方で出土する量に く

らべて奈良市域の寺院等で出土する量は, ごくわずかであ り,む しろ,細～粗粒黒雲母花商岩

や縞状片麻岩等の他種類のものが圧倒的に多い。以上の 2点から本薬師寺の石材の採集地は奈

良県南部近辺と考えられる。文献および野外調査を実施した結果,奈良県南部における領家複

合岩類の中では,竜門岳付近から多武峰付近にかけて分布する石英閃緑岩が,飛鳥地方の遺跡

で出土する石材に酷似する事が判明した。この岩石は,中粒で全体が暗灰色を呈 し, 自形性の

強い角閃石を含む事と,片理に平行に伸びるレンズ状を呈する暗色包有岩であるゼノリスを含

む特徴をもつ。

また,石英閃緑岩ではないが,良 く似た石として,黒雲母を多量に含む中粒花筒閃緑岩は,

声原付近に分布している。この岩石も塩基性ゼノリスを若干含んでお り,飛鳥地方における寺

院礎石等に石材としてい くらか採集された可能性があるが今回の調査では,確定するに至らな

かった。この他,本薬師寺の本堂跡でわずかに見られた塩基性変成岩は,竜問岳の北西部にほ

ば石英閃緑岩中に分布し, これらの岩石も石材として採集されたものと考えられる。以上のこ

とから,本薬師寺をはじめ,明 日香地方一帯で広 く使用された石英閃緑岩は,竜門岳付近およ

び付近の河川礫から採集されたと考える事ができる。

�  ま   と  め

本薬師寺と薬師寺の礎石・心礎に共通する岩質は,中粒で弱片麻状ないし片状構造を有する

角閃石黒雲母石英閃緑岩であり,特にこれらには塩基性のゼノリスが多数含まれている特徴を

有することである。同様の岩質をもつ建築部材用石材として使用された例は,飛鳥地方では,

山田寺・川原寺・檜隈寺 ,大官大寺等で,その他,奈良市内では,平城宮・薬師寺・唐招提寺

等で,京都府では恭仁京等に見られる。これらと酷似した岩石は,奈良盆地東南部竜門岳から

多武峰付近一帯にかけて分布する石英閃緑岩である。また,奈良市須川町付近にも良 く似た岩

石は分布しているが,風化に対 して弱 く石材としては適さないものである。

以上のことをまとめると,中粒弱片麻状角閃石黒雲母花蘭閃緑岩～石英閃緑岩で塩基性ゼノ

リスを含有する岩石は,飛鳥地方で採取され当時の寺院等の建築石材としてよく使用したもの

であり,都が平城京に移る時比較的大形の建築用石材は,運搬 して再使用したものと考えられ

る。 しかし,遷都後も従来の採石場所である飛鳥地方の露頭から採取 した可能性も残される。

その後,新しい建築石材は,奈良市東部近辺に産するペグマタイ ト・縞状片麻岩・細粒～粗粒

黒雲母花商岩が採集された。また,両輝石安山岩等多種類の石材が利用される様になった。ま

た,薬師寺の床石等に使用されている凝灰岩は,古墳時代～奈良時代を通していずれも二上山

ドンズルボー付近に産する柔らか く加工の容易な流紋岩質凝灰角礫岩が採取されている。これ

に関しては,風化しやすい事と産地が近いので再使用された可能性は少ない。

〔参考文献〕 松下 進 (1976):近 畿地方 朝倉書店,沓掛俊夫他 (1974):近 畿地方領家帯中央部の地質と

岩 地質見学案内 地学団体研究会京都支部,柴田秀賢 (1971):日 本岩石誌 変成岩 深成岩。
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第 W章 遺

薬師寺伽藍の発掘調査で出土 した遺物には,木簡・瓦辱 。土器 。金属製品 。塑像な どがあ

る。これらの遺物のうち最も量の多いのは瓦辱類である。当然のことながら,瓦葺堂塔が甍を

競って建ち並ぶ官の大寺が,幾多の歴史を経て連綿と法燈を伝えてきたわけであるから,出土

する瓦の量はきわめて多い。これらの瓦導類には,本薬師寺所用瓦との関係,紀年銘軒瓦の発

生,造瓦組織などいくつか考察を加えるべき問題点が含まれている。上器類は僧侶の古代にお

ける生活の場であった僧房地域から多量に出土 した。とくに焼失した西僧房の床面からは良好

な一括資料を得たので,これを中心としてとりあげた。西塔跡から出上 した塑像片からは,西

塔の屋内構成の実体をより明らかにすることができた。

本章では,木簡・瓦辱 。土器・金属製品 。塑像の順に述べ,瓦辱・土器に対しては第Ⅵ章で

考察を加えることにする。

A SE037出 土木簡 (PL.64)

東僧房北方の井戸 SE 037は,方約 lm,深 さ約 1,7mで,井戸枠は遺存しない。木簡は,

遺構検出面約 0。 3m下から丼戸底の灰色砂までの間に,灰色粘土層および砂質土と混在 して堆

積する暗灰色粘質土層から,多量の木片や削層とともに出土 した。点数は233点 (う ち削暦169

点)である。原形をとどめる木簡は少な く,ほ とんどが割稜,折損したもので削居も多い。

内容的には,習書木簡が比較的多いのが特徴で,付札や貢進物荷札がみられず,文書木簡も

少ない。年紀のあるものとしては,厚手の板材に「千字文」の冒頭部分 と「霊亀二年三月」

と墨書 したもの (1)や ,同年の年紀のあるもの (2・ 3)が あり,ま た「霊」の字とともに亀

の絵を描いて,霊亀を表現したもの (4)が ある。SE 037か らは多量の土器・瓦が伴出してい

るが,土師器は奈良時代初頭のものにかぎられ,瓦はすべて本薬師寺式であることか ら,SE

037は木簡にみえる霊亀 2年 (716),も しくはそれとあまり隔らない頃に廃棄されたものであ

ろう。『縁起』によれば,平城京への薬師寺移建は養老 2年 (718)と あ り,SE 037は薬師寺造

営工事に関係する井戸と考えられる。

以下,主な木簡の釈文を掲げる。釈文末尾の数字は,木簡の寸法 (縦 ×横幅×厚さ,単位mm,
2)

括孤を付したものは欠損により原寸法不明のもの)と 型式番号 (イ タリック体)である。

1

1)「平城官発掘調査出土木簡概報12」 (1978)参照。

2)木簡の形態分類は15型式に分けられる。本報

告に関係するものを掲げると,6011型式 :長方

形の材,6019型式 :一端が方頭で,他端は欠損

により原形不明のもの,6039型式 :長方形の材

の一端に切り込みがあるが,他端は欠損により

原形不明のもの,6061型式 :用途明瞭な木製品

に墨書のあるもの,6081型式 :欠損により原形

不明のもの,6091型式 :削居,である。詳しく

ヤま『平城宮木簡四 解説』を参照されたい。
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第V章 遺  物

1 ・ 池池天地玄黄

宇宙洪荒日月

霊亀二年二月

3 ・ 霊亀二
月

。□□
年

11'12は 同一木簡の断片か。

13 ・  広広国人□

。田田田 □ □
□ □□

ヒノキ・FII目

(59)X(35)X7 6019ヱ

習書木簡。

ヒノキ・柾 目

(107)X(12)X8

6鋸
=

4 ・ 霊 (亀の絵)二年

・ ビEr著菩□

・□望 冥菩

γ □夏菩
□

Y士士普菩

厚手の板材に千字文の冒頭部分と霊亀 2年の年紀を記す。習書木簡。四周の原形を とどめ

る。裏は天地逆に習書する。千字文を認めた木簡は藤原官跡・平城宮跡でも出土 している。
(人 力〕

2 ・ 此番止羅元□

・ 霊亀二年四□                           (67)X18Xl σOカ

上左端・下端欠損のほかは原形をとどむ。上端近 くに小孔を穿つ。「止羅元」は万葉仮名。

ヒノキ・板 目

121X64Xll σO=I

ヒノキ・柾目

(123)X31X3 δO′θ

bθ9=

609ヱ

3は題畿のごときものか。 4は上端折損のほかは,原形を残す。表は「霊亀二年」の意か。
(母〕

5 。在□□□□易易逝連ロ  ヒノキ・柾目  6 ・ □波知□謹申木末呂阿伎波知 ヒノキ・板目

・  □□ 翻 要ツ     δο
“
    。□末呂和礼波知和□波知波    σοヱ

=〔木力〕

5・ 6と もに原形をとどめる。 5の裏は天地逆に書 く。

7 ・ □野朝臣老       ヒノキ・紅目  8  那 那           ヒノキ・柾目

。白申申申          σοtt                     ωδヱ

7は上端折損。もと付札か。8は 曲物の底か蓋に習書したものか。焼痕,小孔あり。一部欠。

9 ・ 城城城城城城□ロ    ヒノキ・柾目  10 ・ □□□□□□回       スギ.板 日

。□不□□□□      96)X(と ォむ二    。□道道□陽□        108)X与 銑 :

11 ・  郎郡郡□            12 ・  神 神方

「倒由出目苫と               陶凸□□」
。 □□□□ロ      ヒノキ・抒日    °「□」□□「□□」     ヒノキ・柾目

(94)X(18)X2        □   □         (78)X(19)X2
「 []モ  モ 〔 モ」                   δο3,                                                 sё 8ヱ

筆筆□

風風風風

3)東野治之「『論語』『千字文』と藤原宮木簡」

(『正倉院文書と木簡の研究』所収)。

7δ

以下,14～ 20とよ削居。

14 □□□上麻呂

15 □絶一丈銭十六
〔防力〕 〔解力〕   〔申力〕

16 □□国司□「□」回「□」□□□

18 □紙□筆 紙□

20 □□□匠 コ 五年五月
□□

翻　　ω　　棚
７

　

　

９

ω
　
　
ω

B 薬師寺寺域内出土木簡

宝蔵殿建設の事前調査 (1965)で検出された遺構のうち,13～ 14世紀の土竣の埋土下層か ら

木片・瓦器とともに木簡 1点出上 したが判読できない。また西僧房北方の住宅現状変更の事前

調査 (1971)で検出した東西溝は,堰板と枕で護岸され,その推積上である灰色砂土の濤底近

くから木片等とともに木簡10点 出土したが,いずれも断片で,判読できるものは少ない。

4)鬼頭清明「 1977年以前出上の木簡9 奈良・

薬師寺」 (『木簡研究』 3号 )。



2  夢こ

数次にわたる発掘調査によって,多量の瓦類が出土 した。最も多量に出土した瓦類は,丸

瓦・平瓦であるが,今回は軒瓦を中心に報告する。軒瓦の内訳は,軒丸瓦197型式2463点 ,軒

平瓦171型式2930点で,総数5393点 である。地区別出土点数は別表のとお りである。なお,本

報告では,南大門 。中門地区の調査から,西小子房・十字廊地区の調査時までの瓦類をとりあ

げている。

A 軒 丸  瓦 (PL.65～ 89)

(1)奈 良 時 代

1(6121A)は 線鋸歯文珠文縁有子葉単弁 8弁蓮華文軒丸瓦である。弁区よりやや凸出した比

較的大きな中房に 1+5+9の連子を配する。蓮子の周囲には円圏をめぐらす。蓮弁は重弁風で

弁端に参Jり 込みがあり,子美も連弁と同じ形を呈する。複弁蓮華文の影響を受けた有子葉単弁

進華文軒丸瓦と認められる。蓮弁にはてりむ くりがあ り,文様はシャープである。外区内縁に

40の珠文,外縁に80の線鋸歯文をともに密にめ ぐらせる。連子と珠文・線鋸歯文の配置は後述

する 6276Aと 同一である。出土点数は少な く,西僧房南の上媛から 1点,北門付近で 1点出

上 したのみである。同絶品は本薬師寺にあり,紀伊西国分廃寺例 (Fig。 291)も 同絶の可能性が
2)

強い。

2(6276A)は ,線鋸歯文珠文縁復弁 8弁蓮華文 軒丸瓦 で,弁区 よりやや凸出 した中房に

1+5+9の連子を配する。外区内縁に40の 珠文,外区外縁には80の 線鋸歯文を配する。6276A

は瓦当絶のシャープなもの(1)か ら,絶がやや摩耗する段階伍)を経て,瓦当絶全面が強 く摩耗 し

たものこ司のすべてを含む。(1)は蓮子の周囲に円圏をのこし,外縁は先端の尖る三角縁である。

(1う では,蓮子周囲の円圏が消失し,弁区と珠文縁を画する圏線が珠文と接するようになり,各

所に小さな絶うが出現する。C耐 では,複弁と間弁の判別がつきに くくなり,両弁端は相互に接

するようになる。弁区と珠文縁を画する圏線は消失 し,外縁は上面の平坦な傾斜縁となる。価0

を,(1)と 比較すると,全 く異った絶型かと見まちが うほど文様の くずれが著 しい。瓦当と九瓦

の接合に際して,(1)では丸瓦凹凸両面の接合粘土が少な く,瓦当裏面を平坦に削るため丸瓦部

のとりつきは高 く,値けでは丸瓦端面に平行線のきざみ,丸瓦凹凸面先端に斜格子状のきざみを

つけ,丸瓦凹面に多 くの粘土を付加して,瓦当裏面を荒 くナデるため,丸瓦部のとりつきはや

や低い。1耐では縄叩目文の認められるものがあるが,(1)～価けの大部分は丸瓦凸面を丹念に削っ

た後,ナ デており,叩 目文の痕跡をとどめない。(1)は 0と t耐 を明確に区分することは難 しいが ,

便宜的に分けると,全体ではt耐がやや多い。lliilの 比率の多い地区は金堂,講堂地区で,(i)(■ )は

1)保井芳太郎『大和上代寺院志』1932,PL.28

(以下『寺院志』と省略)。 足立康『薬師寺伽藍

の研究』日本古文化研究所報告5,1937,PL。 16

(以下『伽藍の研究』と省略)。 石田茂作「出土

瓦 より見た薬師寺伽藍の造営」『伽藍論巧』

1948, P。 122。

2)和歌山県立紀伊風上記の丘管理事務所『紀伊

風上記の丘年報 5』 1978,p.14。

2
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西僧房で比較的多い。同絶品は本薬師寺にある。

3(6276E)は瓦当径 14cmの小形の瓦である。大きめの中房に 1+5+9の連子をおき,外区

内縁に24の 珠文,外区外縁には48の 線鋸歯文を配する。丸瓦凸面先端に斜格子状のきざみをつ

けて瓦当と接合する。特定の地域にかたよって出土するとい う状況ではないが,どちらかとい

えば金堂や西塔でやや多い。裳階に使用された瓦であろう。同絶品は本薬師寺にある。

4は,破片だが,複弁 8弁蓮華文軒丸瓦であろう。蓮弁は 6276Aに類似するが,珠文の配

置が 6276Aょ りまばらで 32個に復原できる。丸瓦凹面先端に斜格子状のきざみをつけて瓦当

裏面に接合する。

5は,素文縁有子葉単弁16弁蓮華文軒丸瓦で,間弁は独立せず,界線となって蓮弁の周囲を

めぐる。突出した大きめの中房に 1+8の連子を配する。外縁は素文で丸みをおびる。瓦当裏

面下半を削 りやや薄 くする。同絶品は片岡工寺にある。

6は素文縁複弁 8弁蓮華文軒丸瓦である。1+4+8の連子を聞弁の延長線上に整然と配す。

と外縁との間に 4ケ 所の範型の傷が認められる。坂田寺出土例 (Fig。 292)と 同絶で,連弁絶傷

の数も同一である。両者を比較すると,外縁先端から約 1.2cmの 位置に,突出した範あての

部分があり,瓦当側面を横ナデする点など技法も共通 している。瓦当と丸瓦の接合に際し,薬

師寺例では丸瓦凹面先端にきざみを入れる例が観察され,坂田寺例では丸瓦端面をV字形に切

り取 り,丸瓦凸面先端にきざみを入れる例がある。瓦当裏面の接合粘土は坂田寺例の方が多い。
7)   8) 0)

同絶例は他に橘寺・軽寺にあり,9色傷はさらに多 くなっている。五条市牧代北瓦窯で出土した

複弁 8弁蓮華文軒丸瓦も同絶の可能性が強い。

7(6279C)は線鋸歯文珠文縁複弁 8弁蓮華文軒丸瓦である。弁区より突出した中房に 1+5

の連子を配する。蓮弁は平板で,外区内縁に14の珠文,外縁に24の線鋸歯文を配する。外縁は

傾斜縁である。丸瓦先端凹凸面に斜格子状のきざみがあり,接合粘土は多い。

8(6133H)は ,珠文縁単弁16弁蓮華文軒丸瓦で,弁区よりやや突出した中房に 1+6の連子

を配する。平城官出土例との同籠品であり,瓦当裏面を中 くばみにつ くる点で製作技法も同一

である。

9(6225E)は ,山鋸歯文圏線縁複弁 8弁蓮華文軒丸瓦で,平坦な中房に 1+8の蓮子を配す

る。平城宮出土の 6225A～ Dは,ぃずれも子葉を囲む弁端が低 くなるのに対 し,6225Eでは

弁端が高い。また,A～ Dでは間弁先端が蓮弁をめぐるように大きく開 くのに対 し,Eは間弁

の開きが少ない。瓦当裏面が中 くぽみになっている例があり,丸瓦部凹凸面を削りによって調

3)奈 良国立文化財研究所「本薬師寺西南隅の調

査」『飛鳥・藤原宮発掘調査概報 6』 1976,

p.49(以 下『飛鳥概報』と省略)。

4)『寺院志』1932,PL。 28。『伽藍の研究』1937,

PL。 16。 石田茂作「出土古瓦よりみた薬師寺伽

藍の造営」『伽藍論孜』1948年,p.122。

5)『寺院志』PL.58。 奈良国立博物館『飛鳥白

鳳の古瓦』1970, PL。 172。

6)『飛鳥概報 5』 1975,p.33。

7)奈良国立文化財研究所『飛鳥資料館案内』

1975, p.79。
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8)奈良目立文化財研究所『飛鳥資料館案内』

1975, p。 99。

9)岸熊吉「大和に於ける古代窯跡」『奈良県史

跡名腸天然記念物調査抄報 11』 1959,PL。 14。

10)奈 良国立文化財研究所『平城官発掘調査報告

Ⅱ』奈良国立文化財研究所学報第15冊 1962,

p.58,別 表 3,PL.39(以下『平城宮報告Ⅱ』

と省略)。

11)奈良国立文化財研究所『平城宮出土軒瓦型式

一覧』 1973(以 下『型式一覧』 と省略)で
6227Cと しているもの。



整する。生駒市辻町の池底で同絶例 (F竜.293)が 採集 さ

れている。

10(6234 Ab)は,摩滅が著しいが,珠文縁複弁 8弁蓮華

文軒丸瓦と認められる。6234は ,東大寺式と呼ばれる6235

に似るが,間弁がな く,連弁の先端が大きく切れ込む点で

異なる。 1種のみで,Aaは東大寺から出上している。Ab

は,絶型の磨耗後,子葉を深 く彫 り直 している。中房の蓮

子および外縁の珠文は径約 lCmと 大きい。九瓦の接合位

置は低 く,台形状接合線を呈する。

11(6282 Ba)・ 12(6282G)。 13(6232H)は ,線鋸歯文珠

文縁複弁 8弁連華文軒丸瓦で,1+6の 連子を配す る。 い

ずれも中心の蓮子が大きい。 Baは蓮弁が短 く,Gは 瓦当

面が中心に向って盛 りあが り,Hは 複弁 に子業をもたな

い 1単位がある。Baは平城宮・法華寺・海竜王寺 と,G

は平城官・海竜王寺と,Hは平城宮 !平城京左京三坊大

路・恭仁宮・山背平川廃寺 (FIg.29-4)に 同範品がある。九

瓦の接合位置は低 く,多 くの接合粘土を加え,瓦当裏面接

合部の箆削 り痕が明瞭で台形状接合線を呈するなど,Ba・

G・ Hは共通 して平城宮出土例と同一の技法を示す。

14は,摩滅が著しいが,複弁 8弁蓮華文軒丸瓦であろう。

平坦な中房に 1+6の蓮子を配 し,外区内縁に24の 珠文 ,

外縁に24の線錯歯文を配する。間弁が独立せず界線となっ

て蓮弁の周囲をめぐるようであり,中房径がやや大きい点

では,平城官出±6284型式に類似するが,型式の認定は将

来の出土例を待ちたい。瓦当裏面中央部を薄 く仕上げ,丸

瓦部凹凸面に箆削 りを行 う。

12)上条松男氏採集。奈良国立文化財研究所保

管。

13)『奈良目立文化財研究所基準資料 I瓦編 1』

1974(以 下『基準資料 I』 と省略)。

14)『大和古寺大観』第 5巻,秋 篠寺・法華寺・

海竜王寺・不退寺,1978,p.53,Fig.39。

15)註 14と 同じ,p。 107。

16)『平城官報告Ⅶ』p.62,Fig。 25,別表 2。

17)註 14と 同じ。p.107。

18)『基準資料Ⅵ』1979。

19)『平城宮報告Ⅵ』p.33,別 表 2,PL。 49。

20)京都府教育委員会『埋蔵文化財発掘調査概

報』1979,p.26,PL。 ■。

21)城陽市教育委員会『城陽市埋蔵文化財調査報

告書』第 1集,1973,p。 30,PL。 ■。
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2 瓦

15(6291A)は,破片だが,平城宮に同施例がある。それによれば,線鋸歯文珠文縁複弁 8弁

蓮華文軒丸瓦で,中房に 1+6の蓮子を配 し,外区内縁に16の珠文,外縁に16の線鋸歯文をめ

ぐらせるものであることが判明する。平城官例は,額安寺・秋篠寺 。長岡宮・平川廃寺と同施

関係にある。

16(6291B)は ,線鋸歯文珠文縁複弁 8弁蓮華文軒丸瓦で,間弁は蓮弁 の輪郭 にそってめぐ

る。中房に 1+4の連子を配 し,外区に15の珠文と線鋸歯文を配し,外縁頂部に 1条の隆起線

をめぐらす。丸瓦部の接合位置は低 く,接合粘土は多い。丸瓦部凹凸面を箆削りする。同施品

は山背久世廃寺・平川廃寺 (Fig.29-5)・ 正道遺跡にあり,大和額安寺例も同絶であろう。

17(6296A)は ,線鋸歯文珠文縁複弁 8弁連華文軒丸瓦で,各蓮弁は相互に接 し,間 弁 はな

い。中房に 1+8の連子を雑然と配 し,外区内縁に16の珠文,外縁に18の線鋸歯文を配する。

平城官に同絶例がある。

18(6304E)は ,線鋸歯文縁複弁 8弁蓮華文軒丸瓦で,間弁が界線となって連弁の周囲をめぐ

る。蓮弁よりやや突出した中房に 二十6の蓮子を配 し,外区内縁に16の珠文,外縁に16の線鋸

歯文を配する。6304Eは 文様の鮮明なものから,蓮弁にやや摩滅が生じたもの,そ して瓦当面

全体が著しく磨滅 し文様の判別がつきに くいものへと変遷をたどる。瓦当 と丸瓦の接合に際

し,丸瓦先端凹凸面に斜格子状の刻みを入れるものと,入れないものの両者がある。瓦当裏面

は文様の鮮明なものでは平滑に仕上げるが,摩滅が著しいものでは荒 く箆削りを行っている。

丸瓦部凹凸面を縦方向に箆削 りし,丸瓦凹面玉縁よりにわずかに布目痕を残す。

19(6307C)は ,瓦当径 12cmの 小形の瓦で,線鋸歯文珠文縁複弁 7弁蓮華文軒丸瓦である。

平坦な中房に 1+4の蓮子を配 し,間弁はない。外区内縁に14の珠文,外縁に10の線鋸歯文を

配する。外縁頂部に平坦面を作 りだす傾斜縁である。瓦当裏面中央に小形の九瓦をあて,丸瓦

凹凸面に多量の接合粘土を加える。瓦当裏面の平坦面は 2害J程度であり,他はすべて接合粘土

によって覆われている。九瓦部凸面を縦方向に箆削 りし,丸瓦部凹面瓦当よりを横方向に箆削

りする。唐招提寺に同施例がある。

20(6308A)は ,線鋸歯文珠文縁複弁 8弁蓮華文軒丸瓦で,中房が弁区よりやや低い。絶割れ

のあるものと,ないものの両方が出上 している。平城官出土例 との同絶品であり,他に西隆

寺・香山堂・平城京左京三坊大路 。長岡宮で出上している。

21(6308B)は,20(6308A)に くらべ中房がやや突出し,連子の配置を異にす る。施割れが

22)『基準資料Ⅱ』1975。

23)岩井孝次『古瓦集英』1937,PL.22①

24)『大和古寺大観』第 5巻,秋篠寺 。法華寺・

海竜王寺・不退寺,1978,p.53,Fig。 10。

25)小林清「長岡京出土瓦拓本集」『長岡京の新

5「ワヒ』 1975, p.164。

26)城陽市教育委員会『城陽市埋蔵文化財調査報

告書』第 1集,1973,p.30,PL。 10。

27)城陽市教育委員会所蔵。

28)城陽市教育委員会『城陽市埋蔵文化財調査報

告書』第 1集,1973,p.64,PL.20。

29)『寺院志』PL.54①

30)『基準資料Ⅵ』1979。

31)『奈良六大寺大観』第12巻 ,唐招提寺 1,1969,

p.43, PL.110。

32)『基準資料Ш』1976。

33)西隆寺調査委員会『西隆寺発掘調査報告』

1976, p.33, PL。 28。

34)「東大寺三堺四至図について」『奈良国立文化

財研究所年報』1967,p.18(以 下『年報』と省

岡各)。

35)『平城宮報告Ⅵ』p.33,別 表 2。

36)注 25と 同じ。
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2ケ 所にある。同絶品は,平城官のほか,長岡官で出上 し

ている。

22(6308H)は ,線鋸歯文珠文縁複弁 8弁蓮華文軒丸瓦

で,連子は 二十6である。中房をめぐる圏線が太い。瓦当

裏面には,指による押圧とナデのあとが認められる。

23(6313D)は 瓦当径 13.2cmの小形の瓦である。線鋸歯

文珠文縁複弁 4弁蓮華文軒丸瓦で,中房に大きな半球状の

蓮子を 1個 もつ。連弁は界線で囲まれているなかで,それ

ぞれ分離 している。平城官に同絶例がある。これと比較す

ると,玉縁を除 く九瓦部の長さは薬師寺例が約 3cm長い。

丸瓦部凹凸面を縦方向に丁寧に箆削りする。

24(6314A)は 小形の線鋸歯文珠文縁複弁 4弁蓮華文軒丸

瓦である。連弁は界線で囲まれているなかで,それぞれ分

離 してお り,子葉の中心を縦に抜線が走る。外区内縁に16

の珠文,外縁に16の線鋸歯文を配 し,線鋸歯文の外に一条

の隆起線をめぐらす。瓦当裏面は中 くばみで,瓦当と丸瓦

部の接合線は台形にちかい円弧をしめし,平城宮出土例と

同絶で同一技法を示す。他に法華寺・秋篠寺 。平川廃寺で

同絶品が出上 している。

25(6143A)は 線鋸歯文珠文縁単弁 8弁蓮華文軒丸瓦であ

る。間弁は界線となって蓮弁 のまわ りをめぐる。中房に

1+6の蓮子を配 し, 外区内縁に18の珠文を配する。 瓦当

と丸瓦部の接合線は台形にちかい円弧をしめす。

26(6316B)は ,線鋸歯文珠文縁複弁 8弁連華文軒丸瓦

で,間弁はな く蓮弁は相互に接する。平坦 な中房に 1+8

の蓮子を配 し,外区内縁に24の珠文,外縁に線鋸歯文をめ

ぐらす。九瓦の接合位置は低 く,接合粘土を多 く加える。

同絶例は平城京羅城門地域での出土が多 く,他に平城官で

出上 している。

37)『基準資料 I』 1974。

38)注25と 同じ。

39)『基準資料Ⅲ』1976。

40)『基準資料 I』 1974。

41)注24と 同じ。

42)注24と 同じ。

43)城陽市教育委員会『城陽市埋蔵文化財調査報

告書』第 1集,1973,p.30,PL.10。

44)大和郡山市教育委員会『平城京羅城門跡発掘

調査報告』1972,p.20,PL。 ■。

45)『基準資料』1975。
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27(6316H)は ,珠文縁復弁 8弁蓮華文軒丸瓦で,やや突出した中房に 1+6の 連子を配す

る。間弁はな く,蓮弁はそれぞれ分離する。外区内縁に16の珠文を配する。瓦当と丸瓦部の接

合に際 し,丸瓦部凹面に多量の接合粘土を加える。箆削 りを行なった後で,丸瓦部凸面と瓦当

側面に縄叩きを行ってお り,縄叩目痕が著 しい。同絶例は平城京左京二条二坊で出土 (Fig.

322)し てお り,製作技法も全 く同一である。他に類例は山背広隆寺にある。

28(6348A)は 線鋸歯文唐草文縁複弁 7弁連華文軒九瓦である。突出した中房に 1+8の連子

を配 し,外区内縁に左まわ り18回反転の唐草文,外縁に19の線鋸歯文を配する。丸瓦の接合位

置はやや高 く,瓦当裏面にナデ調整を行 う。同絶例は,平城京のほか法華寺・法隆寺束院(F竜 .

32-1)で 出土 している。

29は破片だが,同施例が唐招提寺 (F竜 .32-3)に あ り, これによれば圏線文縁複弁 8弁蓮華文

軒丸瓦であることが判明する。中房の連子は 1+4で,間弁はな く,複弁は相互に接する。薬

師寺例は小片で瓦当裏面も欠失しているが, この瓦は瓦当裏面に三日月状の布目痕を残す一本
52)

造 り軒丸瓦であることが特徴である。大和では,発掘資料として他に旧奈良高等学校校庭遺跡

出上のものがあり,採集資料として平城宮・西大寺・水木資料 (出土地不切)例がある。他に長

原遺跡 (Fig。 325)と 長岡宮 (F唸.324)に も同絶例がある。出土量が最も多いのは唐招提寺 と長

岡官である。

30は,瓦当径 24cmの大型の瓦で,線鋸歯文珠文縁複弁 8弁蓮華文軒丸瓦である。平坦な中

房に 1+6の蓮子を配する。間弁は界線となって連弁のまわ りをめぐる。

31は,瓦当径 30.5cmの 特別大きい瓦で,線鋸歯文珠文縁の複弁 7弁蓮華文軒丸瓦である。

間弁に挟まれた連弁は 2つに分離 して接せず,分離 したそれぞれに高 く盛 りあがった子葉をも

つ。瓦当側面に籠あての痕跡を残す。平坦な中房に蓮子を配するが,蓮子の数は不明。瓦当と

丸瓦の接合に際 し,丸瓦凹凸面に平行の刻みを入れる。九瓦広端面の幅は 19～20cmで,薬師

寺の奈良時代の通常の丸瓦より 4cm程度大きい。接合粘土は丸瓦外面に著 しく多 く,丸瓦部

凹凸面を縦方向に箆削りする。丸瓦部凸面のそ りは強 く,あたかも後世の鳥灸のようであり,

棟端に使用された瓦と考える。丸瓦部凸面の箆削 りは入念で「大□□」の墨書がある。

32は忍冬文珠文縁複弁 8弁連華文軒丸瓦である。弁区よりやや突出した中房に 4+8の連子

を整然と配するが,中房中′いの一顆の蓮子はない。隆起 した 2つの子葉をもつ蓮弁は,り]瞭に

46)石田茂作『飛鳥時代寺院址の研究』 1936,

p.393, P■ .206。

47)『平城官報告Ⅵ』p.33,別 表 2,PL.50。

48)岩井孝次『古瓦集英』1937,PL.23。

49)石田茂作『飛鳥時代寺院址の研究』1936,

p.218, PL,112。

50)国宝唐招提寺礼堂修理事務所『唐招提寺礼堂

修理調査報告書』1941,p.23,Fig。 12。

51)木村捷三郎「平安中期の瓦についての私見」

『延喜天暦時代の研究』 1969,p.520。 林博通

「いわゆる一本造 りあがみ瓦について」『史想』

17, 1975, p.1。

52)鈴木嘉吉「奈良高等学校校庭に於ける掘立柱

建物遺跡」『大和文化研究』 2巻 5号,1954,

p.54。

53)石 田茂作編『古瓦図鑑』1930,PL.56。

54)奈良瓦又資料。

55)水木要太郎氏資料。

56)大阪府教育委員会『長原一近畿自動車道天理

～吹田線建設に伴なう埋蔵文化財発掘調査概要

報告書』1978,p.256,PL.189。

57)石尾政信「長岡官跡第84次 調査 7 AN 19C地

区)『長岡京』9。 10号 ,1978。

58)山崎信二「大和における平安時代の瓦生産」

『研究論集Ⅵ』1980,p.134。
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は 2つに分離せず,弁端のみ中央に稜線が入る。間弁は中房までのびず,三角形状を呈する。

外区内縁に32の 珠文,外縁に16の忍冬文を配する。九瓦部凸面を縦方向に削り,瓦当裏面はナ

デ調整する。瓦当裏面の接合線は円弧状を呈する。類例には阿波国分尼寺例がある。

33は 忍冬文珠文縁複弁 8弁連華文軒丸瓦である。弁区より突出した中房に 1+8の蓮子を配

する。間弁は界線 となって連弁のまわ りをめぐる。 2つの子葉が並列 し,先端は高 くなる。外

区内縁に24の 珠文,外縁に 8の 忍冬文をめ ぐらす。

34は,破片だが,忍冬文珠文縁複弁 8弁連華文軒丸瓦と認められる。中房の連子は,中央の

1個を中心に 2重にめぐる点が33と 異なるのみで,蓮弁や珠文は33と きわめて酷似 している。

35は 凸鋸歯文珠文縁複弁 8弁連華文軒丸瓦である。弁区よりやや突出した中房に 4+8の大

きな連子を配する。蓮弁は 2つに害」れ,平坦ながらも先端では盛 りあがる。間弁は,中房に達

せず,三角形状を呈する。外区内縁には29の珠文を配する。外縁の凸鋸歯文は,先端を内縁側

に向け,通有の凸鋸歯文が先端を内縁側に向けるのとは逆である。丸瓦 の接合位置はやや低

い。丸瓦部凸面を縦方向に箆削りし,瓦当裏面では接合粘土を工具によリー部切 り取った痕が

認められる。

li)平 安 時 代 以 降

36は ,珠文縁複弁 8弁蓮華文軒九瓦で,弁区より突出した中房に 4+8の蓮子を整然と配す

る。蓮弁は,子葉が 2つ並列 し,弁端がやや盛 りあがる。間弁は,中房まで達せず,三角形状

を呈する。外区内縁に32の 珠文を配 し,外縁は素文の平坦面をもつ傾斜縁である。丸瓦の接合

位置はやや高い。

37は,珠文縁複弁 8弁蓮華文軒丸瓦で,弁区より突出した中房に多 くの蓮子を雑然 と配す

る。連弁は 2つの子葉を画する稜線の入る通有の復弁で,弁端はやや盛 り上がる。丸瓦接合位

置はやや低い。瓦当裏面は指による押圧とナデの痕跡を残す。丸瓦部凸面瓦当よりには縦方向

の縄叩日文痕が認められる。中房の連子は, 3重か 4重か判然と し難 く, 4重 と解すれば,

1+2+8+9の連子となる。中房の連子を 3～ 4重に雑然と配する軒丸瓦の類例として三重県

智積廃寺例がある。

38は ,珠文縁復弁 8弁連華文軒丸瓦で,介区より突出した中房に 1+8の蓮子を配す。蓮弁

は平坦であるが,弁端を隆起させる。間弁は界線にとりつ く。外区内縁に24の 珠文を配 し,外

縁は素文の直立縁である。丸瓦部凸面にわずかに縄叩目文痕を残 し,丸瓦部凸面の大部分と凹

面の一部に縦方向の箆削 りを行 う。同絶例は,平城京東三坊大路東側溝出土例がある。

39は ,珠文縁複弁 8弁蓮華文軒丸瓦で,平坦な中房に 1+6の蓮子を配す る。弁 面は平坦

で,子葉および連弁の輪郭を隆起させる。間弁は, 2本 の線となって分離 し,蓮弁のまわ りを

めぐって界線にとりつ く。外区内縁に40の珠文を配 し,外縁は素文の直立縁である。丸瓦の接

合位置はやや高い。九瓦凹面の接合粘土は少な く,凸面にやや多い。九瓦部凸面に縄叩目痕を

のこす。凹面には全面にわたって布目痕と糸切痕が認められ,布 目を継 ぎ合せた痕が観察でき

59)徳島県教育委員会『阿波国分尼寺遺跡第 2次

緊急発掘調査概報』1972,P,7。

60)四 日市市教育委員会『智積廃寺発掘調査報告

8び

書』四日市市埋蔵文化財調査報告 3,1968,

p.9, PL.7。

61)『平城宮報告Ⅵ』p.33,別 表 2,PL.50。



る。同絶例は唐招提寺宝蔵で出土 (FIg.341)している。な

お,酷似 した文様をもつものが大安寺 (Fig。 342)で も出土

している。

40は,珠文縁複弁の弁蓮華文軒丸瓦で,39型 式に類似 し

た文様を示す。39型式に くらべ,外区内縁の珠文の数が46

と多 く,珠文も大きく密に配されている。蓮弁の特徴は ,

39型式に くらべ,弁端のくり込みがやや少ない。

41は,面径 15.3cmの 小型の瓦で,珠文縁復弁蓮華文軒

丸瓦である。平坦な中房に 1+8の連子を配す。間弁は連

弁のまわ りをめぐり,界線にとりつ く。外区内縁に24の珠

文を配 し,外縁は直立縁である。瓦当裏面に三 日月状の布

目圧痕をのこす。平安時代の一本造 り軒丸瓦のような特徴

を示 している。瓦当と九瓦部の象J落 した例をみると,丸瓦

部では粘土二枚重ねの痕跡が認められ,丸瓦部凹面に布旧

をのこし,丸瓦部凸面との間の二枚重ねの部分にも布 ||を

のこす。九瓦部凹面から瓦当裏面にかけての布日は連続 し

てお り,奈良時代の重圏文軒丸瓦や興福寺創建時の複弁 8

弁軒丸瓦にみられる布による瓦当裏面調整とは

'kな

ってい

る。出土例が少ないので全体の技法を明らかにすることが

できないが,おそらく一本造 りと接合式との折衷形態であ

り,一本造 り軒丸瓦の最末期に位置づけられよう。なお,

大和における平安時代中期の一本造 り軒九瓦は,法隆寺

(5型式)(F竜,34-4)・ 片岡尼寺 (1型式)・ 束大寺 (1型 式)

(F竜。3牛5)・ 桜井市上 ノ宮 (1型式)で出土 している。

42は,瓦当径 13.5cmの小型の瓦で,珠文縁の複弁 8弁

蓮華文連丸瓦である。平坦な中房に 1+6の蓮子を配す。

間弁は蓮弁のまわ りをめぐり界線にとりつ く。外区内縁に

30の珠文を配 し,外縁は直立縁である。

62)奈良県教育委員会文化財保存課『唐招提寺

宝蔵および経蔵修理工事報告書』 1962,PL.

88。

63)注 58,p.147,Fig,7-10と 同じ。

64)重弁 8葉軒丸 1型式,複弁 8葉軒丸瓦 3型式

がある。

65)重圏文軒九瓦。『寺院志』PL.63。

66)保井芳太郎『南都七大寺古瓦紋様集』 1928,

PL.8-1。

67)複弁 8弁軒丸瓦。天理参考館所蔵「上之官」

とは,桜井市メスリ古墳の周辺の上之宮を指す

のであろう。

2  J[ 鴬
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43は,珠文縁複弁 8弁蓮華文軒九瓦で,構成は42に酷似する。平坦な中房に 1+6の蓮子を

配する点は共通するが,43で は中房を画する圏線がないのに対 し,42では圏線がある。外区内

縁の珠文は24で42に くらべ数は少ないが, 1穎の大きさは大である。42,43と も九瓦接合位置

はやや高 く,円 EIR状 の接合線を呈する。古市廃寺出土例 (Flg。 343)は 43と 同絶であろう。43か

ら57ま での蓮弁の先端はいずれも肉厚に表わ している。

44は,瓦当径 13.4cmの小型の瓦で,珠文縁複弁 8弁連華文軒九瓦である。弁区より突出し

た中房に 1+4の連子を配する。間弁は先端が分離せずバチ状の一本の線となって界線にとり

つ くが, 1ケ 所果なった形状を示 し,隣 り合 う相互の複弁から派生 した線が一本の間弁をとり

圧Hんでいる。丸瓦部凸面を維方向に箆削りし,丸瓦部凹面に布日圧度をのこす。

45は,珠文縁複弁 8弁蓮華文軒丸瓦で,弁区よりやや突出した中房に珠子を配するが,連子

数は不甥。弁面は平坦で,連弁の配置は整正である。間弁は,先端が分離せず,バチ状の間弁

から派生 した線が連弁のまわ りをめぐる。外区内縁に24の 珠文を配 し,外縁は素文の直立縁で

ある。丸瓦の接合位置はやや高い。

46は ,45と 同施の可能性があるが,45では外区内縁の殊文の外に圏線が認められず,46で は

一条の圏線が認められるので,別の施型と認定 した。

47は,珠文縁複弁 8弁蓮華文軒九瓦で,平坦な中房に 二十5の連 子を配する。間弁は先端で

わずかなくり込みが認められる。外区内縁に34の珠文を配 し,珠文の外に一条の圏線をめぐら

す。丸九凸面に斜格子状のきざみを入れて接合する。九yNL部 凹山面の接合粘土はやや多い。

48は,珠文縁複弁 8弁連率文軒九冗である。出土数が少な く,施型に粘上を押 し込む際の施

ズレがあるので,文様が不鮮切な点もあるが,49と はダ(な る池である。平坦な中房に 1+6の

進子を配する。間弁は,弁端に近 くなるにつれて中Eが 広 くなり,弁端にわずかな くり込みが認

められる。珠文は24であろう。瓦当面に絶割れのあとが認められる。丸瓦部凸面に斜格子状の

きざみを入れて接合する。

49は,珠文縁複弁 8弁蓮華文軒丸瓦で,平坦な中房に 1+6の連子を配する。間弁は弁端に

近 くなるにつれて幅が広 くなるが,弁端に くり込みの認められるのは 1ケ 所で,他の 7ケ 所は

くり込みが認められない。瓦当中央はやや盛 りあがる。瓦当裏顧iに は指による押圧やナデ調整

を行 う。

50は,珠文縁複弁 8弁蓮華文軒丸瓦で,平坦な中房に 1キ 5の連子を配す。間弁は弁端に近

くなるにつれて幅が広 くなり,弁端に くり込みが認められる。外区内縁に24の 珠文を配 し,外

縁は直立縁である。九瓦凹凸面に斜格子状のきざみを入れて瓦当と接合する。瓦当裏面には丹

念にナデ調整を行 う。興福寺採集例は同絶であろう。

51は珠文縁複弁 8弁蓮華文軒丸瓦である。破片だが,蓮子は 1+4に復原できる。50に蓮弁

と珠文が類似するが, この51では弁区と中房を画する部分に一条の圏線を表わし,浅い細溝を

作る点が異なっている。

52は珠文複弁 8弁蓮華文軒丸瓦である。平坦な中房に 1+4の蓮子を配し,弁区と中房を画

する部分に一条の圏線を発わ し,浅い細溝を作る。この型式では,外区外縁が素文 で,直 立

68)中村春寿氏資料。 69)岩井孝次『古瓦集英』PL.29-147。
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2瓦  簿

する外区内縁に小さな珠文を配 していることが特徴である。この型式と同絶の瓦は興福寺(Fig.

37-1)と 平等院にある。

53は珠文縁複弁13弁蓮華文軒丸瓦である。平坦な中房に 1+8の連子を配するが,中央の 1

個をめぐる一条の圏線がある。弁端が盛 り上 り,間弁はない。丸瓦部凹凸面先端の接合粘土は

やや多い。

54は珠文縁単弁24弁蓮華文軒丸瓦である。平坦な中房に 1+8の蓮子を配するが,53と 同様

に圏線が一条めぐる。弁面は平板で,蓮弁は相互に接する。興福寺食堂出土例と同絶で, これ

と比較すると,薬師寺例に絶傷の少ないものが認められる。興福寺出土例は瓦当面にはなれ砂

がな く,薬師寺例でははなれ砂のあるものとないものの両者が認められる。

55は○×文縁複弁連華文軒丸瓦である。破片だが,複弁 8弁に復原できる。絶型に粘土を押

し込む際の施ズレが認められるので,文様の詳細は不明である。九瓦部凸面を縦方向にナデ調

整する。

56は素文縁複弁 8弁蓮華文軒丸瓦である。弁区よりやや突出した中房に 1+5の蓮子を配す

る。中房と弁区との間に一条の圏線をめぐらす。連弁には,子葉をめぐる弁の輪廓があり,そ

の外をさらに低い輪郭がめぐり,弁相互の輪郭は中房付近で接する。聞弁は三角形状を呈 し,

中房まで達 していない。外縁は素文の直立縁である。

57は素文縁復弁 8弁蓮華文軒丸瓦である。弁区より突出した中房に 1+4の運子を配する。

蓮弁は中房の高さから,弁端へ向うにつれて次第に低 くなる。間弁は,弁端へ向うにつれて幅

が大きくな り,弁端は円頭で終る。類例は興福寺にある。

58は素文縁複弁 8弁連華文軒丸瓦である。平坦な中房に 1+6の連子を配す。間弁の先端は

円頭で終る。丸瓦部凸面に縦方向の箆削 りを行い,九瓦部凹面には糸切痕をのこす。外縁は素

文の直立縁である。

59は線鋸歯文珠文縁復弁 8弁蓮華文軒丸瓦である。弁区よりやや突出した中房に 1+8の蓮

子を配する。各蓮弁は密接 し,子葉を分ける弁の中心線がない。弁区よリー段低い外区内縁に

16の珠文を配 し,外縁に16の線鋸歯文を配する。外縁は平坦面をもつ傾斜縁である。丸瓦部凹

凸面の接合粘土は多い。丸瓦部凸面に縦方向の箆削 りを行 う。

60は珠文縁複弁12弁蓮華文軒丸瓦である。平坦な中房に 1+5の蓮子を配す。弁区は一段高

く,各蓮弁は密接 し,子美を分ける弁の中心線がない。外区内縁に16の珠文を配 し,外縁の素

文縁との間に一重の大きな圏線をめぐらす。瓦当偵1面には箆あての痕跡がある。丸瓦部凹凸面

先端の接合粘土は多い。丸瓦凸面に縦方向の縄叩目度をのこす。

61は,破片だが,珠文縁複弁 8弁蓮華文軒丸瓦であろう。中房は平坦であ り,蓮子は 1+8

であろう。連弁の間に間弁を配するが,中房にまでは達 しない。外縁には絶型からとり出した

後のナデ調整がみられる。

62は 素文縁複弁 8弁連華文軒丸瓦である。弁区よりやや突出した中房に 1+8+8の蓮子を配

する。平坦な弁面に隆起 した大きな子葉を 2つ並列する。間弁は中央に稜 をもち,先端 で尖

70)奈良国立文化財研究所『興福寺食堂発掘調査

報告』奈良国立文化財研究所学報第 7冊 ,1959,

p.17,PL.25(以下『食堂報告』と省略)。

71)『食堂報告』p.17,PL.25。

72)『食堂報告』PL.25-36。
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る。外区は素文の直立縁である。瓦当裏面はナデ調整し,

整正な作 りを示す。

63は ,破片だが,珠文縁複弁 8弁連華文であろう。珠文

は大きくまばらで,珠文をめぐる 2本 の圏線も線が太い。

64は 珠文縁復弁 4弁蓮華文軒丸瓦である。平坦な中房に

やや大ぶりの蓮子を 1+5に配する。短かい復弁はわずか

に隆起 してお り, 4つ の複弁を隆線により区画する。外区

内縁には16の珠文を配 し,外縁は素文の直立縁である。薬

師寺に 2例,興福寺菩提院 (Flg。 37-2)に 1例ある。範の傷

からみて,同絶は疑いない。胎土が緻密で,小石をほとん

ど含まないことは両者ともに共通する。興福寺例は瓦当面

に糸切痕が存在 し,薬師寺例にも部分的に糸切痕と思われ

るものがある。薬師寺例では丸瓦部凸面を縦方向の削りで

調整する。

65は珠文縁複弁 8弁連華文軒丸瓦である。八花形に突出

した中房に 1+6の蓮子を配 し,中房の周囲には蕊をめぐ

らす。連弁は相互に接する。外区は直立縁で,突出した平

坦面に珠文を配する。

66は ,破片だが,65と 酷似 した珠文縁複弁 8弁蓮華文軒

丸瓦である。65に くらべ外縁の幅が広い。蓮弁と外縁との

間に一重の圏線がみられ,そ こに絶傷が認められる。同一

ケ所に絶傷のある例として,興 福寺瓦窯・興福寺・円勝

寺・平安宮真言院の瓦がある。これらはおそらく同絶品で

あろう。唐招提寺にも酷似 した資料がある。

67は素文縁複弁 8弁蓮華文軒丸瓦である。弁区より突出

した中房に 1+6の連子を配する。蓮弁は,弁端に くり込

みをもつ複介として盛 りあげ,子葉を細線によって描 く。

外縁は素文の直立縁である。瓦当裏面はナデ調整によって

73)興福寺『興福寺菩提院大御堂復興工事報告書』1970,p.30,

PL.94。

74)奈良県教育委員会『都 iБ 村吐山池,谷 1号墳・奈良市登大路

町の瓦窯発掘調査概要』1970。

75)興福寺では, このグループの瓦が 3型式以上ある。

76)円勝寺発掘調査団「円腸寺の発掘調査」下『仏教芸術』84号 ,

1972, p。 72。

77)京都市文化財保護課「平安官真言院跡推定地発掘調査概要」

『京都市埋蔵文化財年次報告 1975』 p.49。

78)『奈良六大寺大観』第 12巻,唐招提寺 1,1969,p.43,Fig.

43-9。

Fig。 37同 絶 軒 丸 瓦 4
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仕上げ,整正な作 りをなす。

68は珠文縁の複弁 8弁蓮華文軒丸瓦である。弁区より突出した中房に 1+4+8の 蓮子を配

する。蓮弁は短小の子葉とその外側をめぐる輪郭線によって形作る。外区内縁は一段低 く,32

の珠文を配 し,外縁は素文の直立縁である。同絶か確言できないが,酷 似 した文様を もつ瓦

が,東大寺・興福寺・元興寺にある。

69は,破片だが,圏線文縁の複弁蓮華文軒丸瓦である。中房は平坦で,蓮弁は短小である。

外区内縁に 2重の圏線をめぐらす。

70は忍冬文珠文縁複弁 8弁蓮華文鳥袋である。弁区よりやや突出した中房に 1+5+9の 連

子を配する。蓮弁には大きな子葉を 2つ並例し,先端にはてりむ くりがある。間弁端は蓮弁に

そって 2つに分れる。外区内縁に32の 珠文,外縁に16の忍冬文を配する。忍冬文は鳥の翼状を

呈する。瓦当側面の下端は三角形状に尖る。九瓦部凸面には,

翠|||キ |1学 ‖十111↓ぽ日

饉軽   礁阻翠添

とスタンプ印があり,明 治31年 11月 から33年 5月 まで束塔の修理が行われた際の補修瓦である

ことが判明する。外面は黒色で,内面は灰色の色調を呈す。

71は,70と 同絶の鳥袋であるが,筒部が異なるので図示した。筒部の補強粘土はカキベラに

よって接合している。

72は ,破片で全体の文様は不 lJlだ が,外区内縁に珠文を避 く連華文軒丸瓦である。連弁は中

心線が くばみ,蓮弁相互の間に類似の連弁 (のぞき花弁)を配する単弁蓮華文軒丸瓦と認められ

る。丸瓦部凸面の接合粘土は多量である。

73は 素文縁単弁 8弁蓮華文軒丸瓦である。中房は弁区よりやや突出し,蓮子数は不明。蓮弁

は,中央部でわずかな盛 り上 りをみせ,弁端は針状の突出がある。幅の広い弁と,やや幅の狭

い弁とを交互に配する。外縁は直立縁で,外区と弁区を画する圏線が一重めぐる。法成寺出土

例 (F竜.37-4)は 同9色 であろう。

,74は素文縁単弁連華文軒九瓦である。瓦当は中央部へ向うにつれてやや盛 りあがる。蓮弁は

わずかな隆起をみせ,蓮弁相互は接する。蓮弁の外に一重の圏線がめぐり,三角形状の間弁が

これに接する。瓦当は分厚い。

75は珠文縁単弁16弁連華文軒丸瓦である。弁区より突出した中房に 1+8のやや大粒の連子

を配する。蓮弁は短小で,わずかな隆起をしめす。外区内縁に17の珠文を配 し,外縁は素文の

直立縁である。

76は輻線文珠文縁単弁 6弁蓮華文軒丸瓦である。弁区より突出した中房に 1+6の連子を配

する。蓮弁は幅が広 く。内面は皿状にやや くばみ,中に小さな子葉を置 く。外区内縁に小さな

珠文を34個配 し,外縁には輻線文を置 く。九瓦の接合位置は高い。平等院 (F竜 .375)・ 唐招提

寺 (Fig。 39-1)に同絶例がある。

79)『奈良六大寺大観』第 9巻,東大寺 1,1970,

p。 73, Fig。 74-5。

80)『食堂報告』PL。 29-82。

81)『大和古寺大観』 第 3巻,1977, p.30,Fig.

30-11。

82)福山敏男 。大塚ひろみ「法成寺の古瓦」『仏

教芸術』68号 ,1968,p.76,Fig。 1。

83)奈良国立博物館蔵。

84)唐招提寺蔵。
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77は,破片だが,興福寺に同施例があ り,○×文縁単弁 8弁

蓮華文軒丸瓦であることが判明する。蓮弁は複弁風に弁端に く

り込みがあり,先端に くり込みをもつ子葉が相互に接す る。

中房は平坦である。興福寺例によれば,1+5の 連子を もち,

外区内縁に○×文をそれぞれ16個交互に配 している。

78は 珠文縁単弁 8弁蓮華文軒丸瓦である。中房はなく,瓦当

中心から子棄をもつ 8個 の蓮弁が八方に広がる。蓮弁の文様も

特異で,中位でいったん幅を狭め,再び瓦端へ向けてのびる。

外区内縁には小さい珠文を密に配する。丸瓦接合位置は低 く,

接合する九瓦は瓦当径に くらべて小さい。瓦当側面および瓦当

裏面にナデ調整を行 う。

79は珠文縁単弁 8弁連華文軒 丸瓦 である。平坦 な中房に

1+3の連子を配する。間弁および蓮弁の輪郭は突線 で描 き,

蓮弁の中をハー ト形に隆起させる。瓦当は分厚い。

80は珠文縁単弁 8弁連華文軒丸瓦である。同絶品が唐招提寺

(FIg。 392)にあ り, 8花形に突出した中房に 1+4の連子を配

することが判明する。中房の周囲には蕊をめぐらす。蓮弁はや

や隆起した単円形をなし,外区内縁に24の珠文を配する。

81は素文縁単弁 4弁蓮華文軒丸瓦である。中房に細い隆線で

表わ した連子を 1+4に配 し,中房の周辺には蕊をめぐらす。

蓮弁の間には 4個 ののでき花弁を配する。丸瓦部凸面を縦方向

に箆削りする。円勝寺 (Fig。 393)。 興福寺東金堂・大安寺(F竜 .

39-4)に同範例がある。

82は,破片だが,唐招提寺に同施例 (F竜。395)が あり,珠文

縁の単弁 6弁連華文軒九瓦であることが判明する。弁区よりや

や突出した 6花形をなす中房に 1+6の連子を配する。蓮弁は

中央に子葉を有し,弁相互は接する。外区内縁に22の珠文を配

する。

83は鋸歯文縁単弁 8弁連華文軒丸瓦であ る。平坦 な中房に

二十6の蓮子を配する。蓮弁の中央が隆起 し,外側に輪郭線が

めぐる。輪郭線は界線にとりつ く。外区内縁に線鋸 歯文を配

85)関野貞「 日本古瓦紋様史」『 日本の建築と芸術』上巻,1940,Fig.

370。

86)唐招提寺蔵。

87)注 77と 同じ。

88)国宝興福寺東金堂修理事務所『 国宝興福寺東金堂修理工事報告書』

1940, Fig.8。

89)奈良瓦又蔵。

90)唐招提寺蔵。

2瓦 博
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し,外縁は素文の直立縁である。

84は素文縁単弁16弁連華文軒丸瓦である。弁区より突出

した中房に 1+8の蓮子を配する。連弁は短か く,盛 りあ

がった子葉の外を弁の輪郭線がめぐる。丸瓦のとりつき部

はやや低 く,瓦当径に くらべて丸瓦の径が小さい。

85は珠文縁単弁16弁連華文軒丸瓦である。中房は 8花形

で弁区より突出し, 1+8の蓮子を配する。 短か く盛 りあ

がった蓮弁は相互に接す。

86は珠文縁 4葉宝相華文軒丸瓦 である。平坦 な中房 に

1+8の連子を配する。花弁を半裁 した文様をやや隆起 さ

せながら4ケ所に配する。外区内縁に24の 珠文を配 し,

外縁は素文の直立縁 であ る。大安寺 (F竜.401)。 法成 寺

(Flg。 402)。 薬師寺・興福寺に同絶例がある。大安寺や法

成寺例では24～ 25ケ 所絶傷が認められるが,薬師寺例は絶

傷が少ない。特に薬師寺では,中房の蓮子に接する絶うは

存在 しない。

87は圏線文縁 4葉宝相華文軒丸瓦である。平坦な中房に

1+8の蓮子を配する。花弁を半稜 した文様を 4箇所に配

し,花弁の中心に隆起 した実を置 く。丸瓦部のとりつきは

やや低い。唐招提寺に同絶例 (Fを,403)力 あゝる。

88は珠文縁 4葉宝相華文軒丸瓦であ る。平坦 な中房 に

1+8の連子を配 し,中房の周囲に一条の隆起線 と細溝 を

めぐらす。花弁を半裁 した三花文を 4箇 所 に配 し,花弁

の間に鳥の翼状のものをおく。外区内縁に 32の珠 文 を配

し,珠文の外に一重の圏線をめぐらせる。外縁は素文の直

立縁である。九瓦の接合位置は高い。花弁に絶傷が認めら

れる。

89は珠文縁 4葉宝相華文軒丸瓦である。88に 酷似す る

が,珠文の外に一重の圏線をめぐらさない点が88と 異 な

る。89と 同一の文様は興福寺で出土 してお り,それには88

と同じ箇所に絶傷が認められる。即ち,88は この89型式の

外区に一重の圏線を彫 り加えたものである可能性が強い。

91)興福寺蔵。

92)『大和古寺大観』第三巻,1977,p.65,Fig.667。

93)注 83と 同じ。

94)国宝唐招提寺礼堂修理事務所『国宝唐招提寺礼堂修理工事報

告浮彗』1941, p.23, Fig。 12。

95)『食堂報告』PL.26。
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89は 興福寺のほか法勝寺にある。

90は珠文縁花文軒丸瓦である。瓦当中心に十字形を置き,細い隆起線で 3重の花文を配する。

花文は 5弁を形づ くる。外区内縁には 8個の珠文を,細い隆起線で表わす。丸瓦の接合位置は

やや高い。瓦当面全体には絶割れの痕跡がのこる。『古瓦譜』に六勝寺出土と図示された例は ,

同絶であ り,同一箇所に絶割れの痕跡が認められる。

91は 圏線文縁花文軒丸瓦である。瓦当中央に 4花文を配する。外区内縁には 2重の圏線をめ

ぐらす。

92は ,破片で不明だが,珠文縁の花文軒丸瓦であろう。中心部分の文様は不明である。

93は珠文縁重圏文軒丸瓦である。瓦当中心に半球状の珠点を置き,太めの 2重圏線をめぐら

す。外区内縁に20の珠文を配す。外縁は破損して不明だが,素文の直立縁であろう。

94は素文縁梵字文軒丸瓦である。瓦当に梵字の「 アク」を入れる。瓦当は分厚 く,外縁は直

立縁である。大安寺・法勝寺に類例がある。

95は素文縁梵宇文軒丸瓦である。瓦当に梵字の「バ」を入れる。瓦当厚は薄 く,外縁は平坦

面の広い直立縁である。黒色を呈し,焼成状況は近世の巴文軒丸瓦に酷似する。

96は珠文縁文字文軒丸瓦である。瓦当に「法」の古体字を飾る。外区内縁に21の 珠文を配

し,外縁は素文の直立縁である。瓦当裏面にナデ調整を行い,瓦当裏面は整正 なつ くりを示

す。法華寺 (Fig。 395)。 海竜王寺に同絶例がある。

(iii)平安 末以降 明治 までの巴文軒九瓦

はじめに巴文の分類方向について述べよう。

巴文の大分類に際 しては,内区文様の差,即ち二巴文か三巴文かによって区別 し,次にそれ

が左まわ りか右まわ りかによって区分することは述べるまでもない。ここで左・右の差は,巴

の頭部を中心として,尾部が時計まわ りのものを右まわ り,逆時計まわ りのものを左まわ りと

呼び区分 したものである。

次に外区の文様で,素文縁か珠文縁かによって区分する。連華文軒丸瓦においては,こ の外

二巴左

96)石 田茂作編『古瓦図鑑』1930,PL.85。        南門鐘楼修理工事報告書』1956,p.57,Fig.

97)石 田茂作編『古瓦図鑑』1930,PL.84。        24■ 5。

98)『大和古寺大観』第 3巻 p.65,Fig。 669。     101)『大和古事大観』第5巻 , p.105, Fig。 107

99)石田茂作編『古瓦図鑑』1930,PL.89。        12。
100)奈 良県教育委員会『重要文化財法華寺本堂

素文縁 101

2圏 (呂詈争景兵議;0:02, 103

1 106

1召手が F尋い 107

1内 側に圏線のあるもの 108,109,■ 0

'            |ぞ糾そ露
1弓自:::::::|‡ξ[:|::な
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区による分類は有効な分類法となりうるが,巴文においては大部分が珠文縁であるため,細分

の基準を別に求める必要がある。

細分の基準の最も重要なものは,珠文の外に一重の圏線をめ ぐらすかどうかという点である。

これは後述するように,平安末から鎌倉時代までに多 く,比較的時代を限定できるためである,

また,巴頭部が相互に接するものは比較的古いものに多いという理由で,巴頭部が接するか,

分離するかという点も有効な分類法となりうる。ただ,巴頭部が接する例は,多 くの寺院で普

遍的に認められるものではないので,薬師寺出上の巴文軒丸瓦の分類に際 しては,有効な分類

法となりうると述べるにとどめておこう。また,面径に対する外縁の幅の狭いものは,大勢と

して古い例が多いので,(外縁×2)■ 直径を外縁比として表わ し,以下に記述することにした。

以上の分類方法によって,Tab.3～5の ように巴文軒丸瓦を 101～ 198の 98型式に分類した。

101は 素文縁二巴左巻き文軒丸瓦である。巴の頭部は短い隆起線によってつなが り,尾部は

内外区を画する細い圏線にとりつ く。外区内縁には珠文を置かず,幅広い圏線をめ ぐらす。外

縁は素文の直立縁である。

102～ 104は ,珠文縁二巴左巻き文軒丸瓦で,珠文の外に一重の圏線をめ ぐらすものである。

102の 巴頭部先端は相互に接 し,太めの尾部は相対する巴の胴部に接 しない。外区内縁に 32の

珠文を密に配する。外縁比は0.24で ある。唐招提寺に同施例 (F竜。431)がある。

103は 巴頭部先端が相互にわずかに接する。104の 巴頭部は分離する。外区内縁に24の 珠文を

配 し,外縁比は0。 20である。丸瓦部凸面を縦方向に箆削りする。

105～ 116は ,珠文縁二巴左巻き文軒九瓦で,珠文の外に圏線をめ ぐらさない。105～ 106は 巴

の頭部が分離 し,107～ 117は 巴の頭部が相互に接する。105～ 1061ま瓦当直径 13～ 13.5cmの 小

型の瓦である。105の 巴の尾部は,相対する巴の胴部にとりつ くが,圏線はない。

105は ,外区内縁に19の珠文を配 し,外縁比が0.20である。丸瓦部凸面に縄叩日痕が認めら

れ,瓦当寄 りの凸面には縦方向に覚削りを行 う。巨勢寺例は同摘であろう。 107は外区内縁の

珠文帯を一段高 くし,25の珠文を配する。外縁比は0.21である。108は ,鈎状の頭部が相互に

接 し,尾部は珠文内側の圏線にとりつ く。外区内縁に19の大が りの珠文を配す。外縁比は0,18

である。丸瓦部凸面に縄叩目痕が認められ,瓦当寄 りは縦方向に箆削りする。瓦当裏面から丸

瓦へ移行する部分には指による押圧痕がある。同絶例が唐招提寺 (Flg,432)に ある。109では

尾部は圏線に接 しない。絶害Jれ が認められる。110も 尾部は圏線に接 しない。111の 頭部は 1本

の細い隆起線によってつなが り,尾部は相対する巴文様の胴部にとりつ く。外区内縁に18の珠

文を配 し,外縁比は 0。 18である。 1121ま 小型の瓦で,巴の尾部は相対する巴文様の胴体にとり

)す もの 118

ヨ互に接する 119～ 121

ド離
(擁垂骨器極昌給骨ぞ&患骨|:〔Ii::
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102)唐招提寺蔵。

103)石 田茂作『飛鳥時代寺院址の研究』1936,

PL.184。

104)唐招提寺蔵。
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つ く。113は 巴の頭部がわずかに接 し,巴の巻 きは長い。

114は 巴の頭部が接 し,巴の巻きは長 く,全体に細長の巴

文である。1151ま ,巴の頭部がわずかに接 し,胴 部の幅は

広い。外区内縁に22の 珠文を配する。丸瓦部凸面に縄叩日

痕がわずかに認められる。116は,巴上面が平坦である。

117は ,珠文縁三巴右巻き文軒丸瓦で, 2個 と3個 各単

位の珠文を交互に外区内縁に配する。巴頭部は円頭形に近

く,巴の尾部は圏線にとりつ く。外縁比は0.24で ある。

118は ,珠文縁三巴右巻き文軒丸瓦で,珠文の外に一重

の圏線をめぐらすものである。巴頭部先端は尖 り,先端相

互はわずかに接する。

119は ,巴頭部が完全に接続 し,全体に細長の巴文であ

る。

120は ,巴頭部先端が尖 り,先端相互はわずかに接する。

珠文の内側に二重の圏線をめ ぐらす。外区内縁に37の 珠文

を配 し,外縁比は0。 24である。

121は ,巴頭部が完全に接続 し,巴 の胴部は太 く,巻 き

は短い。珠文の内測に太い一重の圏線を置 く。外区内縁に

18の珠文を置き,外縁比は0.15である。九瓦部凸面に縄叩

目痕を残し,瓦当裏面と側面および丸瓦部凸面をナデ調整

によって仕上げる。

122～ 140は ,珠文縁三巴右巻き文軒丸瓦で,珠文の外に

圏線はなく,巴頭部が分離 し,珠文内側に圏線のあるもの

である。

122は ,巴頭部の幅が狭 く,巴の巻きは長い。珠文の内

側に二重の圏線をめぐらす。外縁比は0.14で ある。瓦当面

にはなれ砂を有する例がある。瓦当裏面中央は隆起 したも

のが多 く,荒いナデ調整によって仕上げている。

123は ,巴頭部が近接 し, 中央に径 3mmの 小円点を置

く。巴尾部は珠文内側の圏線にとりつ く。外区内縁に26の

珠文を配し,外縁比は0.16で ある。瓦当裏面は平坦である。

124は ,巴頭部が比較的近接 し,巴尾部は珠文内側の圏線

にとりつ く。外区内縁に32の 珠文を配 し,外縁比は0。 20で

ある。九瓦部凹面に筒部引き抜き縄の痕跡が認められる。

125は ,巴頭部が盛 り上 り,頭部先端がやや尖 る。巴尾

部は圏線にとりつ く。外縁比は0.20で ある。

126は ,巴頭部が盛 り上 り,頭部先端が尖る。巴尾部は

圏線にとりつかない。外縁比は0.16で ある。

2 瓦
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127は ,巴頭部先端がやや尖 り,中央に径 2～3mmの 小さな円点を置 く。巴尾部は圏線にと

りつかない。外縁比は0.23である。

128は ,巴頭部は低 く平坦で,頭部先端はやや尖る。中央に小円点が痕跡程度の こる。巴尾

部は圏線にとりつかない。外区内縁に29の 珠文を配 し,外縁比は0。 27である。

129は ,巴頭部が円形を呈 し,古い巴文にみられた巴先端の尖 りが痕跡程度認め られ る。 巴

尾部は圏線にとりつかない。外縁比は0.24である。

130は ,面径 13.8cmの やや小型の瓦で,巴頭部先端の尖 りが痕跡程度認められる。巴尾部

は圏線にとりつかない。外区内縁に21の珠文を配し,外縁比は0.29である。

131は ,復原径 18.4cmの 大型の瓦で,巴頭部先端の尖 りが痕跡程度認められる。巴尾部は

圏線にとりつかない。外区内縁に24の 珠文を配 し,外縁比は0,23である。

132は 巴頭部が円形をなす。巴尾部は圏線にとりつかない。外縁比は0.25である。

133は 巴頭部が円形をなす。巴尾部は圏線にとりつかない。外区内縁に 15の珠文を配し,外

縁比は0。 26である。瓦当裏面の丸瓦接合部にはカキベラによる刻みをつける。

134は ,巴頭部先端はやや尖るが,先端の巻きが強 く,巴頭部背面が相互に近接す る。巴尾

部は圏線にとりつ く。外区内縁に15の珠文を配 し,外縁比は0.23で ある。瓦当裏面の丸瓦接合

部にはカキベラによる刻みをつける。

135は ,巴頭部先端が尖るが,痕跡程度である。巴尾部は圏線にとりつ く。外縁比は 0.25で

ある。

136は 巴頭部が円形をなす。巴尾部は圏線にとりつ く。外区内縁に 12の珠文を配 し,素文の

直立縁の上には害Jり 菱形の刻印が認められる。外縁比は0.30である。瓦当裏面の九瓦接合部に

はカキベラによる亥Jみをつける。

137～ 140は ,先述の 122～ 136と 絶型が異なるが,破片のため全体の形は不明である。137の

巴頭部は先端がやや尖 り,138・ 139の 巴頭部は円形を呈する。

141～ 1431ま ,珠文縁の三巴右巻き文軒丸瓦で,珠文の内外に圏線はな く,巴頭部が分離 して

ヽヽる。

141は ,巴頭部が円形をなし,外区内縁に22の 珠文を配す。外縁比は0.26である。瓦当裏面

にカキベラは認められない。

142・ 143は ,面径 11.2cmの 小型の瓦で,巴頭部が円形をなす。142では外区内縁の珠文が

13と 少な く,143では珠文の数が増える。

144,145は素文縁三巴左巻き文軒丸瓦である。

144は ,面径 10.6mの 小型の鳥袋で,巴頭部は円形,巴の巻きは短い。外縁比は0。 33である。

〔する 146～ 148

ミ分離 149～ 152

〔する 154～ 155

ド離
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145は ,破片で全体の文様は不明だが,素文縁三巴左巻き文軒丸瓦であろう。重圏文 と解す

るには,圏線が交叉する点で無理があ り,巴文の尾部が圏線にとりついたものと解 してお く。

146～ 148は ,珠文縁の三巴左巻き文軒丸瓦で,珠文の外に一重の圏線をめぐらし,巴頭部は

接するものである。

146は ,中央に三叉線を置き,それが巴頭部に接する。外区内縁の珠文は大きく,密である。

大部分は瓦当裏面に刻みを入れないが,瓦当裏面丸瓦接合部に工具により刻みを入れる例が 1

点認められる。外縁比は0。 17である。唐招提寺に同施例 (Fig.43-3)が ある。

147は ,146に類似するが,外区内縁の珠文がややまばらである。

148は ,瓦当中央が一部ナデにより消されているが,巴頭部先端は尖 り,わずかに接す るも

のである。巴頭部の幅は広い。外区内縁に密な珠文を配 し,外縁比は0,15で ある。

149～ 152は ,珠文縁の三巴左巻き文軒丸瓦で,珠文の外に一重の圏線をめぐらし,巴頭部は

分離するものである。

149～ 150は 珠文の内側に一重の圏線をめぐらし,151・ 1521ま めぐらさないものである。

149は 巴頭部が隆起 し,150は巴頭部上面が平坦で,巴頭部の巻きが強い。両者とも珠文は密

である。外縁比は149が 0,26で ,150は 0。 14である。

151では巴頭部先端がやや尖る。珠文の外側の圏線は,外縁に接 しており,不鮮明であ る。

外区内縁に23の珠文を配 し,外縁比は0.25である。

152は ,面径 14cmの 小型の瓦で,瓦当中央に短い巴文を密に配す。外区内縁に20の 珠文を

配 し,外縁比は0.23である。

153は ,破片だが,珠文の外に一重の圏線をめぐらす。前述の148型 式に類似するが,珠文の

内側をめぐる圏線がない点が異なる。

154・ 155は ,珠文縁の三巴左巻き文軒丸瓦で,珠文の内外に圏線をめぐらさず,巴頭部が接

するものである。

154の 巴頭部の幅は広 く,155の巴頭部の幅は狭い。154の外区内縁には31の 珠文を配 し,珠

文の配置が密だが,155では珠文をまばらに配する。外縁比は154が 0。 23で,155は 0.20である。

秋篠寺例 (F竜 .42-4)は 155と 同絶であろう。

156～ 182は,珠文縁の三巴左巻き文軒丸瓦で,巴頭部が分離 して,珠文の内側にのみ圏線の

あるものである。

156～ 158は,巴頭部先端が尖 り,それぞれの先端は相互に近接 している。

156・ 158は 巴頭部の幅が狭 く,157の 巴頭部の幅は広い。外区内縁の珠文は,157,158の 方

が156よ りも密である。外縁比は,156が0.16,157が 0.24,158は 0.22である。

159は ,巴頭部先端が尖 り,巴頭部上面は平坦で,中央に径 2～3mmの小円点を配する。

160は ,巴頭部の幅は狭 く,先端が尖る。外区内縁に密な珠文を配 し,外縁比は0。 19である。

161は ,巴頭部の幅は狭 く,先端が尖る。外区内縁に20の 珠文を配 し,外縁比は0。 30である。

162は 尖頭部先端が尖る。巴の尾部は圏線にとりつ く。外縁比は0。 15である。

105)唐招提寺蔵。

106)奈 良県教育委員会『国宝秋篠寺本堂修理工事報告書』1969,Fig,39。
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163は ,巴頭部が高 く隆起 し,上面は平坦である。巴の尾部は圏線にとりつ く。外区内縁に

20の 珠文を配 し,外縁比は0.22である。九瓦部凹面に筒部引き抜き縄の痕跡が認められる。丸

瓦端面にヘラによる刻みがある。

164は 巴頭部が高 く隆起する。三巴のうち, 一つは先端が尖 り, 他の二つは円形を呈する。

中央に 2～3mm程の小さな円点を置 く。外縁比は0.20である。

165は ,巴頭部が高 く隆起 し,先端は円形に近い。外縁比は 0。 17である。丸瓦部凹面に成形

時の引き抜き縄の痕跡が認められる。

166は ,中央部が破損 しているが,巴頭部先端は尖るものであろう。外区内縁に小形の珠文

を密に配 している。

167は ,巴頭部が高 く隆起 し,巴頭部の幅は広 く先端は尖る。外区内縁に 23の珠文を配 し,

外縁比は0,29である。丸̀瓦部凹面に筒部引き抜き縄の痕跡が認められる。

168は ,巴頭部先端がやや尖るが,全体に丸味をおびる。外区内縁に 24の 珠文を配 し,外縁

比は0。 27である。丸瓦部凹面玉縁よりに,半円形の粘土板を付加し,軒平瓦側面と組み合 う引

っ掛け部を作 りだしている。丸瓦端面にヘラによる刻みがある。

169は ,巴頭部が高 く隆起 し幅広 く,胴部へ移ると急速に幅を狭める。珠文を密に配する。

170は 巴頭部先端が円形を呈する。外区内縁に19の珠文を配 し,外縁比は 0.23である。秋篠

寺に酷似した文様例 (Fig。 435)がある。

171は 巴頭部先端が円形を呈する。外区内縁の珠文は密である。

172～ 175は ,巴頭部先端が円形を呈し,巴頭部の幅は比較的広 く,珠文はやや まば らであ

る。 タト縁,と Vよ , 172が 0。 21, 173が 0。 24, 174が 0.23, 175が 0.27で プ歩る。

176は ,巴頭部の幅が広 く,巴の尾部は圏線にとりつ く。外区内縁の珠文は密で, 外縁比は

0.22で ある。

177は 巴頭部先端が円形を呈する。外区内縁に大きな珠文を比較的密に配 し, 外縁比は 0.27

である。

178・ 179は,巴頭部先端は尖るが,先端の巻きが強 く,巴頭部背面が相互に近接する。

178は 外区内縁に16の珠文を配 し,外縁比は 0。 26である。瓦当裏面にカキベラによって亥1み

をつける。

179は ,178型式に類似するが,178型式に くらべ面径がやや小さい。

180は ,巴頭部が円形で,外区内縁に16の珠文を配 し,外縁比は0。 27である。

181は 巴頭部が円形の小型の鳥会である。外区内縁に16の珠文を配 し,外縁比は0.34で ある。

182は ,破片だが,巴の尾部が相対する巴の胴部にとりつき,一重の圏線を形づ くっている。

183～ 1981ま,珠文縁の三巴左巻き文軒丸瓦で,圏線はなく,巴頭部が分離するものである。

183は ,巴頭部先端が尖 り,巴文の巻きが比較的長い。外区内縁の珠文は密で,外縁比は0。 19

である。

184は,三巴のうち,一つは先端が尖 り,他の二つは円形を呈する。外縁比は 0.25である。

185は ,巴頭部先端が円形で,外縁比は0.21である。

107)秋篠寺蔵。
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第V章 遺  物

186は ,巴頭部先端が円形で,巴頭部の幅が広い鳥袋である。外区内縁の珠文は 27で,外縁

比は0。 28である。

187は ,巴頭部先端が尖るが,痕跡程度である。外区内縁に16の珠文を配する。外縁比は0。 21

である。

138～190は巴頭部先端が円形を呈する。外区内縁の珠文は,188が 20(復原),189が 18,190

が12(復原)である。外縁比は,188が0.26,189が0.25,190が 0.23である。

187～ 190は 瓦当裏面にカキベラの刻みが認められる。秋篠寺に酷似した文様例がある。

191は 巴文と素文の外縁との間の外区内縁の幅が広い。外縁比は0.30である。

192～ 198は ,巴頭部が円形で,巴文は短い。192は 尾部の巻きが長い。193は 外区内縁に珠文

を16配する。1941ま,巴文が細 く,外区内縁に珠文を13配する。195とよ巴文相互が比較的近接す

る。珠文は196。 197が 16に ,198が 13に復原できる。196の 巴文頭部は197に くらべ大きい。

B軒 平    瓦   (PL.90～ 102)

(i)奈 良 時 代

6641は ,内区に左から右へ流れる偏行唐草文を配 し,上外区に珠文,下外区と脇区に線鋸歯

文をめぐらす。際原宮出土の偏行唐草文との相異をここで述べておこう (Fig.49)。 藤原宮出土

の偏行唐草文は連続波状の茎から2本の支葉が派生するのを原則とする (I類)が,薬師寺出

土の偏行唐草文は連続波状の茎から2本の大支棄と 1本の小支葉が派生す るのを原則 とす る

(Ⅱ 類)。 薬師寺では, I類 ・Ⅱ類のほか,2本の大支葉と2本の小支葉が派生する例 (Ⅲ類)も

ある。大支美は, 2葉 とも茎から派生するa, 1葉が遊離 し,その末端が茎と平行するb, 2

葉とも遊離 し末端が茎と平行する cにわけられ, I・ Ⅱ oⅢ類のそれぞれに組み合わせること

繭シ

噛移

醐V

酌

晩

108)秋篠寺蔵。
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2 瓦

ができる。

6641G・ H・ I・ K・ Lが平城薬師寺で出上し,6641G・ H・ I・ JoKが 本薬師寺で出土 して

いる。藤原官出土例はすべて I類の 6641A・ CoE・ F,Nで ぁる。

201(6641G)は , Ⅱ類 Cの支葉を主体とし, I tt cを 1単位配する。上外区に19の珠文,下

外区に23の 線鋸歯文を配する。脇区に線鋸歯文のある Gaと 脇区を削 り落とす Gbと がある。

平瓦部凹面には粘土板合せ目および布のとじ合せの観察できるものがある。平瓦部凸面は箆削

りが顕著だが,縦方向の縄叩目痕がわずかに認められる。平城薬師寺出土例では側縁を打ち欠

くものが大部分を占める。左から第 8単位の部分に絶割れの認められる例が少数ある。薬師寺

出土の軒平瓦では,出土量が最も多 く,出土地別に多い地区では30～ 56%を 占めている。同範

例は本薬師寺・豊浦寺・片岡王寺・法隆寺西院・唐招提寺 (Fig。 501)が ある。

202(6641■)は ,Ⅱ 類 Cの支美を主体とし,Ⅱ 類 bを 1単位配する。上外区に23の 珠文,下

外区に22の 線鋸歯文を配する。脇区に線鋸歯文のある Haと 脇区を削り落とす Hbと がある。

唐草文支葉の巻きは6641Gに比べて強い。平瓦部凹面には粘土板合せ 日の認め られ るものが

ある。平瓦部凸面は全面を丁寧に箆削 りしており,叩 目痕の認められるものはない。同絶例

は,本薬師寺 。安倍寺 。唐招提寺,奈良県五条市牧代瓦窯 (F竜 .50-2)。 紀伊古佐田廃寺・備前

尾張廃寺にある。文様の鮮明な例では,左から第 7単位に範傷があり, この範傷が紀伊古佐田

廃寺例に認められる。

203(66411)は ,小型の瓦で, Ⅱ類 bの支葉を主体とし, I tt a, I tt b,Ⅲ 類の支葉をそ

れぞれ 1単位づつ配する。上外区に16の珠文,下外区に23の 線鋸歯文を配する。脇区の認めら

れるものはない。同絶例は本薬師寺,東大寺 (Fig.503)に ある。

204(6641K)は I tt a・ bの支葉をもつ。上外区に17の珠文,下外区に25の 線鋸歯文を配す

る。左から第 4単位と第 6～ 3単位の子葉が相互に接する。同絶例は本薬師寺・牧代瓦窯にあ

る。

205(6641M)は破片では I tt Cの 支葉だけが認められる。

206(6646A)は ,内区が右から左へ偏行する 5回反転の変形忍冬唐草文を配 し,上外区に30

の珠文,下外区に24の線鋸歯文を配する。平瓦部凹面の瓦当寄を箆削 りし,他は布日と糸切痕

が認められる。平瓦部凸面および顎部を横方向へ箆削 りするが,部分′的に縄叩き痕が残る。

6647は左から右へ偏行する変形忍冬唐草文である。 5回反転の Fと 8回 反転の Gが 出土 し

た。A・ B・ C・ DoEは 藤原宮所用瓦である。

109)『飛鳥・藤原宮発掘調査報告 I・ Ⅱ』1976・

1978, 房叫ラ篤3・ 4。

■0)『寺院志』PL。 28,注 4と 同じ。

111)石 田茂作『飛鳥時代寺院址の研究』1936,

p。 25, PL。 19。

112)注 112, p.313, PL。 167。

113)注 112,p.188,PL。 103。

114)唐 招提寺蔵。

■5)『寺院志』PL.28。

116)注 112, P.153, PL.88。

117)『4F報』1961, p.16, Fig。 3。

118)関川尚功「五条市牧代瓦窯群発掘調査概報」

『奈良県遺跡調査概報』1978, p.232,Fig.5,

PL。 4。

119)和歌山県立紀伊風上記の丘管理事務所『紀

伊風上記の丘年報 5』 1978,Fig。 2,21。

120)岡 山県教育委員会・岡山市立オリエント美

術館『特別展吉備の古代瓦』1980,PL.5・ 6。

121)『奈良六大寺大観』第 9巻,東大寺 1,1970,

p.73, Fig。 55。

122)『寺院志』PL.28。『伽藍の研究』PL.16。

123)注 ■9と 同じ。
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第V章 遺  物

207(6647F)は藤原宮出上の 6647C(F竜.505)に酷似するが,異絶である。上外区に27の珠

文を配するが,左右両端の珠文は脇区を画する界線と重なる。線鋸歯文の部分に施傷が認めら

れる。平瓦部凸面は全面を箆削 りするが,部分的に縄叩き痕が認められる。平瓦と顎部の接合

に際し,平瓦凸面に藤原宮 6647Cは瓦当に平行に重弧文風のきざみをつけるが,牧代瓦窯・

薬師寺の 6647Fは 瓦当に直角に指で大きくきざみをつけ毅部を接合する。同絶例は本薬師寺

西南隅・牧代瓦窯 (F嗜.50-6)で出土している。

208(6647G)は ,花弁・著・曹に忍冬唐草文の原形をよく残 し,類似 した文様の藤原官 6647

D・ Eに対比 して,様式的に祖形となりうるものである。上外区に37の 珠文,下外区に60の 線

鋸歯文を配する。脇区は認められない。顎部は丁寧にナデ調整 しているが,部分的に縄叩き痕

の認められるものがある。左から第

7～ 8単位に絶割れを示す細い隆起

線が認められる。同絶例は本薬師寺

と牧代瓦窯 (Fセ.507)に ある。牧代

瓦窯例では,線鋸歯文の左から第 7

番目と第 8番 目の間に絶傷があり,

平城薬師寺例と同一である。

209(6553)は三重弧文軒平瓦で,

瓦当面の厚さは 2.7cmと 3cmの 2

種類ある。牧代瓦窯でも厚さ2.6cm

の二重弧文軒平瓦が 出上 してい る

が,同一施文臭か判別は困難 であ

る。なお,本薬師寺でも三重弧文軒

平瓦が出土している。

以上201～209の軒平瓦の顎部は,

いずれも段顎である。

210～217は 同一系統に属す もの

(6663型式)である。6663は,圏線文

縁均整唐草文軒平瓦で,A～ Iの 9

種に分類される。そのうち,H・ Iは

薬師寺所用瓦である。A～Gは平城

宮所用瓦であるが,A・ BoC・ Fの

4種が薬師寺で少数出土 している。

210(6663A)は 中心飾 りの花頭

124)『飛鳥概報 6』 p.49。

125)注 119と 同じ。

126)『寺院志』PL.28。 『伽藍 の研究』

PL。 16。

127)注 ■9と 同じ。

128)『寺院志』PL.28。Fig.50同 範軒 平瓦 1



」a:身尋
鵡 :■♪―π…丁ィ五互算ウ葬モ必i

式彗蒸議年!拿インイ畑団。

Fig.51 軒  平  瓦

が細長い。顎は曲線顎で,縦方向の箆削 りを行 う。平瓦部凸面に縦位の縄叩き痕をのこす。同
129)                   130)

範例は,平城宮・大和押熊瓦窯 (F竜 .531)・ 平城京左京三坊大路にある。

211(6663B)は唐車文第 3単位に珠文を配する。平城官出上の 6663Bは 曲線顎と段数の両

129)『基準資料Ⅵ』1979。

130)奈 良県教育秀員会『奈良山一平城 ニュータ

ウン予定地内遺跡調査概報』1973,Fig.25,

Tab.2。

131)『平城宮報告Ⅵ』p。 35,別表 3。
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第V章 遺  物

者があるが,薬師寺例は曲線顎である。顎部を縦方向に箆削 りし, 瓦当寄 りをナデ調整する。

瓦当側面の削り調整が認められる。同絶例は,他に阿弥陀浄土院と西隆寺にあ り,いずれも曲

線顎である。

212(6663C)は ,唐草文の左第 2単位第 1支葉が逆向きで, 右第 3単位第 1支葉を欠 くもの

である。平瓦部凸面に縦位の縄叩目痕をのこす。顎は曲線顎で,横方向にナデ調整する。同絶

例は平城官 。法隆寺・唐招提寺・秋篠寺・長岡官・久世廃寺にある。

213(6663F)は,唐草文第 3単位が脇区界線にとりつかず,分離するもの。 中心飾 りは横に

広い。段顎と曲線顎の両者がある。段顎例は平瓦部凸面全体に縦位の縄叩き痕をのこす。曲線

顎例は,全面に箆削 りとナデ調整を行い,部分的に縦位の縄叩き度をのこす。平城京 出土 の

6663F(FIg,532)は ,出土点数が少ないが,現資料ではすべて曲線顎である。

214(6663H)は ,6663Fに 類似するが中心飾 りの幅や,唐草文第 1単位の支葉相互の間隔な

どが異なる。右第 2単位主葉の巻きが強い。顎部を広 く横方向へ削るもの (直線顎に近い曲線顎),

顎部を狭 く横方向ヘナデるもの (段顎に近い曲線顕)の両者がある。 平瓦部凸面に縦位の縄叩目

痕をのこす。唐招提寺に同施例がある。

215(66631)は,唐車文第 3単位が脇区界線にとりつかず,分離するもので,中心飾 り花頭

の下端は尖る。平瓦部凹面上半を横方向に削る。平瓦部凹面および平瓦部側面に布目圧痕をの

こし,一枚作 りの痕跡を明瞭に残す。平瓦部凸面の全面に縦位の縄叩目反をのこし,瓦当寄 り

は横方向のナデを行 う。曲線顎である。北野廃寺採集例に文様が酷似 したものがある。

216・ 217は,破片で,中心飾 りを失っているが,6663型式と推定される。6663A～ 1の 各種

とは異なった絶である。

216は,唐車文左第 1単位第 1支葉の巻きが正円に近 く,それによって 6663F・ GoIと区別

される。段顎である。

217は左第 3単位主葉が脇区にとりつ く。 左第 2単位第 1支葉が正位を向いてお り, 6663C

と区別できる。重厚な作 りで,全体が磨滅 している。曲線顎である。類例は横井廃寺, 日向寺

にある。

218(66640)は 珠文縁の均整唐草文軒平瓦である。中心飾 り基部が平行する直線からなり,

基部上端が上の界線に接する。上外区に17,下外区に15,脇区に 3の珠文を配する。平瓦部凸

面を横方向に削るが,部分的に縦位の縄叩目痕を残す。平瓦部凹面の瓦当寄 りは,横方向の削

りを行 う。段顎である。唐招提寺に同施例がある。

219(6665B)は,珠文縁の均整唐草文軒平瓦で,唐草文第 3単位が脇区界線にとりつかず分

132)注 33と 同じ。

133)『基準資料 I』 1974。

134)法隆寺『法隆寺の古瓦』1978。

135)注 50と 同じ。

136)奈 良県教育委員会『秋篠寺』奈良県文化財

調査報告書第15集 ,1971,p.20,Fig。 14。

137)注 25と 同じ。

138)城陽市教育委員会所蔵。

139)『平城官報告Ⅵ』p.35,PL.51,別 表 3。 奈

ヱ
=翠

良国立文化財研究所『平城京左京三条二坊六坪

発掘調査概報』1976,p.13,Fig,19。

140)注 79, p.43, Fig。 45。

141)井本正三郎「 山城北野廃寺南遺跡の研究」

『考古学』■巻 6号,1940,p.308,Fig.5。

142)注 46, p.374, PL.198。

143)注 46, p.122, PL。 69。

144)唐招提寺所蔵。
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第V章 遺  物

離する。中心飾 り基部が平行する直線からなり,基部上端が上の界線に接する。平瓦部凹面に

粘土紐の痕跡が認められる。平瓦部凸面全体に縦位の縄叩き痕を残す。段顎である。

220(6667B)は , 4回反転の均整唐車文であるが, 中心飾 りの花頭形基部が分離する。唐草

文の巻きは 6667Aの流麗さを失い,

主葉と第 1支葉 の先端が珠点 とな

る。平瓦部凸面には,瓦当近 くまで

縦および斜位の縄叩き痕をのこす。

曲線顎である。平川廃寺出土例(Fig,

535)は 同絶であろう。

221～ 2231ま 同一系統に属す もの

(6681型式)である。6681は ,圏線文縁

均整唐草文軒平瓦で,中心飾の三葉

形を単線で表現するもの。平城宮所

用瓦 A・ BoC・ Sの うち,A・ B・

Cが薬師寺で出土 した。

221(6681A)は 唐草文第 3単位の

主葉が曲線を描きながら,脇区の界

線にとりつ く。曲線数である。同絶

例は平城宮・唐招提寺・西隆寺・法

華寺・阿弥陀浄土廃 !押 熊瓦窯 咎セ.

53-4)。 平城京にある。

222(6681B)は ,最も瓦当幅が大

きく,そのため唐草文の各単位も長

くのびる。曲線数である。同絶例は

145)粘土紐桶巻作 りか,粘土紐に よる

一枚作 りか不明である。

146)平 川廃寺出上の 6667Bは ,段顎と

曲線顎の両者がある。

147)『基準資料Ⅲ』1976。

148)唐招提寺所蔵。

149)注 33,p。 36,PL.29,Fig,13。

150)奈 良県教育委員会『重要文化財法

華寺本堂南門鐘楼修理工事報告書』

1976,p.57,Fig。 25。『大和古事大観』

第 5巻 ,p.52,Fig。 39。

151)「平城宮跡とその周辺の発掘調査」

『年報』 1974。

152)奈 良県教育委員会『奈良山一平城

ニュータウン予定地内遺跡調査概報』

1973。

153)『平城官報告Ⅵ』p.35,別 表 3。

ヱヱδ
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平城宮にある。

223は破片だが,6681Cと 判定 した。6681Cは A・ Bと 異 な り中心飾 りの三葉形が中心葉

と接する。唐草文第 3単位は直線的にのび,脇区の界線とわずかに接する。曲線顎である。同

絶は平城官にある。平城宮出上の 6681A・ B・ Cは平瓦部凸面にいずれも縄叩き痕が認められ

るが,薬師寺出土例は破片のため,顎部の縦削 りが認められるだけである。

224(6685F)は , 珠文縁均整唐草文軒平瓦で,花頭は縦 1線の基部と,下方および左右とに

短 く突出した端部とから成るもの。唐草文第 3単位の主葉と第 1支葉が脇区にとりつ く点で,

文様構成は6685型式に分類できるが,6685型式の中ではやや大型の瓦である。顎部は曲線顎に

近い段顎で,平瓦部凹面および凸面を丹念にナデ調整する。

225(6691A)は ,珠文縁均整唐草文軒平瓦で,唐草文は左右に 4回反転する。上外区に21,

下外区に21,脇区に 3の珠文を配する。曲線顎で,平瓦部凹面と凸面を丹念にナデ調整する。

同絶例は平城宮・法送翠・唐招淀翠 。法撃翠 。恭ど瞥・井手だ翠・長岡智 。平川廃寺にある。

226は ,珠文縁均整唐草文軒平瓦で,唐車文の茎は第 1単位から第 3単位まで連続す る。 中

心飾 りの花頭下端がノミチ状に広 く開き,基部上端も横に開きながら上の界線に接する。唐草文

の主葉 。支葉はすべて茎にとりつ く。平瓦部凸面を縦方向に箆削 りする。曲線顎である。同絶

例は京都府相楽郡精華町拓口東方で採集されている (F竜.533)。

227(6694A)は ,珠文縁均整唐車文軒平瓦で,花頭は中心にある縦 1線の基部と下方と左右

に分岐 した端部と,左右各 1線のカーブする線により構成される。上外区に15,下外区に14,

脇区に 3の 珠文を配する。段顎である。平城宮出土例は平瓦部凸面に横位の縄叩き痕を残す も

のが多 く,縦位の縄叩き痕を残すものは少ないが,薬師寺例は縦位の縄叩き痕をのこす。他に

唐招提寺・長岡宮・羅城門地域に同施例がある。

228・ 229は 同一系統 (6702型式)に属するものである。67021よ,素文縁均整唐車文軒平瓦で,

単線の中心飾 り花頭形がわずかにT字形に突出するもの。A～Gの 7種に細分されるが,唐草

文が完全に 3回反転するのは平城宮所用瓦 Aと ,薬師寺所用瓦 Gの 2種である。Gは唐草文の

左第 3単位第 1支葉が脇区にとりつ く点で Aと 異なる。

228は 破片だが 6702Aで ぁろう。唐草文第 3単位の第 1支葉 の範傷が平城宮出土例 (F竜 .

526)と 同一である。ただ,大 きさは平城宮出土例に比べやや小さい。

229(6702G)の 平瓦部白面には縦位の縄叩き痕がある。曲線顎である。久世廃寺 。平川廃寺

(Fig.527)・ 正道遺跡出土例は同施であろう。

230(6719A)は ,素文縁均整唐車文軒平瓦で,5回反転の唐草文を有する。平城官出± 6719

154)『基準資料Ⅶ』1980。

155)『 基準資料 I』 1974。

156)『法隆寺の古瓦』法隆寺,1978。

157)注31, p.43, Fig.39。

158)と主24, p.52, Fig,39。

159)京都府教育委員会『埋蔵文化財発掘調査概

報』1979, p.26, PL。 10。

160)奈良大学考古学研究会「文化財保護問題に

関する一考察」『盾列』 5号 ,1979。

161)注 25と 同じ。

162)注 21, p.30, PL.12, Fig。 19。

163)『基準資料Ⅱ』 1975。

164)注 25と 同じ。

165)注 44,p.21,PL。 12。

166)『基準資料Ⅲ』 1976。

167)城陽市教育委員会所蔵。

168)平 川廃寺は注43,p.30,PL.12を , 正道遺

跡は注43,P,64,PL,21を参照。

ヱ
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第V章 遺  物

Aの平瓦部凸面の縄叩き痕には,原体の粗いものと細かいものがあるが,薬師寺例は細かいも

のと同一である。他に同絶例は伊勢長者屋敷遺跡にある。

231(6721C)は , 珠文縁均整唐草文軒平瓦で, 5回反転の唐草文を有する。中心飾 りの両支

葉が上方に開 く。曲線顎である。同施例は平城宮の他,東大寺 。法華寺・海竜王寺・長岡官・

平川廃寺にある。

232(6721G)は 唐草文右第 5単位の第 2支葉を欠 くもの。平瓦部凸面を縦方向に削る。曲線

顎である。同絶例は平城宮の他,法華寺・阿弥陀浄土院にある。

233(6725A)は ,珠文縁均整唐草文軒平瓦で,三葉状中心飾 りをもつもの。唐車文は 3回反

転であるが,支葉の数が第 1単位,第 2単位で多 く,東大寺式軒平瓦の影響を受けたものと考

える。同絶例は唐招提寺 (F竜 .55■ )にある。唐招提寺には48点所蔵されてお り,唐招提寺創建

期の瓦の主体を占めるものである。

234。 235は同一系統 (6763型式)に属する。 6763は 珠文縁の均整唐草文軒平瓦で,三葉状の

中心飾 りをもち,唐草文第 1単位は上方から下方へかけて流れ, 3回反転するもの。 1本 の主

葉に 4～ 6本の支葉が伴 う。

234は6763A型 式であろう。平城宮出土例 (F竜 .54-2)も 薬師寺出土例も磨滅 してお り,現資

料では両者を異絶と認定することは困難である。ただ,平城宮例は段顎に近い曲線換であり,

薬師寺はゆるやかな線を描 く曲線鋲であり,顎の形態は異なる。平城宮出土例 では上外区に

9,脇区に 3の珠文を配する。

235(6763B)は 唐車文各単位の内側の支葉が外から内へ向って流れる。上外区に 9,下外区

に 9,脇区に 3の珠文を配する。平瓦部凸面を縦箆削 りし,部分的に縦位の縄叩き痕が残る。

曲線数である。

|→ 平 安 時 代

236～251は,偏行唐車文の影響を受けた均整唐草文,ま たは均整唐車文に近い軒平瓦であ

る。236は , 7回 反転の唐車文で,中心単位をのでき左右対称の均整唐車文軒平瓦 である。即

ち,左第 1～ 4単位は右から左へ向けて流れ,左 5～ 7単位は左から右へ向けて流れる。茎は

第 1単位から第 7単位まで連続 して流れ,左右両端で反転 して支葉 となる。支葉は各単位 3葉

を圧する。上外区に17の珠文,下外区に21の 線鋸歯文を配 し,脇区に文様はない。上外区左右

両端は鈍角となってお り,それを画する線を描 く。唐草文左第 1単位に絶割れが認められ, こ

の絶割れは大安寺採集例にも認められる。段顎であ り,顎部消よび平瓦部凸面を丁寧に箆削 り

169)『基準資料Ⅱ』1975。

170)『基準資料 I』 1974。

171)東大寺所蔵。昭和 6年の転害門修理中に検

出されている。

172)注 101, p.54, Fig.25-8。

173)注 102, p.105, Fig。 107。

174)注 25と 同じ。

175)注 21, p.30, PL.12。

176)『基準資料Ⅲ』1976。

==∂

177)注 101, p.57, Fig。 24-9。

178)注 152。

179)注 50, p.23,Fig。 12。 注62,p.27, Fig.89。

奈良県教育委員会『国宝唐招提寺講堂他二棟修

理工事報告書』1972,pp.62,PL.453。

180)『平城宮報告Π』p.62,別 表 3,PL.43。

181)保井芳太郎『南都七大寺古瓦紋様集』1928。

PL。 42。



233(6725AI

237

枠
ⅢⅢ

,

Fig.54 軒  平  瓦

およびナデ調整 し,叩 き痕を残さない。平瓦部は普通の平瓦 2枚分の厚みをもつ。凹面は横方

向へ箆削 りし,部分的に荒い布目痕をのこす。瓦当の上弦幅と平瓦部端面の幅とが 28cmと 同

じ数値を示す。

237は ,破片だが, 5回反転の均整唐草文軒平瓦であろう。236型式に文様のモチーフは類似

するが,唐草文の茎の出発点が上下逆になっている。上外区に珠文,下外区に線鋸歯文を配し,

==9



第V章 遺  物

脇区に文様はない。上外区右上方端を画する線がわずかに認められる。段顎である。瓦当と平

瓦部製作にあたって,粘土ブロックをい くつか継ぎ合わせる方法をとる。瓦当面から 1～2cm

で,平瓦部が象J落 した り,粘上の縞が見える例があるので, まず絶型に粘土を薄 く押 し込んだ

ようである。ただ,平瓦部の布目をもつ粘土と瓦当面の粘土との関係は明らかでない。平瓦部

は 236と 同じく,普通の平瓦 2枚分の厚みをもつが,粘土の合せ 日に布日は認められず,粘土

合せ目の断面形は波状を呈する。これは,平瓦を 2枚合せたとい うことではな く,長 く引きの

ばした粘土を貼 り合わせていることを示すものだろう。平瓦部山面はナデ調整する。

238は237の下外区を削 り取ったものであろう。237は,全体の文様が不明なので,238型式と

同絶であるとは断言できないが,現資料からみる限 りその可能性は強い。

儡
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8   唐草文に近い軒平瓦である。唐草文は
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単位は支葉 2～ 3葉と,曹 1個によって構成されるのを原則とする (F竜 .55)。

240は ,上に巻き上げる 1支葉,下に巻き込む 1支葉と曹 1個を 1単位とす るが,左 第 3単

位は 3支葉によって構成される。上外区,下外区,協区とも珠文を配する。段顎である。平瓦

部凹面に,布 目痕と糸切痕を残 し,顎部に縄叩き痕を残す。平瓦部凹面ぞいの粘土と,平瓦部

凸面ぞいの粘土とが分離 し,象1落 した例が多い。平瓦部凸面ぞいの粘上の内側に糸切痕が認め

られる。 これは,平瓦部凹面にも糸切痕があることと併せて,粘土板を 2枚合せていることを

示す。内側の糸切痕は,顎部から平瓦部へ移行 した部分にも続いてお り,段顎と粘± 2枚合せ

とは関係がない。粘土の合せ日は波伏を呈 してお り,平瓦を 2枚合せたというものではない。

241は珠文縁均整唐草文軒平瓦である。左第 1・ 第 4単位は,支葉 3葉 と菅 1個 とからな り,

支葉はいずれも下に巻き込む。段顎である。平瓦部凸面には削り,ナ デ 。指による押圧が認め

られる。

242は ,破片だが,241と は異絶である。241は ,中心の 2つの単位が,それぞれ 2本の支葉

の間に 1つの曹を配 して向い合 うが, 242では奮がさらに 1つ多 くなる。段顎である。数部に

縄叩目痕が認められる。242では,240型式と同様に,平瓦部凹面ぞいの粘土と平瓦部凸面ぞい

の粘土とが分離 し,平瓦部凸面ぞいの粘上の内側に糸切痕が認められる。

243は ,左半分だけで,左第 1単位は 3本の支葉と 1個の曹とからなる。 240～242が小型の

瓦であるのに対 し, この瓦はやや大きい。段顎である。平瓦部は分厚い。

244は ,上外区に珠文,下外区・脇区に線鋸歯文を配する均整唐草文軒平瓦 であ る。 7回 反

転の唐草文で,茎は第 1単位から第 7単位まで連続 して流れる。各単位は 3本 の支葉を配する

のを原則とするが,支葉が長 くのびて,他の単位に入 り込む箇所もある。中心単位は支葉の下

に族手状のものをお く。平瓦部凸面を箆削 りする。曲線顎であるが,段顎を意識 したように ,

箆で横方向に線を引き,顎部を区画している。

245は ,上外区に珠文,下外区に線鋸歯文をもつ均整唐草文軒平瓦である。 7回反転の唐車

文で,茎は第 1単位から第 7単位まで連続 して流れる。茎の左右両端は,支葉となって上方に

巻き上げる。各単位に 1葉の支美を配する。下外区に13の線鋸歯文を配する。曲線数で,平瓦

部山面には斜位の縄叩き痕を残すものが多いが, まれに縦方向の削りによって叩き度の消され

ているものがある。平瓦部凹面ぞいの粘土と平瓦部凸面の顎部の粘土とが分離 し,平瓦部凹面

ぞいの粘土の内側に縄叩日痕の認められる例がある。同絶ではないが,酷似した文様と作 りを

示すものに大安寺出土例 (Fを,553)がある。

246は ,小型の瓦で,文様構成は245と 同一である。上外区に17の珠文,下外区に17の線鉢歯

文を配する。曲線顎で,平瓦部凸面には斜位の縄叩き痕を残す。大安寺出土例 (F竜.554)は磨

滅 しているが,同絶である可能性が強い。横井廃寺・古市廃寺例 (F嗜.555)も 同絶である可能

性が強い。

247は ,破片だが,4回反転の均整唐草文軒平瓦であろう。分離 した支葉 2本によって各単位

を構成する。上外区に珠文,下外区に線鋸歯文を配する。曲線顎で,平瓦部凸面は削 りとナデ

どヒ82, p.65, Fig。 45。

どこ82, p.65, Fig,45。

注112, P.374, PL,198。

185)中村春寿「古市廃寺の調査」『奈良県観光第

43手〕』 1960。
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第V章 遺  物

で調整する。

248は 5回反転の均整唐草文であろう。曲線顎で,平瓦部凸面を削 りとナデで調整する。

249は破片で全体の形は不明。244型式の唐草文を原只」とし, さらにい くつかの退化した支葉

を配 したものと推定される。下外区に線鋸歯文を配 している。

250は素文縁の均整唐草文軒平瓦である。茎は連続してつなが り, 唐草文は 4回反転する。

第 1～ 3単位に 3本の支葉,第 4単位に 1本の支葉を配する。曲線顎で,顎部に粘土を薄 くは

りつける。平瓦部凹面に瓦当近 くまで布目と糸切痕がのこる。

251は ,破片で全体の文様は不明であるが, 240～ 243に類似 した文様であろう。上外区を欠

失し,平瓦部凹面の粘土が崇Jがれるが,現資料の凹面に布日痕を瓦当近 くまで残す。即ち,平

瓦の凹山面に粘土を附加 して製作したことが明瞭である。

252は珠文縁め均整唐草文軒平瓦である。放手状にのびた中心飾 りから,左 右に 3回 反転す

る唐草文をほどこす。唐草文の支葉は連続 して接する。曲線顎で,平瓦部凸面に縦位の縄叩き

痕がある。唐招提寺に同籠例がある。

253は素文縁の均整唐草文軒平瓦である。中心飾 り花頭の基部は下外区に接 してお り, 奈良

時代の均整唐草文軒平瓦において通有の中心飾 りとは上下逆になっている。唐草文 の各単位

は,主葉と第 1支葉,第 2支葉とから構成され,奈良時代的な特徴を有する。主葉と第 1支葉

の先端に,三葉状の菅を配 してお り, この点は新 しい要素をもつ。同施例は,大和山田寺(Fを ,

546)。 川原寺 (Fig.55-7)・ 唐招提寺,そ して愛媛県西条市真導廃寺 (Fig.55-8)に ある。同絶

品であることは疑いないが,瓦が運ばれたか,瓦絶が移動 したかが問題となる。 4者を比較す

ると,段後に近い曲線数で,平瓦部凹面の瓦当寄 りに横削 りをおこなうこと,平瓦部凸面には

部分的に縦方向の縄叩日痕が残ることなど,製作技法は共通 している。ただ,胎土に問題があ

り,④緻密な胎上で小石をほとんど含まないもの (山田寺。川原寺・薬師寺例),① O.5～lcm程

度の小石を部分的に合み砂粒の多いもの (薬師寺例),○大粒の小石を含むもの (真導廃寺例)が

あり,焼成についても,O①は堅緻だが,○は軟質で差がある。そ して, この①と○との中に

含まれる小石の種類がやや異なるようだ。 しか し,真導廃寺例にも焼成の比較的堅緻なものが

あり,さ らに大粒の小石を含まないものもあるなど,ノミラエティーがある。また,大和出上の

①に近い胎土を示す瓦は,愛媛県伊予市の瓦窯で検出されている。真導廃寺へ瓦を供出した瓦

窯の所在が不明であるが,まず, この型式の瓦が伊予から大和へ運ばれた瓦であることは間違

いないだろう。

254は素文縁均整唐車文軒平瓦である。 Y字型の中心に三角形を置 く中心飾 りを有し, 唐草

文は 3回反転する。各単位は主葉と2支葉とから成るが,唐草文の巻きは生気がない。平瓦部

凹面には荒い布目痕をのこす。曲線教で,顎部および平瓦部山面に斜位の縄叩き痕を残す。

255は珠文縁の均整唐草文軒平瓦である。中心飾 りは 1本の大い縦線からなり,唐草文は 3

186)252と 同籠例は瓦又所蔵。253と 同範例は唐

招提寺所蔵。

187)『飛鳥概報 7』 p。 31。

188)奈 良国立文化財研究所『川原寺発掘調査報

告』学報第 9冊,1957,p.35,PL。 46。
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189)愛媛県教育委員会『伊予国真導廃寺跡発掘

調査報告書』1977,p.57,PL,84・ 85。

190)伊予市カワラカツツナ窯跡出上の重弧文軒

平瓦など。
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Fig.56

回反転する。第 1単位に 1主葉・ 2支葉を配 し,第 2。 3単位は 1主葉・ 1支美を配する。唐

草文の巻きは雄渾で,東福寺出土例など鎌倉時代の唐草文に類似する点もある。 しかし,製作

技法は古式の作 りをしめす。即ち,なだらかなカーブを描 く曲線顎で,平瓦部は分厚い。平瓦

部凹面に荒い布日度を残す。

256～266は ,中心飾 り中心葉をもつ均整唐草文軒平瓦である。256は素文縁で 4回反転の唐

草文をもつ。茎は連続 して反転 し,第 1。 第 2。 第 4単位に 3支葉,第 3単位に 2支葉を配す
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る。曲線顎である。

257は ,256型式に類似するが左右の幅が短 く,細部に消いて異なる。曲線顎である。

258は素文縁で 4回反転の唐草文をもつ。茎は連続 して反転 し,第 1単 位に 5支葉,第 2単

位に 4支葉,第 3単位に 3支葉,第 4単位に 2支葉と,端に向か うにつれ支棄 の数が減少す

る。平瓦部凹面の布日は,瓦当近 くまで残る。段顎である。

259は素文縁 4回反転の唐草文をもつ。茎は連続 して反転する。曲線顎であ り,顎部に粘土

を附加している。平瓦部凸面を縦方向に削 り,平瓦部凹面には,瓦当近 くまで布日と糸切痕が

残る。

260は圏線文縁の均整唐草文軒平瓦である。中心飾 りは瓢箪伏を呈する花顕形と中心葉から

なる。 3回反転の唐草文で,第 1単位支葉と第 2単位主美と,第 1単位主葉と第 2単位支葉と

がそれぞれ連続 してつながる。第 3単位は 2本 の支葉が,上外区から脇区へ向って流れる。平

瓦部凹面と平瓦部側面に布目圧痕を残 し,特異な凸型台の上に載せて作られたことを示す。平

瓦部凸面は削りとナデにより調整される。曲線顎である。瓦当文様は異なるが,平瓦部側面に

布日圧痕を残す例として川原寺の軒平瓦がある。

261は素文縁の均整唐草文軒平瓦である。中心飾 りは三角形状の細線を中心葉が囲む。 3回

反転の唐草文で,各単位は主葉と2本の支葉をもつ。白線顎で,平瓦部凸面を横方向へ削った

後,全面を掌によって押圧 し,指紋のあとを残す。平瓦部凹面は布目と糸切痕をのこす。

262は,破片で,中心部分が磨滅 しているので判然としない。均整唐車文軒平瓦であろ う。

左半分では 4回反転 し,茎は連続 してつながる。各単位 2支葉を配する。曲線顎である。平瓦

部凹面に粗い布日痕をのこす。

263は素文縁 4回反転の唐草文軒平瓦である。中心飾 りはV字形を中心葉が囲む。茎は連続

して流れ,巻きの強い主葉と小さい支葉 2本を各単位に配する。平瓦部凹面には瓦当近 くまで

布日と糸切痕を残す。朗は,わずかに段をつ くり出すものと,曲線顎の両者がある。同籠例は

興福寺 (F嗜 .59-1)・ 唐招提寺・円勝寺 (Fセ .59-2)・ 平安宮真言1院にある。興福寺例は曲線顎,円

勝寺例はわずかに段をつ くる段顎である。

264は素文縁 3回反転の唐草文軒平瓦である。中心飾 りは逆V宇形を中心葉が上か ら下へ巻

き込む。各単位の区分は必ず しも明瞭でなく,厳密に左右対称でもない。左半分には 7本の支

葉,右半分には10本 の支葉を配す。顎は段顎と曲線顎の両者がある。顎部および平瓦部凸面を

丁寧にナデ調整する。同施例は興福寺食堂 (Fセ .59-3)で出土 してお り,段顎である。

265は,中心部分のみの破片だが,均整唐草文軒平瓦であろう。中心飾 りは中心棄 のみであ

る。唐草文は主葉と2支美を原則とするもの。段顎である。 1支葉が欠け,同絶ではないが類

似の資料が平安官にある。

266～272は,中心部分に 2本の対葉形を配 し,対葉形と対葉形との間に,V字形,

り
・９２♭
・９３≫
勒
・９５≫
協

注184, p.35, PL。 45-24。

『食堂報告』p.17,PL。 27。

唐招提寺所蔵。

注77と 同じ。

京都市文化財保護課「平安宮真言院跡推定

地発掘調査概要」『京都市埋蔵文化財年次報告

1975』  1976, p.49。

196)『食堂報告』p.17,PL.27。

197)平安博物館編『平安京古瓦図録』1977,PL.

123-479。
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Y字形などの簡単な飾 りをお くもの。均整唐車文軒平瓦である。 266は破片だが,興福寺東金

堂で同絶例が出土 している。中心部分に 2本の対葉形を配 し,左右に 2回反転の唐草文を配す

る。唐草文各単位の間を青によって結が。曲線顎である。

267は,圏線文縁で,中心飾 りは下向きの半円形に近いもの。対葉形は下向きである。段顎

で,平瓦部凸面および顎部を丁寧にナデ調整する。平瓦部凹面には瓦当近 くまで布目および糸

切痕をのこす。同絶は唐招提寺礼堂 (F竜.594)。 平安宮真言院にある。

268は,破片だが,267型式に類似した特徴を示す。中心飾 りも類似の対葉形を有するもので

あろう。267型式が, 2重 の圏線を有したのに対し,268は下外区のみ 2重の圏線で,他は 1重

の圏線である。曲線顎である。

269は,中心飾 りが下向きの対葉形の間に,Y宇状の飾 りをお くもの。この軒平瓦は,次 第

に範傷が大きくなり,それに伴って顎の形態が変化 していることが,興福寺出土例と対比 して

判明する。これを a～ cに分けて説明する。

③興福寺食堂・五重塔出土例 (F竜.595)一瓦当に全 く絶傷が認められず,顎は明際な段数の

特徴を示す。

①興福寺北円堂1975年出土例 (F竜 .596)一唐草文右の第 1単位の右側と,第 3単位の左側に

わずかに籠傷が出現している。顎は,ま だ段顎の形態をとどめているが,次第にその特徴が く

ずれ,不明瞭となっている。

○薬師寺出土例―絶傷は唐草文の右側だけでな く左側にも及び,絶型自体 2つに害Jれたもの

と思われる。これを何らかの方法で補修 して使用したものであろう。数は直線顎 になって消

り,段顎の痕跡をとどめない。

以上のように, 269は ,絶傷の出現から絶型の分割に到る経過を a→ b→ cの順で追え,そ

の間に段顎から直線顎へと鉄の形態が変化している。①①はすべて興福寺出土例で,○はすべ

て薬師寺例である。このことから瓦および絶型の移動を含めて幾通 りかの解釈が成立するが,

①およびOの胎土に黒色の粒子を含むものがあること,顎以外の技法,即ち瓦当近 くの顎部は

横方向のナデ,平瓦部凸面は縦方向のナデが認められ,平瓦部凹面に粗めの布目と糸切痕を残

し,瓦当近 くを削る点は全 く共通することなど,同一瓦屋での製作はまず間違いないだろう。

270は中心飾 りが下向きの対葉形の上に逆V字状の飾 りを有するもの。唐革文は 3回反転 し,

茎は連続 してつながる。 1単位は 3支葉からなる。顎は箆を横引きして,わずかに段顎をつ く

りだす。平瓦部凹面には瓦当近 くまで布目が残る。

271は,下向きの対葉形と上向きの対葉形とを組み合わせたもので,中心に三葉形を線で描

く。主葉の内側にも4支葉を配 し,主葉の外側にも枝分れ した支葉を配す。段顎である。平瓦

部凹面には瓦当近 くまで布日と糸切痕が残る。

272は,破片で中心部分は不明だが,上向きの対葉形を有するものであろうか。下外区に珠

文を配する。段顎である。

273は均整唐草文軒平瓦である。中心飾 りは,半ば以上欠損するが,( )を 2重にした形状

注89と 同じ。

注50,p.23,Fig。 11。

200)注 191と 同じ。

201)『食堂報告』p.17,PL.27。
・９８ぅ
の
　
笏
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であろう。唐草文は,主美の内外に各 1支葉を配するものと,主葉の内側に 2支葉を配するも

のを交互に反転させるようである。上外区は珠文,下外区は素文。段顎である。

274は,素文縁の均整唐草文軒平瓦で,8回反転する。唐草文は下外区から発し,中心飾 りは

逆V字形のみである。 1単位に 1支葉が多いが, 2支葉を有する箇所もある。直線顎である。

同絶例は大安寺で出土 している。

275は,破片で,全体の文様は不明。均整唐草文であろうか。支美は上下に 1本づつ反転 し

て連続する。直線牧で,平瓦部凸面に縦位の縄叩目度を残す。

276は,素文縁の偏行唐草文軒平瓦で,左から右へ偏行する 6つの単位文をもつ。茎は連続

してつなが り,各単位は, 2支葉と吉状のも  0苺 ゝ鶏

のが反転し,一種の宝相華唐草文とでも呼び

うるものである。顎は曲線顎であるが,わず

かに段をつ くりだしているものもある。平瓦

部凸面に横位の縄叩き痕を残すが,縦方向の

箆削 りによって磨 り消 されてい るものもあ

る。平瓦部凹面に細かい布 目痕と糸切度を残

す。興福寺食堂 (Fig.59-7)で同絶例が出上 し

ている。

277は,珠文縁偏行唐草文軒平瓦で,右か

ら左へ偏行する 6つの単位文をもつ。薬師寺

例は,破片だが,平等院に同施例がある。内

区文様は 271型式を左右逆に偏行させたもの

である。段顎の顎部は崇1落 し崇J落 した部分に

糸切痕が残 り,貼 り付け段換であることが判

明する。平瓦部凹面に細かい布目痕と糸切痕

を残す。

278は素文縁の偏行唐草文軒平瓦であ る。

左から右へ流れる唐草文で,同絶例が元興寺

極楽坊 (Fig.59-8)。 興福寺 (Fig。 60-1)にあり,

7回反転であることが判明する。各単位に主

葉と2本の小支葉を配 し,主葉 の巻 きは強

い。顎は参Jり 顎である。

279～283は宝相華文軒平瓦である。

279は輻線文縁宝相華文軒平瓦 である。中

心に 4葉の花文を配 し,そ こから茎が左右に

3回反転 してのびる。茎が 1回 反転す る間

202)『食堂報告』p.17,PL.27。

203)関野貞「瓦」『考古学講座』1933,P,237。

204)元興寺極楽坊所蔵。

鯰
ヰト
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に,半裁 した花文と支葉を配する。顎は段顎であり,顎部の粒土を厚さ lcm程度貼 り付けた

痕跡が残る。顎部は横削 り,平瓦部凸面は縦位の箆削 りを行 う。平瓦部凹面には,細かい布日

と糸切痕を残 し,瓦当に接 して横方向へ粘土を削 り取っている。

280は素文縁宝相華文軒平瓦である。中心に花文状のものを配 し,そ こから左右に茎がのび

る。茎は反転せず,断続的にのびてお り,中心近 くに多 くの支葉を配 し,脇区に近いところで

は 3本 の支葉を配する。興福寺菩提院出土例 (Fig.60-2)と 同絶である。薬師寺例では,平瓦部

凹面に瓦当近 くまで細かい布目があ り,糸切痕が残る。平瓦部凸面では縦方向の削 りが顕著で

あ り,部分的に糸切痕が認められる。これは興福寺例と同じである。また,顎部から平瓦部ヘ

移行する部分には,指による圧痕が顕著に残っている。これも興福寺例と同じである。両例と

も胎土は緻密であり,砂粒はほとんど含まないが,部分的に長石が混じる。

281は素文縁宝相幸唐草文軒平瓦である。中心に花文を配 し,左右に唐車文が 4回 反転する

ものであろう。瓦当に粘上の割れが生 じ,それを工具によって押 しつけた痕跡が認められる。

曲線顎である。平瓦部凹面には布日痕を瓦当近 くまで残す。胎上に多 くの砂粒が混じる。

282は珠文縁宝相幸唐草文軒平瓦である。破片で中心部分は不明だが,正面からみた花文を

配するのであろう。反転する茎に半裁 した花文と支葉を配する。顎の下面が短 く,上下の長さ

が大きい段顎である。

283は均整唐草文が くずれて幾何学文に近 くなった軒平瓦である。興福寺菩提院例 (Fig。 603)

と同絶である。平瓦部凹面には布日と糸切痕が残る。布目は細かい。平瓦部凹面の瓦当近 くを

削っている。平瓦部凸面では縦位の箆削りを行ない,その下に部分的に糸切痕が残る。顎部か

ら平瓦部へ移行する部分に指による押圧を行 う。これらはすべて興福寺例と同一手法である。

ただ,薬師寺出土例は胎上に砂粒をほとんど含まないのに対 し,興福寺例は若干砂粒を含む。

284は素文縁の幾何学文軒平瓦である。内区の下半に線鋸歯文を配する。内区の上半には中

央から左右に 9回反転の主茎をおき,茎の間に円点を配する。曲線顎で,平瓦部凸面を縦位に

箆削りする。

(i⇒ 平安時代末以降

285。 286は素文縁の梵字文軒平瓦 であ る。285は,梵字 の ア・ノミ.ラ ・力 。キャ (地・水・

火・風・空)を,中央→左→右→左端→右端の順に配する。直線顎で,平瓦部凸面を箆削 りす

る。平瓦部凹面には粗い布目痕を残す。同絶例は唐招提寺 (Fセ.604)にある。同範ではないが

類例が法勝寺にある。

286も ,285と 同様に,左から梵字の「 力 。パ・ア・ラ・キャ」を配する。 281に比べ,文字

が小さく,素文の上外区に接する。曲線顎である。

287～291は素文縁の木葉文軒平瓦である。 287は,大型の瓦で, 3葉 の木葉文を上向きに 2

葉,下向きに 2葉, 2葉あ木葉文を上向きに 1葉配する。左から2・ 3番 目の木葉文は相互に

接する。顎の下面が短 く,上下の長さが大きい段顎である。平瓦部凸面は縦方向に箆削 りす

る。平瓦凹面には瓦当面から2～4cm離れて布の端が観察できる例が多い。顎部の粘土は,多

205)注 74, p.30, PL。 94。

206)唐招提寺所蔵。

=23

207)石 田茂作編『古瓦図鑑』1930,PL。 183。
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第V章 遺  物

くの場合,平瓦部凸面の端に附加 しているが,一例だけ絶型に粘上を押 し込んで,平瓦部を接

合しているものがある。顎部に箆書きの図文が認められる例があるが,図文の意味は明らか

でない。

288は,小型の瓦で,文様の配置は283と 同じである。平瓦部凹面の布日は,瓦当近 くまで延

びる例が多いが,布の端の認められるものがある。曲線顎で,顎部の粘土は平瓦部凸面の端に

附加している。

289は,破片だが,左端に 1葉の木葉文を下向きに位置するもの。直線類に近い 曲線顎で,

平瓦凸面を縦位に箆削 りする。

290も 破片で全体の文様は不明だが,上 向き

の 3葉の木葉文の左に,更に線描きの 1実を配

するもの。曲線顎である。平瓦部凹面には瓦当

近 くまで布 目および糸切痕を残す。

291は, 3葉の木莱文を上下に交互 に配す る

点で283～ 286と 共通するが, 3葉 を太い 1本の

線で表わす点が異なる。瓦当面が完存する例が

ないが,下向きの 3葉文 3,上向きの 3葉文 3

個を配するものであろう。なお,左端には,上

向きの 1葉文を 1個,脇区から突出させる。顎

の下面が短 く,上下の長さが大きい段顎である。

平瓦部凹面には瓦当近 くまで布目痕を残す。

292は珠文縁の木実文軒平瓦である。破片で

全体の文様は不明だが, 4葉文をすべて上向き

に配するものであろう。

293～299は 剣頭文軒平瓦である。

293は,下に垂れる稜をもつ父1頭文 の間に,

小さなのでき剣頭文を配するもの。内区上方に

は,突出した珠文を配 し,珠文のまわ りに圏線

をめぐらす。曲線顎で,薬師寺出上の剣頭文の

中では最も古い特徴を備えている。同範品は大

安寺・額安寺 。法隆寺で採集されている。

294は,内区上方に 19の珠文を配 し,内区下

方に下に垂れる稜をもつ13の剣頭文を配する。

左端には稜を有 しない剣頭文を 1個配する。段

顎であり,平瓦部山面を丁寧 にナデて調整す

F鈍 ◆
ご

208)保 井芳太郎『南都七大寺古瓦紋様集』

PL.41。

209)注 112,PL。 156。

210)注 112, PL.103・ 104。

|
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る。平瓦部凹面には布目を残すが ,

に同絶例がある。

Fig.61 軒  平  瓦

瓦当寄 りは横方向ヘナデる。
211)             212)

法起寺 (F竜 .60-5)。 唐招提寺

295は,内区上方に17の珠文を配 し,内区下方に下に垂れる稜をもつ12の剣頭文を配す る。

211)『大和古寺大観』第 1巻,1977,p,21,

8。

Fig. 212)唐招提寺所蔵。
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第V章 遺  物

左端には稜を有 しない剣頭文を 1個配する。段顎であり,平瓦部凸面を丁寧にナデて調整す

る。平瓦部凹面には細かい布目痕を残すが,瓦当寄 りはナデ消す。

296は,内区上方に26の珠文を配 し,内区下方に下に垂れる稜をもつ14の剣頭文を配す る。

段換である。平瓦部凸面および凹面を丁寧にナデて調整する。

297は,破片だが,内区上方に大きめの珠文を配するもの。段顎である。唐招提寺に同絶例

(Fig.60-6)がある。

298は,珠文がな く,稜のない剣頭文を左右 8個ずつ,中心に稜を有する剣頭文を 1個,合

計17個 の剣頭文を配するもの。段数である。秋篠寺 。法起寺 (F竜 .60-7)。 法隆寺 (Fig.63-1)に

同絶例がある。

以上294～298型式では,平瓦部凸面から顎部へ移行する部分の両隅に,台によって押圧され

た痕跡が共通 して認められる。顎はナデ消されているので明確ではないが,凹型台の木口の木

目痕かと思われる例も存在する。

299は,下に垂れる稜をもつ剣頭文を配 し,上方に珠文を配さない。段顎である。平瓦部凹

面には席の圧痕が認められる。唐招提寺 (F唸.632)に同絶例がある。この平瓦凹面にも席の圧

痕が残る。

300～304は巴文軒平瓦である。300は 5個 の巴文を配するものである。左第 1・ 2は左巻き

の二巴文,左第 3～ 5は右巻きの二巴文を配する。巴の頭部は分離 し,巴の尾部は相対する巴

の胴部に接する。数の下面が短 く,上下の長さが大きい段数である。顎部は象J落 し,崇」落 した

部分に糸切痕が認められ,顎部の粘上を貼 り付けたことを示す。

301は 7個の文を配するもの。いずれも左巻き二巴文で,巴の頭部は分離 し,巴 の尾部は相

対する巴の胴部に接する。段顎で,平瓦部凸面から毅部へ移行する部分の両隅に,台によって

押圧された痕跡が認められる。平瓦部凹面には,先述の299型式 彼J頭文軒平瓦)と 同 じく,蒲

の圧痕が認められる。301と の同絶例は唐招提寺 (Fig。 633)・ 元興寺極楽坊にある。

302は,破片だが,左巻き三巴文を配するもの。巴の頭部は接合する。巴のまわ りを一重の

圏線がめぐり,圏線と巴の尾部は分離する。平瓦部凹面には,瓦当に接 して,細かい布目痕と

糸切痕をのこす。顎は到 り数であ り,顎部を横方向ヘナデ調整 し,平瓦部山面は縦方向へ削る。

顎部の粘土は祭」落し,崇」落した部分に糸切痕が観察され,顎部を貼 り付たことを示す。ただし,

顎部は分厚 く,二重に粘土を貼 り付けたものであろう。

303も ,破片で,左巻き三巴文を配するもの。巴の頭部は分離 し,巴の尾部は相対す る巴の

胴部に接する。顎は参Jり 毅であり,顎部の粘土は二重に貼 り付けたように観察される。

304は,上外区に輻線文,下外区に線鋸歯文を配する。内区には,左巻き二巴文 と珠文, そ

れに波状に反転 した茎の間に円圏を入れる。全体の文様は不明。曲線鋲で,平瓦部凸面を縦位

に箆削 りする。全体の作 りは284型式 (幾何学文軒平瓦)に類似する。

213)唐招提寺所蔵。

214)奈 良県教育委員会『国宝秋篠寺本堂修理工

事報告書』1969,Fig.38。

215)法 起寺所蔵。

216)注 ■2,PL。 106。

ヱ」2

217)唐招提寺所蔵。

218)唐招提寺所蔵。

219)奈 良県教育委員会文化財保存課『元興寺極

楽坊本堂,禅室及び東門修理工事報告書』

1957, p.63, PL.81。
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305～309は文字文軒平瓦である。

305～ 306は薬師寺仁治寅王の銘あるもの。仁治寅王は仁治 3年 (1242)で ある。305は左から

「仁治寺薬師王寅」,306は左から「仁治寺薬師寅王」の文字を配する。
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第V章 遺  物

韓射

305は ,「仁」の字が直線的で,「治」

の「ム」を下へ流 して書 く。顎は参Jり

顎で,顎部を横方向ヘナデ,平瓦部凸

面を維方向に削る。平瓦部凹面には布

日痕を残すが,瓦当寄 りは横方向に削

る。同絶例は唐招提寺にある。

306は文字が太めで力強い。顎は参J

り顎で,顎部を横方向にナデて,平瓦

部凸面を縦方向にナデる。平瓦部凸面

から顎部へ移行する部分の片隅に,台

によって押圧された痕跡が認め られ

る。平瓦部凹面には布目痕を残 し,瓦

当寄 りは横方 向へ削 る。顎部 の粘土

は,301の ように横へ二重に貼 り付け

たものではな く,縦に二重に貼 り付け

たように観察できる。すなわち,瓦当

籠に平瓦端面を押 しつけると共に,瓦

当絶全体に粘土を押しつけたものであ

ろう。同絶例は唐招提寺にある。

307は薬師寺東院弘安幸巳の銘文を

あらわ した もの。弘安 4年 (1281)の

瓦である。平瓦凹面は全面をナデ消 し

ているが,部分的に蒲の圧痕が認めら

れる。顎は参Uり 散であ り,平瓦部凸面

を縦方向に箆削 りする。平瓦部凸面か

ら顎部へ移行する部分の片隅に,台に

よって押圧された痕跡が認められる。

なお,307の 中で,「師」の部分に傷が

生じている例があ り, この瓦の平瓦部

凹面には席の圧痕ではなく,布の圧痕

が認められる。

308は,破片で,全体の文様は不明だ

が,中央に薬師寺の銘文を置き,左右

220)曲 線頚の中に含まれるが,古代の軒

平瓦に見られる曲線顎 とは形態が異な

り,瓦当に近い位置から強い曲線をえが

いて平瓦部に連なる。

221)305。 306は唐招提寺所蔵。

将碓
亀ド 撒 屯

と考諦 flいぶ

移:寃

蛸
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に唐草文を派生させたものであろう。唐草文の下には,珠文を配する。参Jり 顎である。

309は左から右へ「寺提唐招之」銘を配するもの。平瓦部凹面に布目痕を残す。顎は elJり 顎

であり,平瓦部凸面から顎部へ移行する部分の片隅に,台によって押圧された痕跡が認められ

る。同施例は唐招提寺で多 く出土 (Fig。 63-4)している。

310は ,18の珠文を横に連ね,珠文の間に斜線を描いて文様を飾るもの。中心部分には,上

に 3個,下に 3個 の小さな珠文を付加する。段顎で,平瓦部凸面をナデと削 りに よ り調整す

る。平瓦部凹面は部分的に布目と糸切痕を残すが,全体はナデ消 している。

311～317は 連珠文軒平瓦である。311は,珠文を横に連ねただけで,内区と外区を画する圏

線のないもの。顎はelJり 顎で,平瓦部白面を縦方向へ削る。平瓦部凹面は布目痕を部分的に残

すが,全体にナデ調整する。

312～316は,珠文を横に連ね,内区と外区を画する一重の圏線のあるもの。312はやや大き

めの珠文を15個連ねるもの。左から2番 目の珠文がやや上方に位置する。顎はelJり 顎で,平瓦

部凸面を縦方向へ削る。平瓦部凹面には細かい布目痕を残 し,全体をナデ調整する。

313は,やや大きめの珠文を配 し,一重の圏線も太めのもの。参Jり 顎で,平瓦部凸面を縦方

向へ箆削 りする。

314。 315は似た大きさであるが,左第 1の珠文と脇区との間隔が314では離れ,315で は近接

する。314,315は ,と もに参げり顎で,平瓦部凸面から顎部へ移行する部分の片隅に,台によっ

て押圧された痕跡が認められる。315は唐招提寺に同施例 (F竜.635)がある。

316は小型の連珠文を配する。平瓦部凹面には席の圧痕を有する。

317は,内区上方に連珠文を配 し,内区下方には短い曲線を雑然と配する。llJり 顎である。

318～321は,均整唐草文軒平瓦である。318は ,珠文縁の均整唐草文軒平瓦で,左右に 3回

反転する。この文様系譜は,興福寺と東大寺における鎌倉再興時の瓦に求め うるものである。

東大寺出土例 (Fセ.63-6)は 山城栢杜遺跡出土例と同絶品である。明瞭な elJり 顎を示 し,整正

な作 りを示す。元興寺出土例は,大和安倍寺出土例との同絶品であり,ま た豊浦寺や枚岡市法

性寺出土例と同絶品の可能性が強い。参げり顎である。興福寺出土例 (F竜.637)は まだ 同施例は

ない。曲線顎で,東大寺出土例より古い作 りを示す。薬師寺出土例の顎は参Jり 顎だが,東大寺

や栢杜遺跡例ほど整正なつ くりを示さない。平瓦部凹面に粗い布目度を残 し,平瓦部凸面はナデ

調整する。

319は,破片だが,均整唐草文軒平瓦であろう。外区内縁の珠文の外にも圏線をめ ぐらす。

顎は参Jり 顎であり,整正な作 りを示す。興福寺北円堂に類似品がある。

320は珠文縁の 4回反転する均整唐草文軒平瓦である。中心飾 りはな く,唐草文 の先端が対

222)とと79, p,43, Fig.44。

223)唐招提寺所蔵。

224)注 80, P,73, Fig.53。

225)杉山信二・岩城徹・梶川敏夫・清野紀子『栢

杜遺跡調査概要』1975,p.36。

226)主主220, p.63, PL。 87。

227)田 中英夫・久野邦雄・泉森餃・管谷文則『安

倍寺跡環境整備事業報告一発掘調査報告書―』

1970, p.12, PL。 9-11, Fig。 15-11。

228)石 田茂作『飛鳥時代寺院址の研究』1936,

PL。 19。

229)藤井直正 。都出呂志′『原始 。古代 の枚岡』

1966, p.186, PL。 95。

230)『食堂報告』P,17,PL。 31。

231)文 化財保護委員会『重要文化財興福寺大湯

屋 。国宝同北円堂修理工事報告書』 1966,

p.81, Fig。 331。
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向して巻き込む。 1単位は 2本の支葉からな り, 1本の支葉は二方へ分枝する。上外区に17,

下外区に16,脇区に 3の珠文を配 し,珠文の外に圏線をめぐらさない。参げり顎で,平瓦部凹面

に細かい布 目痕を残す。同施は唐招提寺 (Fig,63-8)に ある。

321は ,素文縁唐草文軒平瓦で,左に 5回半,右に 4回半の反転を示す。唐草文は連続す る

が, 1箇所分離する所がある。顎は参Jり 顎で,平瓦部凸面から毅部へ移行する部分の片隅に,

台によって押圧された痕跡が認められる。同範品は法華寺 (Fig。 65-1),海 竜王寺 (Fig.65-2)で

出土 している。

322は,破片だが,321に類似したものである。唐草文は連続するが,321よ り巻きが くずれ

てお り,支葉と茎の判別が困難である。顎はカーブをもつ,なだらかな到 り顎となっている。

平瓦部凹面に布日と糸切痕を残す。

323は素文縁の花文唐草文軒平瓦である。中心には下に垂れる花文を配し,唐草文は左右に

3回反転する。顎はカーブをもつなだらかな参げり顎とな り,平瓦部凸面を縦方向に削る。平瓦

部凹面に粗い布目痕を残す。

324は素文縁の均整唐草文軒平瓦である。唐草文は複線となって連続 し, 4回 反転する。顎

は曲線顎に近い李げり顎で,平瓦部凸面を縦方向に削 り,ナデ調整する。平瓦部凹面に布日と糸

切痕を残す。

325は素文縁の均整唐草文軒平瓦である。現資料右端の半円形の文様が,中心飾 りであろう

か。唐車文は複線となって連続するが,単線で表わす箇所もある。上外区・下外区の内縁に溝

をつ くる。顎は曲線親に近い段顎で,平瓦部凸面を縦方向に箆削りする。平瓦部凹面に布 目と

糸切痕を残す。

326は素文縁均整唐草文軒平瓦である。上方にのびる四葉を中心に配 し,左 右に 5回 反転す

る唐車文を置 く。平瓦部凹面には,府の圧痕を残す ものと,布の圧痕を残すものの両者が あ

る。参Jり 顎で,平瓦部凸面から顎部へ移行する部分の片隅に,台によって押圧された痕跡が認

められる。

327は素文縁の均整唐草文軒平瓦である。唐草文は連続 してつなが り, 6本 の支葉を配する。

4本 目の支葉に接する文字は「左」の字であろう。参Jり 顎で,平瓦部凸面から顎部へ移行する

部分に,台によって押圧された痕跡が認められる。平瓦部凹面に細かい布 目痕を残す。

328は素文縁の均整唐草文軒平瓦である。支葉が対向して円形を描 く中心飾 りと,20本 の支

葉が上巻きと下巻きで交互に左右にのびる唐草文を配する。外縁に比べ,文様面は深い。平瓦

部凹面はナデ消すが,わずかに布日痕を残す。参Jり 顎で,平瓦部凸面と顎部の境に,わずかに

木 目痕を残す。平瓦部凸面は縦方向に削る。

329。 330は,破片で,全体の文様は不明だが素文縁の均整唐草文軒平瓦であろう。 329は右

半分のみで,中心から端へ向けて,上巻きと下巻きの二枝葉が交互に連続 してのびる。顎は参J

り顎で,平瓦部凹面に蒲の圧痕を残す。

330は,左半分のみで,中心から端へ向けて,上巻きと下巻きの二支葉が交互に連続 して延

lL31, p.43, Fig.44。

どこ101, p.57, Fig.25。
効
効
　
朗

234)注 102, p.105, Fig.78。
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びるが,329よ り唐草文の巻きが硬化 している。顎は到 り顎で,平瓦部凹面に薦の圧痕を残す。

331は素文縁偏行唐草文軒平瓦である。唐草文は左から右へ偏行 し,茎は連続 してのび,8回

反転する。参げり顎で,平瓦部凸面と顎部との境にわずかに木 目痕を残す。平瓦部凹面は縦方向

に削り,あ まり明瞭ではないが,蒲の圧痕がかすかに認められる。唐招提寺に同範例 (Fig,65-

4)がある。

332は素文縁の偏行唐草文軒平瓦である。唐草文の右半分は右から左へ 6回 反転 し, 左半分

は左から右へ 5回反転し,偏行する。顎は参Jり 顎で,平瓦部凹面に部分的に布 目痕を残す。同

】,7
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施例は法隆寺 (Fig。 6}3)にあり,作 りも同

一である。唐招提寺例も同絶である。

333は ,均整唐車文軒平瓦であるが,唐

草文は退化 して,幾何学文様に近 くなって

いる。中心はやや扁平な円形の中に,一本

の縦線が垂れる。顎はカーブをもつなだら

かな到 り顎である。平瓦部凹面に布 目と

糸切痕を残す。同範例は唐招提寺で出土

し,巨勢寺にも同絶例がある。

334は素文縁の格子文軒平瓦 である。 中

心には,縦に 1本線が入 り,左右それぞれ

2ケ 所が三角形の文様となり,その他は格

子文様 となる。参Jり 顎で,平瓦部凹面と教

部の境の両隅に,台によって押圧された痕

跡を残す。平瓦部凹面には細かい布目痕を

残す。

335は 素文縁の均整唐草文軒平瓦である。

中心に半我 した花文を置き,花文の上に冠

状の文様を配するのが特徴である。唐車文

は 3回反転 し,第 2単位と第 3単位との間

に,さ らに半我 した花文を置 く。 elJり 顎

で,平瓦部凸面と顎部の境に,台によって

押圧された痕跡を残す。平瓦部凹面には細

かい布 日痕を残す。335型式と同施 もしく

は文様の酷似する例は見当らないが,基本

的なモチーフを同じくするものとしては,

法隆寺例 (Fig。 655)や山城醍醐寺例などが

ある。

336・ 337は ,素文縁均整唐草文軒平瓦で,

中心飾 りに半我 した花文を置 く。

336の唐草文は,中心か ら3回反転 した

235)法隆寺『法隆寺の古瓦』1978,PL.159。

236)331・ 332・ 333の 唐招提寺例は同寺所蔵。

237)注■2,PL。 184。

238)法隆寺国宝保存事業部『国宝建造物法隆寺

大講堂修理工事報告書』法隆寺国宝保存工事報

告書第 6冊,1941,PL。 234。

239)京都府教育庁文化財保存課『国宝建造物醍

醐寺五重塔修理工事報告書』付図,PL。 383。

=♂
∂
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341

Fig.66軒

後,半裁 した花文を置き,次に 5回反転 した支葉を置 く。顎は多Jり 顎で,平瓦部凸面から顎部

へ移行する部分の両隅に,台によって押圧された痕跡と,木 目痕を残 し,木製の凹型台の上で

整形されたことを示す。平瓦部凹面は全体にナデ消すが,部分的に細かい布目痕を残す。類例

は大阪府交野市獅子窟寺にある。

337は中心の花文が336と 異なる。左右の唐草文の形状は不明である。

240)大阪府教育委員会『大阪の寺院跡出土品展』文化財資料展示室だよりNo.10,1979。

ヱ39



第V章 遺  物

338は ,素文縁の均整唐草文軒平瓦で,中心飾 りに半裁 した花文を置 く。唐草文は左右に 6

回反転する。顎は参Jり 顎である。唐草文右第 2単位の部分に小さな籠傷があり,秋篠寺出土例

(F竜.65-6)と 同範である。

339～ 342とま,中心飾 りに半裁した花文を置き,花弁が 5枚からなる唐草文軒平瓦である。

339は花弁の中央に稜が入る。唐草文は 3回反転し,唐草文の先端に半裁する花文を配する。

上外区内縁に35,下外区内縁に34,脇区内縁に 6の珠文を配する。顎は到 り顎で,平瓦部凹面

に細かい布目痕を残す。 339型式を法

隆寺出土例 (FIg.67-1)と 対比すると,

法隆寺例では脇区と下外区の珠文がな

く,唐草文も全体に磨滅 している。 し

か し,唐車文や上外区の珠文の微妙な

配置は一致している。即ち,法隆寺例

は薬師寺例の範型の脇区と下外区を切

り取ったものである可能性がきわめて

強い。なお,法隆寺例に酷似する軒平

瓦が,兵庫県円教寺大講堂修理の際に

検出されている。同絶例は他に唐招提

寺 (F嗜.65マ)にある。

340は中央の花弁の下に 4本の縦線

が入る。破片のため,唐草文の全体の

形状は不明である。参Jり 顎である。

341は,花文に稜を有せず,唐草文

の茎は連続するもの。平瓦部凹面はナ

デ消すが,部分的に布目痕が残る。顎

は参げり顎で,平瓦部凸面には木型の凹

型台の上で整形 した痕跡を示す木目痕

が残る。同絶例は唐招提寺 (Fig.6作 2)

にある。

342は,花文に稜がなく, 4回 反転

の唐草文を有するもの。平瓦部凹面お

よび山面を横方向のナデによって磨 り

241)奈良県教育委員会『国宝秋篠寺本堂

修理工事報告書』1969,Fig。 43。

24の 注236,PL.163。

243)重要文化財大講堂修理工事事務所

『重要文化財円教寺大講堂修理工事報告

書』1956,PL.126。

244)339。 341・ 347の 唐招提寺例は同寺所

蔵。

隼
Fig。 67同 籠軒 平瓦 8
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消す。割 り顎である。

343は素文縁の均整唐草文である。中心飾 りに半我 した花文を置き,唐草文は 5回反転する。

llJり 顎である。

344は,素文縁の均整唐草文軒平瓦で,中央に 2本の縦線を入れるもの。唐草文は,すべて

下外区から上方へのびて内側に巻き込むもので, 4本 の支葉からなる。顎はわずかに段 をも

つ。平瓦部は分厚 く,平瓦部側面近 くの 2ケ 所に,焼成前の穿孔がある。平瓦部凹面は,全体

にナデと削 りにより磨 り消し,部分的に布目痕を残す。

345は,素文縁の均整唐草文軒平瓦で,中央に格子文様を入れるもの。唐草文は,すべて下

方から上方へのびて内側に巻き込むもので, 3本 の支葉からなる。脇区の広いものと狭いもの

の 2者があるが,同 じ絶型である。脇区の広いものは平瓦部がやや分厚い。参Jり 顎で,平瓦部

凹面にわずかに布目痕を残す。中心に格子文を置き,左右に唐草文を入れる例は,興福寺大湯

屋や北円堂の修理に出上している。これらは唐草文が上下に反転するもので,同一のモチーフ

ではないが,参考とな りうる。

346は,素文縁の均整唐草文軒平瓦で,中央に格子文様を入れるもの。中心の格子は二重に

なり,中に十字形を入れる。唐草文の支葉は 4葉 で,中心から左右へ流れる。顎はCIJり 顎で,

平瓦部凸面と顎部との境に木目痕が残る。

347は,素文縁で,鳥翼状文を配する軒平瓦である。左端に 2個,中央から右へかけて 5個

の鳥翼状文を配する。llJり 顎で,平瓦部凸面と数部との境に,明瞭に木目痕を残す。平瓦部凹

面はナデ調整する。 347型式には隅を斜め方向に切 り取った隅軒平瓦がある。同施例は唐招提

寺 (Fig.6を3)に ある。

348は素文縁均整唐草文軒平瓦である。中心は支葉が相互に向い合い,左 右に 6回 反転する

唐草文を配する。割 り顎で,平瓦部凸面と顎部との境に木日痕を有する。

349は素文縁唐草文軒平瓦である。中心から上方へ 2本 の短い支葉がのび,左右へは 1本の

長い茎がのびて端で巻き込む。なだらかなカーブをもつ参Jり 数で,平瓦部凸面と顎部との境に

木目痕を残す。平瓦部凹面には部分的に布目痕が残る。

350は,素文縁で,花文と水波文と唐草文を組み合わせた軒平瓦である。中央に半我 した花

文を三角形状に配 し,左右に 2単位の波文を,両端には 4回反転の唐草文を置 く。lllり 数で,

平瓦部山面と顎部との境に木 目痕を残す。平瓦部凹面には布目痕を残さない。酷似 した文様の

軒平瓦が,松尾寺本堂の修理の際検出されている。

351は,素文縁で,花文と唐草文を組み合わせた軒平瓦である。中央に半稜 した花文 を三角

形状に配 し,左右に 4回反転の唐草文を置 く。上端両脇には袖を付けて,軒丸瓦の引掛桟が掛

かるようにつ くられている。顎は参Jり 顎で,平瓦部凹面には布目痕を残さない。秋篠寺に同範

例 (Fig,674)が ある。

352は,素文縁で,花文と唐草文を組み合わせた小型の軒平瓦である。中央に半裁 した花文

を山形に配し,左右に 6回反転の唐車文を置 く。顎はelJり 数で,平瓦部凸面と顎部の境の片隅

に,台によって押圧された痕跡を残す。平瓦部凹面には部分的に布目痕を残す。秋篠寺に同絶

245)注232,Fig.333。

246)奈良県教育委員会文化財保存課『重要文化

財松尾寺本堂修理工事報告書』1955,PL.56。

=翠 =
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例 (Flg。 6作5)がある。

353は,素文縁で,菊花文と唐草文を組み合わせた軒平瓦である。同範例が秋篠寺 (Fig.67-6)

にあり, 5回反転の唐草文であることが判明する。中央には 5弁からなる菊花文を配し,唐草

文は複線で描 く。参Jり 親で,平瓦部山面と顎部との境に木目痕を残す。

247)351。 352,353の 秋篠寺例は,注 242,Fig。 41・ 43。
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354は素文縁の菊水文軒平瓦である。中央に 7弁の上向き菊花文を,左右両端に 5弁 の下向

き菊花文を配する。菊花文の間には 2単位の水波文を配する。参Jり 顎で,平瓦部凹面に布日痕

を残さない。類似した文様の軒平瓦は法隆寺 (Fig。 677)にある。古市廃寺例は法隆寺と同籠で

ある。

355は,素文縁で,菊花文と波文と唐草文を組み合わせた軒平瓦である。llJり 顎である。

356は素文縁の菊花唐草文軒平瓦である。中央に 5弁の菊花文を配し,唐草文は 5回 反転す

る。参Jり 顎で,平瓦部凸面と顎部との境に木目痕を残す。平瓦部凹面には布目痕を残さない。

357・ 358も ,素文縁の菊花唐草文軒平瓦であるが,破片のため,全体の文様は不明である。

359。 360は素文縁の宝珠唐草文軒平瓦である。 359は 5回反転の唐草文を有する。上端両脇

には袖を付けて,軒丸瓦の引掛桟を引掛けるように作っている。平瓦部凹面には布目度を残さ

ない。顎は参げり顎である。平瓦部凸面の中央には,横に突出した掛 りがあり,茅負に引掛ける

ようにつ くられている。

360は 4回反転の唐草文を有する。平瓦部凹面には布目痕を全 く残 さない。顎は参げり顎 で,

平瓦部凸面と顎部との境に木目痕を明瞭に残す。

361は,素文縁の宝珠唐草文軒平瓦で,脇区の素文縁の幅が広 くなったもの。中心に宝珠文

ヱイ∂

248)法隆寺所蔵。 249)中 村春寿氏資料。
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を置き,左右の唐革文は退化して雲状を塁する。elJり 顎で,平瓦部凹面に布目を残さない。唐

招提寺に同範例 (Fig。 67-8)力 あ`る。

362～ 3691ま,素文縁の均整唐草文軒平瓦で,脇区の素文縁の幅が広 くなったもの。

362は, 3弁からなる花文状の中心飾 りをもち,唐草文が 3回反転す る。第 1・ 第 2単位は

複線からなり,第 3単位は単線からなる。幅の広い素文の協区に,宝珠文のスタンプを押圧 し

ている。363は, 3弁の花文状の中心飾 りをもち,唐草文は 2回反転する。364は, 3弁の花文

状の中心飾 りをもち,唐草文は 2回反転する。唐草文の先端は 2本に分枝する。 365は, 3弁

の花文状の中心飾 りをもち,唐草文は 2回反転する。小型の軒平瓦である。 366は, 3弁の花

文状の中心飾 りをもち,唐草文は連続 してつなが り,左右 2本の支美をもつ。 367は, 3弁 の

花文状の中心飾 りをもち,唐草文は 3回反転する。唐草文は,いずれも下方から上方へ向って

流れ,第 1・ 第 3単位の唐草文は先端が分枝する。左端に,下方へ折 り曲げた掛 りがあ る。

368は367に比べ中心の 3つ の花文の分離が明瞭でない。367・ 368は,現在多 くの寺院や家屋に

葺かれた瓦の中に類例を求めることができるが,こ こでは,兵庫県鶴林寺本堂修理の際に発見

された寛政 9年 (1797)の銘ある巴文軒九瓦と組み合 う軒平瓦に類似することを指摘 しておこ

う。369は破片で,全体の文様は不明。唐草文の巻きは強 く巻き込む。362～369の 瓦はいずれ

も参げり顎で,平瓦部凹面に布目痕を全 く残さない。

370は,素文縁で,左から「京跡足仏西」の銘を瓦当面に有する文字瓦である。

371は,右から左へ流れる偏行唐草文軒平瓦で,上外区に珠文,下外区に線鋸歯文を配する。

顎は参Jり 顎で,平瓦部凹面に布目痕を全 く残さない。明治の復古瓦である。

C道 具 瓦 。導 (PL.103・ 104)

道具瓦には,鬼瓦 5型式と,隅木蓋瓦・面戸瓦がある。

鬼瓦 奈良 。平安時代の鬼瓦は,鬼身鬼瓦 1型式,鬼面鬼瓦 4型式がある。

鬼身鬼瓦 1(PL。 1031)は,現存長 36.5cm,最大厚 7.9cmで, この他に同施の小片が 2個

ある。京都国立博物館所蔵で,薬師寺出土と伝えられる平城宮及び中山瓦窯と同絶の鬼瓦に く

らべ,本型式は文様がやや退化している。下顎の巻毛の楽および体部の巻毛の断面が蒲鉾形を

眼はつ りあがらず,精円形に近い。おだやかな眼をしている。門歯・牙の下から舌を出すが,

なす。表現は不鮮明である。腹部中央を半球状にあらわし,両眼の間とともに釘穴をあける。

鬼面鬼瓦 A(PL.1032)は ,外縁に珠文をめぐらし,その内側に巻毛風の文様を施 こす。上

顎の牙は大型で,下顎の牙は小さい。同施例は西大寺で採集されてお り,同一箇所の破 片で

ある。西大寺創建を遡らない鬼瓦である。現存の最大厚 7.2cmである。

鬼面鬼瓦 B(PL。 103-3)は ,外縁に枝状の横線を突帯で飾るものである。頼が突出し,大き

い。上顎には 4本の門歯と2本の牙をつ くるが,下顎は表現せず,上向きの牙のみを配する。

上向きの牙は大型であるが,隆起は低い。現存最大厚 5.7cmである。

250)唐招提寺所蔵。

251)京 都国立博物館『京都国立博物館蔵古瓦図

録』1975, PL.72。

252)平城宮例は『平城宮Ⅱ』p.6乳 PL。 44を,中

】翠翠

山瓦窯例は『年報』1973,p.30を 参照。

253)田 中重久「西大寺創立の研究」『考古学評

論』第三輯仏教考古学論叢,1941,PL。 190。
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第V章 遺  物

鬼面鬼瓦 C(PL.1034)は 外縁に珠文をめぐらす大型のものである。上顎には大型の門歯と牙

を配 し,下顎とその牙は配さない。頼と珠文帯との間に釘孔をあけている。現存最大厚 6cm

である。 2個体出土している。

鬼面鬼瓦 D(PL.1035)は 外縁に珠文をめぐらす小型のものである。破片の端に,上顎の牙先

がわずかに認められる。現存最大厚 3.8cmである。

隅木蓋瓦 有文のものと無文のものとがある。花雲文隅木蓋瓦は (PL。 104-3・ 10・ 11)破 片が

3点出上 している。奈良国立博物館に所蔵されている完形品によれば,内区の中心に,左右に

反転する花雲文を置き,左右の花雲文を,中心の花雲文が連結する。さらに,その左右には,

3回反転の花雲文を配する。

出土した 3点は,中心部分 (PL.104-8)と ,右半分 (PL。 10410。 11)の 破片である。上面は平

坦であり,下面は凹面を作 り出す。下面の凸部の幅は 4.lcmである。この隅木蓋瓦の文様は,

絶型により作成されているが,類似の文様は平城官内裏で出上 した有文擦にみられる。この資

料も,右側の花雲文 3単位のみが出上している。内区文様は薬師寺例と微妙な点で異なるが,

文様構成は全 く同じである。薬師寺例では外区の珠文数が,花雲文 1単位あた り2個であるの

に対し,平城宮例では下外区が 4個,上外区が 2個である。

無文隅木蓋瓦 (PL.104-4・ 6)は破片が 2点出土している。 1例は右前方隅の部分,他の 1例

は左後方の部分である。厚さは前者が 6.2cm,後 者が 4.2cmで ある。後者には,釘孔用の小

円孔が穿たれ,ま た蓋板後方を斜め方向に切 り取った痕が認められる。後者 (PL 104-4)の下面

凸部の中央には,幅 0.7cmの 細濤を作 り出している。

面戸瓦 4点 出土している(PL.104-1～ 3)。 いずれも蟹面戸瓦である。1点 (PL。 104-3)は 凸面

に縄叩目痕を残し,他の3＼は凹山面とも磨滅して叩日痕は不明である。4点 とも凸面に横ま

たは斜めの削り痕が認められる。完存する2点の上辺は,20。 2cm,20.8cmの計測値を示す。

緑釉極先瓦 食堂後方の十字廊地区の上境から,緑釉極先瓦が29点出土した。長方形をなす

飛権種の極先瓦で,横幅 12.3cm o。 1寸)である。縦は決定できないが,横に 3寸を加えて復

原した。濃い緑釉を表面・裏面・側面および釘孔の部分まで,全体にほどこすが,裏面の施釉

はうすい。長方形の粘土板の側縁にそって面取りを施こし,表面 。裏面に削りとナデを行って

整形する。同一個体でも厚さにばらつきがあり,整形は比較的雑である。横幅の完存する例で

は,釘孔は中央線よりずれている。上 (も しくは下)側縁から釘孔の中心までの距離は,2.7cm

から 4。 lcmま でで,個体別にバラツキがある。釘孔は方形に近いが,棒状の工具で押し引い

た痕跡を残し,その穿孔方法は雑である。

導 特殊な辱に,緑釉導・有溝辱・異形辱がある。緑釉導 (PL.104-9)は ,縦 9・ 8cm,横 12.2

cm,厚さ 5。 2cmで,導の全面に緑釉を施こす。底面はやや内湾するが,辱の整形は入念であ

る。西僧房仄面から出土した。有溝辱 (PL。 10■5)は,縦 15,7cm,最大厚 4.7cmの辱に,片

方にそって幅 4.3cm,深 さ 1.4cmの横長の清をつける辱である。上面は糸切痕を残し,その

後ナデと指による押圧によって調整した痕跡が残る。西僧房の間仕切りに置いていた。異形辱

254)奈 良国立博物館『天平の地宝』 1961,PL。

277。

=4rδ

255)奈 良国立文化財研究所『年報』1976,P.24。
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第V章 遺  物

(PL。 104マ)は,破片で全形を窺えないが,特異な形の導である。側面を斜めに切 り落し,正面

は四重弧,裏面は三重弧をなす。上面は平坦で,入念なナデ諏整を行い,下面は平坦面と傾斜

面の二面から構成される。下面は削 りによって整形する。類似の資料は,平城京の調査で出土

してお り,その正面は四重弧,裏面は平坦面である。須弥壇の4Eと も考えられるが,明 らかで

ない。

D 文字瓦・戯画瓦 (PL.105)

文字瓦には,刻印押捺,箆書き,墨書の各種がある。

「理」 (PL。 105-6,7)の 亥J印 を押したものには,丸瓦凸面にあるものlAlと ,平瓦凹面にあるも

のlBlと がある。「理」の刻印瓦は平城宮出土品によって12種に細分されるが,Aは b, Bは h

と同印である。「圏」(PL.105-8)の 刻印があるものは,平瓦凸面に捺印されている。平瓦凸面に

は縄叩目痕が密に配されているので,捺印する部位を,ナ デによってあ らか じめ調整 してい

る。大きさは 1,9× 1.85cm。 区画のない刻印瓦として「羊」銘 (PL.1059)の ものがある。平

瓦凹面の端面寄 りに捺印されている。「①」(PL。 10510)の 刻印あるものは 3点 出上している。

いずれも平瓦凹面に捺印されている。直径は 2.5cmである。

箆書きした文字瓦は,平瓦凸面に書いたものが 1点ある (PL.105-1)。 縦に「大大前」と書き,

その右側に「倭□口」と書 く。さらに右側に「倭」を 2文字書 く。「倭」は「倭」であろ う。

これらの文字を書いた後で,横へ 4本,縦へ 1本の直線を引 く。

墨書 した文字瓦は,軒丸瓦31の 丸瓦部凸面に「大□□」と縦に書 く (PL.105-3)。

戯画のある平瓦は,箆書きによるものと,墨書によるものとがある。箆書きによるものは,

縦位の縄叩日痕の上に,人面を描 く (PL.1052)。 破損部分があるので判然 としないが, 目・

鼻・口の部分を刻線によって浮彫にする手法をとる。顔の左斜め上方に角風の表現がある。

墨書によるもの (PL。 1054)は,平瓦凹面に馬を描 く。瓦の四周が破損しているが,馬 の前

肢・後肢・胴部およびたてがみの一部が認められる。馬の絵の下には,文字を一字描 くが,い

かなる文字かは不明である。

なお,平瓦の凹面に中国唐時代の銅銭「開元通宝」を押捺 した もの (PL。 1055)が 1点 出土

している。

薬師寺旧境内の発掘調査で大量の上器類が出土 した。そのほとんどは,土師器・須恵器・黒

色土器・瓦器・鉛釉陶器・灰釉陶器などの古代から中世に属するものであるが,近世の陶磁器

や中国製の陶磁器もある。 しかし,創建時の遺構をはじめ,何らかの遺構に伴ない,かつ編年

上重要な意味をもつものは多 くない。ここでは,一部の特殊品を除いて,遺構に伴ない,かつ

編年的にも重要な一括遺物を中心に報告する。

器土

256)奈 良国立文化財研究所『平城京九条大路

――県道城廻 り線予定地発掘調査概報 I』

zrr∂

1981, p.17, Fig。 36。

257)『基準資料 V』 1977。



3 土

A 西僧房跡出上の上器  (PL。 106～ 110)

西僧房を構成する大房,付属屋,小子房の床面および床面を覆 う厚 さ約 30cmの 焼土 中か

ら,土師器 。須恵器・黒色土器・鉛釉陶器・灰釉陶器 。中国製磁器が出上 した。西僧房は天禄

4(973)年に焼失 し,その後ほとんど後世の攪乱を受けなかったため,焼亡時のままきわめて

よく残っていた。とりわけ大房床面からは当時の使用状況のまま遺物が発見された。

i 土   師  器 (PL。 106・ 107)

土師器には,杯A・ 杯 B・ 皿A・ 皿 B・ 椀 B・ 鉢・盤・甕・釜がある。西僧房跡出土土器の

大半を占め,火災による火熱のために器面の荒れたものが多い。 しか し,接合の結果はとんど

が完形となった。

a ttA(1～ 18) 平らな底部と外傾する日縁部とからなる深い器で,法量によって杯AI

(1～ 6;口径 18.4cm,高 さ3.5co,杯 AⅡ (7～ 18;口 径13.5cm,高 さ3.lcm)に わけ ることが

できる。杯AIoAⅡ ともに,器壁が薄 く口縁端部が巻き込んで上方へ突出す るもの (a種 ;

1～5。 13・ 16・ 1の,器壁が厚 く端部内側が凹端面をなすもの (b種 ;6。 7～12)が あ り,杯 AⅡ

には両者の中間形態 (c種 ,14・ 15)や端部が外反 したままで終 るもの (d種 ;18)力 あ` る。 い

ずれも底部内面をナデ,日縁部内面および外面上端をヨヨナデによって調整 し,以下の外面を

調整せず,成形時の凹凸を顕著に残す e手法で調整する。杯AIの a種のうちには,底部外面

に木目状の圧痕を残すもの,内面にハケメの痕跡をかすかに残すものがある。 a種は砂粒の少

ない精良な胎上である。 b種は胎土中に砂粒を多量に含む。

b ttB(27～29・ 69・ 70) 平らな底部と外傾する日縁部とからなり,高台がつ く。 日縁部

の形態には,上端部が外反 し,端部が上方へ突出するもの (27～ 29。 69)と ,突 出のない もの

(70)と がある。いずれも高台は断面三角形状で低い。 e手法で調整し,器壁は薄い。胎土 中

に砂粒が多 く,小石粒を含むものもある。法量に よって杯 BI(27～ 29;口 径 16.6cm・ 高さ3.1

cm)と 杯 BⅡ (69・ 70;口 径 13.lcm・ 高さ3.9cm)にわけることができる。

c ttA(31～ 50・ 19～26) 平らな底部と外傾する短い口縁部とからな り,形態によって a・

bocの 3種にわけることができる。

a種 (37～43)全体に器壁が薄 く, 日縁上端が強 く外反 し,端部は巻き込んで上端が上方へ

突出する。胎土は精良である。日径は 13,9～ 10.6cm,高 さは 2.1～ 1。 3cmでぁる。 e手法で

調整する。

b種 (19～ 26。 31～3の 小さな底部と直に外傾する口縁部とからなる。日縁端部には外反す

るものと,ほ とんど外反 しないものとがある。いずれもe手法で調整 し,胎土中に砂粒が多

い。日径は 14.2～ 10。 8cm,高さは 2.8～ 1.6cmである。

C tt C44～ 50j 平らな底部と外反する短い口縁部とからなり,端認は九 く終るもの (44～4の

と,内側がわずかに凹端面をなすもの (48～5の とがある。a手法で調整し,胎土中に砂粒が多

い。 口径は 13.1～10.2cm,高さは 2.2～ 1.8cmでぁる。

d tt B(51～ 67) 平らな底部と外傾する口縁部とからなり,高台がつ く。口縁部の形態に

は,縁端部が強 く外反 し,端部が巻き込んで上方へ突出するもの (51・ 54・ 56・ 58～ 60。 62～ 64・

66・ 67)と ,外反 しないものとがある。後者にはigi端 部が上方へ突出するものと,突 出せず丸

く終るものとがある。高台は断面三角形状で高いものがほとんどであるが,下端部が九いもの

=翠
9



第V章 遺  物

(51～ 53・ 61)も ある。すべて e手法で調整 し,内面にハケメの痕跡を残す もの (55)が 1例 あ

る。胎土中に砂粒が多い。 日径は 18,7～11.lcm,高 さは 5,6～2.Ocmである。

e ttB(30,68・ 71) 平らな底部と内彎する日縁部とからなる深い器で,高台がつ く。 縁

端部の形態には,外面が凹み,端部の九いもの (30),内 彎 し,端部の丸い もの (68),外反 し

端部の薄いもの (71)等がある。高台は断面三角形状で薄 く,外反する。30の 口縁部外面には

粗いヘラ磨きがある。71の底部には径 5mmの 円孔 2個が焼成後にあけられ てい る。 口径は

16.2～ 10.3cm,高 さは 7.8～3.6cmである。

f 鉢 (72) 半球形の深い器で,縁端部は内上方へ突出する。底は丸 く,口 縁部との境界外

面に段がめぐり,こ れ以下は器壁が薄い。型作 りの痕跡 であろ う。口径は 18.8cm,高 さは

14.9cmでぁる。

g 盤 (73) 平らな底部と外傾する日縁部とからなる大型の器で,縁端部は内側へ突出す

る。高台がつ くが基部しか残らず,形状は不明である。 日縁部内外面をヨコナデ,以下の内面

をナデで調整 し,部分的にハケメが残る。外面は調整せず,成形時の凹凸をそのまま残す。日

径は 37.Ocm,高 さは 15。 2cmである。

h ttA(74～ 78・ 81) 球形の体部と外反する短い口縁部 とからなる。 日縁端部を内側へ巻

き込むものがほとんどであるが,巻き込まず直に終るものが 1例 (78)あ る。口径 17cm前後

の小型品がほとんどで,大型品が 1点 (81)あ る。いずれも口縁部内外面をヨコナデ,体部内

外面をナデで調整する。

i ttC(79) 細長い体部と外反する短い口縁部とからな り, 縁端部は外傾する面をなす。

日縁部内外面をヨコナデで調整する。体部内外面は不調整で,粘土紐接合痕を明瞭に残す。 日

径は 22.8cmである。

j 鍔釜 (80) 球形の体部上半に鍔のつくもので,日 縁部は外反 し,端部は内側へ巻き込む。

日縁部内外面および鍔部をヨコナデ,体部内外面をナデで調整する。口径は 27.6cmである。

� 白 色 土 器 (PL。 108)

Pク ロ成形と酸化焔焼成によるもので,白色を呈するものがほとんどであるため,自色土器

と仮称する。椀 と皿がある。ほとんどすべて完形となった。

a 椀 (82～84) 平らな底部と内彎 してひろがる日ari部 とからな り,高台がつ く。日縁上端
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が外反 し,端部は丸い。高台には断面三角形状のもの (82・ 83)と ,下端部が面をなすもの (34)

とがある。底部内面および口縁部内外面をロクロナデで調整し,82と 84の底部外面には糸切 り

痕が残る。日径は 19.1～ 12.4cm,高 さは 7.9～ 4.2cmである。

b 皿 (35～ 94) 日径 15cm前後の大型品 (85～ 88・ 94)と ,口径 12cm前後の小型品 (89～

93)と がある。高台のつ くものがほとんどであるが,小型品には切 り高台のものが 1例 (89)

ある。

大型品はいずれも口縁上端が外反 し,端部は丸い。すべて内面および口縁部外面をロクロナ

デで調整し, 日縁部外面下半をロクロ削 りする。85は貼 り付け高台,86～ 88は削り出し高台で

ある。日径は 15.7～ 14.6cm,高 さは 2.9～ 2.lcmである。

小型品には,口縁端が外反 し端部の丸いもの (89。 90)と ,端部がほぼ垂直な面をなす もの

(91～ 93)と がある。高台はすべて貼 り付け高台で, Pク ロナデで調整し,89・ 90の 底部外面に

は糸切 り痕が残る。日径は 12.3～ m。 2cm,高 さは 2.5～ 2.2cmで ある。

� 黒 色 土 器 (PL.108)

黒色土器には,椀 。皿 。鉢・火舎・甕がある。接合作業によって完形になったものがほとん

どであるが,火災によって炭素が消滅 し,外見上は土師器と変らない色調をしたものが多い。

これらについては器形とヘラ磨きの有無によって土師器と区別した。

a 椀 (95～ 105) 平らな底部と内彎 してひろがる日縁部とからなり,高台がつ く。 日縁上

端の屈曲しないものがほとんどであるが,屈 曲して外反するものが少数ある (loo・ 101)。 端部

はすべて丸 く,内側に沈線が一条めぐるものが多い。高台は断面三角形状で,低いものと,高

く外反するものとがある。底部内面を一方向, 口縁部内面を水平方向にヘラで磨 く。日縁部外

面にもヘラ磨きを施すもの (95。 101・ 104)力 あ`る。 105は 口縁部下端に突帯を一条めぐらせた

特異なものである。 104は内外全面に炭素が吸着 した黒色土器B,他は内面のみ炭素が吸着 し

た黒色土器Aに属する。日径は 16.0～ 10,3cm,高 さは 6.2～3.5cmである。

b 皿 (lo6～118) すべて高台のつ くもので, 口縁部下半が内彎 し,上端が外反する深いも

の (lo6～■1)と ,日縁部が直線的に外傾する浅いもの (112～118)と がある。前者には 口縁端

部の九いものが多いが, 日縁端が上方へ突出するもの (lo6),端部内側が凹面をなすもの (■ 1)

がある。後者では口縁上端がわずかに外反 し,端部内側に沈線が一条めぐるものがほとんどで

あるが,沈線のないもの (116),上端が内彎 し,沈線のあるもの (118)が 各 1例ある。高台は

いずれも下端の尖った三角形状を呈する。すべて,底部内面に一方向, 日縁部内面に水平方向

のヘラ磨きを施す。日縁部外面をヘラで磨 くものも多い。底部外面にもヘ ラ磨 きのある もの

(116・ ■8)があり, これらは黒色土器 Bに属する。他はすべて黒色土器Aでぁる。 日径は 13。 2

～9.5cm,局 さは 2.9～ 1.4cmである。

c 鉢 (119。 120。 122～124) ここで鉢 としたものには,鉄鉢形のもの (119),半球形のもの

(120),椀形のもの (122～124)がある。

鉄鉢形のものは器壁が薄 く,上端が内上方へ直線的に屈曲し,端部は丸い。底部内面を一方

向, 口縁部内面を水平方向に密にヘラで磨き,上端外面にもヘラ磨きを施す。黒色土器A。 日

径 は19。 6cmである。

半球形のものは平らな底部をもち,縁端部を強 くヨコナデして内上方へ突出させる。内面を
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ナデで調整 し,粗いヘラ磨きを施す。外面は不調整で,一部に粗いヘラ磨きが残る。黒色土器

A。 口径は 21,8cm,高 さは 12.2cmである。

椀形のものには, 日縁端部が丸 く,内側に沈線のあるもの (122)と ,端部が角ばって面をな

すもの(123・ 124)と がある。122に は内外全面に密なヘラ磨き,124には内外全面に粗いヘラ磨

きがあ り,123にはヘラ磨きがない。123・ 124には灰素が残らないが,技法と形態から黒色土

器とした。122は黒色土器Aでぁる。

d 火舎 (121) 平らな底部と内彎する口縁部 とからな り,獣形の脚が 3ケ 所につ く。 口縁

端部は面をなし,端面はほぼ水平である。縁端部内外面をヨコナデ,以下の内面をナデ,外面

をヘラ削 りで調整 し,ヘ ラ削りの及ばない外面底部は凹凸がはげしい。器面が荒れており,詳

細は不明であるが,底部内面にはヘラ磨きが認められる。獣脚はヘラで面取 りしている。日径

は 25。 4cm,高 さは 15,8cmである。

e 甕 (125・ 126) いずれも口縁部を含む体部上半の破片である。体部は球形で, 日縁部は

外反 し,薄い。 口縁部内外面をヨコナデ,体部内外面をナデで調整し, 日縁部を一部外へ折 り

曲げて片口とし,体部上端に痛平な棒状の把手のつ くものが 1例 (125)あ る。いずれも黒色土

器A。 口径は 13.4～ 13.2cmである。

� 須 恵 器 (PL.109)

須恵器には,杯 A・ 杯 B・ 杯 B蓋 。鉢A・ 鉢D・ 瓶・甕・硯がある。このうち,杯 A・杯 B・

杯 B蓋・鉢Aはぃずれも小片である。

a ttA(127) 平らな底部と外傾する口縁部 とからな り,底部外面にヘラ切 り痕を残す。

口径は 9。 2cm,高 さは 3.lcmである。

b ttB(128・ 130) 平らな底部と外傾する口縁部とからな り,高台がつ く。 高台は断面方

形で低い。底部外面はヘラ切 りののちナデで仕上げる。いずれも小片である。日径は 17.4～

9,9cm,高 さは 4.5～3.7cmである。

C ttB蓋 (129) 縁部小片である。縁部は屈曲し,端部は九い。頂部外面をヘラ切 りのの

ちナデて調整する。口径は 13.5cmで ある。

d ttA(13の   鉄鉢形の器で,下半を欠 く。縁端部は内傾する面をなす。縁部内外面を ロ

クロナデ,以下の内面をナデ,外面をヘラ削 りで調整する。 日径は 23.4cmである。

e ttD(136～ 138) 平らな底部と外傾する長い口縁部とからな り, 口縁端部には九いもの

(136。 137)と ,外傾する面をなすもの (138)と がある。 日縁部内外面にはロクロ挽きの凹凸が

顕著に残る。 136・ 137は 底部外面に糸切 り痕が残る。日径は 30,4～ 19,Ocm,高 さは 11.9～8.6

Cmである。

f 瓶 (131・ 132・ 134。 140) 小形品 (131・ 132),中形品 (134),大 形品 (140)カミある。小形

品は平底の体部と外反する短い口頸部とからなる。 口縁端部は外傾する面をなし,上端が突出

するもの (131)と ,下端が突出するもの (132)と がある。いずれもロクロナデで調整し,底部

外面には糸切 り痕が残る。132とまきわめて軟質で胎土も精良であ り,鉛釉陶器の可能性もある。

口径は 6.1～5.5cm,高さは 13.9～13.Ocmでぁる。

中形品 (134)は平底の球形の体部と外反する細長い口顎部とからなり,高台がつ く。口顕部

は 2段構成で接合され, 口顎部中位外面に沈線が一条めぐる。高台は基部しか残らない。外面

全体をロクロナデで調整し,底部外面には糸切 り痕が残る。
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大形品 (140)は 平らな底部,倒卵形の体部,外反する長い口顎部からな り,肩部に二条の突

帯がめ ぐる。全体をロクロナデで調整 し,体部下端および底部外面をヘラで削っている。突帯

は断面台形で低い。

g 甕 (139) 倒卵形の体部と外反する短い口縁部とからなり,口縁部は外傾する面をなす。

日縁部内外面をロクロナデで調整 し,体部外面には平行線文叩き日,内面には同心円文当板痕

跡が残る。口径は 20.Ocm,高 さ約は 46cmである。

h 硯 (133) 圏足円面硯の硯部破片である。陸部は一段高 くなって海部と区別され,外堤

下端に断面三角形状の突帯が一条め ぐる。圏足部には長方形透 し孔が16ケ 所あけられている。

外堤径は約 12cmである。

V鉛 釉 陶 器 (PL.110)

鉛釉陶器には,三彩多嘴壷,二彩鉢・火舎,緑釉椀・皿・香炉・唾重・短顎重がある。いず

れも火熱を受けて釉色に変化をきた したものがほとんどである。

a 三彩多嘴壷 (144) 倒卵形の体部と外反する短い口顕部とからな り,肩部に 4ケ 所小 さ

い口顕部がつ く。底は平坦で,脚台は外反 し,高い。火熱のため釉調は原色を失な っている

が,緑・褐・自の三彩釉を千鳥状に配 していたと推測される。内面は無釉で, ロクロロが明瞭

である。高さは約 17cmである。

b 二彩鉢 (153) 底部の九い鉄鉢形の器で,口縁端部は内傾する面をなす。外面下半にヘ

ラ削り,底部内面にヘラ磨きが認められる。火熱のため,底部を除いて釉薬は黒変 している

が,外面に緑 。自の二彩釉がかろうじて認められる。内面は淡緑色釉が施される。完形品で,

中に黒色土器皿が納められていた (PL■ 0～ 153)。 日径は 20。 4cm,高 さは 12.4cmである。

c 二彩火舎 (156) 身部の断片である。 4ケ 所に獣脚がつ くが,いずれも脚頭部が残 らな

い。身部は平らな底部と外反する口縁部からなる。口縁部外面に緑・白の二彩釉,内面および

底部外面に自釉が認められる。底部外面はヘラ削 りで調整する。 日径は約 24cmである。

d 緑釉椀 (141～ 143) 高台のつ く椀で,日 縁部は内彎 しながらひらき,上端部が外反する。

全面ロクロナデで調整し,高台はすべて賄 り付け高台である。ヘラ磨きはない。全面に淡緑色

の釉が薄 くかかるが,火熱で黒変 した ものが多い。口径は 15.1～ 14.6cm,高 さは 4.6～4.5

cmである。

e 緑釉皿 (145～149) すべて高台のつ くもので, 口縁上端が外反する。 高台は貼 り付け高

台がほとんどであるが,削 り出しによる輸高台が 1例 (149)あ る。ロクロナデによる調整がほ

とんどで,底部内面にヘラ磨きのあるものが 1例 (146)あ る。内外全面に釉を施すものがほと

んどであるが, 1例 のみ口縁部内外面にしか施釉せず,底部内面に輪状痕跡をもつもの (149)

がある。日径は 16.0～ 13.5cm,高 さは 3.0～2.4cmである。

f 緑釉段皿 (152) 口縁部小片である。口縁部内側に段をなす。縁端部を除いて以下の外

面をヘラ削 りで調整する。全面に濃緑色の釉がかかる。日径は 31.6cmである。

g 緑釉香炉 (151) 蓋と身の断片である。蓄には杏仁形の透し孔があ り,外面には花文が

陰亥Jさ れている。身 (151)の 脚台部にも杏仁形の透し孔が 2個一対であけられる。いずれもヘ

ラ磨きはなく,全面に濃緑色釉が施されている。

h 緑釉唾壷 (154) 小型の睡董で,受け部を欠損したのち,砥石で磨っている。水満にで

も使ったものか。底部は切 り高台風に作られている。外面全体に釉が施されているが,火熱の
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ため黒変している。内面は無釉で, ロクロロが顕著に残る。底部の径は 4.8cmで ある。

i 緑釉短頸壼 (155) 体部下半の破片である。高台は貼 り付け高台で,低 く幅広い。内外

面端が突出し,端面は凹む。外面全体に釉が施されているが,黒変している。内面は無釉で,

ロクロロが顕著に残る。高台の径は 7.Ocmでぁる。

� 灰 釉 陶 器 (PL。 110)

灰釉陶器には,椀・皿・杯・蓋・花瓶・多嘴壷・瓶がある。鉛釉陶器と同じく,火熱を受け

て釉色に変化をきたしたものが多い。

a 椀 (157～ 160・ 163) いずれも高台のつ くもので, 日縁部の形態には上端が外反するもの

がほとんどであるが,外反せず,内彎気味に終るものが 1例 (158)あ る。高台には下端面が水

平で断面長方形に近いもの (157)と 下端面が外傾する面をなし端部が三角形状を呈す るもの

(159,160。 163)と がある。いずれも内面をナデ, 口縁部内外面をロクロナデで調整し,底部外

面をヘラで削るもの (160・ 163),ヘ ラ削 りが日縁部下半にまで及ぶもの (157)が ある。釉薬は

口縁部内外面にのみ施される。157・ 160は 無釉で,157には吹き出し釉があり,底部内面に重

ね焼き痕跡が残る。口径は 15.5～ 10,Ocm,高 さは 6.8～2.8cmでぁる。

b 輪花椀 (169) 椀の口縁部を 4ケ 所内側へ折 り曲げて輪花としたもので,日縁上端は外

反する。高台は下端面の外傾する断面三角状を塁 し,底部外面はヘラ削 りで仕上げる。日縁部

の内外面にのみ施釉 し,底部内面に重ね焼き痕跡が残る。内面の一部に朱が付斎する。日径は

10.8cm,高 さは 3.6cmでぁる。

C 皿 (165～168) いずれも口縁部上端が外反するもので, 高台には,下端面の水平なもの

(168)と ,下端面が外傾 し断面三角形状を呈するものとがある。底部外面の調整には, ヘ ラ削

り (166・ 167),ヘ ラ削りののちロクロナデ (168),糸切 りのまま (165)の 3種がある。 日縁部

内外面に釉を施すものがほとんどであるが,内面のみに施釉するものが 1例 (168)あ り,こ れ

には三叉 トチの痕跡が残る。口径は 13.2～ 12.4cm,高 さは 2.6～2.5cmである。

d 輪花皿 (164) 口縁部を 4ケ 所内側へ折 り曲げて輪花とした皿で,下端面がわずかに外

傾する断面台形の高台がつ く。底部外面に糸切 り痕を残す。日縁部内外面に釉を施 し,底部内

面に重ね焼き痕跡がある。硯として用いたのか,底部内面は磨滅している。 口径は 14.4cm,

高さは 2.8cmである。

e 杯 (162) 平らな底部と直線的に外傾する長い口縁部とからなる器で,回 縁端部は丸い。

日縁部内外面をロクロナデで調整し,底部外面に糸切 り痕を残す。口縁部外面にのみきわめて

薄い釉を施している。口径は 9.8cm,高 さは 10.4cmでぁる。

f 蓋 (161) 縁部破片である。ゆるやかに彎曲する頂部と内傾する縁部とからな り,頂部

には楕円形の小透 し孔があり,花文が陰刻されている。外面全体に釉が施され,火熱によって

変色しているため,花文の全形はわからない。 口径は 8.7cmである。

g 花瓶 (170) 倒卵形で平底の体部と外反する長い口顕部とからなり,高い脚台がつ く。

口頚部上端は大きく外反 し,端部は外傾 して上端が突出する。肩部には低い板状の突帯が一条

め ぐる。脚台は大きく外反 し,端部は外傾する面をなす。体部外面下半をヘ ラで削 って調整

し,外面全体に淡緑色の釉が施されている。口径は 9.8cm,高 さは 20.8cmでぁる。

h 多嘴壷 (171) 肩のはった倒卵形の体部と外反する長い口頚部とからなり,肩部に 3ケ
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所小さい口頚部がつ く。高台は高 く,直線的には り出し,下端は水平な面をなす。全面をロク

ロナデで調整 し,体部上半以上に濃緑色の釉を厚 く施す。高さは約 15cmでぁる。

i 瓶 (172) 倒卵形の体部を外反する長い口縁部とからなり,高台がつ く。高台は低 く,

下端は内傾する面をなし,端面中央がわずかに凹む。外面は器面の荒れがはげしく,ほ とんど

原面を残さない。

� 中 国 製 磁 器 (PL。 110)

白磁椀,青磁椀・水注がある。

a 白磁椀 (173。 174) 完形品 (173)と 口縁部破片 (174)がある。完形品は蛇の日高台をも

つもので, 日縁端部は垂直な端面をもった玉縁である。 口縁部外面下半以下をヘラ削りで調整

し,内面および口縁部外面にやや灰色がかった釉を施す。 日径は 15.Oc熙,高 さは 4.6cmでぁ

る。日縁部破片は断面三角形状の折 り返し玉縁日縁をもつもので,全面に自釉を施している。

日径は 14.4cmである。

b 青磁椀 (176) 蛇の日高台の底部と直線的に外傾する口縁部とからなり,全面に うぐい

す色の釉が厚 くかかる。底部外面には焼き台の痕跡が残る。日径は約 14.5cm,高 さは約 5cm

である。

c 青磁輪花擁 (175) 平らな底部と直線的に外傾する日縁部とからな り,日 縁部には 10ケ

所切 り込みをいれて輪花としている。高台は削り出しの輪高台で,口 縁部内面下端に段がつ

く。高台下端面を除 く全面にやや くすんだ緑色の釉が施されている。 日径は 14.Ocm,高さは

3.6cmである。

d 青磁水注 (177) 口縁部および体部側面の破片である。体部上端に把手がつき,把手下

端に葡萄文が貼付される。把手は丸い粘上紐を 3本並列させたもので,上下端は押して痛平と

なっている。 日縁部内面および外面全体に黄褐色の釉が施され,貼付文には黒褐色釉が加えら

れている。 日径は 11.6cm,高 さは約 18cmである。

B 東僧房跡出上の上器 (PL.111)

東僧房大房跡から土師器・須恵器・黒色土器・緑釉陶器・灰釉陶器 。中国製磁器その他が出

上した。遺存状況良好の西僧房跡に対し,東僧房跡は中世以後の攪乱が激しく,床面から出土

した土器はきわめて少ない。また,天禄 4年の焼亡時に火熱を受けて器面が著しく損傷してい

るものも少なくない。ここでは形態 。手法のある程度わかるものについて報告する。

i土  師  器

土師器には,皿 A・ 皿 B・ 椀 。甕がある。いずれも火熱を受けて器面が荒れ,遺存状況は良

くない。

a 皿 (178) 底部が丸味をおびた浅いもので,日 縁上端部は屈曲して外反 し,端部上端は

外上方へ突出する。底部内面をナデ, 口縁部内面及び上端部外面をヨコナデによって調整し,

以下の外面は調整しない。日径は 13.2cm,高さは 2.2cmである。

b tt B(179) 皿Aに高台を付けたもので,底部は九味をおびる。口縁上端は屈曲して外

反 し,端部は上へわずかに突出する。高台は断面三角形状で,わずかに外反し,端部は九い。

底部内面をナデ, 日縁部内面及び上端部外面をヨヨナデによって調整し,以下の外面は調整し

ない。口径は 13.9cm,高 さは 3.Ocmでぁる。
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C 挽 (180) 底部破片で,高台がつ く。平らな底部から口縁部が内彎 しながら立ちあがる。

高台は下端部の九味をおびた梯形を呈 し,わずかに外反する。内面は器面が荒れ,調整は不明

であるが,平滑であ り,ナ デあるいはヨコナデによるものであろう。外面は不調整である。高

台部の径は 8,Ocmでぁる。

d 甕  口縁部破片である。上半部が内彎 し,端部は外傾する凸面をなして端面内側が内方

へ突出する。 ヨコナデによって調整され,わずかに残る体部上端には内外面ともハケメが見ら

れない。口径は約 17cmである。

� 須  恵  器

須恵器は多嘴董 (194)の みである。倒卵形の体部と外反する日頸部からな り,肩部には 4ケ

所に小日顎部が付 く。口頚部は二段構成によって接合され,上端部は大きく外反 し,端部は外

傾する面をなし,端面上端が突出する。内外全面を Fク ロナデによって調整 し,体部内面には

'ク
ロロが顕著に残る。底部を欠き,底部の形状・手法はわからない。 口径は 9.3cm,高 さは

約 25cmでぁる。

� 黒 色 土 器

黒色土器には椀 と皿がある。いずれも火熱を受けて遺存状況は良 くない。

a 椀 (182) 平らな底部と内彎 しながら外傾する口縁部からなり,高台がつ く。縁端 部は

丸 く,内側に沈線 1条がめぐる。高台は断面三角形状で低 く,下端部は丸い。底部内面に一方

向, 口縁部内面に水平方向のヘラ磨きを密に施 している。外面は器面の荒れが著 しく,調整手

法はわからない。内面が黒色を呈する黒色土器Aに属する。日径は 14.4cm,高 さは 4.9clnで

ある。

も 皿 (181) 平らな底部と内彎 しながら外傾する口縁部からなる浅い器で,高台がつ く。

日縁端部はわずかに外反 し,内側がわずかに凹面をなす。高台は断面三角形状で,下端部は丸

く,わずかに外反する。底部内面に一方向, 日縁部内面に水平方向のヘラ磨きを密に施 してい

る。外面は口縁部上半をヨコナデによって調整 し,以下は調整しない。黒色土器Aに属す るも

のであろう。底部外面に「井」状の線が焼成後に刻まれている。 日径は 12.9cm, 高さは 2.3

Cmである。

� 緑 釉 陶 器

緑釉陶器には輪花皿,輪花段皿,呑炉,短顎重がある。いずれも火熱を受け,釉薬に変色を

きたしたものが多い。

a 輸花皿 (184) 平らな底部と内彎 しながら外傾する口縁部からなり,高台がつ く。 高台

は貼 り付け高台で,断面正方形状を呈する。内外全面をロクロナデによって調整 し, 日縁端部

を 5ケ 所内側へ折 り曲げて輸花としている。底部内面中央に径約 3cmの 円形の沈線がある。

内外全面に釉が施されている。 口径は 15。 lcm,高 さは 3.5cmである。

b 輸花段皿 (185) 平らな底部と外傾する口縁部からなる浅い器で,高台がつ く。 口縁部

は下半が内彎 し,中位で屈曲して段をなし,上半は直線状を呈する。上半部内面の 5ケ 所に断

面三角形状の低い粘土帯を放射状に貼 り付けて輪花としている。高台は断面長方形で幅狭 く高

い。貼 り付け高台である。内面及び口縁部外面上半はロクロナデによって調整されているが,

底部及び口縁部下半の外面は平滑で,ヘラ削 りの可能性が高い。内外全面に淡緑色の釉が施さ

れている。口径は 14.5cm,高さは 3.3cmでぁる。

C 香炉 (186・ 187)

=σ
δ

2点あ り,いずれも身部破片である。体部外面上端部に沈線 1条がめ



3 土 器

ぐるもの (186)と 沈線のないもの (187)と がある。いずれも内外全面を Fク ロナデによって調

整し,全面に釉薬が施されている。 口径は約 1lcm,高 さは約 6cmである。

d 短頸壷 (183) 痛平な球形の体部と短い直線的な口縁部からな り,高台がつ く。 口縁部

は上すばまりで,外面中位が断面三角形状に突出し端部は水平な面をなす。高台は低 く,下端

面は外傾する凹面をなす。内外全面を Fク ロナデによって調整しているが,底部及び体部下半

の外面にはロクロナデの下にヘラ削 りの痕跡が残る。内外全面に淡緑色の釉を施している。 日

径は 5.5cm,高 さは 5,9cmでぁる。

v灰 釉 陶 器

灰釉陶器には皿と輪花皿がある。

a 皿 (188～190) 平らな底部と内彎 しながら外傾する口縁部からなり,高台がつ く。 口縁

部の形状には,外反するもの (190),屈 折 して外反するもの (189),全 く外反 しないもの (188)

の 3種がある。高台には,断面長方形で高 く垂直なもの (190),断 面正方形でわずかに外反 し,

端面の外傾するもの (189),断面三角形状で, 外側面の九いもの (188)力 あ`る。 いずれも内面

及び口縁部外面をロクロナデによって調整 し,底部外面をヘラで削って仕上げている。全て口

縁部内外面にのみ淡黄緑色の釉を薄 く施し,底部内面に重ね焼きの痕跡を残すものが 1例 (188)

ある。口径は 1.50cm～ 13.9cm,高さは 3.5cm～3.Ocmで ある。

b 輪花皿 (191,192) 皿の口縁端部を 4ケ所内側へ折 り曲げて輪花としたものである。 い

ずれも口縁端部はわずかに外反 し,高台は断面三 日月状を呈し低い。ヽヽずれも内面及び口縁部

外面をロクロナデによって調整するが,底部外面の調整にはヘラで削るもの (191)と ,ヘ ラ削

りののちロクロナデを行なうもの (192)と がある。 191に は口縁部内外面に淡緑色の釉が施さ

れているが,192に は釉が施されていない。また,191の 底部内面は極めて平滑に磨滅 してお

り,墨痕は残らないが硯として用いられた可能性が高い。 192の 底部内面には朱が付着 してい

る。 口径ヤよ14.5cm～ 14.2cm,高さは 3.lcm～ 3.Ocmである。

� 中国製陶磁

青磁椀 (193) 大房床面を切 り込んだ土墳から瓦器とともに出土したものである。内彎す

る浅い口縁部の上端がゆるやかに外反する口縁部の破片である。内外全面に青緑色の釉が厚 く

施され,内面には釉下に花文が刻まれている。

C SK047出 上の上器  (PL。 112)

土竣 SK 047か ら平城宮土器編年の平城官Ⅱに相当する土師器と須恵器が出上 した。全体的

に遺存状況が悪 く, とりわけ土師器は小片がほとんどであ り,かつ器面の荒れが著 しく,調整

手法の不明なものが多い。

i 土   師  器 (195～ 209)

土師器には杯AⅢ 。杯BⅡ ・杯B蓋・皿AI・ 皿 C。 托・椀 C・ 椀 X。 高杯・壷A・ 盤A・

鉢・鉢 B・ 甕A・ Bがある。

a ttAⅢ (195) 口縁端部の巻きこみの小さなもので,bl手法で調整し,内 面に螺旋+1

段斜放射 +連弧の暗文をもつもの,bO手法で調整 し,螺旋+1段斜放射の暗文をもつもの,調

整不明で暗文のないなものの 3種 がある。いずれも胎土中に砂粒を少量含む。 3個体があ り,
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口径は 15.Ocm,高 さは約 3cmである。

b ttBΠ   いずれも底部破片で,内面に螺旋+1段斜放射暗文がある。すべて a手法で調

整され, 1例には口縁部外面にヘラ磨きがある。胎土中に砂粒を含むものと,粘土質のものと

がある。 2個体がある。

C ttB蓋  縁部破片である。ほぼ直線的な頂部の端を丸 くおさめている。器面が荒れてお

り,調整はわからない。 1個体分 しかない。

d ttA I(196～ 198) 端部の巻きこみが小さいもの (196・ 198)と ,大きいもの (197)と が

ある。bO手法によるもの (196・ 197)と aO手法によるもの (198)と があ り,前者には螺旋+1

段斜放射暗文がある。 3個体があ り, 日径は 22.0～ 19.5cm,高さは 3.3～2.7cmである。

e tt C(202～204) 平らな底部と外反する日縁部からな るもの (203,204)と やや丸い医

部と外反する口縁部からなるもの (202)と がある。いずれも a。 手法で調整 し, 8個体中 5個

体に灯明皿として用いた痕跡を示す焼けこげが残る。胎土中に砂粒を含むものほとんどである

が,粘土質のものも 1例ある。 日径は 10,4～9.3cm,高 さは 2.5～2.Ocmでぁる。

f 托 (205) 底部の破片がある。高台がつき,底部内面には高台と同径の高い受けがある。

高台・受け部とも断面三角形状で,わずかに外反する。受け部内側の底部内面にはかすかに螺

旋暗文が残る。胎土は砂粒を含まず,精良である。 1個体のみで,高台の径は 6.2cmでぁる。

g ttC(206) 遺存状況がきわめて悪 く,も との器面を残さない。 日縁端部は外反 し,薄

い。 e手法で調整し,胎土中に赤色徴粒子を多量に含む。 1個体のみで, 日径は 13.Ocm,高

さは約 4.5cmである。

h ttX(201) やや丸みをおびた小さな底部と外傾する長い口縁部からな り,縁端部はわ

ずかに内彎する。 e手法で調整 し,胎土中に砂粒を含む。日径は 10.8cm,高 さは約 3cm。

i 高杯  口縁部小片である。縁端部を内側へわずかに巻きこむ。器面が荒れ,調整はわか

らない。 1個体のみである。

j ttA(200) 体部上半部の破片である。いちじく形の体部と直立する短い口縁部か らな

り,肩部に一対の把手がつ く。把手は平面二等辺三角形状で,上方に折 り曲げている。器面の

荒れのため,調整手法はわからないが,体部外面にはヨコ方向のヘラ磨きが部分的にみとめら

れる。 1個体のみで,胎土中に砂粒が多い。 日径は 11.Ocmでぁる。

k ttA(209) 浅い半球形の体部と外反する口縁部からなり,体部上端に一対の把手がつ

く。縁端部は平担な面をなして角ば り,端面上端が上方に突出する。把手は基部 しか残らない

が,董 Aと 同様,平面二等辺三角形状のものであろう。日縁部内面をヨコハケメ, 日縁部およ

び体部上半外面をタテハケメで調整 したのち, 口縁部内外面をヨコナデでしあげる。体部内面

はナデで凹凸がある。胎土中に砂粒が多い。 1個体のみで,日径は 34.5cm,高 さは約 10cm。

1 鉢 (19の  平らな底部と内彎する口縁部からなり,縁端部は内側へ巻きこむ。底部内面

をナデ,日縁部内面および外面上端をヨコナデ,以下の外面を粗いヘラ削 りで調整する。胎土

中に微砂粒を少量含む。 1個体のみで, 日径は 20.lcm,高 さは約 6cmでぁる。

m ttB(207) 平底の体部と外反する口縁部からなる粗製の鉢である。体部中ほどに一対

の把手のつ くものと,つかないもの (207)と がある。いずれも口縁端部は丸い。把手は高い二

等辺三角形状を呈し,わずかに上へ折れまがる。日縁部内外面をヨコナデす る以外は調整せ
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ず,成形時の凹凸をそのまま残 している。胎土中に砂粒を含むものと,粘土質の もの とがあ

る。 6個体があり,そのうち把手のつ くもの 2個体である。207の 口径は 11.7cmで ある。

n ttA(208) 球形の体部と外反する口縁部からなり,縁端部には丸みをもつもの (208)

と,外傾する面をなし,端面上端が突出するものとがある。前者は口縁部内外面をヨコナデ,

体部外面をハケメで調整し,体部内面には同心円文当て板痕跡が残る。外面のハケメの下には

これとは方向を異にするハケメあるいは叩き目様の痕跡がかすかに残る。胎土中に砂粒 が多

い。208の 口径は 15,3cm,高 さは 15,6cmである。

O ttB  大形の甕 Bの把手破片である。平面二等辺三角形状を呈し,上へ折れまがってい

る。砂粒と小石粒を含む。 1個体のみである。

通 須  恵   器 (210～198)

須恵器には杯A・ 杯 B・ 杯X・ 皿A・ 皿X。 杯B蓋・皿 B蓋・鉢A・ 壼A蓋 ,瓶・甕Aな ど

がある。

a ttA(219～223) 法量によって, AΠ (219～221;口 径 17.5～15,8cm,高 さ4,3～4.2cm)

と,AⅢ (222・ 口径14.8cm,高 さ4.8cm)AⅣ (223;口 径13.2cm,高 さ3.4cm)にわけることが

できる。底部外面の調整にはヘラ切 りのままのもの (223), ヘラ切 りののちナデるもの (219・

222)ヘ ラで削るもの (220。 221)の 3者がある。 口縁部に灯明皿 として用いた時の焼け こげの

残るものが 2例 (219。 223)あ る。

b ttB(229。 230) 高台のつ く杯で,法量によって杯BⅣ (229。 日径10.5cm,高 さ4.Ocm)

杯 BV(230;口 径8.8cm,高 さ3.5cm)にわけることができる。底部外面の調整には,ヘ ラ切 り

のままのもの (230)と ,さ らにヘラで削るもの (229)と があり,後者には「 V」 字状の焼成前

の線刻がある。

C ttX(228) 平らな底部と垂直にたちあがる日縁部からなる小型の器である。底部外面

をヘラ切 りののちナデでしあげる。 口縁部に灯明皿として用いた時の焼けこげが残る。 1個体

のみで,口径は 6.2cm,高 さは 2.6cmでぁる。

d ttA(224。 236) 平らな底部と外傾する短い口縁部からなり,縁端部は丸い。法量によ

ってAI(236;口 径21.3cm,高 さ3.2cm)と AⅡ (224;日 径 17。 lcm,高 さ2.2cm)と にわけるこ

とができる。いずれも底部外面をヘラで削ってしあげている。

e ttX(225～ 22の  平らな底部と外反する短い口縁部からなる小型の皿で, 日縁端部は強

く外反 し,上面が面をなすものもある。底部外面はいずれもヘラ切 りのままで,凹凸がはげ し

い。灯明皿として用いた痕跡を示す焼けこげがすべてに残ってい る。 3個体 があ り, 日径 は

■.5～8.4cm, 高さは 3.1～2.2cm。

f ttB蓋 (212～216) 平坦な山形の頂部と内下方に突出する短い縁部からな り, 宝珠形の

扁平なつまみがつ く。頂部外面の調整には,ヘ ラで削るもの (212～214・ 216)と , ロクロナデ

によるもの (215)と がある。法量によって杯 BⅡ 蓋 (212・ 213;口 径 17.4～15,6cm)と 杯BⅣ蓋

(214～216;口 径 10,7～10,4cm)にわけることができる。

g tt B蓋 (210・ 211) 杯 B蓋 と同形で大型のものである。 頂部外面の調整には,ヘ ラで削

るもの (211)と ロクロナデによるもの (210)と がある。日径は 26.0～21.8cmでぁる。

h ttA(232～234) 鉄鉢形の鉢で, 口縁端部が平担な面をなすもの (232。 233)と ,丸いも
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の (234)と がある。いずれも口縁部を除いて以下の外面をヘラで削ってお り,さ らにナデるも

の (232),ヘ ラで磨 くもの (233)がある。 内面の場合には下半をナデ,上半をロクロナデで調

整 し,両者の境 目に粘土紐接合痕様の痕跡を残すものが 1例 (233)あ る。 7個体があり,口 径

は 23.5～ 21,9cm,高 さは 13.7～ 12.2cmでぁる。

i ttA蓋 (217・ 218) 平らな頂部と垂直にさがる長い口縁部とからなるもの (217)と ,山

形の頂部と短い縁部とからなるもの (218)と がある。前者は縁端部は内傾する面をなし,外端

が突出する。頂部外面をヘラで削って調整 し,全体に濃緑色の自然釉が厚 くかかっている。 日

径は 16.3cmである。

後者には宝珠形のつまみが残 り,縁部はわずかに外反 し,端部は九い。頂部外面はヘラ削 り

ののち,ロ クロナデで調整する。内面に墨が厚 く付着す るが,磨 滅は ない。 日径は 11.7cm

である。

j 瓶 (231) 肩のはった丸底で扁平な瓶の体部小片である。肩部上面の外端近 くに沈線が

1条めぐる。肩部以上はロクロナデ,以下をヘラ削りで調整し,内面は水挽きのままである。

肩部外面に自然釉がうす くかかっている。

k ttA(235) 日縁部破片である。口縁部は直線的に外傾し,端部は丸い。 口縁部内外面

と体部上端外面をロクロナデ,体部上端内面をナデで調整する。 日径は 22.5cmである。

D SE037出 上 の上器  (PL,113)

井戸 SE 037から,平城官土器編年の平城宮 Iに属する土師器と須恵器が出上 した。

i 土   師  器 (258～ 264・ 248・ 249)

土師器には,杯AI・ 杯B・ 杯 CⅡ・皿AI・ 皿 C・ 鉢・鍋・甕A・ 鉢 Bがある。

a ttAI(25の   口縁端部がわずかに巻き込んだもので,bl手法で調整 し,底部内面に螺

旋,日縁部内面に 2段の斜放射暗文がある。日縁部外面のヘラ磨きは密で,斜放射暗文はやや

粗い。 1個体のみで, 日径は 17.8cm。 高さは 5.Ocmでぁる。

b ttB(260) 口縁部の内彎するもので,端部はわずかに巻きこむ。高台は断面方形で,

外へ張 り出す。日縁部外面を密にヘラで磨き,内面には螺旋+2段斜放射の暗文がつ く。 2個

体あり。 うち 1例では内面が黒色処理されて漆黒色を呈 している。260の 口径は 19。 6cm,高

さは 6.9cmでぁる。

C ttCⅡ (258) a。 手法で調整され,内面に螺旋+1段斜放射暗文 があ る。 ヨコナデは

右回りである。 2個体があ り,いずれも口縁部に灯芯の焼けこげが残 る。 258の 口径は 13.0

Cm,高さは 3.Ocmでぁる。

d ttA I(262) 日縁部小片である。 口縁端部はわずかに巻き込む。 aO手法で調整し,内

面に螺旋+1段斜放射暗文がある。 底部外面に「朝集師」の墨書がある。 1個体のみで,口 径

は 22.5cm,高 さは 3.4cmで ある。

e ttC(263。 264) 口縁部が強 く外反する小皿で。aO手法で調整される。 3個体があり,

うち 2例の口ari部に灯芯の焼けこげが顕著に残る。日径 10.8～ 10。 2cm,高 さ2.2～ 1.8cm。

f 鉢 (261) 平らな底部と内彎する口縁部からなり,端部は巻き込んで内側へ突出す る。

bl手法で調整し,内面に粗い螺旋暗文がある。外面のヘラ磨きは緻密である。 1個体があ り,

外面の底部と口縁部の境付近に黒斑がつ く。口径は 20.6cm,高 さは約 6.5cmである。
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g 鍋  口縁部小片である。半球形の浅い体部と大きく外反する口縁部からなる。 口縁部内

外面をヨコナデ,体部内面をナデ,外面をハケメで調整する。内面のナデの下にはハケメの痕

跡がかすかに残る。 1個体のみである。

h ttA(268) 完形品が 1点 (268),体 部の大破片が 1点ある。完形品は, 日径 13.5cm,

高さ 11.OCmの 小型品で,日 縁部は外反 し,端部は面をなし,端面は外傾する。端面中央が凹

み,上端面はわずかに突出する。 日縁部内外面をヨコナデ,体部外面をハケメ,内面をナデで

調整する。外面全体および口縁全体消よび, 口縁部内面に煤が付着する。

i ttB  大形の甕 Bの体部破片と口縁部破片が各 1点ある。口縁部は外反 して大きく張 り

出す。端面は外傾 し端面中央がわずかに凹み,上端はわずかに突出する。内外面をヨコナデで

調整 し,外面にはタテハケ,内面には ヨコハケの痕跡が残る。体部破片は,把手部分で,外面

をハケメ,内面をナデで調整する。把手は大型であるが基部 しか残らない。外面のハケメは,

把手接合後に施されている。

j ttB(267) 完形品が 1点 (267)破片が 3点ある。 いずれも口縁部は外反 し,端部は薄

い。口縁部内外面をヨコナデ,体部内面をナデで調整し,外面は不調整。完形品では,底部近

くに粘上の接合痕が水平に残る。 口縁部のココナデは左回 りで,体部から口縁部にかけて大き

な黒斑が 1ケ所つ く。なお,体部上端近 くに不整形の小円孔が 1ケ所ある。焼成後に穿孔 した

ものである。267の 口径は 12.6cm,高 さは 10。 9Cmでぁる。

� 須  恵  器 (265。 266。 269～ 273)

須恵器には,杯A,杯 B蓋,鉢A,皿 C,水瓶, ミニチュア瓶がある。

a ttAv(269) 小破片である。底部はヘラ切 りののちナデで仕上げる。 日縁部外面に 自

然釉が少量付着する。底部内面は磨 リヘって滑らかであり,墨 もごく少量付 く。 1個 体 のみ

で, 日径は 10.8cm,高 さは 3.5cmである。

b ttB蓋 (265・ 266) 完形ないし完形に近いものが 3点,小破片が 3点ある。 頂部の形態

には,彎曲する山形を呈するもの (265)と ,中央がわずかに高い直線的な もの (266)と があ

る。いずれも頂部に宝珠形つまみがつ く。頂部外面の調整にはヘラ削 り,ヘ ラ削 りののちロク

ロナデの 2者がある。頂部山形のもの 4例 とも,内面に墨がつき,かつ磨滅 している。 265は

口径が 16.6cm,266は 口径が 12.8cmで ある。

c ttC  口縁部の小破片である。

d ttA(273) 完形品 1点 と,小破片 5点がある。 完形品 (273)は 小さな平底で口縁端部

は丸 く,外面下半をヘラ削 りで調整する。 日径は 20。 4cm,高 さは 11,OCmでぁる。破片では,

体部外面をヘラ磨きしたものが 1点ある。

e 水瓶 (271・ 272) 口顕部破片 1点 と,肩部破片 2点がある。 口頚部外面には 2条 1組の

沈線が 2ケ 所めぐり,肩部との接点にも沈線が 1条めぐる。外面全体と内面上端に自然釉がご

く薄 く付着する。肩部破片では,顕部との接点に突帯が 1条めぐるものが 1点ある。 2点 とも

外面に自然釉が厚 くかかっている。

f 水滴 (270) 逸形をした非常に小さな水滴である。肩の張った体部と断面方形の低い高

台からなり,顎部以上を欠 く。 肩部直下に径 4mmの 円孔があ り,周囲に直径約 1.5cmの 円

形の象J離痕がある。注目がとりついていたのであろう。 1個体のみで,高台の径は 3.3cmで

ある。
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第V章 遺 物

E SK032出 上の土器  (PL.n3-237～ 257)

十字廊北側の土城 SK 032か ら,平城宮土器編年の平城官Ⅲに相当する土師器と須恵器が大

量に出上 した。 しか し,遺存状況が全体に悪 く,と くに土師器では調整手法のわからないもの

がほとんどである。そのため, ここでは比較的遺存状態のよい須恵器に限って報告する。

SK 032出 土の須恵器には杯A・ 杯 B・ 杯B蓋・皿A・ 皿C・ 鉢A・ 椀 Aがぁ り,他 に特殊

品として円面硯がある。

a ttA(251・ 252) 杯AⅣ (251:日 径 13.4cm,高 さ3.2cm)と 杯 Av(252;口 径 10,Ocm,

高さ2.7cm)と がある。いずれも底部外面をヘラで削ったのちナデで平滑にしあげている。

b ttB(246～249) 杯 BI(246;口 径 19.8cm,高 さ6.9cm), 杯 BⅡ (247;口 径16.5cm,高

さ5.Ocm),杯 BⅢ (248;口 径 14.3cm,高 さ5,lcm),杯 BⅣ (249;口径 10.6cm,高 さ4.5cm)が

ある。底部外面の調整にはヘラ切 りののちナデ (249。 248),ヘ ラ削 り (246。 249)が ある。

C ttB蓋 (237～ 245) いずれも縁部の強 く屈曲するものである。法量によって,杯 BI蓋

(237～ 239。 241・ 242;口 径 19,8～ 18.4cm),杯 BⅢ蓋 (240・ 244・ 245,日 径 17.4～ 13.2cm),杯 BⅣ

蓋 (243;口 径 10.3cm)にわけることができる。すべて頂部外面をヘラで削ったのち,ナ デてし

あげている。

d ttA(253) 平らな底部と外傾する短い口縁部からな り,端部は丸い。底部外面をヘ ラ

削 りで調整する。日径は 15.4cm,高 さは 3.lcmでぁる。

e tt C(254) 平らな底部と外傾する短い口縁部からなり,端部は半坦な面をな し,端面

は外傾する。底部外面をヘラ切 りののちナデて仕上げる。 日径 18.Ocm,高 さ 2.2cm。

f ttA(257) 底部を欠 く破片である。日縁端部は面をなし,端面は内傾する。 日縁部を

除いて,以下の外面をヘラ削 りで調整する。口径は 21.8cmである。

g 円面硯 (255。 256) 2点 あ り,いずれも硯部破片である。 硯面中央が周囲よリー段高 く

なった面をなし,海部と陸部が明瞭に区別されているもの (255)と ,硯面中央が山形に高まっ

て海陸の区別のないもの (256)と がある。いずれも外堤下端に低い突帯が 1条めぐり,圏足部

に透 しがある。 255では細長い長方形の透 し2個を一対として 4ケ所に配 し,透 し孔間に各 1

ケ所,合計 4ケ 所に猪 目形の透 し孔がある。 256では幅広い長方形透 しを 8ケ 所あけ,透 し孔

と透 し孔の間にタテ方向の線刻 1本を配している。 255の 外堤の径は 10。 4cm,256の外堤 の

径は 14.4cmである。

F SE048 出」二のEL:碁  (PL。 114-274～ 306)

井戸 SE 048か ら,土師器,黒色土器,白色土器,緑釉陶器が少量出上した。ごく一部を除

いて遺存状況は良好で,10世紀末頃の基準資料となるものである。

i 土  師  器 (274～298)

土師器には杯 。皿・釜がある。

a 杯 (274・ 275) 半球形の浅い形態で,口 縁端部はつよく外反し,端部内側が凹面をな

す。いずれもe手法で調整し,外面全体に凹凸がある。日径は 14.6～ 14.4cm,高 さは 3.6cm

で, 2個体がある。
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b 皿 (276～298) 丸みをおびた底部と外反する口縁部か らな り,厚手のA類 (276～284・

286～ 290・ 292～293),平 らな底部と外傾する短い口縁部からなるB類 (285), 日縁部が屈曲して

つよく外反 し,端部を巻きこむ薄手のC類 (291・ 294・ 295),その他 (296～ 298)がある。

A類はいずれもe手法で調整 し,端部の丸いもの (277。 280。 28の ,端部が薄 く,外上方へ突

出するもの (278。 279・ 287・ 290・ 292・ 293),端 部上端が突出するもの (257・ 262),端 部内側が

凹面をなすもの (284・ 288・ 289)が ある。口径は 95。 4～ 10。 lcm,高 さは 3.0～ 1.lcmで ある。

胎土中に砂粒を含む。

B類は e手法で調整し,端部は厚 く丸い。 口径は 12.Ocm,高 さは 2.Ocm,胎 土中に砂粒が

多い。

C類 もe手法で調整 し,器壁はきわめて薄い。 口径は 10。 8～9.5cm,高 さは 1.5～ 1.4cm

である。胎土は砂粒を含まず,きわめて精良である。

その他特殊なものとして,平担な底部と外傾する長い口縁部からなる深いもの (296),中 央

部が上方へ突出する底部と,外傾する長い口縁部からなるもの (297),中央部が上方へ突出す

る底部と外傾する短い口縁部からなるもの (298)が 各 1例ある。いずれも底部との境までの口

縁部全体をヨコナデで調整する。296は 口径が 10.5cm,高 さが 2,4cm,297は 口径が 10.Ocm,

高さが 2.7cm,298は 口径が 7.3cm,高 さが 1.6cmである。

C 釜 (299) 鍔部小破片である。ほぼ垂直な体部に鍔が水平につき鍔は断面長方形で,横

側面は中央がわずかに凹む面をなしている。鍔部の外径は 36.3cmでぁる。

ii黒 色 土 器 (300・ 301)

2点あ り,いずれも椀である。 300は 外反するやや高い高台をもち, 日縁端部はわずかに外

反 し,端部は薄 く丸い。内側に非常に対1い 沈線が 1条めぐる。底部内外面を一方向, 口縁部内

外面および高台の内外面をヨコ方向にヘラで磨 く。ヘラ磨きは緻密で,ほぼ全面を磨きによっ

て覆っている。内外面全体が黒色を呈する。日径は 14.9cm,高 さは 6.Ocmでぁる。

301は外反する断面三角形状の高台をもち, 日縁端部は厚 く,丸い。 口縁部外面上半をヨコ

ナデで調整 し,以下の外面は調整しない。内面に,粗いヘラ磨きがある。内面および口縁外面

上端が黒色を呈する。口径は 14.4cm,高 さは 5。 4cmである。

� 白 色 土 器 (302～ 305)

白色土器には椀,皿がある。

a 椀 (305) 口縁部下半の破片である。高台はほぼ垂直で,下端部は丸い。内外面 ともに

ロクロナデで調整する。 1個体。

b 皿 (302～304) いずれも高台のつ く皿で,高台はほぼ垂直で低 く,下端部は薄 くて丸い。

口縁端部の形状には,外反するもの (302)と ,外反せず, 直に終るもの (303,304)と がある。

すべて内外面全体をロクロナデで調整し,底部外面に円状列点痕跡のあ るものが 2例 (302・

303)あ る。 3個体があり, 口径は 12.1～ m.ocm,高さは 2.3～ 2.Ocmである。

� 緑 釉 陶 器 (306)

椀の底部破片である。高台は貼 り付け高台で低 く,下端面は内傾す る面をな し,中 央 が凹

む。内面および口縁部外面をロクロナデで調整 し,底部外面には糸切 り痕跡が残る。底部外面

を除いて,全面に濃緑色の釉を施す。底部内外面に三叉 トチの痕跡が残る。胎土は灰色で硬質

である。局台の径は 6.3cmである。
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第V章 遺

G 井戸 SE 041出 土の土器 (PL.114-307～ 320)

十字廊北東地区の井戸 SE o41か ら,土師器と瓦器がごく少量出土 した。

i 土   師  器 (307～316)

土師器には杯・皿 。釜がある。

a 杯 (307・ 308) 半球形の器で, 口縁端部の形態には,外反するもの (307)と ,内彎する

もの (309)と がある。いずれもe手法で調整する。 日径は 13.2～ 10,6cm, 高 さは 4,0～3.4

Cm。 2個体分がある。

b 皿 (309～315) 口径 13cm前後の大皿 (309～ 311)と ,日 径 9cm前後の小皿 (312～315)

とがある。いずれもe手法の調整し,大皿には口縁端部が外傾する面をなすもの (309),内 彎

し,丸いもの (310),直 に丸 く終るもの (311)が ある。小皿には端部 が内彎す るもの (312～

314),外 反するもの (313・ 315)が ある。 大皿は口径が 13.3～ 12.5cm, 高さが 2.5～2.Ocm。

小皿は口径が 9,3～8,9cm,高 さが 1.5～1.lcmである。

C 釜 (316) 扁平な球形の釜で,鍔がつ く。口縁端部を外側へ折 り曲げている。鍔 は幅狭

く,端部は九い。 日縁部と鍔部をヨコナデ,体部内外面をナデで調整する。 日径は 23.Ocm,

高さは約 18cmで ある。

瓦器 (317～320)

すべて椀で,口径 13cm前後の大椀 (317・ 318・ 320)と 口径 8cm前後の小碗 (319)が ある。

いずれも高台に断面三角形状の低い粗雑なものである。

H SE046出 上の上器  (PL.114-321～ 337)

井戸 SE 046か ら,少量の上師器と瓦器が出上した。

i 土  師  器 (321～331)

すべて皿で,日 径 14cm前後の大皿 (321～ 325)と 口径 10cm前後の小皿 (326～ 331)が ある。

大皿はいずれも破片で,底部が丸みをおびるものがほとんどであるが,底部の平らなものも

2例 (322)あ る。日縁部はすべて外反し,端部内側に沈線のめぐるものが 1例 (325)あ る。す

べてe手法で調整する。 2個体があり, 日径は 14.8～13.4cm,高 さは 3.0～ 2.lcm。

小皿はほとんどが底部の平らなものであるが,底部が九味をおびるものも1例 (329)あ る。

すべてe手法で調整し,焼成後,底部中央に短径 3mm,長径 5mmの楕円形の孔を穿ったも

のが 1例 (328)あ る。12個体あり, 日径は 106～ 9。 lCm,高 さは 1.7～ 1.3cmで ある。

こ 瓦   器 (332～337)

椀 と皿がある。

a 椀 (332～335) 口径 15cm前後の大椀 (332～ 334)と , 日径 7cm前後の小椀 (335)の 二

つがある。

大椀はいずれも口縁端部内側に沈線をめぐらし,高台は断面三角形状でやや高い。底部内面

に螺旋暗文, 日縁部内面に密なヨコ方向ヘラ磨きを施す。口縁端部外面にも粗いヘラ磨きを施

す。日径は 15,2～ 14.6cm,高 さは 5。 5～5,3cmで , 3個体がある。

小椀は口縁部破片で,口 縁端部内側に沈線がめぐる。口縁部内面には密なヘラ磨き,外面に
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3 土  器

は粗いヘラ磨きを施す。日径は 7.4cmで , 1個体がある。

b 皿 (336・ 337) 平らな底部と外反する短い口縁部からなる小皿で, いずれ も底部内面に

連続平行線の暗文を施す。 2個体。 日径 10,0～ 9,8cm,高 さ2,0～ 1.7cm。

I SK043出上の上器  (PL。 115-338～ 365)

土媛 SK 043か ら土師器,須恵器,瓦器が出上 した。

i 土   師  器 (338～ 357・ 362。 363)

土師器には皿・甕A・ 鉢 Bがある。

a 皿 (338～357) 口径 14cm前後の大皿 (338～ 346)と ,口 径 10cm前後の小皿 (347～357)

とがある。

大皿はほとんどが底の九いものであるが,平底のものが 1例 (346)あ る。前者には焼成後 ,

底部に 3ケ 所小孔をあけたものが 1点 (345)あ る。いずれもe手法 で調整す る。日径は 15.4

～13.4cm,高 さは 3.5～2.6cmである。

小皿には底部の九いもの (348。 349。 354)と 平らなものとがあ り,前者には日縁端部を内側

に巻きこむものが 1例 (354)あ る。いずれもe手法 で調整す る。 口径は 10.6～ 9.5cm,高 さ

は 2.6～ 1,6cmでぁる。

b ttB(363) 平底の深い体部と外反する日縁部からなる粗製の鉢である。体部内面をナ

デ, 口縁部内外面をヨコナデし,以下の外面は不調整で,凹凸がはげしい。 1個体のみで, 日

径は 16.Ocm,高 さは 9。 6cmである。

c ttA(362) 球形の体部と外反する日縁部からなり,口縁端部は幅広い面をなし,端面

に外傾する。上端が突出し,端面中央が凹む。 口縁部内外面をヨヨナデ,体 部内面をヘ ラ削

り,外面をハケメで調整する。 口径は 14.6cm,高 さは約 12cmで, 1個体がある。

工 須  恵   器 (365)

鉄鉢形の日縁部破片である。 口縁端部は外傾する面をなす。口縁部内外面をロクロナデ,以

下の内面をナデ,外面をヘラ削 りのちロクロナデで調整する。 1個体で, 日径は 23.4cm。

� 瓦    器 (358～361・ 364)

すべて大椀である。高台は断面三角形の端正なものがほとんどであるが,下端が面をなすも

のが 1例 (361)あ る。すべて口縁端部内側に沈線が 1条めぐる。底部内面には連続平行線暗文

●

0

●瓦器椀

0

“

ｏ
Ｌ “

●土師器大皿

●

デ

お

D ttFT器
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第V章 遺  物

を施すのが通例であるが, 1例 のみ密な螺施暗文を施すもの (364)がある。 口縁部内面を密に

ヘラ磨きし,外面も 3分割のヘラ磨きを密に施 している。 日径は 15.8～ 14.2cm, 高さは 6.2

～5,7cmである。

J SK044出 上の上器  (PL。 115-366～ 400)

土城 SK 044か ら土師器と瓦器が出土した。

i 土   師   器 (366～385)

すべて皿で,日 径 14cm内外の大皿 (366～374)と ,日 径 9Cm内外の小皿 (375～385)が ある。

大皿には,日縁部の外反するもの (366～373。 374)と ,内彎す るもの (367・ 368・ 369,370,

371・ 372。 374)と があ り,後者には端部が外傾するもの (368。 369・ 371)が ある。 口径は 16.3

～13.Ocm,高 さは 2.5～ 1.9cmである。

小皿は口縁部の外反するものがほとんどであ るが,日 縁部がつ よ く内彎す るものが 1例

(385)あ る。前者には端部を内側に巻きこんだものが 1例 (375)あ る。 口径は 9.9～8.6cm,

高さは 2.1～ 1.2cmである。

� 瓦    器 (386～400)

瓦器には,椀・皿がある。

a 椀 (386～399) 日径 15cm前後の大椀 (386～ 397)と ,日 径 9Cm前後の小椀 (398・ 399)

の二つがある。

大挽はいずれ も断面三角形の低い高台のつ くもので, 日縁端部内側には沈線が 1条めぐる。

底部内面の暗文はすべて粗い螺旋暗文で, 日縁部内面のヘラ磨きは間隔がやや粗い。外面のヘ

ラ磨きは口縁端部に限られ,粗い。日径は 14.8～13.6cm,高 さは 5.0～4.7cmで ある。

小椀は断面三角形状の高台で, 口縁端部内側に沈線のあるもの (398)と ,ないもの (399)と

がある。前者では粗い螺旋暗文,後者では連続平行線暗文がある。 日縁部内面はいずれも密な

ヘラ磨きがあり,端部外面に粗いヘラ磨きを施している。

b 皿 (400) 平らな底部と外反する口縁部からなる小皿で,内面には粗い連続平行線暗文

がある。口径は 10.OCm,高 さは 1.5cmである。

(高 さ)
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3 土

K SK051出 上 の土器 (PL.11併 401～432)

土墳 SK 051か ら大量の土師器と瓦器が出上した。中国製磁器も 1例ある。

i 土  師  器 (401～ 418)

すべて皿で,日径 14cm前 後の大皿 (401～408)と ,口 径 9cm前後の小皿 (409～418)と の二

種がある。

大皿はすべて底部が丸みをおびるもので, 日縁端部の丸いものがほとんどであるが,端部が

面をなし,端面の外傾するものが 2例 (403,408)あ る。底部内面をナデ,口 縁部内外面を ヨ

コナデし,以下の外面を調整 しない。 日径は 15,0～ 13.5cm,高 さは 3.0～ 2.4cmで ある。

小皿には器壁の厚いものと薄いものとがあり,前者では口縁部が外反するものがほとんどな

く,後者では外反するものが多い。調整手法は大皿と変らない。 日径は 9,7～8.2cm,高 さは

1.9～1.lcmである。

� 瓦   器 (419～431)

瓦器には,椀・皿・金がある。

a 椀 (424～431) 断面三角形状の低い高台がほとんどであるが。 断面方形で低 くふんばっ

たものが 1例 (425)あ る。いずれも口縁端部は外反 し,内側に沈線が 1条めぐる。底部内面に

粗い螺旋暗文を施 し, 日縁部内面にはやや密なヘラ磨きがある。 日縁端部外面にも粗いヘラ磨

きがある。 口径は 15。 2～ 13.4cm,高 さは 5。 6～ 4.6cmでぁる。

b 皿 (420～ 423) 平らな底部と外反する口縁部とからなる小皿で, 底部内面に平行線暗文

をもつものが 1例 (422),連続平行線暗文をもつものが 2例 Ool・ 404)あ る。 口径は 10.5～ 9。 2

Cm,高さは 1.9～1.3cmで ぁる。

C 釜 (419) 口縁部と体部の破片である。鍔がつ く。日縁部は垂直で,端部は内傾す る面

をなし,端面中央がわずかに凹む。鍔は幅狭 く,端部は丸い。内面をナデ, 日縁部および鍔部

をヨコナデで調整 し,体部外面は調整 しない。日径は 22.Ocm,高 さは約 12cmである。

iii中 国 製 磁 器 (432)

白磁椀である。断面逆台形の端正な削 り出し高台で,底部付近の口縁部外面をヘラで削って

調整する。内面および口縁部外面上部にかすかに青みがかった白色釉が施される。日縁部外面

下端および底部外面は露胎である。また,底部内面外周部には高台とはぼ同じ幅で輪状に釉が

瓦器椀

瓦器小皿

激

●
比

Ъ土師器小皿

土師器大皿

(高 さ
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第V章 遺  物

けされていない部分がある。高台の径は 6。 4cmである。

L SE040出 上の土器  (PL。 116-433～ 468)

井戸 SE 040か ら土師器92点,瓦器23点,須恵器 1点が出土 した。

i 土   師   器 (433～453)

土師器には,日 径が 14.5cm,高 さが 3cm前後の大皿 (433～441)と , 日径が 9cm, 高さが

1.5cm前後の小皿 (442～453)と がある。

a 大皿  底部の平坦なもの (437,438)と ,丸味を消びたものとがある。 日縁端部が外反

し,丸 くおわるものがほとんどであるが,ほぼ直線的に外傾 し,端部が面をなし,外傾する端

面上端が内上方へ突出するもの (437),内 彎 し,端面が外傾するもの (433)が各 1例ある。 す

べて底部内をナデ,日縁部上端内外面をヨコナデ,以下の外面を調整しない手法による。口径

は 15,0～ 13.8cm,高 さは 3.2～2.4cmである。

b 小皿  口縁部が強 く外反するもの,わずかに外反するもの,内彎するものがある。いず

れも e手法で調整 し,日縁端部は丸 くおさまる。 口縁部が直にたち,端部の内彎するものが 1

例 (453)あ る。 日径は 10。 6～ 8,9cm,高 さは 2.0～ 1.3cmでぁる。

� 須   恵   器 (454)

平らな底部と内彎する口縁部からなる杯で,端部はわずかに外反する。底部外面をヘラ切 り

ののち,多方向のヘラ削 りで調整する。日径は 13.2cm,高 さは 3.3cmでぁる。

� 瓦    器 (455～468)

瓦器には,日 径 14.5cm,高 さ5cm前後の椀 (457～467),日 径 8cm,高 さ 3cm前後の小椀

068),口 径 9Cm前後の小皿 (455。 456)がある。

a 大椀  口縁部の強 く外反するものと,わずかに外反するものとがある。ほとんどが,ロ

縁端部内側に沈線 1条をめぐらせるが,沈線のほとんど認められないもの (459),沈 線が 2条

のものが各 1例ある。高台は断面三角形状を呈 し,下端の尖るものが多いが,下端が面をなす

ものも2例 (467)あ る。また,下端面にワラ様の条痕のつ くものが 1例ある。 口縁部上端内外

面をヨコナデ,以下の内面をナデで調整する。外面は不調整で,成形時の四凸を残 し,指頭痕

の顕著なものが多い。 1例だけ,内面にハケメ様の痕跡を残すものがある (450。

日縁部内面を水平方向にヘラで磨き,底部内面に暗文を施すものを通例とする。ヘラ磨きは

総 じて緻密である。暗文はすべて螺旋暗文で, 1～ 2個の精円を描いた ものが一般的である

5 Cn
瓦器椀

8

・・・・ユ

単

土師器小皿         °

土師器大皿
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4 金属製品

が,精円 5個のものが 1例ある (464)。 外面上端にはすべて粗いヘラ磨きがある。ヘラ磨 きに

は 3分割, 4分割, 5分害Jの 3種がある。なお,外面全体を緻密にヘラ磨きしたものが 1点あ

る。口径ヤよ14.8～ 13.5cm,高 さは 5。 4～4.4cmである。

b 小椀   1点 だけである。器壁は薄 く, 口縁部は内彎 し,端部は肉厚で丸い。高台は断面

三角形状でやや高 く,外へ張 り出している。内面をナデ, 日縁部上端内外面をヨコナデて調整

し,以下の外面は不調整。 口縁部内外面のヘラ磨きはない。底部内面にラセン暗文がある。口

径は 7.9cm,高 さは 2.9cmである。

C 小皿  いずれも小破片である。口縁端部は強 く外反 し,端部は薄い。底部内面をナデ,

口縁部内外面をヨコナデで調整する。底部外面は不調整。底部内面に一方向の線状暗文のある

ものが 1例ある (456)。 口径は 9。 4～7.2cm,高 さは約 1.2cm。

M墨 書 土 器 (PL。 117,118)

各種の遺構や遺物包含層から40点をこえる墨書土器が出土 した。土器の年代も奈良時代から

鎌倉時代までと長期にわた り,内容的にも器物名,建物名,習書等と多岐にわたるが,判読で

きないものも多い。

4金 属 製 品 cL。 119～ 121)

薬師寺における各所の発掘調査によって数多 くの金属製品が出土 した。これらは,荘厳具の

一種である暗の金具や垂木先の金具,相輪片,扉金具。各種の釘など多様な内容をもつ。以下

種類ごとにまとめてそれらの概要を記す。なお比較的新しい時代の遺物とみられる金属製品に

ついては,近世の遺物として最後に一括 して触れることとする。

a 金銅幡 金堂跡の調査で,仏前を荘厳するに用いた金銅幡に伴 う金具類が数種出土 した。

1は,葡萄唐草文金銅垂飾であ り,か らみ合 う茎の中に五葉の葡荷葉とその房とを各 1対均正

に配する文様をもつ。鋳造品とみられ,葡萄房のみは鋳造後に沈線を彫 り加えて表わす。上半

を欠失するため幡本体 との連接の仕方は分らない。幅 4.3cm,現存高 4.8cm,厚 さ 0.18cm,

現存重量 10.5gで ある。 3は,幡本体を構成 したとみられる唐草文金銅透彫板の断片であり,

「金銅葛形裁文」とも呼べるもの。渦文の先端を蕨手風につ くる文様に特色がみ られ る。 1.5

Cm間隔に穿たれた釘穴 4個所をとどめていた。

4～ 6は,幡を装飾する金銅鈴である。 いずれも内部に銹着 した鉄球をとどめていた。 4は ,

茄子形の扁平な大形鈴である。連弁とそれから派生 した火烙とを毛彫す る楕円形の半球 2個

を,縦方向に合せて作ったもの。鉦の部分が欠失 し,現存高 5。 8cm,厚 さ 3.4cm,現 存重量

40.5gである。消そらく幡の坪と坪との接続部分を飾る「幡手」に伴 う鈴であろう。 5は球形

を, 6は長卵形をなす鈴である。ともに半球を上下に合せて作るもので,銀は上部から埋込ん

でいる。 5は径 2.9cm,現存重量 8.5g。 6は高さ 3.Ocm,横 任 1.lCm,現 存重量 8.5g。 な

お,図示 した以外にも 5と 同形の鈴が 1点, 6と 同形の鈴が10数点金堂跡から出上 している。

7は,講堂跡東南隅部の調査で出土 した金銅製垂飾とみられるもの。中央に三角形の突出を

もつ風招状を呈 し,両側にひらく脚部の先端は欠失 している。現存高 2.8cm,幅 4.9cmであ

=δ
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第V章 遺  物

る。なお,金鋼幡に関連する遺物として,上記以外に銅玉 1点やガラス玉多数があるが,こ れ

らについてはガラス製品の頂で記述する。

b 金銅飾金具  2は 西塔跡出上の帯状の小型飾金具である。先端を花形につ くり,表面は

唐草文で飾る。唐草文は,太 くてまき込みの強い渦文を連ねる独特のもので,随所に魚々子藝

を打ちつけている。幅 0,7cm,厚 さ 0。 lcmの同規模のもの 2片 があ り,これらは本来同一の

金具であった可能性が強い。ともに先端から 0.5cmの ところに釘穴があ り,釦釘をとどめて

いた。また一例では,先端から4.5cmの ところにも釘穴があり,さ らに先端から5.6cmで折

れまがった状況で欠失しているから,本来は L字形を呈する金具であろう。このように, 2片

の金具を同一品として復原すると,厨子ないしは櫃など小型箱状品の角を飾った角金具とみる

ことができる。

C 蝶番  8は ,小子房跡から出土した端部を花形につ くる蝶番である。鋳造 した銅板 2枚

を組合せ銅線でとめるもの。銅板は各々3個の釘穴を有 している。組合せて長さ4.5cm,厚さ

0.2cm,重 さ 13.5gで ぁる。

d 香炉  9は ,金銅製透金具の断片である。中央部の円孔とそこから四方に開 く四弁花文が

透彫 りと線彫 りとで表現されている。四周は欠失 しているが,身に彎曲がみられ,香炉の頂部

付近の破片とみることができよう。現存重量 36.5gでぁる。西塔跡出土。

e 九輪  西塔跡の調査によって,相輪の一部かとみられる銅製品の断片 (lo)が出土した。

これは復原半径約 27cmの外周面をとどめてお り,一面に「第二□」の刻字が認められる。 こ

のことから,塔相輪のうち下から2番 日の九輪とみなし,東塔例を参考にして全形を復原する

と Fig。 73の ようになる。外輪の復原半径は約 60cmと みなした。厚さ 1,lcm,現存重量 231g

である。

f 仏器 11は ,収蔵庫建設に伴 う調査の際に出土 した佐波理製の匙である。やや横に長い精

円形の匙面をもつ。匙面の先端と柄の末部を欠失 しているが,匙面長径 5.5cm,短 径 4.5cm

Fig.78 相輪復原図



4 金属製品

に復原できる。柄の現存長は 10.3cm,現存重量 22.5gである。12は ,十字廊西の井戸跡出土

の佐波理製の箸である。両端を細 くまるくまとめる棒状で,表面は略八面体に整形 している。

長さ22.5cm,大 さは中央で 0。 35cm,上端で 0.28cm,下 端で 0.22cm,重量は 16.5gである。

g 金銅垂木先飾金具  金銅製垂木先飾金具は,西塔跡 。金堂跡・講堂跡から10数点が出土

した。これらは飛権垂木の木口面を飾る方形と,地垂木の木口面を飾る円形とに大別され,さ

らに寸法や文様などから細分が可能である。文様についてみると,いずれも「対葉形唐車文」

と呼べる同一の意匠であって,対葉形の変化によってA・ B・ Cの 3種に区別できる。寸法に

ついては,方 と円の各々で大小によって I・ Ⅱの 2種に細分できる。

21～23は方形の垂木先飾金具である。21は西塔跡出土。文様は「対葉形唐車文」の祖形を示

すAに属する。すなわち,方形枠内の上下・左右に 4個の対葉形を配 し,そ の各々が接する対

角線上に菅状の栓形をお く。これらの対葉形と栓形は,毛彫 りされた輪郭線とその内外に施さ

れた透彫 りで表現されている。縦 12cm,横 10.5cm, 厚さ 0。 25cmで, 寸法からは小型のコ

に分類される。22は講堂跡出土。文様 Bに属する飾金具である。すなわち,Aの対葉形内側に

みられたスペー ド状の透 しを精円形に省略 し,さ らには輪郭線をも省略 し透 し彫 りのみで「対

葉形唐草文」を表す特徴をもつ。縦 15cm,横 13.5cm,厚 さ 0.2cmで,寸法からは大型の I

に分類される。なお,同形のものが金堂跡から2点出土 した。23は,西塔跡から出上した文様

Cに属する飾金具である。対葉形の内側をなすスペー ド状の透 しはとどめるものの,栓形の透

しが長方形にまで変化 している。縦 15cm,横 13.5cm,厚 さ 0.3～0.4cmで,大型の Iに属

する。なお, この他に復原寸法縦 15cm,横 13.5cmで 文様Aに属する垂木先飾金具 (方 AI)

の小片が西塔跡から出上 している。

24～26は円形の垂木先飾金具である。このうち24は,西塔跡出土。文様Aの飾金具である。

小破片であるものの復原すれば,直径 15cm,厚 さ 0.3～ 0.4cmと なって,大型の Iに属する

ことが分る。表面は火熱のため鍍金を失っているが,文様は21と 同様「対葉形唐草文」の祖型

をよく示すAに属する。25は,金堂跡出土。文様 Bの飾金具であ り,寸法は径 10Cm,厚 さ0.3

～0。 4cmの Ⅱに属する。ただ,22にみられた文様 Bと 比較すると,対葉形の内側をなすスペー

ド状の透 しが祖型に近 く,さ らに退化はしているものの輪郭線まで毛彫 りされていて相異点も

ある。なお,同形のものが講堂跡から出土 している。261ま,西塔跡出土。文様 Cに属する飾金

具の破片である。23にみられた文様Cと 同じく対葉形および栓形を表す透 しの形状に退化が認

められる。寸法は径 15cmほ どに復原できるから,大型の Iに属するものと考えてよい。

以上,金銅垂木先飾金盤は 7種に分類することができた。このうち,寸法から I・ Ⅱに分類

したが,方形のものでは Iが縦 15cm,横 13.5cmで あ り,Ⅱ が縦 12cm,横 10.5cmと なる。

また,円形のものでは Iが径 15cm, Πが径 10Cmと なるから, 大型品の Iが大屋根の垂木先

に,小型品のⅡが裳階の垂木先にそれぞれとりつけられたことが推測される。文様についてみ

れば,文様Aが創建当初の意匠として使用されたものであ り,文様BoCの それは再建時な り

補修時に文様Aを模倣 して製作されたものであろう。ただ Bと Cと の先後関係については,文

様 Bが金堂・講堂に限られ,文様Cが西塔に限 り出土するから,両者を単純に比較できない側

面もある。その製作年代ともからめて今後の課題 としておきたい。

h 四弁花形円形飾金具 27は ,金堂跡から出土 した銅製の四弁花形飾金具である。埋没時の
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第V章 遺  物

土圧による変形が著るしいが, 4つ の花弁 とその接点に穿された猪 目の透 しをとどめていた。

表面は焼漆で仕上げられており, 4個 の円孔を有する。中心部分は欠失しているが,そ こには

別の金具を挿入する孔が存在 したであろうから,本例を座金具の一種とみることができよう。

復原径 10・ 8cmである。28は,西僧房跡から出上 した円形の飾金具である。周縁部に三足の釘

をとりつけたもので,一種の釘隠しであろうか。全体に腐欲著るしく,あ るいは周縁辺に花弁

が作られていた可能性も残 している。29は,金堂跡から出土した金釦製の円形飾金具である。

径 8.5cmの 僅かに彎曲した鋼板の中心に方 0.6cmの鋲釘を打込んだもの。方孔を周縁近 くに

3個所配 している。本例も釘隠しの一種であろう。他に本例と同形の飾金具 が金堂跡か ら2

点,講堂跡から 1点が出土 している。

i 風招形銅製品 30は ,南大関・中門跡の調査の際に出土 した銅製品である。腐蝕と変形が

著るしいが,下辺を三弁花形とし,身の中ほどに一対の猪 目透 しを有する風招に復原できる。

これは 2枚の銅板を合せて作るが, 1枚の側縁を折 りまげて厚味とし, 2枚 を接合ののちさら

に 2個所を銅釘で固定 している。表面の荒れが著るしく鍍金の痕跡はさだかでない。 復原幅

14cm前後,高 さ 8.lcm,厚 さ0.7cmである。

j 扉金具 西僧房跡や西塔跡の調査によって扉金具とみられる銅製品が出上 した。これらは

火熱による変形はみられるものの,原形を復原することができた。31,32は ,西僧房跡から出

土 した関金具である。このうち31は,幅 5.lcm, 高さ 1.7cmの 内寸法をもつ鋳銅製の環と,

それを固定するために打込む鉄釘,さ らにそれらに伴 う六弁花形の鋼製座金具を とどめてい

た。銅環と鉄釘との結合は,袋状につ くった環基部に釘の上端を挿入することによって為こな

う。環部の幅 6.8cm,同 高さ5.5cm,同 厚さ 1.4cm,座 金具径約 7cm,釘部現存長 3cm,現

存重量 202gである。32も 同形の金具であ り,銅環部のみをとどめる。環部幅 6.2cm,同 高さ

5.5cm,同 厚さ 1.lCm,環 内寸法幅 4.4cm,高 さ 1,4cmで あ り,31よ り若干小型である。

33は ,「壷金」とも呼ばれる扉金具である。西僧房跡から出土 した。これは内径 1.2cmの 円

孔を有する頭部と,高 さ約 5cm,最大幅 2.3cmの脚部と,さ らに長さ 1.6cm以 上の釘部とか

らなる銅製品である。火熱による変形が著るしく,頭部には溶解 した他の金具が付着 してい

る。厚さは一定で 0.8cm,現 存重量 45gである。扉の施錠に使用されたものであろう。

扉金具としては,こ の他に,西塔跡から出土 した小型の把手金具 (20)がある。これは,蛭

形の平面形を有し,中央部分には回転軸ともなるべき鋲をとどめる。右端は幅を細める把手部

とな り,左端は扉を閉塞する鈎をつ くる。長さ 6.5cmの 小型釦製品である。厨子な ど小型 の

観音開き戸に用いたものであろうか。

k 金銅板 34は 西僧房跡から出土 した縦 19。 9cm,横 16.6cm,厚さ 0.5cmの金銅製板状品

であるが,その使途は明らかでない。この遺物の上端中央には内径 0。 4cm, 高さ lCmの軸受

が作 り出されてお り,さ らにその右側には径 0.2cmの 小孔がみられる。また板の表面は,沈

線によって縦 16.Ocm,横 15.4cmの範囲が区画され,上辺のみは 0,7cmの 間隔でもう一本の

沈線が走る。右側縁には 2個所に幅 0.6～0,7cm程 度のえぐれた痕跡が認められた。現状では

身全体に彎曲がみられるが, これは火熱と埋没時の変形とするのが妥当であろう。表面はとく

に火熱の影響をうけ,わずかに鍍金の痕跡をとどめているにすぎない。

1 その他の銅製品 13は,西塔跡出土の塑像の芯をなす釦線断片である。西塔跡からは, こ
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の他に数十本の銅線が出上 している。本例は,方形の断面を有し一部にねじりが加えられてい

るが,他の多 くのものは円形の断面をもち通有の針金状を呈する。図示したものは重量 4.5g

である。14～ 16は小型の鋼製釘である。いずれも角柱の釘身と半球状をなす頭部をもつ。14は ,

全長 4cm,幅 部径 1.4cm,現存重量 5,7g,西 塔跡から出上している。15は ,全長 3.lcm,頭

部径 1,lCm,現 存重量 3.5g,西 塔跡土。16は ,全長 3.5cm,頭 部径 0.9cm,金 堂跡から出土

している。

17は ,銅線を螺旋状にまるめた仏像の螺髪かと考えられるもので,十字廊跡から出土してい

る。径 1.OCm,現存高 1.lcm,で ぁる。

18・ 19は使途の不明な銅製金具類である。18は 円柱状にまるめた端部をもつ把手状の小型銅

製品。一端を欠失するが 3個所に釘穴をとどめているから,何かに打ちつける金具であろう。

西塔跡出土。19は帯状を呈する鋼板の広端部に鋲 2本 を用いて何かをとりつけたもの。鋲留め

の痕跡は広端偵1か ら 3cmま で認められる。長さ 8.8cm,幅 1.5cm,重量は 9.5gでぁる。西

塔跡から出土している。

35は,台形を連ねた断面形をもつ金銅製帯状品である。現状では環状をなしているから,あ

るいは何かにまきつける金具であったかも知れない。両端は欠失 している。約 11～ 12cm間隔

で穿たれた釘穴が 3個所みとめられた。火熱によって鍍金のみならず,周縁部の欠落が著るし

い。西塔跡から出土 している。

m 鉄製鐘 36・ 37は ともに西塔跡出上の鉄製の鑑である。36は ,板状をなすやや大型のもの

で,使用のため先端か両先端ともやや開いている。長 24.5cm,幅 1.6cm,厚 さ0.6cmの 鉄板

の両端約 4cmを 折 りまげて作ったもの。 37は,やや細身の鑑であり,板状の身に 2個 の釘穴

を有する。一端を欠き,切イF長 12.9cmで ぁる。幅 1.2cm,厚 さ0.4cmの 鉄板の先端約 2.5cm

を折 りまげている。釘穴はともに内径 0.4cmと 大きい。

n 鉄釘 鉄釘は調査区各所から出上 したが,それらの大半は鋳や欠損により原形をとどめて

いない。ここでは主として西僧房跡出上の鉄釘を中心として (41が 小子房跡出 |二 であり,それ以外

は西僧房跡出土),その概要をまとめてお く。これらの鉄釘は頭部の形状から4種に分類す るこ

とができる。すなわち,平面円形の大振 りな頭部をもつA,隅丸方形の小振 りな頭部を もつ

B,釘身の上端をそのまま頭部とするC,折 りまげた頭部をもつDの 4種類である。

38・ 39は,Aに属し,直径 3.0～4.5cmの大きな頭部 と,方 0。 8cmの 小振 りな釘身からな

る特徴をもつ丸釘とも呼べるもの。全形をとどめた出土例がな く,長 さについては不明である。

38の現存重量は 20gである。40～42は,Bに 属し,長辺 2.0～2.5cm,短辺 1.5～1.8cmの 頭

部と方 1.OCmの 釘身からなる平釘とも呼べるもの。 40・ 42については 18cm,41に ついては

16.5cm程度が本来の長さであろう。現存重量は,40が 60g,41が 49g,42が 23gである。

43。 44は,Cに属し,方 1.3cm程度の大振 りな釘身と上端をそのまま頭部とする特徴をも

ち,角釘とも呼べるものである。43についは 27cm,44については 22.5cm程 度が本来の長さ

とみなされる。現存重量は43が 88g,44が 130gで ある。45は,Dに属し,方 lCm前後の釘身

を約 3cm折 りまげて頭部とする折釘とも呼べるもの現存重量は 74gであるが, 本来の長さは

復原できない。なお,図示した以外にこれらと同形の釘 (Aが 1点,Bが 1点,Cが 3点,Dが 1

点)が,西僧跡房から出土 している。
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O 近世の金属製品 調査によって出上 した金属製品には,古代の遺物以外に,比較的新しい

時代の遺物がある。これらは水田床土の直下層や現基壇上の表層に包含 されていた ものであ

り,多 くは近世の遺物と考えてよい。以下その主たるものについて記述する。

46は,鉄製の丸形鍔である。長径 6.5cm,短 径 6.lcm,厚 さ 0.4cmの 円板 の中央に長 さ

2.2cmの 茎孔を穿ったもの。茎孔の左右には,小柄櫃 。第櫃の両櫃穴をもつ。食堂跡出土で,

重量は 87.5gで ある。なお,出土時本例には,径 4.6cm,厚 さ 0.5cmの鉄製円盤が鋳着して

いた。

47・ 48は,薄い銅板を打ちぬいて作った重飾金具であり,表面は鍍金する。471ま ,花弁と蓮

華座を蹴彫で表わす,長 4.3cmの もので,上下に連結用の小孔をもつ。48は ,連珠紐の断片

である。いずれも金堂跡出土。

49は,紡錘車状の銅製品である。径 3.8cm, 外縁厚 0.6cmの 円盤状をなし, 中央に径 0.4

Cmの孔があく。 鋳造品であり,湯道をタガネで切 りとった耳状の痕跡を 1対 とどめる。 重さ

33.2g。 収蔵庫予定地出土。

50は,真鍮製煙管の雁首であり,筒部の合せ日を覆 う突帯に特色がみられる。長 7.2cm,火

旧
嘲
剌
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5銭

皿の内径 1.4cm,羅宇側の筒径 0。 9Cmでぁる。重さ 18.5g,西塔跡出土。

51・ 52は,鉄製の鎌である。51は,背がほぼ直線的に通るもので,刃部は使用による消耗が

みられる。長さ約 14cm。 52は,大型の鎌の茎部のみをとどめる破片。51・ 52と も厚さ 0.3cm

ほどの鉄板から作 り,茎部の形状,と くに日釘をうける端部の形状が近似 している。51は,重

さ34.3gで食堂跡出土し,521よ ,収蔵庫予定地から出上 した。

53は,幅約 lcm,厚 さ 0.4cmの板状の鉄を二つに折 りまげ,一端に環状の頭部を作った掛

金具である。長さ 7.4cm,頭 部の環の内径 0,9cm,重 さ25,4gである。西僧房跡で出土。

54～ 56は 鉄製の鐘である。54は,板状をなす小型の錠であ り,使用のため一端の開きが大き

い。本来は長さ 6cmほ どのものと思われる。重さは 11.6gで ,講堂跡北方から出上 した。 55

は,一辺 0,9Cmの 柱状の身部をもつ長 17cmの鑑。重さ 93.5gで 両端はやや開き気味である。

なお同形の鐘 (77g)が 同時に出土 している。56は,身部の中ほどで 90度ひねって先端の向き

をかえるいわゆる「手違い鑑」と呼ばれるもの。長さ 18cm,方 1.3cm,重 さ231.5gで ある。

なお 11は右方向にひねっているが, 同時に出上 した一例 (249,Og)では左方向にひねってい

た。55。 56と も西塔跡で出上 した。

57～59は頭部を方形に薄 くたたきのばして折 りまげるいわゆる「折釘」と呼ばれ る鉄製の

釘。57は長さ8,9cm。 重さ 10。 3g, 581ま 長さ14.8cm。 重さ 30.Og, 59セ よ長さ 25。 9cm。 重さ

48,Ogであり,それぞれ 3寸・5寸・8寸 5分の規模品とみなせる。 これらは方 0。 5～0.65cm

の太さであるから,長 さに比 して太さの差は少ない。57は食堂跡,58は 金堂跡・59は講堂跡北

方からそれぞれ出上 した。

60は,ややそりをもつ柱状の鉄器。一端は斜めに切 りとり,他端は丸 くおさめる。ともに鋭

利さはないから利器とは考えられない。長さ 27.7cm,重 さ 205.5g。 使途不明品。西塔跡出土。

各調査区から総計 260点余の銅銭が出土した。これらは,和同開弥をはじめとする日本銭と

開元通宝をはじめとする中国銭とに大別することができる。

A 日 本 (PL.122)

寛永通宝112点 ・文久永宝 1点の 3種,計m6点であ り。出上した日本銭は,和同開琢 3点

この他に銭名不明のもの若千がある。

和同開弥 (和銅元年・708初鋳)3点 出上 した。 このうち西塔跡から出土 した 2点は破片であ

り,十字廊跡付近の井戸から出土した 1点が完型をとどめる (PL。 1221)。 これは,平城京東三

坊大路側清出土銭の分類による “A"に属し,和同銭としては最も一般的なものである。

寛永通宝 (寛永三年。1626初鋳)出 土数は計 112点の多きをかぞえるが。 このうちの100点余

は金堂跡から出上 したものである。

寛永通宝については,背文の有無や字体の差などから10数種に分類することができる (Tab.

9)。 まず最も特徴的な背文についてみると, 文字を有する A,青 海波文を有する C, 背文を

もたない Bと の 3種に区別できる。また「通賓」の字についてみると,「通」字 の一・二画 日
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を「 コ」につ くるもの (コ 頭通)と「マ」につ くるもの (マ頭通)の区別があり,「賓」字では最

終画を「ス」につ くるもの (ス宝)と 「ハ」につ くるもの (ハ窯)と の差がみられる。この 2つ

の要素から,「 コ頭通」と「ス賓」の組合せを I,「 コ頭通」と「ハ賓」の組合せをⅡ,「マ頭

通」と「ハ賓」の組合せをⅢに分類できよう。さらに「永」の字についてみ ると,「示」につ

くるいわゆる「二水永 (にすいえい)」 と呼ばれるaと , 通常の「永」字につ くるbと , そして

四画日の筆頭にかぎをもつ「永」の cに区別することができる。ちなみに薬師寺から出土しな

かったが,寛永通賓の初鋳銭とみなされる「初期水戸銭」(寛永三年初鋳)の 分類呼称は A Ia

となる。また切和年間 (1770年頃)に鋳造された四文銭である「明和江戸十萬坪銭」(PL。 122-7)

の呼称はC Ⅱcと なる。

上記の分類によるうち,今回の調査では,寛永通宝 A Ⅱb・ A Ⅱc・ B Ib・ B Ⅱc・ BⅢ c・

CⅢ Cの 6種が出土した。寛永通宝AⅡ bは,背に「元」字を有するもの(Fig,79)で ,寛保元

年 (1741)初 鋳の「元文摂津高津銭」とみなしうる (鋳造認可が前年の元文五年による)。 金堂跡

(以下,寛永通宝についてはことわらない限り金堂跡出土)か ら3点 が出土 した。 寛永通宝 A Ⅱc-1

は,背に「文」字を有するもの (PL.1224)で 4点出上した。寛文 8年 (1668)初 鋳の「寛文江

戸亀戸銭」(文銭。大仏銭とも呼ぶ)と みなせる。他に銭文はそのままで,背に「文」字をもたな

いもの (い ゎゅる「延宝江戸亀戸銭」・BⅡ C-10)が 1点ある。寛永通宝A Ⅱc-2は, 背に「小」字

B IIc-7

Fig.80 寛永通宝の分類

背 文 の 有 無  | 「通 宝」の 字

I:通 宝

「 コ頭通」

Ⅱ :通 宝

「 コ頭通」

Ⅲ :通 宝

「 マ頭通」

と「 ス宝」

「ハ宝」

「ハ宝」

「永」 の 字

a :ラ照

「二水永」

b:永

「通常永」

c:永

「四画目の筆頭 にか

ぎをもつ永」

。 :不明

BHc-6

A:背に文字あり

B:背 文 な し

C:青 海波 あ り

Z:不    明

Tab.6 寛永通宝の分類表



5 銭

を有 し「元文江戸小梅銭」(1738年頃鋳造)と みなしうるもの (PL.12歩 5)で あ り,A Ⅱc-3は
,

背に「長」字を有して「明和肥前長崎銭」 (1765年頃鋳造)と 推測できるもの (PL.1226)で ある。

ともに 1点ずつ出土した。

寛永通宝 B Ibに分類できたものは計 22点をかぞえる。 これらはともに字体が類似してお

り,その差は徴少である (PL.1222・ 3,Fig。 79)。 あえて細分 しなかった。始そらく寛永ないし

明暦年間 (1635～1657年頃)に鋳造されたものであろう。十字廊跡から2点,収蔵庫建設地から

1点出上 した他は,いずれも金堂跡から出土 したものである。

寛永通宝 B ⅡCに分類できたものは計 48点 あり, このうちBⅡ 併1～3(Fig.79)に類似するも

のが多い (各 10点 ほど出上。本坊北調査区の2点 。東院堂西調査区の 1点を除く他は,いずれも金|と跡出

上)。 また寛永通宝B ⅡCに分類 したものの中には,字体の特徴から鋳造地が推定できるものが

ある (FIg.79)。 B HC-3～ 5はいゎゆる「萩原銭」とも呼ばれるもので, 元禄ないしは宝永年間

(1690～ 1710年頃)に江戸亀戸あるいは京都七条の銭座で鋳造されたものとみなせる (18点 )。 ま

たB Ⅱc-6は「享保陸奥仙台銭」(1点),B ⅡC-7は「享保操津難波銭」 (1′ギミ),B ⅡC-8は「元

文江戸亀戸銭」(2点),BⅡ併9は「元文出羽秋田銭」(1点)に と,各々考えられ るものであ

る。なお先述 したようにB ⅡC 10と して「延宝江戸亀戸銭」が 1点出土 している。

寛永通宝 BⅢ Cに分類できたものは計20点あるが,いずれも宇体が類似 してお りその差は微

少である (FIg.79)。 あえて細分 しなかった。いずれも金堂跡出土。

寛永通宝CⅢ Cに分類できたものが 1点ある (PL.1227)。 これは背に青海波文を11個つ くり

出した四文銭である。「明和江戸十萬坪 (干 田新田)銭」とみなせよう。十字廊跡出土。

文久永宝 (文久三年 。1863)金 堂地区の調査で 1点出土 した (PL。 12寡8)。 これは「宝」字に

つ くる。いわゆる「略宝銭」と呼ばれるものである。

B 中 国  銭  (PL.122)

出土 した中国銭は 134点 ある。 このうち太平通宝 。景徳元宝などの北宋銭が多数を占め,他

に大中通宝や永楽通宝などの元・明銭や開元通宝が少数あるにすぎない。 これらの中国銭は ,

主として西僧房跡の中世溝から出土 した。

開元通宝 (唐武徳四年・621初鋳)西 僧房跡の中世濤から4点 出土した (中国銭については,以

下ことわらない限り西僧房跡の中世溝出土)。 開元通宝は,唐代 300年を通 じて鋳造されてお り,そ

の種類は多い。このうち出土 した 1点 (PL.1229)は , 背に「梓」字を有し,剣南道梓州 (四

川省産川府)にて鋳造されたことが うかがえる。

唐国通宝 (南唐光泰二年。959初鋳)1点 出土した (PL。 122-10)。 書体に察・真の 2種があると

い うが,本例は察書体である。

太平通宝 (北宋太平興国元年・976初鋳)収 蔵庫建設地から1点が出土した (PL.122■ )。 太平

通宝には有文を有するものがあるとい うが,本例には認められない。

景徳元宝 (北宋景徳元年 ,1004初鋳)西 塔跡から 1点出土 した (PL.12212)。

祥符通宝 (北宋大中祥符元年・1008初鋳)1点 出土 した (PL.12213)。 なお祥符通宝とあわせて

同年には「祥符元宝」も鋳造されている。「元宝」・「通宝」の 2種の銭名を同時に鋳る初例である。

天聖元宝 (北宋天聖元年 ,1023初鋳)2点 が出土 した (PL.12外 14)。 書体に真・象の 2種 がみ
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られるとい うが,出土 した 2例はともに真書体である。

皇宋通宝 (北宋宝元二年 ,1039初鋳)金 堂跡から 1点 ,西僧房跡中世溝から5点の計 6点が出

土 した。書体に察・真の 2種がみられるが,図 示 した 1例 (PL.12215,西僧房出士)以 外はい

ずれも真書体である。

至和元宝 (北宋至和元年 。1054初鋳)1点 出土 した (PL。 12216)。 書体に真・象の 2種 がみら

れるとい うが,本例は象書体である。

嘉祐元宝 (北宋嘉祐元年 ,1056初鋳)2点 出した。書体に真と察の 2種があって,各 1点 出土

した。図示 した例 (PL.122-17)は 真書体である。

嘉祐通宝 (北宋嘉祐元年・1056初鋳)2点 出上 した。嘉祐元宝と同じく書体に 2種類みられ,

各 1点 出上 した。なお,図示 した例 (PL.12218)は 象書体である。

治平通宝 (北宋治平元年・1064初鋳)1点 出土 した。書体に真 。察の 2種あるとい うが,本例

は真書体である (PL,12219)。

熙寧元宝 (北宋熙寧元年・1068初鋳)6点 出土 した。書体に真と象の 2種あり,金堂跡から察

書体 2点・真書体 1点が,西僧房跡から象書体 2点・真書体 1点がそれぞれ出土 した (PL.122-

20。 21)。

元豊通宝 (北宋元豊元年 。1078初鋳)書 体に行書・隷書・象書の 3種があるという。金堂跡か

ら察書 1点,西僧房跡から行書 7点・察書 1点の計 9点が出土 した (PL。 12222・ 23)。

元祐通宝 Gヒ宋元祐元年 ,1086初鋳)3点 出上 した。書体には行と象の 2種があり,象書体 1

点 (PL.12224),行 善体 2点が出土している。

紹聖元宝 (北宋紹聖元年 ,1094初鋳)3点 出上 した。書体には行と察の 2種がみられるとい う

が,出土例はいずれも行書体である (PL.12225)。

元符通宝 (北宋元符元年 。1098初鋳)1点 出土 した。書体に行と察の 2種があるとするが,本

例は察書体である (PL.122-26)。

聖宋元宝 (北宋建中靖国元年・■01初鋳)1点 出上 した。 書体に行と象の 2種 がみられるが,

本例は察書体である (PL.12227)。 なお「聖宋」の銭名は,「皇宋通宝」のそれと同様,鋳造の

元号名と異なっている。

大観通宝 (北宋大観元年 。■07初鋳)金 堂跡から78点 出上 し, うち77点は金堂基壇北側から一

括出上 した。いずれも書体は真書体で,字体に若千の相異はあるものの (PL。 12歩28・ 29,30)

大差はな く,あえて細分 していない。

淳祐元宝 (南宋淳祐年間 (1241～ 1252)鋳造)背 に「元」「二」「三」から「十一」「十二」に至

る鋳造年を表 している。西塔跡から 1点が出土 したが,それには「二」字がみられ,淳祐 2年

(1242)の 鋳造ということが判明しよう (PL。 12231)。

大中通宝 (元至正三十一年 。1361年初鋳)金 堂跡から 1点出上 した。 大中通宝には背文を有す

るものが存在するというが,本例には認められなかった (PL.12232)。

洪武通宝 (明洪武元年 。1368初 鋳)2点 出上 した (PL.12233)。 いずれも背文は認められない。

永楽通宝 (明永楽六年。1408初鋳)西 塔跡から 1点,西僧房跡から6点 (PL.12234)の 計 7点

出上 した。

なお上述 した銭貨の直径・厚味 。重量などの計測値については別表 8に示した。
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6 ガラス製品・石製品・木製品

以下,上記に含まれなかったガラス製品・石製品・木製品などの遺物について記述する。 こ

れらは,瓦や土器などに比較 して出土数はきわめて少ないものの,石製品の 1例の如 く縄文時

代の石斧までをも含んでいて,そ の内容は雑多である。

A ガラス製品など (ヵ ラー図版3,F竜.81)

金:≧跡の調査の際,基壇北辺の階段付近から,多数のガラス製丸玉が出土 したこれらは,前

述 した金銅幡の残片と混在 していたから,幡などの荘厳具に用いられた瑠璃雑色玉と考えてよ

い。約 200点余が出土 したが,土圧や湿気でllFL

化 してお り,旧状をとどめえたものはその 1害

度である。 とヽずれも直径 0.9～ 1.Ocm, 高さ (

～0.8cm,重さlg前後の丸玉であ り,中 央に

0,3～ 0。 4cmの孔をもつ。 色彩によって黒褐 tF

濃褐色,褐色,黄色,緑色,白 色などに分類て

るが,そ の発色は個々で微妙に異なるうえ,Ё

や緑色地に褐生の縞をもつも冤

赤色を呈するものは確認でき売

は黒褐色玉が最も良好であ り,

い。これは明度の低い黒褐色三

り,明度が高い玉ほど軟質であることを示 してい

る。 正三
=互==IB

図示 したガラス玉のうち 1は ,白色地に濃褐色  0               5m
の縞 を有するもの。径 0,96cm,高 さ 0,79cm, Fig.81 玉・小円板

重さ 1.05gであり, 2は黒褐色を呈 し,径 0.935cm,高 さ0.65cm,重 さ 1.lgで あ る。な

お,西僧房跡からは,緑色地に白色の細かい縞をもつガラス玉が数点出上している。いずれも

断片であるが,復原すれば径 1.4cm,高 さ 1.Ocm前後の大きさであ り,中 央に径約 0。 4cm

の孔を有する九玉となる。

3は , ガラス製丸玉とともに金堂跡から出上 した断面台形を呈するガラスの小片である。孔

をもたず,平坦な面を有するから,器物の表面に貼 りつけて飾る玉類とみなせよう。茶色・緑

色 。白色の 3種がある。いずれも,長 さ 1.Ocm, 幅 0,7cm,高 さ0.4cmほ どである。

4は,釦製の玉である。金堂跡から出土 した玉類としてここに一括 した。これは,表面が腐蝕

するものの,一部に渡金の痕跡をとどめていた。径 1.57cm,高 さ 1.51cm,重 さ3.25gで ある。

5・ 6は,玉類とともに金堂跡から出上 した小円板である。5が貝殻製,6が ガラス製で,と も

に径 2.5cm, 厚さ0.35cmでぁる。貝殻製品としては, この他に,楕円板が 1点ある (カ ラー

PL.3)。 周縁を欠失しており原形はわからない。同様に金堂跡からの出土品であるか ら, 小 円

板 (5・ 6)と もども,幡などに取付けられた装飾品であろう。
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B 石  製  品 (PL。 120,島g.82)

1は ,西僧房跡の中世濤から出土 した砥石様の石製品である。蒲鉾型の横断面をもち,表裏

には滑面を残 している。裏面には貫通 しない一孔が彫られ,ま た側面には「瑚□瑚玖」の線刻

字が認められる。使途については明らかではないが斜めに切断された木口面が,充分に研かれ

ていないから,い まだ転用中であって製品としては完成 していない可能性 が高い。 2・ 3も ま

た西僧房跡出土。 2は提砥とみられるもの。一面は崇1離 し,一端は欠損 している。現存長 8.8

cm,幅 3.lcmで ある。 3は長さ 21.8cm,幅 10.4cm,厚 さ 3.lcmの大型の砥石である。表

面の中央部には濤状に凹んだ滑面があるが,裏面は破面を残 していた。1～3は,いずれも8・ 9

世紀代の製品と考えられよう。

4は ,粘板岩製の板状品である。側辺には溝状と半円状の狭込みが認められるが,刃の痕跡

はみられず,使途及び時期については決し難い。現本坊北調査区出土。

5は,安山岩製の磨製石斧である。上半部のみをとどめ,上端面には敲打痕が認められる。

下半は折れて欠失 している。縄文時代の石斧と考えて誤 りあるまい。収蔵庫建設予定地出土。

C木  製  品

木製品は,溝・井戸・土城などの遺構から出土 したが,その量は多 くない。ここでは,出土

遺構および木製品の種類について簡単に触れておきたい。

1974年 に調査 した西卜J廊調査医の土壊状の遺構からは, 曲物底板 (径 10.2cm,厚 さ0.6cm)

や挽物椀 (黒漆)な どが出土 し,西僧房跡で検出した中世濤からは,球状品をはじめ 10数点の

加工材が出上 した。 また,唐院調査区の井戸からは, 火鑽臼や曲物底板・蓋杯 (径 19,lCm)。

挽物鉢 (黒漆)な どが出上 している。 さらに十字廊跡に近接 した土城内からは,曲物底板が 10

点近 く (径 12cm～19.7cm),杓 子や挽物椀片などの食膳具とともに出土 した。上記の ように,

薬師寺出上の木製品の特徴は,曲物や黒漆椀・/」 子など食膳に関連 した器物が日立つようであ

り,出土地点は中心伽藍地とはやや離れたところに多い。
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一
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7 塑像・金銅仏像・脱乾漆像

A 塑 像  (ヵ ラー PL,PL 123～ 127)

西塔跡の発掘調査によって多量の塑像の断片が出上した。

天平 2(730)年頃には完成 していたとされる平城薬師寺東西塔には,長和 4(lo15)年 の『薬

師寺縁起』(以下『縁起』と略す)や『七大寺日記』などが記すように,釈迦八相像が祀られてい

た。『縁起』や『七大寺巡礼私記』(以下『私記』と略す)に よると, 八相は因・果各四相に分け

て,それぞれ東西塔に表わされてお り,東塔は入胎・受生・受楽・苦行の因相四相,西塔は成

道・転法輪・涅槃 。分舎利の果相四相で構成されていたという。この釈迦八相像は,現在法隆

寺五重塔初層の内陣に遺る,和銅 4年 (711)造 立の塑像「塔本四面具」に見るような構造と形

式をもつことがまず想定されよう。

東西塔と釈迦八相像は,その後中世を通 じて, ともか くももとの姿を伝えていたようで,大

永 4年 (1524)の「薬師寺勧縁疏」 (『薬師寺文書』)には,「就中顧東西二基之塔婆。移如来八相

1)

1)『薬師寺縁起』

―.宝塔二基。各三重。毎重有裳層。高十一丈

五尺。縦広三丈五尺。右両塔内安置尺迦八相

成道形也。東塔因相。入胎。受生。受楽。苦

行。西塔果相。成道。転法輪。涅槃。分舎利。

2)『七大寺日記』 6,薬師寺条。

(前略)東西両塔各三重。毎層各有裳層。内八

相成道之相造之。

3)『七大寺巡礼私記』薬師寺条。

東西両塔高11丈 5尺。縦広 2丈 5尺。各三重。毎

層皆有裳層。表柱之流星下。皆有蓮花座。不似

余処之様。東塔安入胎。受生。受楽。苦行之

相。西塔安成道。転法輪。涅槃。分舎利回相。

右両塔之内。八相之様不可思議也。山川瞼之

咲。厳洞曲折之路。皆奇妙也。保延六年二月十

五日重巡礼之処。西塔内韓像之枕。己以紛失。

"如
来挙首似欲起之勢者也。件枕者不可思議馬

瑞云た。抑件仏像半右膏引副身差出之条。依何

経之説造顔哉。尤不審者也。

4)『縁起』は「或本二出家第四也」と傍書する。

5)『縁起』は「内降魔相在之」と傍書する。

6)法隆寺五重塔には,塔内に四天柱を囲んで,

塑上で大きな須弥壇が設けられ,その上に,四

方に窟形の凹みをもつ大きな須弥山 (塑壁)が

築かれ,各方の窟内や山岳に群像を配して,そ

れぞれにジオラマ風に変相を表わしている。天

平19年 (747)の『法隆寺伽藍縁起斉流記資財

帳』に,

合塔本葬面具摂 =貴羅矮筆芸士 三貴警響約後圭

右和銅四年歳次辛亥 寺造者

と記すのがこれに当る。わが国におけるこのよ

うな須弥山像造立の初見は,『 日本書紀』大化

4年 (648)2月 己未条に載せる,四天王寺塔霊

鷲山像で,藤原京薬師寺東西塔にも,後述する

ように,平城薬師寺の先険となる釈迦八相像が

あったと想定される。最近発見された飛鳥の川

原寺裏山から出た多数の増仏と塑像断片のうち

の後者には,同寺の塔に祀られていた須弥山像

に属すると思われるものも遺る。天平時代で

は,元興寺五重塔の四方浄土相 (『 日記』,『私

記』)お よび天平 2年 (730)造立と伝える興福

寺五重塔・四方浄土相 (同上および『興福寺流

記』)が著名である。

塑壁の源流は,西域あるいはアフガニスタン

地方におけるスツッコや塑像による仏伝浮彫表

現にさかのばり得るのであろうが,西域を経て

中国に伝った段階で,技法・表現ともに完全に

中国化され,中国伝統の山岳表現との融合によ

って,独自の塑墜 (塑山水壁)表現を生んだ。

日本に伝えられ,白鳳天平時代に流行した,い
わゆる塔内須弥山像は,た しかに塑壁表現のヴ

ァリエーションともいえようが,一方では中国

古来の神仙思想に基く造山趣味と,仏教の須弥

山思想と融和した結果の産物ともいえよう。大

村西崖『塑壁残影』(大正15年 文琉荘),小杉

一雄「塑壁考」『東洋学報』25の 2(昭和12年 )。

同『中国文様史研究』(昭和43年),新樹社所

収。岡崎敬『東西交渉の考古学』(昭和48年

平凡社)。

=β
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之化儀。以渉泥造巖堀。乗土石為仏像。誠是乗沙仏塔之功徳無疑」と,その構成と材質を切ら

かにしている。 しか し,塔は「同侵甦風。数軍地震。玉輪珠盤傾斜。金鐸宝網朽損」と記され

るようなありさまであったし,八相像も「悲哉。土仏之尊容。雨打易破。衣座亡衆色。露侵欲

消。見聞之道俗。誰不歩瑳耶」という惨状となっていた。

西塔は享禄元年 (1528)9月 7日 に,筒井順興の三人衆の手で,金堂 。中門 。僧房などと共に

焼かれたが,東塔は幸に災いを免れた。ただ,そ こに祀られていた釈迦八相像中の因相四相像

は,正保 2～ 3年 (1645～ 6)に ,東塔修理の一環として,現須弥壇を築いた際に撤去されてしま

ったので,現在寺に伝わる塑像心木 160個 などによって,わずかにそのさまを偲び得るに過ぎ

ない。なお,『薬師寺志』東塔の条には「此塔中の塑像は,釈迦八相の体なれば,幾百の仏体

の有しに哉。近世其破壊の像を取出せしも,半身の像は上の少し附着せ しも,五百余は其心木

のみ遺 りしを上蔵に収むを見る。以て其多数に驚 く。法隆寺塔内の塑像同物たるべし」と記 し

ている。

昭和 9年に行われた発掘調査報告によると,西塔跡土壇西部の焼土中から,多数の塑像断

片を発見 し,中には完形に近い頭部や胴部などがあったこと,その出土量は西北隅が一番多

く,それを遠ざかるにつれて漸次少な くな り,西南隅からも相当に出土 したが,西北隅ほど多

量でな く,ま た注目すべきものもなかったこと,こ の焼土は,万治 3年 (1660)文 殊堂移建に

あた り,当時塔跡付近に棄てられていた西塔焼灰の類を以てこの上壇を整えたものにあたるが,

Fig.83 法隆寺塔本塑像
(西面分舎利仏土)

7)『薬師寺年記』,『薬師寺志』参照。

8)『薬師寺縁起国史』,『須弥壇枢金具銘』参照。

9)小林剛「薬師寺破損仏像整理報告」 (『美術研
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究』17号 昭和 8年 )。

10)足立康『薬師寺伽藍の研究』(『 日本古文化研

究所報告』第 5)昭和12年  日本古文化研究所。
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その中に混在 していた塑像破片もこの土壇中に封じ込まれたと思われること,な どを述べてい

る。なお, この折発見の塑像断片は,前記の東塔塑像心木などと共に,昭和42年 6月 に重要文

化財に指定され,修理の上,保存されている。

さて,西塔発掘調査によって,塔跡院土層から発見された塑像や山岳などの断片は,その種

類・数量ともに,は るかに前回分を凌 ぐもので,八相像の規模,技法,表現な どを考える上

で,貴重な資料を提供することとなった。ただ,前回発見の残欠同様,完形のものがひとつも

なかったことは,その遺跡の状態から見て,やむを得ないことであった。

今回発見分は.像の断片と認められるものだけでも1865点に及び, このほかに,出岳 (須弥

山)や基壇の断片が多数含まれている。そのうち,も っとも大きなものは縦 18.5cm,横 8.8

Cm,も っとも小さいものは,縦横各 lCm前後の断片で,その間大小さまざまなものが含まれ

ている。これらは,像種や,像のいずれの部分に当たるのかさえ見分けのつかない ものが多

い。 しかし,一見して判断のつ くものも混っている。以下既指定の東塔塑像心木や東西塔塑像

断片などを参考としながら,西塔塔本各塑像の大きさや技法,像種,全 体の構成な どについ

て,通覧したい。

i材 質 と 技 法

束西両塔の釈迦八相像の技法や材質については,束塔の心木残欠や塑像断片,既発見の西塔

出土断片からほぼ明らかにされていて,特に目新しいことはない。 しかし,今回発見分で確め

られたこともあるので,あわせてその概要を通観すると次の通 りである。

西塔出土の塑像断片は,すべて火を蒙ってテラコッタ状に硬化し,灰褐色,黒褐色またはレ

ンガ色に変色している。また心木は焼けて失われ,細片化 している。 しかし,東塔像と同様,

おそらく檜または杉で造った,簡素な人形 (ひ とがた)状の心木を根幹とし,こ れに荒土を付

けて概形を造 り,さ らに上塗土で中塗,表層仕上を行なって塑形 し,自土下地,彩色または漆

箔仕上げとされていたと推定される。

まず東塔分の心木残欠をやや くわ しくみると,坐形52個,立形96個,頭部残欠 4個,獣形残

欠 8個,計 160個 で,立形分は,両腕を除いてほぼ頭・体の幹部を一材で刻み 出す ものが多

い。両脚は,付根から刻み出すもの (F竜 84-a), 膝辺に裾の境を表わ し, 以下に睡以下を刻む

もの (Fig 84-b),地 付まで裾に蔽われる形とするもの (Fig 84-C)な ど, さまざまで, なかには

頭の丸みと,頸 と胴体に凹みをつけただけの角柱のようなものもある (Fig 84-d)。  なお胴体ま

でを一材で造 り,その両腰部下端を T字形に削るか (Fig 84-e),削 ぎ落して,別の両脚心木を

留めた形のものもある (F導 84-f)。

■)昭和42年 6月 15日 付の重要文化財指定名称は

木

下の通 りである。

塔本釈迦八相像残欠

東塔塑像心木

付塑像断片

木像残欠

西塔塑像断片

付土塔

和銅開菰残片

硬石丸玉

160箇

一括

25絶⊆

52絶g

l箇

2箇分

1箇

12)研究調査報告『薬師寺西塔跡出土塑像断片』

(奈良国立博物館 奈良国立文化財研究所 研

究担当者 :田 中義恭 昭和56年。)本報告には,

今回発掘の1865点の断片,昭和 9年発掘の52点

の断片の整理番号を付した図版と,各断片の部

位,あ るいは形状による分類,品質・構造等の

概要が表示され,概説が付されている。本報告

の番号もこれに従っている。以下『研究調査報

告』という。

13)『研究調査報告』150号 ,以下号数のみを示す。

ヱ83
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坐形の場合は,立像の腰から下を切 り落 したような形で,その下方前面に,角柄穴二個を設

け,それぞれに両脚の心木を差込んだ形がほとんどである (Fig。 84-j)。 しかし,わずかではあ

るが両腕や腿,あ るいは膝までを共木で表わ したものもある (F竜.84-h・ i・ k)。

両腕は,立坐形を通じて,別の心木 を肩 口に鉄や木・竹などの釘で留めた り,あ るいは,

両手首までの鋼心を差し込んだ りしている。また,頭頂に警や冠のための平板,鉄 または釦釘

を打ち込んだ り,首廻 りの土付をよくするために鉄心を打ち込んでいるものもある。両脚の下

端には,立形では,像を立てるための銅または木や竹の柄が差 し込まれてお り,坐形では,固

定するための柄が,像底に刻み出されている。 しか し,立形でも裾長のものは,檎を造 り出し

ている (現在,柄のほとんどは基部で折られているか―立形,切断されている一坐形)。 各像を然るべき

位置に立てた り固定 した りするのに,柄を塑形された場所に直接突き立てた り,押し込んだ り

したのか,あ るいは一旦薄い坐板のようなものに檎立てして置き,各場面の塑形仕上げの段階

で然るべき位置に配置 し,坐板は土に埋め込みとしたのか,今は明らかにしがたい。とりあえ

ずは,両 ケースがあったと想定する田辺三郎助氏の説に従っておきたい。

以上,やや詳 しく東塔心木残欠について知られるところを記 したが,西塔塑像でも東塔塑像

のそれと同軌の心木が用いられていたことは,先述の通 りである。たとえば,頭部では,PL.

126-51(3号 )の童子形では,角を落した紡鍾形の頭部心木の形がそのまま空胴化して遺ってい

るのが見られるし,カ ラー PL。 4-4の 菩薩形胴部でも,腰をしばった心木の形が認められる (79

号)。 角または多角形の心木痕が認められるものには,276号 (比 丘形の胸),158号 (菩薩形),

804号 (神将形),PL.12← 56(天部または俗形,164号 )のいずれも肩か ら上陣部,PL.123-10菩

薩形手首 (89号),PL.127-64の 手首と手の甲部 (lo3号),PL.124-15の 菩薩形右腰部 (151号 )

などがあげられる。PL.126-59(217号 )は椅像の右膝頭とも想定されるもので,腿から膝まで

の丸心木痕と,垂下の膝以下の丸心木の痕が,その破断面に見える。なお警 (カ ラーPL.4-6,7,

姿 勢 数量 推定数量  計

50-53

40-49

30ハΨ39

30-39

20-29

19-20

13       1

42      37

5        1

15

10

2

14

79

6

29

Tab.7 東塔心木法量表

14)『奈良六大寺大観』

1970年 岩波書店 |

迦八相像解説。

第 6巻 薬師寺 金堂

所収,田辺三郎助 塔本釈

翰
，種
∝
斡
‰
鞘
Ⅷ
螂

Fig.84東 塔塑像心木
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126号 ),垂下の袖 (PL.12660,168号)や衣端 (PL。 126-57,161号 )な どは,平板状の木心が用

いられていて,角形,丸形,平板形と,所に応 じてさまざまな木心が用いられているのがわか

る。小形像の腕に銅心が用いられている例としては,PL.124-14の 菩薩形上陣 (lo8号),PL.

124-12の 菩薩形前時 ((90号 )な どがある。 なお昭和 9年出土の俗形婦女 (9号)で見ると, 1

本の銅心が両肩口を貫いて,その両端が手首にまで達 しているので,少 くとも小像では,こ の

方法が採られたのであろう。PL.127-63の 握挙 した手先 (92号)には, 湾曲した銅心 2本を形

に沿って入れているのが見える。指先に銅心を用いることは,法隆寺塔本塑像などと同様で,

菩薩形の条吊 (187号 )な どにも銅心を入れている。耳柔部には必要に応 じてU字状の銅心を差

込んでお り,PL。 125-39の 菩薩形耳 (23号),20号 の菩薩形頭部右側面などにはその痕 が残っ

ている。根幹の心木,両腕,両脚の心木,銅心などには,必要に応 じて麻緒が巻かれた よ う

で,両脚部心木痕 (PL.12415,151号 )や腕の心木痕 (PL。 12766,107号 )を残す ものな どに ,

その痕が残る。

本八相像が,根幹の心木に,人形風 (概形彫)の ものを用いているのは,法隆寺食堂の梵天・

帝釈天像や,観世音寺の不空紹索観音像心木,あ るいは奈良・束西井戸堂の心木 (十一面観音像

内々納入)な どと共通 している。これらのうち,法隆寺梵天・帝釈天像は,両腕までを一材 で

彫 り出しているが,他は別材の両腕心木を肩口に留めている。先述のように,本像でも束塔心

本残欠の 2～ 3(Flg.84-k)の ように腕彫 り出しの例が見られる。しか し大部分は,別 材の両

腕心木を肩口に留めるか,でなければ,そ こに銅心を差込む方式を採ってお り,両脚部も別材

を副えるものが混じる。このような方式は,量産を必要とし,かつ,さ まざまなポーズのもの

が求められる場合,便利な方式だったといえよう。

本像のような人形心木を根幹材とするものと対照されるのは,法隆寺の塔本塑像である。そ

の根幹の心木は,ほば像底の形に整えた平板に檎立された,一本の角形の割木である。従っ

て,その荒土付を行なう前に,木心の頭体部に藁縄を幾重にも巻付けて概形造 りを行なってい

る。また,両腕など (必要に応じて両脚の心)は,角材や束ねたヘギ,銅心などを荒上の乾かな

い うちに差込んだ りしている。耳柔や天衣,条畠,垂下の袖や衣端などは,本像同様,鋼板 ,

銅心,平板などを,適時,心 として使用している。心木の面から見れば,薬師寺式の方が丁寧

で手が込んでいるし,両腕の木心なども,丸 く削ったものがある。 しか し,後述のように,塑

形の面では,川原寺や法隆寺像の方が手間がかけられている。総 じて薬師寺方式の方が企llli性

があり,塑形も容易といえよう。

塑土は,荒土,上塗上の二種類で,工程では,荒土付,中塗,表層仕上の三段階に分けられ 塑土と塑形

る。荒土は小石滉 りの粘土質の上に藁寸渉を混ぜ,本来は灰白色を呈 していたことが,束塔塑

像残欠中の塑土を留めるものから知られる。 しか し,現状では,黄白色または薄いレンガ色を

呈 しているものが多 く,生焼けのものでは黒焦状のものもある。サクサクしている点,中塗土

や仕上上がテラコッタ状に硬化しているのと対照的である。

中上塗土は,東塔塑像断片では青味がかった,砂分の多い雲母混 りの対日かな舗土に紙萌を混

ぜたものと見られる (カ ラーPL。 4-9)。 小口八郎・沢田正昭氏の研究によると,薬師寺塑像の表

15)西川新次『法隆寺五重塔の塑像』昭和41年・

二玄社。

16)小 口八郎・沢田正昭「天平塑像の科学的研究

一塑像の構造と塑上の性質―」 (『東水芸術大学

美術学部紀要』第 6号,昭和45年 3月 )。
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土は,青味のある細砂からな り,多数の雲母の細片が付着 していて,青土と呼ばれる。この青

土は,雲母片岩の風化 したもので,東大寺塑像表土のそれと同質であ り,奈良一帯から採取で

きるとい う。なお,両氏は,薬師寺の心木は,塑像の原形が大体作られているので,荒土は必

要でな く,心木に真接中土 (中塗土)が着けられていること,中上の功は,塑土を強固にす る

麻萌が用いられていることを指摘されている。 しかし,藁功を混ぜた荒土が用いられているこ

とは,今回の調査でも,土質および藁窃の痕跡から容易に確められた。

心木上の塑形は,荒土による概形作 り,中塗による肉付けと整形,表層仕上げの段階を踏ん

で行われるのが通常である。 しか し,頭部や両腕以下,両脚部などでは,荒土付を省略 してい

る場合が多 く,ま た。 しば しば中塗段階で仕上げられているものもある。

次に,各層の上付けについて一言すると,荒土付は,おおまかな形を心木に手ず くねでつけ

(箆 で粗く形を整えることもある),中塗は,簡単な場合は 1回,心要に応 じて 2～ 3回に分けて箆

で土付けされている。その表面は仕上げもしくはこれに近 く整えられ,髪筋や日鼻まで造られ

ているものがある。中塗層は,総 じてかなり厚 く, 1～ 2cmを 超えるものがある。仕上げはご

く薄 く。通常 1～3mm程 度であるが,さ らに肉付けを補足する場合 もある。髪束や耳,冠 ,

胸飾,釧,あ るいは袖や衣の一部,天衣,条吊,紐,甲の細部などは,仕上面の上に,改めて

中塗・表層仕上げの 2工程,あ るいは表層仕上げのみで土付けを行なって造 り加え られてい

る。たとえば,PL。 123-7の書薩形髯 (38号 )では,紐で束ねられて垂れる髪の房は,すでに髪

筋まで仕上げられた髪束の上に,改めて上塗を重ね,髪筋を箆書 して造られている。74～ 78号

(頭部れ]片)は, その裏の凹面に,天部か鬼形かの箆書の巻髪が雌型風に写 し出されているが,

これは巻髪の頭部を仕上げた上に,薄い獣帽の類を被せるように塑形 したものの剣離面であろ

う。このように,仕上げられた部分の上に衣裳などをさらに造 り加える手法は,法隆寺食堂の

帝釈天像の合が,木心部に指先まで彫られた足の上に塑型されているのと一脈通ずるものがあ

るともいえよう。PL.127-66の 前膊にかかる袖 (lo7号), あるいは天衣のひだの重な りも,腕

の仕上げ面に改めて積層されている。

群像を載せる須弥壇や須弥山 (塑壁)は,おそらく法隆寺塔本塑像 と同様の方法 で築 き,塑

形 したのであろう。すなわち,須弥壇は,周囲を日乾煉瓦 (藁衝混り荒土)で築き, これに木昇

を貨状に並べたて心とし。須弥山は,塔の心柱を囲んで立て巡られた柱とこれをつなぐ間渡 し

で亀窟内壁用の下地をつ くり,四天柱内外則に廻した横木をつなぐ多数の心木などに木舞を組

み,荒土をつけ,上塗土をつけて造ったと想像される。なお,屹立する箇々の山峰や突出する

岩盤などは,前記の大まかな荒土付の乾かぬ内に,適時適所に抗状の心を打ち込んで荒土付を

行なったと想像される。

これら西塔像は,束塔像同様,白上下地の上,彩色または箔が押されていたことが,現状か

らもうかがうことができる。た とえば,カ ラーPL.4-2(1号 )(俗形頭部)の あ ごの辺 りや,

カラー PL.41(俗形マスク,4号 )の額辺 りには,膚色彩が残 り, また, 1号のひげには黒褐色

の彩色痕が残っている。また,カ ラー PL.4-6(126号 )の正面花飾部には丹色が,PL.124-14

17)『 法隆寺国宝保存工事報告書 五重塔』昭和30年。

ヱ3δ
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(108;)や PL.1241-16(166号 )の ほか多 くののこる断片には辰砂色が残る。PL.123-11(30号 )

の胸飾部などには,かすかに箔押の痕が認められる。 カラー PL.4-1(2号 )の 日鼻のまわ りや,

PL.125-38(19号 )の耳に付着 している黒色のガラス質は,渚そらく顔料が熱で溶けた もの と

思われる。なお,山岳 (塑壁)断片表面 (PL.127-67)の 白土層は,総 じて厚 く, その凹部に弁

柄や緑青の残るものがある。

ii規   模

今回発見の塑像断片から,西塔像の大きさを推定すると, もっとも大きな像と認められるも

のは,約50片余あって,分舎利の場面を除 く各面の主尊である釈迦如来像の肉身 (耳,手指,足

先など)や身体の各部に懸かる裕衣の一部と目される。

今, これらの内,涅霙像の背面ともみられる断片 (PL。 123‐ 6,150号)を,法隆寺の塔本塑像中

の耳ヒ面涅槃像 (身長98.2cm,横臥の状態での像の地付からの高さ一背幅-20。 2cm)と 比較す ると,

その背幅はほぼ同じで,身長も同大と見てよいであろう。

次に,如来坐形の左睡一部と想定される断片 (PL。 1232,154号 )と ,左足裏の半ばを含むと見

られる断片 (PL。 1234,124号 )を あわせてその膝張を想定復原 して見ると,約 50cmか,多少こ

れを上回る程度と推定される。法隆寺塔本塑像には如来形坐形がないので,仮 りに本薬師寺金

堂本尊薬師如来像の像高 254.7cmと 膝張 201.8cmの 比に対応する像高を求めると,約 63cm

強とい う数値が得られる。本一群の像が,法隆寺塔本塑像同様やや胴長であったことを考慮に

入れても,像高 65cmか,それよりもやや上回るとして大過ない (Fig.85)。

本群像中でもっとも小さいものは,袖衣をまとう比丘形 (PL。 12418,275号 )で,像高はせい

ぜい 15～16cmと 見られる(Flg.86)。 昭和 9年 出上分の童子形頭部 (1号),比丘形頭部 (2号 ),

比丘形後頭部左半 (50号 )な どは,法隆寺塔本像の西面最前列や,北面の岩壁上に並が小像

(像高22.1～ 17.4cm)の ,頂から顎までの法量とほば同値である。これらは立形に換算すると,

30～25cm前後と見ればよい。

Fig.85 坐形如来膝張推定復原図

像の大きさ

左肩～胸

立形右裾

立形右裾

Tab。 8 比丘形断片法量表

Fig.86 比丘形断片位置図
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カラーPL.4-4(79号 ), PL.124-14(lo8号 ), PL.124-12(90号 ), PL。 124-13(lo2号)な どは

坐形で 15～ 16cm前後の菩薩形像の一部と見られ,脆坐形の右脚部 (PL。 12659,217号),合掌

する両手先 (PL.127-65,lol号 )な ども,ほぼ同大の像に属する。

右のような最大最小像の間には,法隆寺塔本像同様,大小さまざまの中間の大きさをもつ像

があったのであろう。 しか し,両者を比べると,最大最小徐の間にさほど隔 りがないものの,

坐勢の多様さに従ってその間にさまざまの大きさの変化が生れ,賑やかさに富むものだったと

想像される。

ここで,像高と頂から顎までの数値の比率を基準としながら,さ らに 2, 3の像の大きさを

想定するが,法隆寺塔本像でも者を結が菩薩形と比丘形とい うように,像種の違いによって,

比率の差があり,同種の徐であっても,その像容や表現の違いによって,その像高と頂～顎ま

での比率にかなり差が見られる。仮に 1号のひげのある男子の頭部 (カ ラーPL.■2)と ,やや近

い大きさの法隆寺塔本像を求めると,北面 18号の比丘形像 (頂～顎 12.lcm)が あり,そ の像高

は 43.6cmで ぁる。なお,カ ラー PL。 4-1(2号 )や,PL。 125-38(19号 )な ども,頂から顎までの

法量を復原すれば,ほぼ同じ大きさで,坐形では 40～45cm,立形では 55cm前後の像高だっ

Fig.88 神将形・像高復原図

1

カラーPL

81、 82  2

善
嵯
瑯
科
胴
胸
肩
卸
前膊

手先

腰
小型立
像の腰

中型立
像の左
上膊部

102       3

151

,90   2・ 3

12(昭 9)

(昭 9)

Fig.87 菩薩形断片位置図

番号 部位 縦Ca)横 (cm)

面部

体・腕・脚部

14 口許・左頭

813 襟・左胸甲

801 右・胸甲

147 胸許の甲締紐

820 腹当上半

811 右腰前の甲下半

809 右睡上半

157 左上膊・ 袖

202 鰭袖

167 右下膊・袖

55 4.5
6.3  48

91 67

31 36
43 48

5.8 65
62  47

126 5.0
4.3  6.2

105  35

Tab.10 神将形断片法量表

ど88

Tab。 9 菩薩断片の位置
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たと見られる。PL.125-43の 俗形頭部 (4号),PL.126-54(5号 )の童子形頭部は,こ れ らに

比するとやや小さく,頂から顎までの推定法量は 8.5cm前 後と見られる。従って,前一群像

より1ま わ り小さく,像高は坐形で 35cm前 後,立形で 50cm前後ほどであろう。PL.123-1

の菩薩形頭部 (20号 )も 復原すれば,こ れらと同じ頂～顎の法量をもち,その髪筋の刻み方から

菩薩形とみれば,そ の像高は,こ れに署の高さを加えたものとなろう (F竜.87)。 PL.1237(38

号)の髪は, この断片にかさわ しい大きさである。また,左胸とこれに懸か る条畠部 (PL。 123

9,80号 ),の 胸飾断片 (84号 ),PL.123-10の 菩薩腕91部 (89号 )な どはこの規模の菩薩形像に

属する。

神将形の断片で, これとほぼ同じ大きさのものを求めると表○のごとくあげられる。これら

を復元しながら像高を推定すると約 53cm前後となる (Fig.88)。

これらよりさらに一まわ り小さい断片では,3号の童子形頭部 (PL.12651)な どがあり,そ

の役害Jに従って, 自由に大きさの変化をつけているのがうかがわれる。

ここで,参考までに,東塔心木のうち,ほば当初の上下 (縦)の法量を保っているもの, あ

るいは容易にそれを推定 し得るものについて,その大きさに従 って簡単に表示すると次のとお

りである。

心木には当然塑上で肉付けを施すので,像高が多少大き目になることはいうまでもないが,

わずかの増幅を考えれば大過なく,西塔像の大きさを考える一つの日安となる。これら東塔心

木の丈量を通観 して気付 くのは,立形では 40cm台が多 く, 50cm台 がこれに次ぎ,30cm台

は少な く,20cm台 は一つもない。これに対して坐形の場合は,33cmを 中心に,30cm台 が大

部分を占め,20cm台およびそれ以下のものは,その 3分の 1強に過ぎず,40cm以上はない。

また立形が99個に対 して,坐形は42個 と半数にみたないことである。

東西両塔四相の間ではその主題の違いによっておのずから立・坐形の数,あ るいは大きさの

比率の違いが生ずるのは当然であるが,残存心木の比較に関する限 りでは,西塔は東塔に比

べ,坐形に大きな像 (40～ 50cm大)が多かったように見える。

東西両塔のおのおのに,果 して何体ぐらいの像が, どのような状態で安置されていたであろ

うか。現在遺っているのは,東塔では,正保年間 (1644～7),修理に当たって撤去された束塔塑

像心木 160個 (こ の他に頭部断片4個,獣形部分断片8個,追補木彫像およそ25体分がある),西塔では

塑像断片1917個 (昭和9年出上分52個,昭和51年出上分1865個 )。 この他に須弥山断片等がある。こ

のうち東塔心木は,『薬師寺志』に,撤去して土蔵に収められた頃には500余あったと記 してい

る。それが真実だったとしても,そのすべてが頭体根幹部の心木であったとは思われず,これ

に取付けた手脚などの心木や須弥山の心木などもあったであろう。登場人物等の構成について

の考察はしばらく措き,追補像を含めた180余 ないし200体 ほどの像が,東塔四面に配されてい

たと仮 りに想定 したい。西塔出上の塑像断片は,昭和 9年発掘の際のものは,かな り形のわか

る,保存状態のよいものが採取されているが,今回は,細片に至るまで丹念に整理 されてい

て,その数も非常に多い。従って,今後細かに検討すれば,さ らにかなりの部分的復原が可能

となるであろうし,そ こから像種や個数,さ らには,表現,構成に関する新 しい緒口を見付け

出すことが期待できるであろう。 しかし,今は,漠然と東塔とほぼ同じくらいの像が安置され

量
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ていたと想定 しておきたい。

法隆寺の塔には,現在総数98点の創建時の塑像 (う ち1点は金棺,1点は舎利塔である)が安置

されてお り, この他に,北面には江戸時代の瓦製沸泣比丘形像二躯,南面には両脇侍像以下 ,

江戸時代に補修または補作された像11躯が加わっている。なお,明治τ9年時にはすべてを含め

114個 あったとい う。 中 。近世の記録から見ても,地震等の災害でかな りの数が失われている

ことが想像できるが,その山岳のさまや須弥壇の規模などから考えると, 当初もせいぜい 150

～160点 あた りが限度ではなかったかと想像される。ちなみに法隆寺塔の初重四天柱の柱間は,

1辺 2.68m, これを囲む須弥壇の 1辺は 4.5m,そ の面積は 20.25m2で ぁる。

次に,『興福寺流記』に目を移すと,同記に引く「宝字記」には,天平 2年 (725)に 光明皇

后の発願で建立された同寺五重塔安置の薬師・釈迦・阿弥陀・弥勒の各浄土変相像のさまを,

かなり詳 しく記 している。 これによると,東面・薬師浄土変には, 主尊以下13躯 (「延暦記」で

は19躯)と 薄山火炉 1口 。南面 。釈迦浄土変には,主尊以下42躯 (「延暦記」では43躯)と 二頭の

獅子。西面・阿弥陀浄土変には,同様23躯 (「延暦記」で|ま 21躯)の像と 10翼の鳥と,花木 4根

および薄山火炉 1具。北面・弥勒浄土変には,23躯 (「延暦記」では36躯)の像 と薄山火炉一具

が安置されていたと述べている。 これらをあわせると, 101躯 (「延暦記」では 108～ 119躯 )の像

と, 2頭 の獅子,10翼の鳥の他に,薄山火炉 1口 。2具 ,花木 4根 (「延暦記」では2根)が含ま

れている。同記にはなお各方に茎樹 2株,各方の角に神王形像各 1鋪を配 していたとあり,す
べてをあわせれば 132件 (「延暦記」では142件 )の主尊以下さまざまの造形があったことになる。

興福寺塔本像は,元興寺の塔に伝えられていた「四方浄土之相」と軌を一にするものであり,

また,そのいずれも本寺釈迦八相像や法隆寺塔本像のような,山岳中にこれら群像を配する構

成になること,そ していわゆる「塑壁」の技法で造られたものと想定される。

興福寺五重塔は,再三罹炎し,現在の遺構は,応永18年 (1411)雷 火炎上後,同 33年に再興

されたものであるがその初重の規模は,同寺復興の際の伝統に則って,天平の旧規を襲ってい

るとみられる。そこで現状の平面を見ると,その四天柱の柱間は 1辺 3.13mと ,法隆寺のそ

れより少し大きい程度であるが,初層の一辺は 8.87mで,法隆寺 (6.416m)のそれよりかな り

18)「法隆寺五重塔に置 く所の塑造仏または人物」

(『 国華』80,明治29年 5月 )。

19)『興福寺流記』五重塔条。『大日本仏教全書』。

安置仏像者。霧妥融奪言宝字記云。東方薬師浄

土変。薬師一躯。脇侍菩薩二躯。葬重琶こ。羅漢

二日。磐隔露眼計神王八日。者距巖琶。薄山火瞳一

日。驀箋募族実習:教厘妻架差乏:南方釈迦仏変士。
釈迦仏像一躯。脇仕菩薩二躯。舜電習琶。羅漢像

六躯。浄飯王像一躯。客窃全日。摩耶 夫人形一

躯。娃丈。八部神像。神王像ニ ロ。警原買棄。金

剛力士形二瓶。労重霧生亀割国王形三人壁信
『己

蝦

夷形一人。鍵隔天形≡炎r師 子形二頭。暴古。延暦

加記云。新羅人形一口。太子形一 口。西方。

宝字記云。阿弥陀浄土変。弥陀仏像一躯。脇侍

菩薩等十二。自壱。延暦記脇侍二菩薩仏像二躯。

最古。音楽菩薩八躯。発包♂持化仏菩薩像二躯。

ヱ9θ

花座菩薩八躯云 。々種種鳥形十翼。延暦命々鳥

二翼。持銅鍼子鶴形二翼。談を緊県艶。子L雀形二

翼。纂鵡形二翼。晨と。花木 四根。蟹鶯藍雇。薄

山火鱚一具。蕃盗嘉教賛。北方。宝字記云。弥勅

浄土変。弥勤像一瓶。菩薩六 日。二金色。延暦記

云。脇侍菩薩像二躯。量古。囲続菩薩四瓶云 。々

羅漢像四口。天人形十二人。巻⊆乗〒生杏否鞠

罷籍堂影全名ダ薄山火鱚一具。霰窪宗艶璧蜜含
銅
毎方

華樹二柱。垂冨戻環。毎角神王形一鋪。番羅F吾そ

音。音声菩薩以下。或立或居。左右分別云た。

20)『七大寺日記』三,元興寺条。塔基四方浄土

造様。甘安舟様①斉仏造様。柱絵等尤神妙也。

『七大寺巡礼私記』元興寺条。五重塔一基瓦葺。

斯塔在金堂巽方。安四方浄土相。其仏寺之様不

可思議也。畳瞼岨之山。置曲折之路。凡言語道

断也。
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大きく,薬師寺のそれ (7.722m)を上回っている。従って,その須弥壇の大きさは,法隆寺初

層 1辺の 6.416mく らいであってもよいと思われ,壇の面積は 41.16m2と な り,法 隆寺塔

本像のそれのおよそ倍大きさとなる。 したがって興福寺塔の四方浄土変相禦個々の大きさは,

本寺や法隆寺塔本像よりも,かな り大きく,かつゆった りと安んぜられていたのであろう。な

お,先引の『興福寺流記』によると,音声書薩 (西面)以下は,あ るいは立ち,あ るいは坐 り,

左右に分けて配されていたとい う。

薬師寺東塔初重四天柱の柱間間隔はこれらのうちもっとも狭い (2.554m)。 そ して,裳階を

除 く初重の一辺は,先述のように 7,722m, 興福寺塔と法隆寺塔の中間に位置 している。 しか

し,裳階の一辺は,法隆寺の 11.06mょ りわずかに大きく,11.452mを 数える。そ して,本

東塔では,初重の各柱間が解放されていて,法隆寺塔のそれのように,裳階との間を壁や扉で

仕切られていないのが特色である。従って,初重の各柱は,あたかも内陣柱のような観を呈し

ていて,薬師寺東塔内に釈迦八相像中の四相像をllEる ための須弥壇を築こうとすれば,初重の

柱で囲まれる平面の少し内側まで張 り出して造っても,充分裳階の空間を利用して堂を巡るこ

とが可能である。このような理由から,薬師寺東塔,またこれと同規模の西塔の須弥壇の大き

さを想定すれば,その初重 1辺 6.416mょ りやや短い 6m平方,すなわち 36m2ほ どとするこ

ともでき, この規模ならば,各四面の山岳や窟内 200体前後 (一場面平均50体前後)の像を安置

するには充分といえる。西岡常一氏の教示によると,東塔四天柱は,礎石から lm前後の高さ

で埋木があって基壇取付の痕跡とも考えられ, また先述のように, 梁の各角より 106cmほ ど

内側に丼桁状の横木が渡されているのが認められ,そ して後者は, これと四天柱との間に須弥

山用の心木を渡すことが考えられ,東塔,ひいては西塔の須弥壇並びに須弥山は,塔側柱と四

天柱とのほぼ中間まで張出していたと推定 し得るという。

iii 八相像の構成 と像種

釈迦八相は,釈迦一生のうちの四大事,すなわち,誕生・成道・初転法輪・涅槃が行われた

四大霊場巡拝に因んでまず四相が成立し,のちそれが八大霊場に拡大されて八相となったとも

説かれている。しかし,四大事に加えられた四相については,イ ンド以来さまざまの説があっ

て,必ずしも一定しない。

中国南来の蔵淳 5年 (1269)に 志磐の撰した『仏祀統記』(巻第2)に よると,八相には古来

大小乗の二機があり,大乗の『大乗起信論』では,降兜率天・入胎・住胎 。出胎・出家・成

道・転法輪・入涅霙を説き,小乗の『四教義』では,従兜率天下・託胎・出生 。出家・降魔・

成道 。転法輪・入涅槃を説くが,大乗は住胎を開いて降魔を成道に合 し,小乗は降魔を開い

て,住胎を託胎に合するだけで,いずれの経典も住胎・降魔の文があり,開合の不同に過ぎな

いとしている。これによって,八相観の一端をうかがい得よう。

21)現状の痕跡だけからでは西岡氏の所見は確定

せず,検討の余地がある。

22)小野玄妙「仏教の美術及び歴史」第 3篇 11章

釈迦八相変に就て (大正 5年 仏書研究会。

『小野玄妙仏教芸術著作集』第二巻,昭和 52年

開明書院所収)。 中村元編著『 ブッダの世界』

特論 1イ ンド仏教におけ る聖地・霊場 (1980

年 学習研究社)。 肥嫁 隆「 インドの仏伝美

術」OE塚 隆・田枝幹宏『美術に見 る釈尊の

生涯』昭和54年 平九社刊。

23)大正蔵経49,144A。

成構
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第V章 遺  物

釈迦八相を伽藍の東西塔にわけて塑壁,須弥山像 として表わすことは,おそらく双塔伽藍配

置の完成した隋・初唐の間の中国に,その源流が求められるのであろう。 しか し,遺品はおろ

か,文献にもその例が乏 しく,その実態を把握することがむずか しい。範囲を拡げて,石窟寺

院の遺例や,仏殿壁画に関する史料にこれを求めても同様で,たとえば,敦違莫高窟や雲尚石

窟でも,仏伝の一相あるいは諸相をさまざまの形式で描いた り浮彫に した りする例は知られて

いるが,明確に八相を意識した表現はまだ報告されていない。

やや遅れるが,五代・南唐の作と推定されている江蘇省摂山 。棲霞寺の石造八角舎利塔基壇

浮彫の八相像は,その貴重な遺例で,西北面に託胎,北面に誕生 (受生),東北面に四門出遊,

東面に出家喩城,西南面に降魔,東南面に成道,南面に初転法輪,西面に涅槃が,異時同景的

な方法で表現されている。 しかも山岳や水波を背景とする表現に,唐代のいわゆる塑壁 (塑山

水壁)的伝統を踏まえている観がある点が注意をひく。ただし,その各相の主題は,薬師寺八

相像と異同があり, ことに本像に見られるような困果二相に四相宛を等分に配 して対照させる

ような意識は見られない。

なお,本八相像が「受生」 と「苦行」の間に「受楽」相を挿んでいるのは特果であるが,あ

るいは『摂大乗論』巻下,摂大乗論智勝差別勝相第十に認 く「受学受欲塵相」間の一事あるい

は数事を表わしたものであろうか。最後に八相の範囲を超える「分舎利」を配 したのは,田辺

二郎助氏もいわれるように,おそらく塔基に配する八相を意識 してのことであろう。

西塔に限れば,その各相には,釈尊像 (分舎利相では金棺・舎利塔)を始め,こ れに従 う菩薩・

護法の天部・神将・禽獣・降魔成道相では魔王 とその子息・三 (ぁ るいは四)女 。魔軍,さ ら

には仏弟子,そ して国王・大臣・武将・侍者・采女などさまざまの在俗者などを配 し,各相ご

とに賑かな情景が展開 していたと思われる。 しか し,た とえば,武将形の小断片のみから,そ

れが護法の神将像か,在俗の武将か,魔軍かを判別するのは非常に難 しい し,在俗の男女と天

部形像,あ るいは魔類の判別も,同様の困難を伴 う。そこで, とりあえずは如来形,菩薩形,

比丘形,神将形,俗形 といった,形の上でのおおよその区分に従って,顕著な例を挙げること

から始め,安置の場所や,構成について,多少の憶測を加えて見たい。

a 如来形 如来形に属すると判断される断片のうちでもっとも顕著なものは,結珈の左睡一

部 (PL.123-2,154号 )や左足裏 (PL.123-4,124号 )な どで,こ れが西塔四相中の,降魔成道か,

初転法輪二相のうちの,主尊に属することはまず誤 りあるまい。 なお,180号の膝頭部荒土層

断片 (地付面からの厚6,7cm)も , 坐形如来像のそれであろう。150号 (PL。 12群6)の上背部は,

その大きさや平板な肉付けから見て,涅霙釈迦像のそれとも想定される。その他大きな起伏を

示す衣文断片なども,こ れらいずれかの像の部分と推測される。

b 菩薩形 菩薩形には大小さまざまな大きさのものがあることは既述の通 りで,四相いずれ

の場にも配されていたと思われる (Fig。 90参照)。

")松
本栄一 聰 煙画の研究』第二章第一節仏伝

図 (昭和 12年 東方文化研究所)。 敦埋文物研

究所編『中国石窟・敦煙莫高窟』 2所収,高田

修「仏教説話図と敦煙の壁画,特に敦埋前期の

本縁説話図」昭和56年 平凡社)。

=92

25)常盤大定・関野貞『支那仏教史蹟』四 (昭和

2年 仏教史蹟研究会)。

26)大正蔵経 31,p.129a
27)注 14に 同じ。
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昭和 9年 出土 した塑像のうち,17号は中型立形 (像高40cmほ ど)の右膝辺の裳の一部とも想

定される。正面に花飾をつける著 (カ ラーPL.4,6・ 7126号 )も ,供養の菩薩か飛天などのそれ

であろう。

C 比丘形 比丘形の頭部では, 口ひげと顎ひげを箆先の刺突で表わ した カラーPL.42(1

号)がまず 目をひ く。その手法のみならず,表情・表現において, 敦違莫高窟第45窟・西壁亀

の迦葉像に通ずるものがある。小さなものでは PL.124-16(lo号)がある。 歯を喰いしばる日

許から顎にかけての小断片 (PL.124-21,17号 )や昭和 9年出上分中の大きく口を開ける頭部 (2

号)は,混槃の場に連なるそれであろう。

裕衣を表わす断片は,中型以下,最小のサイズに至るまで数多 く遣っている (Tab.8)。

如来形と比丘形の柄衣は,一見区別が難 しいが,こ こでは中型以下の裕衣断片は,一応比丘

形のものと見なしてここに入れた。

PL。 127-63(92。 94号 )な どの,いずれも挙を握る右または左手先は,法隆寺塔本塑像北面最

前列に並ぶ比丘形のような,湿槃の場に連なる比丘のそれかも知れない。裏面が平らであるの

もそのような推測を助ける。

d 武装天部 武装形として, もっとも判別 しやすいのは,衣 甲部の断片である。先にあげた

左襟 (PL。 125-33,813号 ),右胸 (PL.12426,801号 )な どを始め,上背左半 (PL。 124-25,803号 ),

腹当 (848号 ),右腰 (804号),右腿 (800号),呑 (PL.12527,125号 )な ど,大小の断片が遺る。

頭部では,獣皮の帽子と左耳半ば (PL,12538,19号 ),大 きな耳の垂れる獣帽と右耳半ば (PL.

12539,22号 )の断片などが日立ち,八部衆に属すると思われる。PL.125-41,(lo9号 )の鰭袖付

の右腕も武装天部形のそれであろう。37号の巻髪の普 (PL。 125_42)は 降魔の場の魔類のそれであ

ろうか。昭和 9年出土の47号面部

(縦 7.6cm,横 6.lcm),169号 の裸

の上膊部(PL。 1254のなども,その

筋肉の盛 り上がるさまからみて,

力士形の天部,あ るいは魔類のそ

れとみられる。

C 俗形 天部と俗人,鬼神と魔

類の間は,先述のように服装のみ

では見分け難い場合が多い。 しか

し,PL.126-50(129号 )の撲頭や,

PL.12652,127号 の頭 巾で包ん

a

Fig.89発掘調査発見以外の塑像頭部断片二種

だ警などは明らかに男女の俗形の頭部であろう。若い男の面部 (カ ラーPL.41),二重瞼の面部

(PL。 12543,4号 ),杏仁形の眼をもつ面部 (PL,12344,6号 ),左 日と鼻翼・居を残す面部 (PL.

125-45,9号 ),顔の中央を残す面部 (PL.12347,12号 ),左 半分の面部 (PL.12346,13号 ),鼻

尖,右頼,居を残す面部 (PL。 12548,16号 )な どは, いずれも男子形のそれであり, 昭和 9年

出土分中の右目・鼻 。居を残す面部 (PL.12419,lo号 )な ども同様である。

以上のうち,カ ラー PL.4-1(2号),PL。 125-45(9号 )は,やや頼骨の張った顔立ちで,下

瞼の線を水平に切 り,小鼻が張っている。また,上唇の上に八の字ひげがあり,唇をややへの

ヱ93



第V章 遺  物

字に結が点が共通 している。PL。 125-30,(14号)は,先に神王像の面部と想定 したが, 同様八

の宇ひげがあり,作風は似ている。その他では,PL.126-53(11号)や,PL.125-46(13号 )は ,

日や頼の肉付けにか くらみがある。 PL。 125-48・ 49(16・ 15号)な ども,あ るいは同類かも知れ

ない。PL.125-43(4号 )と 昭和 9年出上分中の10号は,眉 日の形や,頼の奥行きを深 くする肉

付けが共通 している。

なお,薬師寺蔵 (旧橋本凝胤師蔵)の , 帽子を被る二重瞼の頭部断片 (F竜 .89-a)|ま ,PL。 125

-43(4号 )と 二重瞼の表情が似ている。 しかも焼けた表塗土,荒上の上質も同じである。早い

ころ,偶然に出土 した西塔像残欠と見て誤 りないだろう。

以上のような作風あるいは表現の違いは,安置の場所面や,作者の相違などについて考えさ

せるものがある。

婦女形の頭部では,右目を含む頭部右半断片 (PL.125-35,7号 )があり, 眉を吊り,髪際に

沿った毛尖を,箆で刺突 して表わ しているのが珍らしい。あるいは降魔成道の場面における,

老女に変えられた魔王の娘の一人でもあろうか。

なお,最近奈良国立博物館の所有となった塑像断片は,その土質や表現から見て,東塔分塑

像断片,お よび西塔分塑像断片の一部と見られるが,そのうちの瞑 日して牙を露わす頭部およ

び撲頭・瞑 日の上歯をむ く頭部 (F嗜.89-b,縦 6,7Cm)は , 降魔成道の場面の魔類と見 てまず

誤 りなかろう。 (後者の裏には「西ノ京I L匡コ,天平以前,遺作」の朱書がある。いずれも荒土層を

失い,中塗およびうすい仕上層一―全体の厚み lCm前後が遺る)。 PL.126-2(3号 )は, 美豆良を結

う童子形頭部で, その他抱衣の左肩部 (PL.126-56,164号 )や右肩部 (156号), 上背部 (PL.126

Fig.90 各相方位の復原

-60,168号)な ども残る。昭和 9年出土分中の 7号は,丸首の下衣の上に左社の衣をまとい領巾

をかける婦女形の上体部である。 PL.126-59(217号 )は脆坐小像の右脚で,いずれかの場面の

供養者か,供養菩薩,ま たは飛天などであろうか。 PL.127-65(lol号 )の合掌する手先は,こ

のような脆坐像にかさわ しい。

昭和 9年出土分のうちの蓮台断片 Q8号)は何に用いられたかは,判断 しがたい。

山岳 (塑壁)の断片は,今回数多 く出上 したが,縦の敏を表わす もの (PL.12作 67,18■号),

洲浜型の小岩床,あ るいは雲を現わすものと考えられるものなど,大小多数あった。

八相が東西両塔にどのように配されていたかについては,何の記録 も残っていない。 しか

し,西塔の「涅槃」については,釈尊が涅霙に入るに当って,北を首に し,右を脇に して臥

せ,足を累ねて横たわったとい う『仏本行経』以下の説があるので,これを西に配するのが穏

／

　

　

／

／

ケ
　

′

′

４
Ｔ

Ｉ

Ｉ

／
／

各相の方位

28)大正蔵経,p.106bな お,『仏所行讃』巻第

5,浬槃品 (同 4,p.46b),『摩詞摩耶経』巻

下 (同 12,p.10■ a),『般泥湮経』巻下 (同 1,

=,Ir

p.184c)『大般涅槃経後分』巻上, 応蓋還源品

(同 12,p.905a)な どにも同様の記述がある。
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当であろう。とすれば,「降魔成道」はおのずから東に配されることとな り,右 旋 して,南に

「初転法輪」,西に「涅槃」北に分舎利とい う案が得られる。そこで,東塔もこれに準じて,東

から右廻 りに四相を配すると,東「入胎」,南「受生」,西「受楽」,北「音行」となる (A案 )。

なお,も う一案を考えるとすればB案が可能である。 B案の場合の方が,少 くとも邊堂の動線

はA案 よりも自然といえようか。

� ま  と  め

釈迦八相像が藤原京の本薬師寺にもあったことは,11世紀後半の承暦 3年 (lo79)に 供養 さ

れた法成寺東西塔のそれが,本薬師寺のものを移 して供養された とす る「法成寺供養願文」

(『続本朝文粋』)に よって裏付けられるようにも見える。とすれば,平城京薬師寺のそれは,藤

原京における形式を踏襲 しての新造ということになろう。ただ し藤原京薬師寺の塔は,初重と

裳階との間に壁があったとされるので,平城京のそれは,須弥山の規模が拡大され,像の数も

増えて,ひ ときわ賑やかな構成のものとなった可能性がある。

ここで再び『私記』の,「山川険之峡。厳洞曲折の路不可思議也」とい う記述を想起すると,

本八相像須弥山は,その変化に富む点で,法隆寺塔本の須弥山のような,整 った出容とは異る

ものがあったのであろうか。

本八相像は,そのテーマを見ても,劇的なものが多い。西塔では,涅霙・分舎利相は,法隆

寺塔本像と共通 しているが,降魔成道,初転法輪のような率 々しい二相があ り,前記の二相

も,法隆寺塔本のそれより,劇的に構成されていたことも想像され,その姿勢も,坐・立形に

加えて歩行・飛行形などがあったと思われる。また,降魔・成道の場のみを想定 して見ても,

魔王以下摩軍の怪異な容貌のものがあり,須弥出のみならず,像種,像容,大 きさ,配置な

ど,あ らゆる点で,法隆寺塔になかった変化とにぎやかさに富むものであったと想定される。

ここで西塔発掘断片から,その個々の像の表現上の特色を,法隆寺塔本像 と比較 しながら概

観 してみると,両者はともに唐代八世紀初頭前後の彫刻様式を範 としながら造像された点で共

通性があ り,姿態や衣文など,すべてにのびのびした造形趣が 目立っている。 しかし,法隆寺

塔本像が,時として細部の形や肉付けを要約し,脇役の小像などの衣甲など,説明的ともいえ

る表現を行なっているのに対 して,西塔像では,小像の細部に至るまで よりていねいに造 ら

れ, しかも全体に自然な趣があるのに気付かれる。法隆寺像が,その直我な表現のうちに,反

って明るさと力強さを表 しているとすれば,本西塔像は,そ の細やかさを増 した表現の うち

に,沈静 した,おだやかな趣があらわれているといえよう。ただ,東塔心木を含めて,本八相

像を大観すると,立・坐ほかさまざま変化に富む姿勢を採 りながら,体を大きく前後あるいは

左右に動か した り捻 った りするような動きを表わ した りするものが殆ど認められないことに気

付かれる。そ して,それらの諸点をあわせ考えると,本像の造立は,東塔が完成 したと伝える

天平 2年 (730)を それほど隔らない,天平前半期と見て大過ないように思われる。なお,断片

を通観すると,先述のように,その作風は必ず しも一手ではないようで,た とえば,先述の 1

号 (ひげのある比丘形)と 2号 (壮年男子)の面部断片,81・ 82号 (PL。 12争 8)と 80号 (PL。 12311)

の菩薩形胸部のみ比較 して見ても,一方は彫 りに深さ,あ るいは肉付にか くらみがあるのに対

して,他は正面観を意識 した,やや平板な肉付に特色が認められる。表現上のこれらの諸点に

関しては,なお検討すべき点が残されているが,今後に期 したい。
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付 論  中門 。回廊 出上 の塑 像

1 中門出上の塑像

塑像片は中門前方東端間にある金剛力士立像用に置れた二基の台石の納穴及び納穴の最上に

のびる心木の痕跡孔や南東隅の礎石抜取穴から焼土に混って出上 している。総数200点程あり,

大半が中塗 り上の破片である。

元の面が残る破片は,北側の納口及び心木痕跡から25点,南側のそれからは54片,礎石抜取

穴からは27点出土 している。いずれも火を受け細片となっているため,所属部位が分る資料は

極めて少ない。天衣や裾の部分 と判断できるもの,房あるいは飾 りと考えられるもの,体の一

部と考えられるものがある。 これらの破片には金箔を残すもの,白土下地を残すもの,赤色塗

彩を施すものがある。

中塗 り土はやや粗い上で釈穀・藁等をまじえ,仕上げ土はやや砂っばい上で雲母片を多量に

含む。これらの塑像片は,天禄 4年の火災まで中門の両端に立っていた金剛力士立像の一部と

考えられ,東間から出土 している点,赤い彩色をもつことから,阿形像の破片とみなすことが

できよう。尚, この塑像片と同一個体と思われる破片は,天禄の火災後,南問東北隅に掘られ

た土墳でも出上している。

2 回廊出土の塑像 (カ ラーPL.410,■ ,12)         ′

1985年 1月 から4月 にかけて行った南面及び東面回廊の調査に際 し,塑像 片が 1片 出土 し

た。出土 した位置は東塔の南,南面回廊の内側雨落溝と重複する近世の東西溝であり,陶磁器

類に混って出土 した。

塑像片は侍者 (婦女)の頭部の破片で縦に真二つに割れている。僅かに 日を開 き, 口元をし

めた表情で,髪は丁寧にヘラで刻んで表現されている (7.3× 4.8× 4.3)。 内側に残る心木の痕跡

は,2.2cm角 程の大きさで,先端及び隅を削り取る。胎土は,中門出上の塑像 と共通 し,雲母

片を多量に混える。本例は火を受けておらず,ま た出土位置を考慮すれば,本来東塔にあった

ものを考えるのが自然であろ う。

B 脱活乾漆像残欠 (PL.128)

昭和46年の金堂跡における発堀調査の際,11月 末に北雨落濤の埋土を除却 していると,金銅

幡の破片・金銅仏片・ガラス製玉とともに多 くの脱乾漆像片が出上 した。出土範囲は,北階段

を中心として東西に各々6mほ どづっの範囲である。

1 分類と各断片の特徴

出土 した乾漆片は,大部分は微細な細片となってしまい,当初の形を復原的に推定できる大

きさのものはそう多 くない。そのうち PL.128, 1～ 16に写真図版として掲げた ものを中心

に,原像のどの部分を形成 していたかを推定できるものが含まれている。以下,推定される部

分によってこれら断片を 1.着衣部, 2.体部, 3.装身具等,4。 その他,に分類 して記述を

進めることにする。

1の着衣部分に相当すると推定される断片のうち,主要なものを PL。 128.1か ら8に 示 し

たが,こ のほかにも同じ形状をした小片がかな りある。これらはいずれも一定の幅をもった帯

状の着衣の一部を形成するもので,一面に衣の製を平行凸線であらわ し,他面は衣装をつくら
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7 塑像・金銅仏像・脱乾漆像

ず素面とする。帯状の左右幅はおおよそ 2.5cmか ら 3.5cmの 間にあ り, またそれぞれの断片

は上下方向に長 く,それが衣髪線の方向と軌を―にして,あ るいは曲線をなし,ま た反転 して

裏側をみせるなど,変化に富んだ自由な動きを示している。PL。 128, 7の ように 2本 以上 の

帯状着衣が接点をもって重なり合 うものもみられる。また PL。 128,図 1～ 4の ように帯状 /i

衣の垂下部先端が雲頭形の駿をたたむさまを表現 したものもある。これら帯状着衣の断片は,

原気の天衣・冠樽の一部を形成 していたことが考えられる。仏枚尊像に装着される帯状着衣 と

しては,ほかに条吊も考慮されるが,こ れら断片はいずれも裏側まで素面 で仕上げ られ てお

り,条吊のように裏面が尊像体部の一部を形成 して,乾漆像の像内面に含まれるべき裏面構造

のものは見当らない。 したがって, ここには条吊部分の断片は含まれていないと判断される。

これら断片はいずれも日の粗い麻布 4枚ほどを漆で貼 り重ねて心とし, これに表裏にわたっ

て乾漆を盛 り上げて衣装などの細部を成形 したものである。断片のうちには麻布心の部分に小

子とを穿ち木釘のつまったものがあるから,製作段階で木釘を打ち込んで麻布心の貼 り合わせに

緊着を計ったことが うかがえる。それでも麻布心の部分で表裏に分離 した断片がい くつかみら

れる。また心となる部分は麻布のみであ り,鉄心等の金属線が併用された徴候はない。こうし

た麻布心に乾漆を盛 り上げて,着衣の表裏を形成しており,表側は特に乾漆で衣の製を丹念に

塑形している。麻布心・表裏乾漆層によるこれら着衣断片の厚さは, 1.lCmか ら 1.6cmほ ど

になる。表側に表現される衣の愛は,中央にやや くばみをもたせた幅広の突帯をつ くるもの

と,丸みをもったゆるい階段状の断面をなす 2条の線であらわされるものとの二系統がある。

また表裏二面とも漆地に金箔を置いた漆箔仕上げとする。

3・ 4の体部断片に含まれるべきものは,着衣断片に くらべると数量は少い。そのうちまず

注 目されるのは PL,128, 9の断片で, これは右耳殻の上半部を形成するものと推定 され る。

現状での断片の大きさは,5.8× 4.7cmであるが,これに耳殻外周部分を復原的に補って得た

耳殻幅の推定値は約 5.Ocmで , これは自然人の耳殻とほぼ一致する大きさとなる。 したがっ

てこれによって復原される原像の像高は等身大とい うことになる。この 9の断片は心になる麻

布貼成の層がみられず,すべてが乾漆塑形による層で,像面には漆箔が施され,裏面は乾漆層

が露呈している。これは右耳殻上半を形成する部分の乾漆層が麻布心の層から象J離 して,断片

となったものと考えられる。

次に注 目される体部断片は,像の左膝頭近辺に当ると思われ る 1点 (PL。 128,lo)で ,大 き

さは上下方向で 5,3cm,左 右幅で 6.8cmを 計る。この断片は衣文と思われる上下三段の凸線

が横に走 り,二本の曲線とも一方の端が途中で平面化 して突起を失って消えている。この凸線

の表現は詳しく観察すると,着衣下の肉体が隆起することによって,その部分の着衣に伸びを

生 じ, しわが伸びて消えたさまを表わ したものと判断される。さらにこの断片は強い由面をな

して像表面の側に突出しているから,原像では着衣の下の肉体が強い隆起を示す ことに よっ

て,着衣が肉体の形状にぴった り密着 したさまを表わすといった先の判断が補強されることに

なる。仏教尊像でこうした特徴を呈する部分 としては,坐像の膝頭近辺が最も相当する個所で

あ り,さ らに衣文線の断面は上方に階段状の突起をなすことを考慮 してこの断片の上下方向を

確定 し,断片が左側膝頭の前方寄 りに位置すべき可能性を推定 した。この断片のように強い隆
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起を示 した膝頭部断片が見出されることによって,原像は坐相をなしていた ことが推定でき

る。この断片は内側に麻布 4枚を貼 り重ね, これに乾漆を盛 り上げて像面の表現をし,漆箔を

施 して仕上げとする。内側は麻布が直にあらわれてお り, さらに像面の形状に従って内側へ強

く彎曲しているからこの部分が塑土原型の上に麻布を貼 り重ね,内部の塑土を抜き取る脱活乾

漆の技法によっていることが確認される。

ほかに肉身部分の断片と思われるものが含まれるが,それらはいずれも麻布を心として像面

側に乾漆を盛 り上げて成形 したもので,内側には麻布があらわれており,乾漆層の厚さは 0.3

～0.8cmあ る。

5,6の 装身具等の断片のうち最も注日されるのは,PL。 128,11の断片である。これは麻布

4枚を心とし,表裏とも乾漆を盛 り上げ,漆箔を施 して仕上げとする。全体の形状は先端が乗

れ下がり状の突起をみせた波頭形をなしている。表側には乾漆の塑形で先端に巻き込みのある

蕨手文を片側に三個重ね,さ らに中央に茎を伸 した 1個が大きくあ らわ され る。裏側は素面

で,表裏に乾漆を盛 り上げた全体の厚さは 1.6～1.7cmあ り,現状での上下左右の大 きさは

7.4× 6.4cmを計る。PL。 128,図 11断片の波頭形をなす全体の形状,あ るいは蕨手文を組み

合わせた意匠と同趣のものを,菩薩像の三面頭飾にみることができるか ら,PL.128,11断 片

も三面頭飾の一部と推定される。この断片は蕨手文の形に応 じて全体の形が一方へ突出してい

て左右対称形をなしていないから,三面頭飾としては正面分ではな く,左右両側面のいずれか

の分に当ると思われる。また断片の一方は素面に仕上げられているから,素面側を内側にし,

文様面が外側に向 く位置を考えれば, この断片は三面頭飾の左狽1面分に相当することが推定さ

れる。断片の現状での大きさも等身大の像の頭部に付ける三面頭飾の大きさとして矛盾しない。

7の その他に分類される断片は,いずれも原徐のどの部分に相当するかが不明であって,他

の三分類に比べると総量は多い。そのうち特徴的なもの数片を以下に述べてみたい。

まず PL.128,12の 断片は 4.5× 4.4cmの 小さなものであるが,表面に葡荷唐草文の一部分

と思われる文様が,乾漆を盛 り上げてあらわされる。U字形の弧を描 く茎の先端に,小さな書

に支えられた葡イj果実の房が認められる。この断片には麻布の心はなく乾漆層のみで,表面に

は漆箔 と朱 (水銀朱と思われる)の彩色が残っている。

次に PL.128,13の 断片は蓮弁の先端を形成するもので,4.6× 2.7cmの大きさを もつ。弁

先中央にかるい切込みと反 りがみられ,子葉を並べてあらわ した複子葉の蓮弁が,麻布の心の

上に乾漆を盛 り上げてつ くられる。

PL.128,14の 小片 (3.1× 2.8cm)は ,径 2.lcmの 菊花形 (現状では6弁が残り,復原すると12

弁花になる)があらわされている。

また PL.128,15。 16は端に二条の組帯をあらわ した円柱状の彎曲面をもった小片で, 同様

の形状をしたものが 2点ある。 2片 とも麻布を心としてこれに乾漆の塑形を施 したもので, 2

片を接合させると中心に空洞が通った径 2.Ocm程 の管形の小部分が復原される。この管形が

原像のどのような部分に相当するのかを推定するには, このグ片から得られた復原像だけでは

不十分であるが,こ の管形部分を口辺に二条の紐帯をめぐらせた水瓶の顎部に相当するものと

考えてよかろう。これが小さな水瓶の破片であるとするならば,水瓶を標懺 とする勢至菩薩像

の存在を推定することができ,原像の尊名比定に重要な手掛か りが得られることになる。PL.
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7 塑像 。金銅仏像・脱乾漆像

128,15・ 16の 小断片は興味深い問題を含んでいるといえよう。

以上,金堂基壇出土の乾漆像断片を,原像を構成する各部分によって大きく4つに分類し,

それぞれのうちから特徴あるものを選んで記述 した。

2考 察

以下にこれら乾漆像断片の全体を概観 し,制作技法・推定される原像の性格・制作年代・破

砕の状況等にわたって総括的な所見を述べる。

これらの乾漆像断片は,いずれも脱活乾漆の技法で制作されたものであることが確認され

た。塑土原型の上に麻布を漆で貼 り重ね,内部の塑土を抜き取って像の概形を造る脱活乾漆技

法が用いられていることは, これらの断片のうちに裏面が原型の形状に従って凹凸しているも

のが含まれていることによって指摘される。使用された麻布は糸が太 く, 日の粗 い織 りで,

0.5cm角 内に経糸 5本,緯糸 6本が数えられる。これを奈良時代の乾漆像に使用される麻布の

一般的特色と比較 して特に違った要素はみられない。こうして 4枚ほどを貼 り重ねた麻布層の

上に,乾漆を盛 り上げて細部の表現を行 う。また,天衣・冠樽 と推定される着衣片や三面頭飾

片は,麻布を心としてその表裏に乾漆を盛 り上げて仕上げたものであるが,心 として使用され

るのは麻布のみで,鉄線等の金属を心に使用したものは認められない。像面の加彩はほぼ全面

にわたって漆箔が施されていたと推定されるが,毛筋をみせた髪部断片では漆地の上に青緑色

を塁した顔料で彩色される。顔料は群青と思われるが,青緑色の発色は,奈良時代彫像の髪部

の彩色に用いられる群青の発色と同じ趣を呈している。また葡有唐草文をあ らわ した断片で

は,房の周囲に漆箔地のほかに朱の彩色が認められる。

これら断片から復原できる原像は,等身大の菩薩坐像と思われる。まず原像が等身大であろ

うことは耳殻部断片の大きさから推定 した。また天衣・冠相で装身される像として,菩薩ある

いは天のいずれかが考えられるが,別に三面頭飾片が存在することもあわせて考慮して,原像

は菩薩部像であると判断 した。像相が坐形であると判断 した根拠は,強い凸曲面をもった左膝

部断片にある。尊名の比定に関する手掛 りは乏しいが,PL。 128,15。 16の管状部分の破片が

水瓶の一部とみなせれば,勢至菩薩像が導き出される。

原像の制作年代を考える手掛 りとして,PL.128,12の 断片の葡萄唐草文様,若衣片にあら

わされた衣文,三面頭飾や複子葉蓮弁の形式があげられる。区12の断片の葡荷唐草文は房の先

が尖らずにまるくあらわされ,房 と茎の接点にパルメット形の書をつけてい るが,こ うした

房・奉・茎の形の特徴を備えた同趣の葡希τ唐草文としては,岡寺の軒平瓦の文様が最も近似 し

たものとしてあげられる。また PL。 128, 1・ 2の着衣片にあらわされた衣文は中央に平たい

袋をたたみ,袋先端を雲頭形につ くっているが,同 じ特徴をもった衣文表現は, 7世紀末から

8世紀初めにかけての金銅仏に見出され,さ らに薬師寺金堂の日光・月光菩薩像の連花座左右

摩ちに垂れかかる天衣先の衣文の表現と特に近似 している。菩薩像の宝冠として三面頭飾の形

式が盛行するのは, 7世紀後半から8世紀初めであ り,さ らに PL.128,Hの 三面頭飾の形状

と蕨手文の意匠も,当代金銅仏中に同趣のものを多 く指摘することができる。PL。 123,13断

片にみる子業部にまるい突起をつけた複子葉蓮弁の形式も, 7世紀末から8世紀初めにかけて

の仏像台座に多 くあらわれる。以上指摘 したような各部の表現をともなっていた原像の制作年

代としては, 7世紀末から8世紀初めにかけてが最も可能性があろう。

法技

原像の推定
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さてこれら乾漆像断片の総量は,微細片末も数えあげたら,点数としては相当な数にのぼろ

うが, これら断片によって復原できる像表面の面積は,等身大坐像の像面全体を覆 うにははる

かに及ばない。収集された断片は,大形片を多 く含んだ着衣部分が大部分を占め,ほかに三面

頭飾と肉身部片が若千加わる。こうした収集断片の総量の規模と内訳から想定すると, これら

断片は脱活乾漆の等身大菩薩坐像の全形が一時に破壊されて断片化 したものが収集されたとみ

るべき根拠はな く,天衣・冠ネ曽・頭飾などの像本体から突出する部分が主に破砕され,それに

伴って像本体一部の被砕片も加わって生 じた断片が散乱 して上中したと考えるのが妥当と思わ

れる。 したがってこれら断片が生じた時点で,像全体にわたって破砕があったと考えるべき理

由は,発掘収集された断片からは見出されない。また,こ れら断片にはいずれも,火中の痕跡

は見られない。

C 金銅如来形立像断片 (PL。 129)

西僧房遺構の発用に伴ない,第 7房前室から,金銅如来形立像の断片とみられる次の 4片が

発見された。

a 納衣・裳左後方下半分     1片

b 裳裾・両足首,台座の一部   1片
c 台座の小部分

d 光背柄 (支柱)

1片

1片

これらはいずれも表面に鉄錆と見られる赤褐色の鋳に被われた鋳造仏の一部で,支柱の一部

や左足の一部に鍍金と考えられる痕跡がみられることから,当初は金銅像であった可能性が強

い。これら断片がいずれも火災による損傷で焼肌を痛々しく露出してお り,納衣の裾にみる髪

の状態も当初の蟻型原型に特有の細やかな表面仕上げの様を うかがい得ない ことが残念であ

る。 4片の現状は次のとお りである。

aの 1片は納衣・裳右後方下半分の部分とみ られ,長さ 12.5cm, 最大幅 5,2cm,金 厚最

大1.65cmの寸法をもち,裾内側に褐色の中型土を残 している。納衣の背面にはゆるやかな下

降線を描 く3条 の製があらわされ,その外側には納衣の折 り返 し部の痕跡をとどめ,下端の納

衣の下に着 した裳の裾には,垂直方向に並らが 3条の製が残される。 aは bに接続する。

もの 1片は 4片 のうちでも最も大振 りで,高 さ 7.8cm,最大幅 11.5cm,全 厚最大 1.OCm

の寸法をもつ。残存の部所は,裳裾前方から右側にかけての部分,左足を踏み出した両足首,

蓮肉部上面の大半,素弁八葉間弁付仰蓮の大半,複弁八葉間弁付反花の正面から右側にかけて

の約 4葉分,円形枢の右側部である。蓮肉上面の後方に原型時の鉄心の痕跡,さ らに後方 (外

側)に長方形の光背支柱用の柄もしくは支柱の鉄心と目される鉄柄を残 し (こ れは中型に 1.5cm

突出している),裳裾下端の内側と蓮幸座内部には中型土を残 している。

cの 1片は長さ 4.8cm,最大幅 1.8cmの小片で, 反花・枢の左側の一部である。これは b

に接続する。

dは竹竿を象った支柱で, おそらくは光背用の支柱か と考え られ る (PL.129,4)。 長 さは

12,7cm,基部の径 1,lcmで,八節分と上端の半節が残存 し,下端に断面方形の柄を出 して

いる。この鉄心を兼ねた方形断面の柄は bの蓮肉上面後方の鉄納に接続 していたと考えられる

2θ0



7 塑像・金銅仏像 。脱乾漆像

が,出土 した時には細ってしまっていて,寸法的に一致 しない。支柱には全面に「ス」がみら

れ,_表面の全面に赤味がかった鉄錆色が広がっている。上から四節 目に鍍金の痕跡らしき部分

が認められる。

以上の断片のうち,a片 ,b片,C片 の 3片 を接合すると像の下端の部分が再現 され る (PL.

129,1,2・ 3)が,なにぶん,像の赤幹部の大部分が欠失 しているわけであるから,現存部だけ

で,像の様式を判断することはまことに困難である。 しか し現存の両足部と連華座の法量から

当初の像高を推定することは可能で,おそらく光背を含めて総高 1尺をこえる像で小金銅仏と

しては,大振 りに属するかと考えられよう。 この小金銅仏と同じ程度の法量をもつ遺例はすこ

がる多 く,東京国立博物館法隆寺宝物館のいわゆる法隆寺献納金銅仏群をはじめ,全国の寺々

にも数十をこえる事例が確認されている。これらの事例のなかに残存部分との類似性を求めれ

ば,当初の形姿の推定もある程度はできるのではないかと考えられ,それに先立って残存部分

の形制ならびに作風をできる限 り抽出すると次のようになる。まず納衣の下に裳を着するが両

者共,袋の構成は単純ななかにも強さと動きがあり,すこがる巧みである。ほば完全に残る左

足を踏み出した両足は肉取も豊かで,写実味が顕著である。蓮華座は仰蓮が素介八葉,反花が

子葉のまわ りを堀 りくばめた複弁蓮率で,花弁の先端に切 り込みを入れた初唐様式を示してい

る。一具とみられる竹竿形の光背支柱は,法隆寺の百済観音の光背支柱に代表されるように 7

世紀の遺品中にも散見される造形意匠で, このことも本断片の制作年代を考える指針の 1つ と

な り得る。

以上を勘案 して現存小金銅仏の事例中から類似性の高い像を求めると,法隆寺献納金銅仏で

は152号像や154号像 (PL.129,5),やや大きくはなるが和歌山親王院の阿閥如来立像 (重要文化

財)で,台座の形制では法隆寺献納金銅仏中の 172号 像や 182号像 といった菩薩系の台座に類

似性が見られる。 しか し,法隆寺献納金銅仏中の152号,154号 の両像や親王院像に共通するの

は如来形立像であること, しかも偏祖右肩であることで,さ らに親王院像にみるような像容す

なわち,霊鷲山説法形式を踏んだ釈迦像の可能性も考えられるのである。つまり,こ の 4片 の

断片は,総高 1尺あまりの法量をもつ,偏祖右肩に納衣を着 し,その下に裳を着けた如来形立

像の一部で,制作年代は 7世紀後半に比定できる。 しかも火中において焼損 したとはいえ,納

衣の製の表現にみる適格な造形性からして,原姿はすこがる洗練された作行優秀な像であった

かと想像される。
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第Ⅵ章 考 察

迫還

A 条坊 と伽藍の関係

薬師寺の主要伽藍は右京六条二坊の西南隅を占め,伽藍中軸線tk,西二坊大路から 1町東の

小路心に当る。薬師寺周辺の条坊計画に関する調査はまだ少いが,1954年及び1982年の薬師寺
1)                2)

南大問,1976年の六条大路南側清,寺域内では1975年の六条条間路に当る寺内道路の南側溝 ,

1980年の西面大垣北方部における西二坊大路東側溝と西面大垣 (第118-27次 ,第123-18次調査)

の調査がある。

南大門についてみると,南大門は右京六条二坊の十二坪と十三坪の間を通る南北の小路に当

り,六条大路に面 していた。南大門の中心が十二坪と十三坪の間を通る小路心と一致すると考

えると,朱雀問心から西へ 450尺の方格地割 りによれば,7町 (3150尺)離れていたと考えられ

る。発掘調査で検出した南大門遺構の中心位置と朱雀大路心の関係を考えると,朱雀大路の方

位を国上方眼方位に対 し,北で西へ 0° 15′41″ 振れるとし,六条大路の方位はこれと直行と仮定

して,朱雀大路心から西へ 929。 472mにあ り,計画寸法3150尺で除すと基準寸法 29。 51cmを得

る。この値は従来条坊遺構の計画寸法と考えている 1尺が 29.5～29,6cmに よく収まり,条坊

計画にのって小路心に合わせていることが確認される。また南大門心に当る小路は西隆寺金堂

I 座標値 (右図参照)

A 薬師寺南大Fttb

B 翼蒜籍恋路
c 喬萄緯思

路
D 六条大路南側構心

Ⅱ 建物心座標値

旦□□□□L―-148,129.896

--147,809.502

-147,889.317

-148,160,715

-148,129.896

--148,103.428

-148,052。 366

―-19,506,060

--19,631.023

-19,515,421

--19,554.761

―-19,506.060

--19,506.307

--19,507。 701

コ
コ
コ
コ
「

南

中
　
金

ng。 91 建物心座標値と計測位目

1)本報告付章,奈文研『年報』1982,p.43。

2)奈文研『年報』1976,p.34。

3)奈文研『年報』1980,P。 35。

4)第■群27次調査,奈文研『年報』1980)p.35。

第123-18次 調査,奈文研『年報』1981,p。 27。

2θ2

匝
匡
匡
匝
Ｆ

5)平城宮『概報』昭和56年度

6)奈良市『平城宮朱雀大路発掘調査報告書』

1974, P。 21。

7)朱雀門座標については『平城宮発掘調査報

告』Ⅸ,p.87,昭和53年。



1遺 跡

下で検出した右京一条二坊十坪と十五坪の間を通る道路の延長上にあたるため,両遺構によっ

て道路心の方位の振れをみると,国上方眼方位に対 し北で西へ 0° 25/41″ 振る方位を得た。この

値は朱雀大路の方位よりやや大きく振れるが, これは西隆寺の調査報告で指摘されているよう

に,金堂下で検出した小路は朱雀門心を基準とした条坊計画よりも20尺ほど西へずれているか

らで,同報告ではこれを条坊計画と施工の差であろうと判断している。

市大門の正面を通る六条大路では南側溝が検出されてお り,二条大路心から南側溝心までの

突距離 2137.207mを,条坊計画寸法7200尺 と, これに六条大路幅を側溝心々で80尺 と仮定 し

てその半分を加えた 7240尺 で除すと, 1尺当 り29.53cmを 得る。また,薬師寺境内で検出さ

れた六条条間路南側濤も同様に,二条大路心からの実距離 1866.959mを ,計画寸法 6300尺に

条間路側溝心々を30尺 と仮定 してその 2分の 1を加えた 6315尺で除すと, 1尺 当 り 29.56cm

を得る。この両遺跡の実距離 271.215mを 計画寸法925尺 〔900尺 -15尺 (六 条条間路幅 1/2)十

40尺 (六条大路幅 1/2)〕 で除すと1尺が 29,33cmに 当 り,やや小さいが近似した値を示す。

南大門心と六条大路南側溝心間は約 31mと なる。六条大路幅員は側溝心衆で 8丈 (1尺 29.56

cmと して23.65m)と 考えると,大路心から南大門心までは 19。 175mと なる。これは, 1尺を

29.56cmと すると64.86尺 に当るが,南大門基壇は門の心から地覆石まで 9.32m,さ らに出1.48

mの石階があるので,南大門は六条大路の路面にかな りはみ出し,北側濤があれば基壇に突当

ることになる。南大門両脇の大垣は,昭和29年 の調査の際,西方潜 り門付近の調査によって,

その位置は現在もかわ りないことが知られている。六条大路北側濤があったとすれば,側濤心

から大垣心まで約 7.35mと なる。

寺域の西側を区画する築地と共に検出した西二坊大路東狽1濤の位置は,朱雀門心からの実距

離 1052.972mで ,計画寸法3560尺 〔3600尺 -40尺 (大路幅 1/2)〕 で除すと,1尺 29.58cmの 値

を得る。西面大垣の心は東側溝心から約 6m東にある。

薬師寺の伽藍中軸線は南大門心,中門心,金堂心,食堂前面石階心でそれぞれの遺構の座標

値を求めて軸線の振れをみてみると,いずれも国上方眼方位に対 して, 0° 32′～0° 37′ 北で西ヘ

振れる方位を持つ。平均値 0° 34′00′
′
をとるとそれぞれが数 Cmの誤差に収まり,こ の数値を薬

師寺伽藍中軸線方位として採用できる。なお,従来条坊計画方位として採用してきた朱雀大路

の振れ 0° 15′41″ より若干大きいが, 振れの差 0° 15′ は, 南大関心と食堂前階段中心との間で

70 cm程 であ り,南大門を条坊計画線に合わせて寺域内は独自の方位を持ったものか,施 工誤

差 とみなすかは,今後の調査の課題である。

B 寺地 と初日藍配置

薬師寺の寺地は,関野貞博士が東西 3丁,南北 4丁の12町 とされたのをはじめ,大岡実,足

8)西隆寺調査委員会『西隆寺発掘調査報告』

p.69,昭和51年。

9)平城京内での二点間の相対的位置は,平城京

南北方位に朱雀大路の振れを採用し, これに直

交させて,二点の南北 。東西間を算出した。朱

雀大路の振れは,奈良市『平城掠朱雀大路発掘

調査報告』1974年による。

10)注 9に同じ。

11)奈文研『年報』1976に よる記述とは若千異

なるので,本報告で訂正する。

12)実数値にはならないが,1町 450尺の7分の 1

の64.29尺にごく近い数値である。

13)注 9に同じ。
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立康,板橋倫行,田村吉永,村田治郎,福山敏男,杉山信三,大橋一章各氏らによって検討が

加えられているが,奈良時代には,平城京条坊の10坪 4分の 1を 占め,平安時代には12坪に拡

張 していたと考えられている。

『縁起』には右京六条二坊のうち,三方は大路,東は頻川を限るとして 12坪 とするが,別に

「寺内流記帳云」として,寺院地を16坊 4分の 1と する。この『流記』は宝亀年間 (770～ 781)

の注録のもののようで, さらに『縁起』に引く承保 2年 (1075)の「察議」の記事によると,

16坊 4分の 1の うち,塔金堂弄僧房等院 4坊 と大衆院 2坊の 6坊は本寺,すなわち本薬師寺に

当るので,残 る10坊 4分の 1が薬師寺の当初の寺地となる。これは右京六条二坊七～十六坪の

10坪 と現八幡神社境内を含む右京七条二坊のうち 4分の 1町の花苑院があったと考えられる。

『縁起』では六条二坊の10坊 は, 5坊を塔金堂井僧坊等院, 1坊大衆院, 1坊 苑院, 1坊温室

芥倉垣院, 2坊賤院にあてている。

承保 2年の「家議」ではさらに「新録」にい うとして東西 3町,南北 4町の12町 とし,坤 (南

西)4町は堂塔井僧房院,奨 (南東)2町は別院,乾 (北西)4町は政所弄苑院, 艮 (東北)2町
は職掌町とする。西北 4町の政所井苑院は,『縁起』の政所町の項では,坤 1丁 (十五坪)を大

炊廃,北 1丁 (十六坪)を修理温室廃,艮 1丁 (九坪)を苑院,奨 1丁 (十坪)は 西主坂院,東

菌院にあてている。『流記』では塔金堂弄僧坊等院を 5町 とするが,こ れは政所町の 4町 の う

ち,10坪に当る董坂暁と菌院が含まれていることになろう。また『縁起』には,『今案』とし

て境内12町 のうち未申 4丁堂院,辰己 2丁別廃,戊亥 4丁政所町,今 2丁職掌町とし,さ らに

束 3丁を宿院地,南 2丁を花苑汁八幡宮 とする。

寺域内の坪割 りに関しては,十四坪 と十五坪間の条間路南側濤に当る溝が検出されてお り,

また,政所町においても,七坪 と十坪境の坊間路偵1溝が検出されている。この坊間路の東側溝

は幅 2m,深 さ 0。 4m残 り, 8世紀の遺物のみが検出されるのに対 し,西偵」溝は幅広 く,現状

で 4.5m,深 さ 2mで ,近世まで使われているが,位置は坊間路西側濤にち ょうどよく,当初

の側溝の位置を踏襲 しているものと考えられる。政所町の中も各坊の坪割 りに合わせて区画さ

れ,小路を通していたことがわかる。

別院とされる東南の五 。六坪の 2坪は,創建当初から特別の扱いであったと思われるが,独

立 した区画で,当初の10坪 4分の 1の寺域にはふ くまれていなかった。

天長 6年 (829)に 最勝会が行われるようになると,秋篠川の東方,六条二坊― 。二・三・四

坪のうち 3坪が宿院の地にあてられた。寛平年中 (889～ 898)に八幡官が勧請されると,4分の

14)関野貞「平城京及大内裏考」『東京帝国大学

紀要』工科第三対,切治40年。大岡実「南都七

大寺建築論二 薬師寺」『建築雑誌』519号 ,昭
和 4年。同『南都七大寺の研究』中央公論美術

出版,昭和41年。足立 康「奈良時代に於ける

薬師寺の占地」『考古学雑誌』21巻 8号 ,昭和 6

年。同『古代建築の研究上』中央公論美術出版,

昭和61年。同『薬師寺伽藍の研究』日本古文化

研究所,昭和12年。板橋倫行「薬師寺の占地と

西堀川の位置」『歴史と国文学』10巻 1号,昭
和 9年。田村吉永「薬師寺の占地について」

『史逃と美術』238号 ,昭和28年。村田治郎「薬

師寺占地の問題」『史速と美術』208号, 昭和

25年。同「薬師寺と大安寺の占地」『史逃と美

20rr

術』240号,昭和29年。福山敏男 。久野健『薬

師寺』東大出版会,昭和33年。同善のうち,福
山執筆の分は「薬師寺の建築と歴史」として,

『寺院建築の研究 上』中央公論美術出版 (昭

和57年)に掲載されている。杉山信三「薬師寺

の建築」『薬師寺』毎日新聞社,昭和46年。大

橋一章『薬師寺』日本の古寺美術4,保育社

昭和61年。

15)『薬師寺縁起』薬師寺蔵,昭和42年,影印本。

16)奈文研『年報』1984,p.32。

17) 坊ミ文τ汗 『 4F辛風』 1975, p。 31。

10『類乗三代格』天長 7年 9月 14日 付太政官符

に「応令薬師寺毎年修最勝王経講会事」とある。



1遺 跡

1坪であった六条大路以南の寺地は九坪と十六坪の 2坪になって八幡宮 と花苑院にあてられ

た。

周囲の築垣は,南大門l易 や西面大垣の発掘調査の所見によると幅 8尺 と推定される。『縁起』

にも高 1丈 1尺,基慶 8尺,蓋 1丈 3尺とし,こ の所見と一致する。『縁起』ではここに開 く

7日 の問のうち,大門 (南大門)と 中門は仏門,他の人門 5回 のうち,東南,西北,西南の 3

門は僧問,東門は奴婢門,北門は道俗門とする。『縁起』に引 く「流記帳」には門 7口 ,仏門

2口 ,僧門 5日 とするが,さ らに仏門 1口 をやめて 2脇門を加えて 8口 であるとする。続 く南

大門の名称は仏門とするので,仏問一つをやめたとすれば,中間を仏門の扱いとしな くなった

ことを意味するのであろうか。南大門・中門以外の門の調査はまだ行われていないが,北門跡

は現存し,近世の「大和国添下利
`西

京薬師寺絵図」によれば,北門のほかに,六条大路より1

町北で旧二坊大路に開 く西門があ り,ま た政所町正面中央に当るところやその束方にも南向き

の問を開いている。

薬師寺の東西両塔が回廊の中に建つことはすでに関野貞が想定されているが,回廊が金堂を

も囲んで講堂に達する復原案を発表されたのは大岡実であった。南大「]・ 中門の発掘調査,さ

らに伽藍各建物の発掘調査が進むにつれて,問,回廊,楼,束西僧房,食堂,十字廊の位置や

規模が順次明らかになってきたのに伴い,大岡の改訂案,福山敏男,鈴木嘉苦,杉出信三,太

田博太郎各氏らの復原案が公表されている。僧房の位Ёについては,見解がわかれていたが,

発掘調査によって食堂とともに束西僧房の位量が確定 している。南北棟の東南・西南僧房の位

置もほぼ想定できるが,そ の詳細はまだ不明であり, とくに西南僧房は電車線路の下になる。

『縁起』に見える東北・西北僧房や檜皮葺房の位置はさらに不確定であ る。 今回作成 した物Π藍

復原図の東西僧房以外の 4列の大房・小子房はこれらの付属屋と考えた遺構などにもとずいて

想定 しているが,今後の調査の成果によって修正されることもあろう。

南大門・中間心 々距離は 26.7mで ,天平尺90尺 (1尺は29.67cn,大尺では75尺)に当る。中

門・講堂心々は 107.6m,ほ ぼ天平尺360尺 (大尺300尺 )に近 く,回廊の柱間寸法と合わせたと

すれば単廊12.5尺の柱間が29間,362.5尺 の計画であったことにな り,1尺は 29.68cmと なる。

金堂 。講堂心々距離は 56.5m,19o尺 とみると1尺 29.74cmと なる。従って金堂身舎背面柱

通 りから講堂心まで 180尺 (大尺150尺 )と なる。 中門・金堂心 々は 51.2mで ,これは 172.5尺

に計画されていることにな り, この場合 1尺は 29.68cmで ,回廊柱間寸法に合わせたため天

平尺では端数がつ くが,金堂は中間 。講堂の中心をほば身舎背面柱通 りにあてて配世されてい

ることになる。中門 。南大門心々を天平尺90尺,大尺75尺,中門心から金堂身舎背面柱通 りま

で天平尺182.5尺,大尺約 150尺,南大門心から金堂身舎背面まで大尺約225尺 となる。川原寺

では南大門心から金堂心までを大尺225尺 とする。

回廊は寸法むらが大きく,発狙調査もまだ一部で行われているにすぎず,遺構の保存状況の

良 くないところもあって, こまかい検討に十分な資料が得られているわけではない。北面束回

19)関 野貞「薬師寺東塔」『建築雑誌』200号 ,

1903。

20)大岡実『南都七大寺の研究』中央公論美術出

版,昭和41年。

21)大岡実 。福山敏男 。杉山信三注14論文参照。

太田博太郎「切H藍」『奈良六大寺大観六 薬師

寺』岩波書店,1970。 同『南都七大寺の歴史と

年表』岩波書店,昭和54年。鈴木嘉吉「埋れた

寺院」『世界考古学大系 4「 1本 Ⅳ』平凡社,

昭和51年。

22)奈文研『弘福寺 川原寺発掘孝R告書』昭和35

年.
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廊と南面東回廊の長さを くらべると,複廊では中軸線から側面棟通 り心まで北面の方が OA8m

ほど長い。『縁起』には東面回廊は24間,西面回廊は25間 とし,柱間の数にも違いがあったよ

うに記録されてお り,造営途中に単廊を複廊に変更していることもあって,複廊の造営計画を

適確に把握することは難 しいが,単廊では中軸線から南面回廊東西両隅まで棟通 りで各 59.2

m,東西全体長さ 118.4mと なる。 この長さは丁度 400尺に当ると考え られ, 1尺 は 29.6cm

とな り,回廊柱間寸法12.5尺の32間に当る。南面回廊総長は外側柱通 りでは回廊柱間33間分 ,

412.5尺 となる。もし中門が当初から現状のように桁行 5間,81尺 とすると,片方の回廊長さ

は180.75尺 ,12.5尺の間が12間 と端数 5尺が残 り,都合よく納まらない。回廊が礎石据付けま

で進みながら複廊に変更しているように,中門にも工事途中の計画変更があった可能性も考え

られるが,中間基壇の築造過程は既述のとお り複雑で,東方の束西方向断割 リトレンチには土

壇を東方に継足 したかのような斜に下る土層があ り,は じめ桁行 3間 で計画された可能性もあ

る。梁行方向には土層は全体に通 り,継足 しは考えられず,礎石下の瓦を入れた地固め地形も

礎石据付け痕跡と同じ通 りにあ り, もしこの地形が工事着手当初の礎石据付痕であったとして

も,梁行柱間には変更の形跡はない。中門の計画当初の桁行寸法は不明であるが,川原寺中門

よりも柱間寸法・基壇ともやや大きかったと考えられ,桁行 3間 中央間14.5尺ほど,脇の間を

12.5尺 と仮定すると,中門脇の回廊は他よりやや短 く,11.5尺 であったことになる。

単廊の束面長さは棟通 りで 106。 9m,柱 間寸法 12.5尺等間で29間 とすると天平尺 362.5尺

(1尺は29,49cmに 当る),外側柱通 りで 30間 ,375尺 となる。単廊北面は束方で中軸線から棟通

り隅まで 59。 25m, これは南面同様 200尺に当り,外狽J柱通 りでは,回廊柱間半分ずつを加え

て,北面総長412.5尺 となる。講堂の柱間寸法は明確ではないが,一応主屋125尺,裳階の出を

6.25尺,計 137.5尺 と推定すると,両脇の回廊長さも講堂側面裳階柱通 りから回廊外復Jま で

137.5尺 となり,端から12.5尺 の間11間の計画となる。丁度回廊全長の 3分の 1が講堂桁行に

当 り,両脇回廊長さも等 しいことになって納まりがよい。

単廊の計LEllを 変更して建てられた複廊は南面束方と北面東方でやや長さに差があ り,中軸線

から棟通 り隅まで南面束西各 58。 48m,棟通 り全長 116.96mでゃゃ短 くなる。北面東方では

59.25cmで単廊長さをよく踏襲 している。

南面回廊の片方の長さは,中門桁行柱間寸法 (23.98m)の 半分を差引いて棟通 りで 46.49m,

複廊の計画も棟通 りで 400尺であったとすると回廊長さ46.49mは ,159.5尺 とな り, 1尺 が

29,15cmと なってかなり短い。これを単廊同様 1尺を 29.6cmと すると157尺 となる。この場

合,中間脇 2間は発堀調査によって各 12尺であり, これと東端間10尺 を差引き残る 123尺を 9

間とすると,1間 13.67尺 となって端数が残る。1間を東西同様13.7尺 として中間脇 2間 12尺 ,

東端 10尺,合わせて棟通 りで一方の長さ157.3尺,外側端まで167.3尺 とみるのが適当である

う。北面回廊の長さは単廊と同様棟通 りで中軸線から200尺 とし,講堂桁行139尺 とすると 1方

130.5尺 となり,東端の間10尺を引 くと13.39尺 の間が 9間 となる。これを13.5尺 8間 と講堂脇

12.5尺などと考えると端数は少いが,詳細は明確でない。東面回廊は棟通 り106.3m,こ れ を

単廊同様,362.5尺 とすると,南北両端各10尺,中間は13.7尺で25間 となる。

回廊は工事途中の計画変更のために割付けにも無理を生 じ,各面柱間寸法にも多少の長短が

あり,桁行柱間寸法は端数の付 くところが多かったようで,単廊として準備 した材を転用した

23)注 22参照。川原寺中門基壇は地覆石外面で東

西46,3尺 ,南北33.2尺であり,礎石位置は明確
ではないが,二重の三間一戸門で,桁行中央間

2θδ

13.1尺 ,両脇間lα 5尺,梁行10.5尺二間と推定

されている。
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ことなども考えられ,変更計画寸法を適確に把握することはまだ難しいが,単廊の棟通 りを複

廊中央棟通 りに踏襲 しようとしたものと考えられる。

塔と金堂の関係を見ると,中軸線から西塔心まで 35。 9m,東塔心 までは 35.81mで東西両

塔心々71,71mと なり,東西両塔中心を結んだ線から金堂心までの南北距離は 29。 2m,こ の線

から中門心まで 22.Omと なる。東西両塔心々を天平尺 240尺 とすると, 1尺は 29.88cmと な

り, この尺度では金堂・塔南北距離は99.72尺 となる。塔・金堂中心距離を天平尺100尺 とする

と 1尺は 29.2cmと な り,同尺度で東両西塔心々を算出すると,245.55尺 となっていずれかに端

数が付 く。塔・金堂の関係は後述のように本薬師寺を忠実に踏襲 していると考えられるが,本

薬師寺では東西両塔心々71.596m,東 西両塔中心引通 しから金堂心まで29.57m(曲 尺97.572尺 )

で,塔 。金堂南北距離を100尺 とすれば 1尺は 29.57cm,東西両塔間はこの尺度で242.12尺 と

なる。東西両塔心々を240尺 とすれば 1尺は29.82cm,塔・金堂南北距離は99。 17尺 (大尺82.63

尺)と なる。本薬師寺造営は藤原京の条坊よりも先行すると考えられているが, 諜原京の条坊

計画の基準尺は 29.5cm(大尺では35.4cm)ほ どと考えられるので,いずれを完数にとるべきか

慎重な判断が必要 である。100尺 の寸法は金堂桁行中央間や平城薬師寺の単廊などに使われて

いる12.5尺の 8倍に当るので,塔・金堂間南北距離を 100尺 と見る方が都合が良いと思われる

が,大尺では完数にならない。平城京の薬師寺では距離がやや短 く,塔が計画よりやや北に寄

っていることになるが,計画は本薬師寺と同様と考えて,金堂・塔南北距離天平尺100尺 ,塔・

中門南北距離 72.5尺,東西両塔心々は242.5尺 ,塔心から東西単廊内側柱通 りまで各72.5尺の

計画と推定 した。塔心々距離は12.5尺の19.5倍,243.75尺 に近い寸法であり,天平尺12.5尺が

地割計画の基準寸法かもしれない。平城薬師寺では塔心たを242.5尺 とすれば, 1尺 は 29。 57

Cm, もし243.75尺 とすると 1尺は 29。 42cmと なる。

金堂身舎背面柱通 りから講堂心まで180尺 (大尺150尺 ),中 門心まで182.5尺,計 362.5尺 と推

定 し, これは中関・講堂を360尺 (大尺300尺)を基準としたものに,回廊柱間寸法による微調整

を加えたものと考えたが,南大門・中間心々は90尺 (大尺75尺)であり,南大門か ら講堂心 ま

で450尺 (大尺375尺)に近い。これは条坊制の 1町に当るが,南大門が六条大路心から北へ寄る

分だけ,講堂心も東西小路心から北へ振れることになる。

食堂心と講堂心間は約 39.25mで,天平尺では 132尺 (1尺は29.73cm)程 となるが,大尺で

は110尺 となる。

食堂と十字廊心々は 23.85mで 30尺 (1尺は29.81cm)に当り,十字廊から北方掘立柱建物心

は I期建物で 26.7m,9o尺 (1尺は29.67co,Ⅱ 期建物では 24.9mで 84尺程となる。

鐘楼 。経楼は中軸線から中心まで 55.60～ 55.65mで187.5尺 となる。これに柱間 1間分12.5

尺を加えると丁度200尺 となるので,中軸線から各外側柱通 りまで200尺,経鐘楼外々で400尺

の計画であろう。この寸法は単廊の棟通 り東西長さと同じである。また,北面東方回廊心から

経楼中心まで南北17.9m,60尺 と考えられるが,鐘楼の中心はやや北寄 りにあり,施工のにご

りと思われる。

また,東僧房の明確な位置は未確認であるが,前に述べたように東僧房を想定すると,その

24)東塔 X=-167,556.673 Y=-18,113.245

西塔 X=-167,556.435 Y=-18,041.649

25)注 14大 岡実「南都七大寺建築論二 薬師寺」

の長谷川輝雄 。大岡 実の実測図による。

26)奈文研『年報』1976,P,45。

27)井上和人「古代都城制地割再考」奈文研学報

第41冊『研究論史Ⅶ』昭和59年。

28)薬師寺伽藍に12.5尺の柱間寸法が多用されて

いることは大岡実,足立康等によって早くから

指摘されている。注14論文。
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中心棟通りは中軸線から300尺に当ることになる。そ うすれば東方の西二坊坊間路心か らは

150尺に当ることになる。 西方では食堂と西僧房の中間が食堂と東僧房中間よりもやや長いの

で,多少の違いがあったと考えられる。

薬師寺の伽藍配置計画はおよそ以上のように想定される。未発掘の部分が少 くないので,調

査の裏付けを待ってさらに詳細に検討を加える必要があるが,一応現在の段階で考えられるこ

とを述べて,図示 (F嗜.92)した。

発掘調査によって明確になった建物の柱間寸法あるいは建物間の距離などでその造営尺を見

ると,小尺に換算して次のような数値が得られる。金堂 29.6cm, 中門 29.6cm,南大門 29,6

岡
図

図

198             1

Fig。 92 薬師寺伽藍配置図



Fig,93 薬師寺伽藍配置図 (単廊による推定計画図)

cm,東西僧房 29.8cm,十字廊 29,6cm。 地割 り寸法では,南大門 。中門間 29.59cm,中 門・

金堂間 29.59cm,回 廊東西幅 (単廊南面において)29,74cmで ある。平城京の造営尺は 1尺 29.5

Cm前後であり,藤原京に為いてもほぼ同じ尺度が標準と考えられるのに くらべるとやや長日

のところが多い。藤原京本薬師寺の金堂・塔の関係では 1尺 29.5生mと 考えられるが,川原

寺金堂では 30.00cm(曲尺0,99尺 )と 考えられてお り,大官大寺においても長 日の ところがあ

り,それぞれの造営組織によって尺度に多少の不同があったことになろう。また,一伽藍にお

いても建築の着手の時期差や仕事の都合によって個々の建物の尺度に多少の長矩があらわれる

のであろう。

籐原京の本薬師寺の金堂 。東西両塔跡は右京八条三坊にある。伽藍中心部の発掘調査はすべ

て今後に期せられるが,西南隅の八条大路と,西三坊大路交叉点部分の調査が行われている。

寺の西を限る西三坊大路は側溝心々幅 15,2m,こ の大路心から東西両塔中心まで東へ 127.8m

29)注 22に同じ。

30)大官大寺第 8次 発掘調査報告 奈文研『飛

鳥・藤原宮発掘調査概報12』 昭和57年。

31)奈文研『年報』1976,P。 45。

32)西三坊大路と八条条間路は直角に対 して約

20′ の開きがあり,ま た本薬師寺東西両塔の中

点からの垂線 (伽藍中軸線)も 西三坊大路と平

行ではなく約 15′ の相違がある。東西両塔の中

点から八条大路までの距離は中点から垂線上で

求め,西三坊大路までの距離は八条大路上で求

めた。(右図参照)
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である。これは藤原京条坊の 1町 (天平尺450尺,大尺375尺)が約 133m前後であるのに比べ約

5m短 く,伽藍中軸線が西三坊の中心線 (坊間路心)と 多少のずれのある可能性が高い。また大

路東側清から心々約 5.4m東 に幅 1.5m,深 さ0.2mの南北溝があり, 7世 紀後半の上器を含

む整地上を切 り、条坊地害Jの 施工の時にはすでに埋められ整地されているが,堆積土に本薬師

寺所用瓦をか くみ,本薬師寺の占地と造営着手が条坊施工に先行することを示すものと考えら

れている。

寺院南を限る八条大路は狽1溝心々 15。 9m,こ の大路心から東西両塔中心を結が線上の中点ま

で約 77mである。平城薬師寺では想定六条大路心から南大門心まで 19.Om,南大門・ 中門間

26,7m,中 門・塔中心間 22.Om,計 67.70mで本薬師寺の方が 9m余 り長い。 これも本薬師

寺の占地が条坊制施行よりさかのばることを示すものかもしれない。平城薬師寺の六条大路心

から南大門心までの推定寸法は 19,Omであるから,本薬師寺も同様であったと仮定 し, 中門

と塔の南北距離も平城と同様 22.Omを とると,南大門と中門心々は36mと なり,こ れはほぼ

大尺の 100尺 c/」 尺ヽ 1尺は30,Om)に当る。この距離が平城では 26,7m(4、尺90,大尺75尺)であ

る。南大関と中門心々は飛鳥寺 17.85m,川原寺 28.94m,平城京大安寺 28,9mと 比べ て も本

薬師寺は長い寸法である。

紀寺南大門心と本薬師寺伽藍中軸線の東西距離は 1074.lmと 算出され,こ れを 8町 とす る

と 1町は 134.263m(450尺 として1尺 29.84cm)と なる。 1尺を 29.5cmと すると,3641,02尺

となり,条坊制 8町3600尺 (大尺3000尺)よ りやや長 くなるが,薬師寺・紀寺と藤原京条坊の関

係は今後の調査に期するところが多い。

C建 築 遺 構

i南  大  門

南大関は六条大路に面 し,壇正積基壇上に建つ桁行 5間 ,梁行 2間の 5間 3戸二重門で,桁

行中央 3間天平尺18尺 ,両脇間と梁行各間16尺である。基壇は東石を立て延石を設けた凝灰岩

切石の正式の壇正積で,桁行 33.62m,梁行 17。 32m,高 さは地表から約 1,4m程,基壇の出

は地覆石前面まで正背面 3.925m,側 面 4.080mでやや差があ り,延石の出は 45cm前後であ

る。従って軒の出は柱心から4.5mを こえるものとなる。石階は正背面とも中央 3間に取 り付

き,耳石の心を柱心と合わせ,葛石と最下段の地覆石を除いて 5段 と考えられる。

『縁起』にも「五間二重,戸三間,壁二間」と記されるが,柱間寸法,基壇の出, 東北方で

発見された隅木蓋などからみても,二重門であったことが裏付けられる。東大寺西大門,同南

大門,西大寺中大門,あ るいは平城京羅城門よりは小さいが,平城宮朱雀問,大安寺・興福

寺 。東寺南大門などとはぼ同規模であった (Tab.■ )。 『縁起』に見える長さ 5丈は実情に合わ

ない。『縁起』ではさらに大門は美福門様な りとする。平安官美福門は南面東門で平城宮の壬

生門に当り,『拾芥抄』の官城門の項では,「三階,五間戸三間」とする。美福門と対称の位置

にある南面西関,皇嘉関 (若犬養門)と 同規模,同形式であったと考えられ,ま た他の平城京

33)奈良県教育委員会『奈良県遺跡調査概報』

1977・ 1978。

2王0

34)奈文研「年報」1976,の条坊計測表による。



柱間数 桁 行 寸 法

1遺

基壇寸法

3× 2

3× 2

3× 2

3× 2

3× 2

5× 2

5× 2

5× 2

5× 2

5× 2

3× 2

3× 2

3× 2

5× 2

5× 2

5× 2

3× 2

1間

35)奈良県教育委員会『薬師寺東塔及び南門修理

工事報告書』昭和31年。岡田英男「南門」『奈

良六大寺大観』第 6巻,薬師寺,昭和45年,P.

34。

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

鳥

　

原

　

理

勝

福

師

安

大

朧

励

勝

『

孵

輯

”

鱒

蝉

飛

橘

川

紀

四

百

興

薬

大

東

唐

田

大

下

佐

備

備

常

下

24(7 10 7)*

39(12 15 12)

38(12 14 12)

36(12Xの

34(10 14 10)

78(1516× 315)

86(1618× 316)

85(17X5)

96(18 20〉く3 18)

58(10 12 14 12 10)

36(10 16 10)

30(10× 3)

32(10 12 10)

57(8 13 15 13 8)

55(11× 5)

50(9 10 12 10 9)

30

15

13(6.5× 2)キ

21(10.5× 2)

24(12× 2)

24(12X2)

20(10× 2)

28(14× 2)

32(16× 2)

34(17× 2)

36(18× 2)

20(10× 2)

20(10× 2)

14(7× 2)

16(8× 2)

20(10× 2)

22(11× 2)

17(8.5× 2)

30〉(23.5*

37× 31

50× 33.5

49)く 41

44X30

116× 62

111)(58

127)(67

48× 32

51)(30

70× 36

66× 43

Tab.11 各寺院南門規模一覧表            *大 尺 無印は天平尺

諸大寺の南大門もほぼ同様の規模・形式と考えられる。『縁起』では「有人云」として「内裏

記」に云 うとして美福問が薬師寺南大門様と述べるが,薬師寺南大門が特に美福門と関係付け

られた理由はよくわからない。

薬師寺南大問は天延元年 (973)の 火災後,寛弘 3年 (loo6)立 柱,長 和 2年 (lo13)に 再

興が完了したが,文安 2年 (1445)に は遂に倒壊 し,慶安 3年 (1650)現 在の南門が移築 され
35)

た 。

本薬師寺の規模を踏襲 した金堂・塔が他の平城京諸大寺に くらべてかなり小規模であるにも

かかわらず,南大問は大安寺南大門・平城宮朱雀門 (いずれも5間 ×2間,各 17尺等間)な どとほ

とんど同規模である。それぞれの由緒と藤原京薬師寺の伽藍の伝統を伝えながら,六条大路の

左右京に建つ両官寺の南大門がその規模をほぼそろえたのは,京における両寺の対等な立場と

対称的位置を考慮 したのであろう。

� 中  門

中問は桁行 5間,梁行 2間,桁行中央 3間 17尺 ,両脇間15尺,梁行各12.5尺,基壇外装は凝

灰岩切石製, 桁行 27.33m,梁行 13.32m, 基壇の出は正背面 2.96m, lo尺 , 側面 1。 67m,

5。 65尺 となる。石階は正背面中央 3間に取 り付き。基壇高さは約 0。 8m程と想定され,壇の上

面は凝灰岩切石を布敷としていた。前面両脇間に二王の台石と仏壇が発見されているので,

『縁起』に「五間,一蓋,戸三間.壁二間」とするように,親柱筋の中央 3間扉日,二王の後

及び脇を上壁とする五間三戸,切妻造の一重門と認められる。南大門と同様に『縁起』に見え

る長さは 5丈 1尺で実状より短いが,天禄火災後,寛和 2年 (986)か ら寛弘 9年 (lo12)に い

21ヱ



第Ⅵ章 考  察

たる復興の時 も基壇自体の桁行長さを縮少されたような形跡は認められない。大安寺中間が,

桁行長さ中央 3間 18尺,両脇間17尺,梁行 2間 17尺 とするのに比べるとかなり小さく,特に梁

行の間が狭いが, 5間 関であることにはかわ りがない。正背面の基壇の出は大安寺中間が12.5

尺に対 し,薬師寺では10尺で,いずれもかな り大きく取 っている。 5間 3戸の一重門は,平城

宮でも朱雀門を除 く外周の諸門,平安官では南面 3門 と上東 。上西門を除 く諸門のほか,平城

京大寺や諸国の国分寺の中門などに建てられている。古代・中世の現存遺構はないが,近世の

ものでは京都御所承明門がある。

『年中行事絵巻』の平安官待賢門・承明門・建礼門,『平治物語絵巻』の待賢門などが 5間 3

戸,切妻造の一重門に描かれているが,『年中行事絵巻』の建礼門は三重虹梁基股風の構架 と

し,棟にはシビをのせている。大安寺中間のように基壇の出が12.5尺 もあると,平三斗では地

垂木の出が余程長いものとなり,少 くとも出組程度の手先の出る組物を必要 とした と考えら

れ,大規模の五間の一重関では手先の出た組物を用いることがあったと思われる。

回廊が単廊として計画され,礎石据付けまで工事が進行 したところで基壇をひろげ,複廊に

変更 しているので,中門でも当初計画を変更 している可能性があると考えられる。特に梁行が

12.5尺 と桁行に対 しかなり狭いことは不均衡に思われる。中門の礎石位置にあたる下方の地固

め中に投入されている多量の瓦もすべて本薬師寺のものであるが,基壇東方では基壇積土中に

斜に東へ下る土層があ り,上記の特殊な地固め工法も,計画変更にともなうものとみることも

できるかも知れない。もっともこのような仕事は,単に工事の進行過程を示す可能性が考えら

れるので,土壇築造着手以前に,計画変更をすでに行っていたかもしれず,詳 しくは不明であ

る。梁行については基壇拡張の形跡はなく,計画変更があったとしても梁行柱間寸法は当初か

ら12.5尺 と思われる。梁行材などに当初計画によって用意された材を転用しているかもしれな

い。 もし桁行が拡張されていたとすれば,中門の上層から当初築造にかかった土壇桁行長さは

約 16.4mほ どであったことになる。おそらく3間 1戸に計画された と思われ,中央間14.5

尺,脇の間12.5尺の平面案も考えられるが明らかでない。
'II原

寺では中門は三間一戸二重門と

推定されてお り,藤原京大官大寺中門も二重門であ り,本薬師寺中門も二重門であった可能性

が高い。平城京薬師寺の当初計画でも,中門が二重門であった可能性が少 くないが,本薬師寺

の状況は将来の発掘調査によって確めることができよう。

中 F日 の仏像は『縁起』に,二王像,夜叉形天及び座鬼形等合わせて16赤な りとする。前面両

脇間で発見された各 2個の丸柄穴のあいた石が二王の脚の台石,二王を囲んで脇の間の親柱筋

から妻狽1に かけて短折 りに作られた凝灰岩製の仏壇が夜叉形天等の座で,こ れらの諸像は塑像

36)『縁起』に見える長 さ5丈 1尺 は,中間 3間

の柱間寸法と一致する。天禄以後に基壇長さを

大きく切 り縮めた形跡はないが,その上に再建

した門は,あるいは桁行 3間で各間17尺であっ

た可能性も全くないわけではない。中門東妻柱

のすぐ内方に回廊側柱通 りに性格不明の上袋が

あり,中門桁行短縮時の回廊礎石据付け痕と見

られるかもしれない。長さ5丈 1尺は建立当初

の計画寸法であった可能性が考えられるが,実

2=2

際に完成 したのは 5間の長さ8丈 1尺の門であ

ったから,後世の『縁起』に変更以前の計画寸

法が伝えられたとは考えられないであろう。な

んらかの錯誤であろう。南大門も『縁起』では

長 5丈 とする。中央間 3間をとると5丈 4尺 と

なるので『縁起』の寸法は 3間 としても小さく,

誤記であるらしく, これも計画寸法とはならな

いであろう。



1遺

であった。

� 金    堂

金堂は桁行 7間 ,梁行 4間の建物で,柱間寸法は桁行中央 3間は天平尺で 12.5尺,3.703m,

桁行中央両脇間と梁行中央 2間は 10尺,2.954m,桁行・梁行両端間の周囲 1間通 り庇の出は

柱足元で10.15尺 ,3.007m,裳階の出は側柱から足元心々で 6.25尺,1.850mであ る。 当初

の基壇は地覆外面で東西 29.40m,天平尺 99,3尺 ,南北 18.26m,61.7尺で,側柱通 りか ら

の基壇の出は正背面10。 70尺,側面 10。 75尺になる。

土壇は地山上に版築とし,基壇外装は凝灰岩製の東石を用いない壇正積,正面 3個所,他の

三面 1個所に石階を設け,玉石敷の犬走 りと雨落濤が周囲をめぐり,濤外をさらに玉石敷が取

り囲んでいる。

庇側柱 。身舎入狽1柱 の礎石は花商岩野面石に方形の柱座を造 り出し,入俣1身舎柱では柱座の

脇に地覆座を造 り出す。地覆座の幅は正面中央 3間 と背面中央間が広いので, ここが扉 口,他

は土壁で身舎全体を仕切っていたと考えられる。裳階礎石も花満岩野面石に方形柱座を造 り出

す。背面の裳階礎石には地覆座を造 り出すものもあるが,一方にのみあった りして現状では揃

わない。基壇上面は凝灰岩切石布敷とし,礎石の方形柱座が石敷に囲まれてやや上に出る。

仏壇の当初の規模は間口10.07m,34尺 ,奥行 3.25m,11尺 ,高 さ 0.55m,1.9尺 で,壇の

下の床面にも全面に凝灰岩切石を敷 く。仏壇は内部を土築とせずに凝灰岩の角材を敷石上に前

後二列に並べた特殊な工法で,外装は大理石の壇正積,上面は同切石敷とし,仏像台座下の一

部は凝灰岩とする。地覆石は敷石を約 2cmほ り沈めて据え付け,羽 目石から束をきざみ出す。

薬師寺金堂は『縁起』には「二重二閣」と記され,『七大寺日記』には「二蓋,重閣各有之 ,

例造様四蓋也」,『私記』には「五間四面瓦葺,重閣各有裳層,"其造様四蓋也」とし,『縁起』

には柱高さを 1丈 9尺 5寸 とする。 これは本建物初重側柱の長さと考えられる。

堂内の荘厳の有様を『縁起』では,垢戦を以て葛石とし,瑠璃を以て地に敷き,黄金を以て

縄堺道とし,蘇芳を以て高欄を造 り,紫檀を以て天丼格子とし,天蓋を吊っていたことなどを

述べ,『七大寺日記』にもほぼ同じように記 し,その華麗な様を伝えている。垢載, 瑠璃 とは

仏壇の大理石のことであろう。また,『私記』には層ごとに木絵があり,角木などに金鑑を飾

るとし,組物の支輪や天丼板などに彩色があり,軒先の隅木や垂木に金具を飾っていたことが

わかる。発掘調査では地垂木・飛権垂木の木口の透彫 り飾金具を発見 していてこれを裏付ける。

金堂初重の柱間寸法は中央 3間 12.5尺 に対 し,脇各 2間 と梁行は柱天で各10尺で,身舎の梁

間が余 り広 くない。中央間と脇の間の比は1.25と なり,法隆寺金堂の身舎と庇の柱間の比 1.5

に比べると脇の間の比率が大きく,広い。

この柱間の取 りかたは川原寺中金堂に類似する。川原寺中金堂は桁行 5間,梁行 4間,桁行

中央 3間 12尺 ,脇の間10尺 ,梁行各10尺 とする。礎石には方形と円形の二重の柱座を造 り出す

が,側柱礎石には地覆座はな く,身舎柱の礎石に地覆を落 し込んだ欠込みがあって地覆座の内

方には円形の柱座を造らない。従って川原寺金堂では,法隆寺金堂のように,身舎全体に仏壇

を構えていたと考えられる。基壇地覆石の出は側柱心から約12尺で,高 さは約 5尺 と推定され

37)「国宝薬師三尊等修理報告書」昭和33年。 38)注22に 同じ。

2=J
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ている。川原寺金堂の柱間寸法が薬師寺金堂に類似 し,身舎全体が仏壇であったとすると,川

原寺金堂にも裳階があった可能性を考えてよいのではなかろうか。基壇の出は薬師寺金堂より

やや長 く, この間に裳階を設ける余裕は十分にある。ただ薬師寺では,裳階の屋根に本建物よ

りもやや小型の瓦を使用 していたと考えられるが,川原寺の創建瓦にはそれに対応するものが

ない。薬師寺金堂が仏壇に大理石を用いるのに対 し,川 原寺金堂では礎石に大理石を用い,柱

間寸法も類似 している。この両寺,特に本薬師寺と川原寺の金堂は裳階の存在を含めて,各部

の構造技法に共通するところが少な くなかったのではなかろうか。

� 西    塔

基壇は地覆外面で 1辺 13.65m,天平尺 46尺,高さ 4尺程,掘 り込みのない版築である。基

壇外装は,地覆石は花満岩,その他は凝灰岩で,束はな く羽目石の上に葛石がのる。石階は 4

面中央に取 り付き,石階幅は 2.9m,耳石心々で 2.35mと なり, 中央間の柱心と一致す る。

基壇周囲には幅約 60cmの玉石敷の犬走 りが廻 り,雨落溝幅は 50～60cm,さ らにその外に玉

石敷があ り,外周に玉石の立石が並ぶ。立石は石階前雨落溝の外側石から約 70cm, 基壇地覆

石前面から 3.5m,一 辺 20.75m,70尺 四方である。 さらに立石の外にも玉石敷がひろがるが

その範囲は明らかでない。

心礎が原位置に残るほか移動 した礎石が 2個残る。側柱・四天柱の礎石据付痕はすべて確認

され,初重柱間寸法は,中央間 2.34m,脇の間 2,37mで現存する東塔と一致するが,裳階の

礎石据付痕は確認されていない。心礎の舎利孔の状況は本薬師寺東塔の心礎とよく似てお り,

石質も同様石英閃緑岩で,移動 している西塔の礎石 2個 もやは り同質であるが,心礎ほり込み

穴の水抜きは本薬師寺になく,手法には微妙な相違がある。

西塔は享禄元年 (1528)に 焼失後,再建されなかったが,東塔と同規模で同構造と考えられ ,

東塔には釈迦八相のうち因相, 西塔には果相を塑造の群像で表現 していた。『縁起』には「右

両塔安置尺迦攻口来八相成道形也,東塔因相,入胎・受生・受楽 。苦行,西塔果 相,成道 (内降

魔相在之)・ 転法輪・浬霙・分舎利」とする。

昭和 9年の西塔の部分的調査でも塑像断片が発見され,昭和51年の西塔の発掘調査の際も多

くの断片が発見された。これらと寺院に保存されている多数の塑像心木によって,当時の様相

が想定される。この群像は断片で1917点にも及がもので,四天柱内に甜まるような状況ではな

い。東塔では初重内部支輪受け廻縁に側柱と四天柱の中間を通る井桁枠の痕跡が確認され, こ

れらの群像をまつった仏壇構えの前面廻縁に当ると考えられて,仏壇は四天柱を取 り込んで側

柱と四天柱の中間にまで広がっていたと考えられている。そ うなれば側柱通 りに扉口などの柱

間装置を設けることは到底むずかしく,内部の群像安置のためにも裳階は不可欠のものであっ

たことになる。平城の薬師寺塔に裳階を必要とした理由はその外観意匠の金堂との均衡ととも

内部に特に広い仏壇を要 したことによるのではなかったろうか。本薬師寺東塔では,側柱礎石

に地覆座が造 り出され, ここに柱間装置が計画されたことが甥らかで,仏壇も四天柱内に納ま

る程度であったとすると,必ず しも裳階を必要としなかったと思われるが,本薬師寺塔におけ

38)足立 康「薬師寺西塔心礎考」『東洋美術』

11号 ,昭和 6年。同『古代建築の研究 上』中

央公論美術出版,昭和61年。

39)『薬師寺伽藍の研究』日本古文化研究所。

2=Fr

40)田中義恭『薬師寺西塔跡出土塑像断片』奈良

目立博物館 。奈良国立文化財研究所 昭和56年。

41)田辺三郎助「塔本釈迦八相像残欠」『奈良六

大寺大観6 薬師寺』岩波書店。昭和4亮
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る裳階の有無は今後の調査に期するほかはない。

『縁起』では塔の高さを 11丈 5尺 とする。東塔の現状の高さは礎石上端から相輸の宝珠天ま

で 34.13m(天 平尺■5,3尺)である。復原された西塔は初重の柱高を東塔より 15cm長 くし,

各重で荷重による圧縮分を加算して全体で東塔 よりさらに 60cmほ ど高 くし,塔 の高さを

34.896m(天 平尺■7・ 9尺)と し,基壇高さは地盤から礎石上端まで 1.41mと なっている。

今回の西塔の発掘調査では本薬師寺から移築されたとする証拠は何も発見されていない。心

礎・礎石は何れも竜門岳付近産出の石の紋に特色のある石英閃緑岩ではあるが,金堂 。東塔の

礎石においてもこの種の石材が使用され,飛鳥地方で採取製作されたものであるが,心礎の舎

利孔には本薬師寺東塔と微妙な差があって,西塔心礎がもと本薬師寺西塔のものであったとす

ることには問題がある。現存する東塔については,一部を旧部材とみる見解もあるが,西塔再

建にともなう東塔の詳細な調査の結果では,こ れを移築とみる根拠は何も得られていない。本

薬師寺の塔に裳階があったとする直接の証拠はまだないが,今後本薬師寺の発掘調査が行われ

て裳階がなかったようなことになれば東西両塔とも移築は全 く考えられないことになる。

V講   堂

基壇は東西 42.5m, 1尺 0.296mと して約 143.5尺,南北 22.2m,約 75尺 で,東西は現講堂

基壇の約 1.8倍,南北はほぼ同規模である。地覆石が一部発見されているが基壇外装の詳細は

明らかでない。背面には雨落溝はないが玉石の犬走 りはあるらしい。石階では正面中央 1間が

確認され, ここでは雨落濤の幅は 0,7mと なるが,両脇にも石階があるかどうかは未確認であ

る。背面には中央に幅約 4mの食堂への玉石敷と溝があ り,こ こに石階が付 く。

『縁起』によれば,重閣,七間四面で裳階があ り,長 12丈 6尺,広 5丈 4尺 5寸,柱高 2丈

5寸,裳階高 1丈 3尺 6寸 とし,高さ 3丈の阿弥陀浄土繍仏を本尊としていた。礎石抜取 り痕

跡とも考えられる不整形な穴が,東南隅柱と東側面北端 2個所で発見されている。柱間寸法の

詳細は確定 しがたいが,桁行は中軸線から約 18.6m,従 って総長は約 37.2m,梁行は 16.3m

ほどと思われる。 1尺を 29,6cmと すると,桁行は125.7尺 ,梁行は55尺 となる。『縁起』には

長12丈 6尺,広 5丈 4尺 とするが,裳階の礎石は小型であ り,掘 り方も深 くないと考えられる

ので,上記の礎石抜取 り痕は主屋側柱と考えられる。個々の柱間寸法は推測の域を出ないが ,

桁行は中央 5間 15尺,両脇各 2間 12.5尺 ,計 125尺,梁行は中央 2間 15尺,両脇間12.5尺 ,

計 55尺ほど,裳階の出を各 6.25尺 とすると,全体で桁行 137.5尺 ,12.5尺 の 11倍, 単廊束西

全長の 3分の 1と な り,回廊との関連も都合がよい。基壇の出は主屋側柱から桁行9.25尺,梁

行10尺 となってやや差を生 じるが,9.5尺乃至10尺ほどとみられよう。

『縁起』には重閣とあるが,『七大寺日記』,『私記』では「有裳層,例重閣講堂也」としてお

り,一重の主屋に裳階が付いたものと考えられている。『縁起』にはまた,「南無戸,東西各戸

一間,北戸三間, 自余皆連子,今壁」とみえる。これによれば,正面はすべて連子で,講堂か

ら直接回廊内庭へ出られなかったことになろう。柱間装置は,金堂・塔から推察すると裳階柱

通 りに付き,側面と背面も扉口のほかは全部連子で,天禄再建の際は連子をやめて土壁とした

ことになろう。

42)官上茂隆「藤原京薬師寺宝塔の形態と平城京

移建 (薬師寺宝塔の建立上)『 日本建築学会論

文報告集 No.226号』(昭和49年 ),「 平城京薬師

寺宝塔の建立 (その 1)(薬師寺宝塔の研究上)」

『同 No.248』 (昭和51年),「同 (そ の 2)(薬師

寺宝塔の研究 下)」『同 No.251』 (昭和52年 )

43)浅野 清「薬師寺東塔に関する調査報告善」

薬師寺 昭和56年。
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� 回

回廊は,初Π藍造営の当初計画では単廊であったが,造営途中に複廊に計画変更 し,伽藍造営

当時に実際に竣工 したのは複廊である。

回廊は,単廊・複廊ともに,金堂・塔を囲んで講堂側面中央に取 り付き,金堂への軒廊はな

い。東西幅が南北幅よりやや長 く,横長となる。 このような横長の回廊は,回廊内に東西両塔

を取 り込む伽藍配置では類例が少ないが,縦横の比や金堂・塔の位置関係が新羅の感愚寺と類

似することは注目される。

複廊柱間寸法は,桁行13.5尺～13.7尺,梁行10尺である。中門の取 り付き部では 2間分が12

尺となる。複廊は中門取 り付き部ではやや登 りとな り,回廊基壇上端が中門基壇上端と同じ高

さに揃 うおさまりであったと考えられる。複廊の長さを棟通 りで計測すると,南面回廊が中門

心から東南隅棟通 りまで 58.48mで,中門心から西南隅も同じである。東面 回廊 は棟通 りで

106.89mで ある。北面回廊東方は東南隅まで 59.25mあ り,単廊の棟通 りまで とほぼ等 しく

南面が北面よりやや短いことになる。回廊の振れは,中軸線に対 して南面回廊が中門東側で

は,東で北へ 0° 17′38′
′,中門西偵1では,西で南へ 0° 52′53′

′
と,中問西側の方が振れが大きい。

東面回廊は,東南隅・東北隅を引き通 して,北で東へ 0° 25′ 15″ 振れるが,伽藍中軸線が北で西

へ 0° 34ア00′
′
振れるのに比べて,東へ開 く傾向にあることになるが,これは南面回廊が北面 回

廊より短いためである。

『縁起』では南面20間,北面16間 ,東面 24間,西面25間 として,西面が東面より1間多 くな

っていたことを記すが,東面は転写の誤記と思われる。この柱間の数は内側の柱列で数え,中

門及び講堂の両脇を除いた柱間数である。天禄火災後の造営の割 り当ては『縁起』によると,

大問が大和,中門と廉廊30間 が備前,30間 が備後,22間 が安芸,14間 と食堂は播磨に割 り当て

られた。その他では,経楼が周防,鐘楼と東院房が美濃,東南僧房が伊予,西南僧房が讃岐

で,講堂は別当遂禅であった。ここに見える国は 9個 国であるが,『 日本紀略』では備前がな

く,備中 。伊賀が加わって 10個国となる。 この害より当ては合わせて 96間になるが,これは中

門・講堂両脇をふ くめ,南面は東端まで13間ずつ,北面は東端まで10間ずつ,東西回廊は南】ヒ

面回廊内側柱通 り間各25間 として数えた合計に当る。天禄火災後の復興は割当て通 り実行され

ず,周防国が13間 ,別当平超が43間 と講堂東廊10間,残 りは平超の跡を継いだ別当増祐が造立

した。なお長押をところどころ打ったいたが,連子・小壁 。脇門などは未完の状況であった。

周防の13間 は南面の中関の東西いずれか端までに当 り,平超の講堂東廊10間 も講堂協から東端

までの10間 に当る。講堂東を特に平超とするので,増祐の分は講堂西脇10間を摩 くめ30間 とな

り,平超の分は北面東方10間 と南面の一方13間及び東面 。西面回廊のうち30間に当ると考えら

れるが詳 しくは明らかでない。

平城京薬師寺が,造営当初,単廊で計画されていることから,藤原京薬師寺が単廊であった

ことは間違いないと考えられるが,川原寺・大官大寺の回廊も単廊であり,寺院で複廊が用い

44)薬師寺回廊については,次の論稿がある。

長谷川輝雄「四天王寺建築論」『建築雑誌477号』

(大正14年)。 大岡 実注 14)論考。 足立 康

「薬師寺回廊復原考」『古代文化研究 5号』(昭

和 8年),同『古代寺院の研究 上』(中央公論

美術出版,昭和61年)。 杉山信三注14)論考。宮

2王δ

上茂隆「薬師寺仏門・回廊の規模形態と造営事

情」『日本建築学会論文報告集Nα 209』 (昭和48

年),こ の論稿の中で宮上氏は平城薬師寺は単

廊の計画を複廊に変更したことを論じている。

45)『 日本紀略』 円融院天延元年5月 3日 条, 新

訂増補国史大系第■巻,P,123。

察
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られたのは平城京の薬師寺あるいは興福寺がおそらく初めで,古新羅及び統一新羅時代の寺院

の回廊も今 日知られているところでは単廊である。前期難波宮では内裏前殿 。同後殿・内裏東

西八角楼・朝庭を取 り囲むのは掘立柱の複廊であり,複廊はまず官殿に採用されたことになる

が,寺院の複廊がその影響か,ま た別に新羅・唐などの寺院の影響を受けたかは即断しがたい。

川原寺では回廊は金堂に取 り付き,大官大寺では講堂をも取 り囲んで金堂には軒廊を設け,

平城京では,興福寺 。大安寺などでは回廊は金堂に取 り付 くが,薬師寺には金堂の軒廊はな

い。新羅の古寺院でも金堂に軒廊が取 り付 く例が多いのに対 し,軒廊のないのも薬師寺の特徴

の一つにあげられよう。

vii鐘 楼 。 経 蔵

楼の位置は回廊内に推定されていたので,1969年に東方の推定位置の調査が行われたが確認

されず,1971年の調査で東回廊の北方で,東僧房との間に楼跡が発見され,さ らに1974年に対

称の西方の楼を西僧房の前面で確認 した。

東西楼のいずれが鐘経楼にあたるか明らかでないが,『縁起』によれば鐘楼は焼失後,長録

5年 (1003)に楼跡を清掃 し,仮屋を建てて興福寺別院建法寺の鐘を架けている。江戸時代の

「和国添下郡西京薬師寺絵図」(Fセ.2)では金堂の西方に鐘楼を描いている。「伽藍寺中之図」,

(F竜.3)「 伽藍寺中芥阿弥陀山之図」では金堂東方に移 り,近年までそこにあって,伽藍整備に

ともなって今はまた回廊内東北隅の位置に移されているが,『縁起』 と「西京薬師寺絵図」の

状況から,西方を鐘楼にあててよいのではないかと思われる。

基壇の規模は東西ともほとんど同じで,西方鐘楼跡では南北 19,25m,天平尺 65尺,東西

15。 68m,53尺 で 4方に石階が付 く。西方の石階は幅 4.15m,14尺 ,出 0。 9m,北方は幅 3.10

m,出 0.7mで出に差があるが,最下段と高石を含めて 4級 と考えられ,基壇高さは約 90Cm

程となろう。基壇外装は地覆石上に羽目石を立てた壇正積であるが,鐘楼北面の据付痕跡は幅

狭 く溝状をなし,北面では地覆石を省略 し,羽 目石を直接立てていた。石階は三方に地覆石を

廻 し,両脇に耳石を据え,地覆石に耳石受けの柄穴をはる。基壇上面は削られて礎石据付け痕

は確認できないが,西方石階地覆石の耳石檎穴心々は 3,7m,12.5尺となるので,柱間を桁行

3間,梁行 2間,12.5尺等間と考えると,『縁起』の長 3丈 7尺,広 2丈 5尺と良 く一致する。

12.5尺 の柱間は薬師寺ではさかんに用いられ,単廊の桁行・梁間,金堂桁行中央 3間,中門梁

行,講堂・食堂桁行協のFHl,同 梁行脇の間などが同寸法である。なお北面の石階の耳石心々は

2.67m, 9尺 である。

基壇の出は四方14尺程となり,軒の出はさらにこれよりも多少長 くなるので切妻造ではな

く,入母屋造であったと認められるとともに,金堂,塔,南大門と同様に三手先の組物を備え

ていたはずである。『縁起』によれば,柱高さは 3丈であったとするが,これは金堂の 1丈 9

尺 5寸,講堂・食堂の 2丈 5寸 よりもはるかに長い。柱長さが実際に 3丈の通 し柱であったと

すれば,三階ではな く,一重裳階付きのようにも考えられるが,重量の大 きい銅鐘を吊る鐘

楼,多数の経巻類を納めた経蔵の用途からみて,二階造の楼の方がかさわ しいとも考えられる

ので,礎石から二階の柱天までを 3丈とした楼造かもしれない。『縁起』に「大経蔵 と云か」
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と見えるように,大安寺と同規模の大型の建物であった。

�ii食  堂

食堂は昭和45年 と同46年に東西側面及び正面石階部分で,同49年に西側面の発掘調査が行わ

れている。基壇は地覆石外面で東西 47.4m,天平尺160尺 ,南北 21.8m,74尺 と考えられ,束

石を立てた凝灰岩の壇正積で延石はない。正面中央に幅 3.80m,出 0,70mの石階が設けられ,

葛石を除いて 2級,基壇高さは約 0.8m程と考えられる。側面前端間にも幅 3.5m, 出 0,85m

の石階が付 く。正面両脇及び背面中央間などにも石階があると思われるが未調査である。基壇

の外に幅 0.6mの玉石敷があ り,さ らに幅 0,7mの 雨落溝があ り,正面中央には講堂との間に

玉石敷の道 (幅 3.9m)を設ける。

『縁起』には 9間 4面の東屋で長 14丈,広 5丈 4尺 5寸 と見えるが,梁行は西側面の調査に

よって中央 2間 14,5尺,両脇間12.5尺程,計54尺 と考えると『縁起』とはば一致 し,基壇の出

は9.5尺程とみられる。桁行は『縁起』に 14丈 とあり,中央間を十字廊の発掘成果と合わせて

15尺,両脇各 5間を12.5尺とすると,11間で140尺 となり,丁度よく納まる。あるいは桁行各

間を十字廊に合わせて中央間15尺,そ の脇を14尺,次を13尺,両端 3間を12尺 とすると141尺

となる。この場合,梁行は中央 2間 15尺,脇の間12尺 ,計54尺 と考えることになろう。

柱高は,『縁起』に 2丈 5寸 と見えて講堂と同長である。内部は中央に 1間の内殿,厨 子が

構えられ,半丈六金銅阿弥陀如来坐像 と観音・勢至菩薩像がまつられていた。『縁起』に東屋

とあるので寄棟造であったことになる。食堂だけに東屋と特記されていることは金堂 。講堂は

入母屋造であったことを示 しているものと思われる。

『縁起』には前面に 9間,背面に 3間の扉 日があ り,左右には脇戸 1間があった とす るが,

側面前端間に石階があるので,脇戸 (せぃの低い引戸か片開戸のようなものであろう)は側面前端間

にあった可能性が大きい。

� 十   字   廊

『縁起』に食殿ともいい,東西 14丈 1尺,南北 5丈 6尺,高 9尺 2寸 とし,天禄の火災はこ

の食堂の堂董子宿所が火元であった。在来から食堂の後方にあったものと考えられていたが,

1978年の西半分の調査でその状況が確認された。十字廊の東西棟は桁行11間,中央間15尺,そ
の脇14尺 ,次は13尺,端の 3間が各12尺,合わせて141尺,梁行は8.5尺, 2間 で17尺である。

中央間から前後にのびる南北棟は,南に 3間,各 10尺 で全長を56尺 とすると,北は 1間 9尺 と

なる。周囲に雨落溝がめぐり,その出は柱通 りから東西棟南5.5尺,同西4.5尺,同北5.5尺 ,

南北棟西5,5尺,溝幅は約 40cm,後 の改修で溝の両岸に枕を打ち横板を押えて護岸する。

基壇外装は凝灰岩切石を直接立てた簡単なものである。廊と呼ばれるが,堂童子宿所にもあ

てられていたから,南北棟は通路状に使われたとしても,東西棟は柱間を囲って使用していた

ものであろう。

46)『興福寺流記』に興福寺の経蔵は「長三丈四

尺 広二丈二尺」とみえる。鐘楼についても「
同経蔵也」としているが,「弘仁記云」として

「長四丈六尺。広三丈五尺三寸」と記している。

大安寺の経蔵は『大安寺伽藍縁起井流記資財
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帳』に「一日経楼 長三丈八尺 広二丈五尺」

「―口鐘楼丈尺如経楼」と記 してい る。また,

発掘調査によって鐘楼基壇の幅が 14.4mでぁ

ることを確認している。奈文研『年報』 1975,

p.32。
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十字廊建立に当り廃棄された基壇西北隅近 くの井戸の掘 り方から出土 した土器により,建立

年代は奈良時代中頃以降になる。天禄火災後,寛弘 2年 (loo5)に 造立され,『縁起』に「但南

】ヒ如本」とあって南北棟のみ再建されたようにとれるが,基壇上面や雨落濤の出土遺物は10世

紀後半のものであり,南北棟も実際に再建されたかどうかにも問題がある。

x僧  房

昭和45年に東僧房,同49年に西僧房,さ らに同年に東僧房,昭和53年に西小子房の調査を行

った。食堂東西に棟通 りをそろえて並が東僧房・西僧房では東僧房西端房と第 2房,西僧房東

より第 3房から第 7房の保存状況が特に良かった。昭和45年の調査では東僧房基壇前面の玉石

列の入隅が確認され,さ らに南へ折れ曲った玉石列の南端の出隅が確認されている。

僧房の配置については,従来い くつかの見解が出されていたが,講堂の北に食堂が建ち,そ
の両協に東西棟の東西僧房が並ぶことが確められ,さ らに東西僧房の両協に南へ延る南北棟の

僧房があったと考えられる。

東西僧房は大房・小子房・付属屋からな り,各 9房で構成される。基壇はごく低 く, 1房の

桁行は20尺,大房梁行は38尺,大房背面から38.5尺離れて梁行14尺の小子房が並が。中庭には

西側の房境に寄せて桁行 3間,梁行 1間,各間 8尺の南北棟の付属屋があり,東側では大房背

面に玉石の雨落濤が作られ,北へ折れ曲って付属屋の東を通 り,小子房の下を暗渠で抜けて小

子房背面の濤に排水される。小子房前面東方にも雨落濤があって前記の濤に連なる。雨落濤に

囲まれた中庭東半部は玉石敷とする。

各建物内部は何れも土間床で,大房は房境の庇柱 。身舎柱と妻の中央柱を丸柱とし,その他

の中間の柱は角柱とする。身舎では西半分は建物と離 して床を作 り,東方房境の壁際に棚状の
47)

施設を作る。房境は全面壁で前面側柱通 りは幅の狭い凝灰岩切石の地覆があって間に礎石を置

かず,20尺持放 しの状況である。地覆石の磨耗が少なく,西僧房第 6房では地覆の焼損断片が

残 り, ここに木製の地覆を通 し,恐らく間柱を 2本立てて頭貫を支え,中間を開口とし,両脇

は格子をはめた程度の簡単な構えで,前面庇の間は開放に近い状況であったが,その側面房境

は土壁 となるので,庇の間は房の一部として使い,通路とはしていない。

身舎正面柱通 りは角柱で 3間に分け,中央間は両開き扉 口,両脇間は土壁あるいは連子窓 と

する。身舎背面柱通 りは中央に角柱を立てて 2間に分け,西方間は土壁,東方間は袖柱 を立

て,袖壁を付けて戸日とする。多分片開戸であろう。房境は中央に角柱を立てる。従って身舎

20尺 4方が 1室に仕切られることになる。背面側通 りは中央に角柱を立てて 2間 とし,身舎背

面戸口の北にあたる背面庇の東方間では側柱通 りに仕切 りがな く開放で,小 子房 。中庭への

通路となっていた。西方の間は 1室に囲み,東方間との境は身舎寄 りに間柱を立てて戸口を開

き,背面側を土壁とし,背面側通 りは土壁あるいは窓であった。

小子房は方 2間を 1房 とし,房の正背面中央と各棟通 りに柱を立て,正面東方間は戸日,西

方間は土壁,背面は東方間土壁,西方間は中柱を立ててほぼ三等分 し,中央間に狭い戸口を造

り両脇を上壁とする。内部は房境は土壁,中央梁行柱通 りは後方間を上壁,前方間は間柱を立

てて南方を戸口,北方を土壁とする。中央柱通 り西側を木樋暗渠が南北に通過する。

付属屋は桁行 3間,梁行 1間の南北棟で,切妻造あるいは片流れ,大房では軒下に屋根が納

まるとしても,小子房の軒先では接続 して谷を作っていたかもしれない。 3室に仕切られた よ

47)正倉院の御床などにより構造を推定。『正倉院図録 木工編』昭和53年。
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うであるが後世の改造が甚 しく,当初の柱間装置の詳細は明らかでないが,間柱の立つところ

が多 く,狭い戸口が各所に設けられていたらしい。また付属屋と大房の間も仕切って,大房軒

下にも部屋を設けて利用していたらしい。

すでに詳 しく述べたように,僧房は建立後,天禄 4年 (973)に 院亡するまで,250年程の間,

僧侶の住房として長 く使用されてお り,全面的な建替えの形跡は認められないものの,各房に

よって随所に適ぎ政造修理が加えられていた。全体に共通する改造としては,大房正面側柱通

りの柱間装置の改造がある。凝灰岩切石地覆の内偵1に篇平な石を添わせ,その中間にも瓦片・

辱などを並べて中央部分の地覆幅をひろげている。これは本格的な仕事ではないので,間柱や

地覆内側に添木を付け,中央間を扉 口としたものと考えられ,こ の改造によって前面の庇の間

が部屋として使えるようになった。

僧房は土壇が低いうえに土間であ り,湿潤な環境であったと考えられ,建物の足元の腐朽 も

少なくなかったようで,西大房では柱際の瓦組の地覆の上に玉石を置いているところがあ り,

ここに補強柱を立てたか,柱取替・根継などの修理が行われたことを示 している。室内の床面

を高めた り,瓦片を敷いた り,瓦地覆の上にのし瓦状に瓦を重ねたところもあ り, また,大房

身舎の床を張 り替えた り,棚の東石を据え替えて改造したところも各所で見られ,前面庇の両

脇に床を張った房もあり,破損や使い勝手に応 じて適当に改修 している。

東西僧房は各 9房で中間に通 り抜ける馬道はない。東僧房の東端で南面の玉石葛石は入隅と

なって南へ折れ曲り,さ らに約 31.5mで東へ山る出隅となってお り,東西僧房の外方に南北

棟の僧房が南へ延ると考えられる。 この南北棟の僧房は,『縁起』にい う東南僧房及び西南僧

房に当ると思われるが,大房の建物自体については未確認である。東僧房正面柱通 りと東南僧

房の房境柱通 りが揃 うと考え,南へ曲る玉石列の南端出隅を勘案すると,東大房前面柱通 りか

ら南へ, 1房 18尺で 6房を想定すると都合が良い。この僧房の玉石溝の出を西側柱通 りから 7

中尺とし,梁間は東西僧房と同様に身舎20尺,庇 9尺 とすると,こ の東南大房中心棟通 りまで

中軸線から300尺,東面回廊棟通 りから100尺,西二坊坊間路心まで150尺に当ることになる。

東南大房東方では調査団の昭和45年 の調査で,掘立柱掘形が発見されている。 これらの掘方

を桁行 3間,梁間 1間の東西棟の僧房付属屋とみるとその位置も都合よく, 1房の間口も18尺

とみることができる。ただし,掘立柱穴が検出されなかったところもあるが,それらは柱穴が

ごく浅かったためか,あ るいは柱の短いところには礎石を混用 したようなことを考えることも

できよう。このように東大房身舎前面柱通 りから南へ 6房,北へ 2房,あわせて 8房,南 6房

は桁行18尺,北 2房は桁行19尺 と考えると,付属屋に想定 した柱穴ともよく一致す る。

『縁起』に見える「旧流記帳」では「合僧坊捌条大房四烈」とする。 8条の僧房を大房 4列 ,

小子房 4列 とすると,食堂両脇に 2列,その両協から南へ延る2列 であった ことになろ う。

『縁起』に見える僧房の天禄焼失状況の記事では, 14宇が 6烈となっていたとする。 この記事

には前後の錯乱があるようで明確ではないが,焼失したのは東僧房 2列,西僧房 2列,東南僧

房 2列,東北僧房 2列,檜皮葺房 1列,西南僧房 2列 である。小子房の 1棟は全焼を免れて10

間が遺留し,焼失後平超が 6間を造立 した。また,こ の記事の末尾に見える檜皮葺坊 1宇 も焼

48)昭和45年度の薬師寺伽藍発掘調査団の調査で確認されている。
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失 したようで,ほ とんどすべての僧房が焼亡の災にあっている。

僧房が14宇を 6列 とするのは,大房 。小子房各 6列 と,檜皮葺坊 2字 であ った ことになろ

う。そ う考えると焼亡を免れたのは西北僧房であったことになる。半焼 した小子房は西北僧房

の小子房とも考えられようが,焼残った小子房は南北棟であったから西北僧房を後述のように

東西棟とすると,東南あるいは西南僧房の小子房が半焼であったことになろ うが,10間 遺 留

し, 6間造立 して16間になったとすると, 2間を 1坊 として 8坊に再興されたことにな り,東

南大房の想定と合 う。

『縁起』に見える僧房復興の諸国への割当では,東南僧房は伊予,西南僧房は讃岐であるが,

回廊などの復興状況からみると,割当どお り実施されたかどうか甚だ疑わ しい。平超は檜皮葺

僧房の行事に任ぜられた。この檜皮葺房は『縁起』に「今講房也」と見えている。食堂両脇の

僧房は東西僧房に当ると考えられるが, この両僧房は焼失後の復興の割当がな く,天禄焼失後

は再建されなかったことが発掘調査によっても明らかである。

創建当初の僧房は 3列で,食堂両脇及びその両端から南へ折れる大房・小子房各 4棟であっ

た と考えられるが,後に東北 。西北僧房の大房・小子房各 2棟が増加 したことになる。 この増

築された僧房の位置がどこになるのかまだ発掘調査では確実な手掛 りを得ていない。僧房の配

列には早 くから各氏の見解が示されてお り,種 々の想定ができるが,現時点ではまだ明らかで

はない。

東僧房北方の昭和39年の収蔵庫建設の事前調査及び昭和52年の摩利支天堂移築にともな う調

査では,昭和50年調査で検出した掘立柱建物妻柱列に続 く東西棟掘立柱建物のほかに,東僧房

の房境柱通 りに合 う南北に並が小掘立柱穴がある。この据立柱穴では,付属屋の位置は各房の

東方となるが,こ の建物の南北に大房と小子房を考えると,東僧房大房棟通 りと東北僧房大房

棟通 りの間は約 42m,141尺 ほどで東僧房小子房背面柱通 りと東北大房前面柱通 りの間は約50

尺であったことになり,東北 。西北僧房は東西僧房の北に並行 し,やや遅れて増築されたこと

になる。付属屋推定建物の前方・後方では大房・小子房礎石や雨落浩などが検出されていない

ので,今後の調査によって確認する必要があろう。

延長 2年 (924)の 伝燈大法師栄穏の「愁状」によれば,栄穏は十余人の弟子とともに大房 と

小子房を一対として使用していた。法隆寺東室の東に建つ妻室は本来東室の小子房で,天平19

年 (748)の 『資財帳』には見えず,その後の建立で,建立当初は現在よりもさらに東室に近接

して建っていた。法隆寺東室は桁行柱間に当初から長短があるが,後から建てた妻室の柱間も

東室の各房に合わせていて,本来,それぞれの房を一対に使われたことがわかる。今回の西僧

房の調査結果をみても,大房・小子房と付属屋を一つの単位として,各房の修理 。改造も居住

者によってかなり自由に行われている。各単位房は僧房の居住者にとって利権となり,売買,

交換,譲渡の対象になったらしい。

49)奈文研『年報』1973 p.31。

50)身舎梁行 4.95m,北庇の出 2.60m。 西妻が

中軸線から31.15m東へ寄る東西棟で,東方は

攪乱のため4間以上は確認できないが,桁行西

方 3間は 3.95m,次は 2.00mの狭い間が続く。

あるいはここが馬道で東へ続くかもしれないが

明らかでない。柱穴の切合いからみると,東北

僧房付属屋と想定した柱穴よ り後の建物にな

る。奈文研『年報』1976p.33。

51)『大日本史料』1-5「青蓮院文書」

52)奈良県教育委員会「重要文化財 法隆寺妻室

修理工事報告書」昭和38年。
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『七大寺日記』によると,北僧房西端は行基菩薩の坊と伝え,文殊院と号 した といい,東端

は明禅僧都,次の第二坊は恵全内供房で, ここには相光天の等身像が安置されていたという。

東西僧房は天禄火災後再建されなかったから, この北僧房は天禄 4年 (973)の火災後に焼残っ

た西北僧房あるいはその後身であるかもしれず,東西棟と認められるから, さきの僧房配置の

推定とも符合する。『諸寺建立次第』では文殊院を「西端第一ノ小子坊』とする。大安寺にお

いては,東室南端が婆羅門僧菩提遷那に,西室南端が唐僧道塔にあて られたが,『扶桑略記』

や『僧綱補任裏書』では菩提の室を東室南端小子房とする。大房と小子房を一対として,こ こ

に高僧を中心として僧侶たちの集団が住む場合,む しろ小子房が高僧の住房にあてられ,太坊

には配下の僧の集団が住んだのではなかろうか。

大房と小子房の中間には付属屋が発見されたのも重要な成果であった。東大寺三面僧房の大

房と中房の間にも付属屋があ り,元興寺でも長元 8年 (lo35)の「堂舎損色検録帳」によると,

薬師寺と同様に大房・小子房のほかに各房ごとに付属屋があって, これを中屋 と呼んでおり,

ここでも大房・小子房と中屋が一対となって使われていたことが想定できる。古代寺院の僧房

跡の発掘調査も最近かな りの成果があがっていて,平城の大寺院のほかにも甲賀寺,多賀城廃

寺,上総国分尼寺 (B― Ⅱ,B―Ⅲ期)な どは小子房を持っている。陸奥国分寺でも大房北側柱通

りから40尺離れて僧房柱間と一致する細長い小子房らしい建物の存在が確認され,小子房が大

房よりかなり離れているものがある。薬師寺では太房と小子房の間は38.5尺 であるが,大房と

小子房の間が離れている場合は,大房と小子房の間に付属屋の存在 した可能性が少 くないと思

われる。

大安寺では『資財帳』によると,大房・中房・小子房を含めると11棟 の僧房があり, ここに

沙弥を含めて887人の僧が居住 し,法隆寺では 4棟の僧房に263人の僧が居住 していた。法隆寺

東室の修理工事の際に検討されているように,僧侶 1人当りの床面積は法隆寺では 85.61平 方

尺,大安寺では109.35平方尺 となる。薬師寺の当初の僧房を大房・小子房各 4棟 とし,付属屋

を除いて面積を算定すると 35,568平方尺である。 1人当りの床面積を 90平方尺と仮定すると

395人 ,100平方尺とすれば355人 となり,奈良時代には消よそ三百数十人を降 らぬ人数の僧侶

が居住できたと考えることができよう。

もっとも平安時代になって天禄 4年 (973)火 災で焼亡する頃には房の使用状況 もかな り変

わってきていたようで,西大房第 7室から発見された土器類を整理分類すると,別項の上器考

察に述べられているように,大房身舎の大部屋の発見上器から僧 2人分の食器構成が抽 出さ

れ,大房が高僧の居住にあてられるようになっていたことが うかがえる。
61) 62)

古代寺院の僧房は元興寺では 3間 1房に復原され,法隆寺東室では 2間 1房に復原されてい

53)『七大寺日記』

54)正倉院蔵「東大寺殿堂平面図」。

55)『大日本古文書』家わけ第十八東大寺文書―

(東南院文善)『平安遺文』第二 。547。 これらで

は東大寺とするが,こ れらは元興寺の記録であ

ることが,鈴木喜吉によって指摘されている。

奈文研学報第4冊『奈良時代僧房の研究』。

56)『紫香楽宮吐の研究』滋賀県史蹟調査報告第

四冊,昭和 6年。

57)宮城県教育委員会・多賀城町『多賀城跡調査
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報告 I一多賀城廃寺跡―』昭和44年。

58)滝 口 宏『上総国分寺』昭和48年。

59)宮城県教育委員会『陸奥国分寺跡発掘調査報

告書』昭和36年。

60)『重要文化財法隆寺東室修理工事報告書』奈

良県教育委員会,昭和36年。

61)奈文研学報第 4冊『奈良時代僧房の研究』昭

和32年。

62)注60に同じ。
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る。東大寺では 3間 1房,讃岐国分寺僧房も3間 1房 となるが,川 原寺では身舎梁行 3間,前

庇は通路となり,房は 2間 と3間に分れ,中央に三間四方,両脇に 3間 2間 の 2室を取った桁

行 7間を 1単位 としてこれを くり返している。元興寺では床板張 りであったと考えられている

が薬師寺をふ くめて多 くは土間床であった。

xi北 方 建 物

十字廊北方にも掘立柱を発見しているが,部分的な調査のため全容は明らかでない。昭和50

年に調査 した十字廊北方の掘立柱東西棟建物 2棟は奈良時代に属 し,新 しい建物は桁行 4間

以上,梁行 2間, 10尺等間,中軸線から東妻まで 18,9m,十字廊東西棟との南北心々24.9m。

長い建物と考えると,中軸線両脇間が 3.9mで桁行12間 となる。中軸線から東方だけで桁行 5

間にまとまるかもしれない。古い時期の 1棟は桁行 4間以上,梁行 2間,掘 り方は小さく,中

軸線で折 り返す と桁行15間,各 8.5尺 となり,梁行も同寸法である。いずれも食堂・十字廊北

方の食堂関連の建物で,大炊屋は15坪にあったと考えられるので,盛殿・器殿などに当るので

あろう。

これらより東方やや北寄 りの昭和52年に調査 した掘立柱東西棟建物は僧房の項で東北僧房の

付属屋の可能性を考えた建物と重複し,早い時期の建物で,桁行 3間,梁行 2間の身舎の北と

東の 2面に庇が付き,身舎は桁行 3.93m等 間, 梁行各 2.48m,北庇の出 2.60m,東 庇の出

2.15m,中軸線から西妻まで 31.15m,十字廊心から身舎心まで 29.5m,loo尺に当る。

D 薬師寺と感恩寺

本薬師寺,平城京の薬師寺伽藍の特色の第一は,回廊内に東西両塔を配置することにあるこ

とはいうまでもない。藤原京の大官大寺も西塔は着手されなかったが,回廊内に東西両塔を予

定 した伽藍配置計画であり,百済寺跡なども回廊内に東西両塔がある。このような東西両塔を

回廊内に配置する伽藍は,朝鮮半島では四天王寺跡,望徳寺跡,感恩寺跡,千軍里寺跡,来法

里寺跡,仏国寺跡,南山寺跡などがいずれも回廊内に塔を配する双塔式伽藍,ま たはその可能

性が考えられ,統一新羅時代初期の寺院に多 く見られることから,薬師寺の伽藍配置と新羅寺

院の深い関係が指摘されている。

統一新羅時代の双塔式伽藍跡の大部分は回廊の間口よりも奥行が深 く,縦長となるなかで,

感恩寺は薬師寺と同様に間日の方がやや広い。

感恩寺は大韓民国慶尚北道月城郡陽北面竜童里に所在 し,海岸近 くの台地に立地にする。神

文王 2年 (682)の 竣工と伝えられるが,父王の文武王が死後は大龍 と化 して国を護ることを願

い,当寺を創立 し,父王の遺志により,神文王が金堂の床下に龍 となった父王の休息の場を設

けて,護国と父王の冥福を祈念 したと伝えられる。1950～ 1960年に発掘調査と西塔の解体修理

63)注 54に同じ。

64)香川県国分寺町教育委員会『特別史跡讃岐国

分寺跡』昭和60年度発掘調査概報。

65)注 22に同じ。

66)上野邦―「大官大寺跡の発掘調査」『大安寺

史・史料』昭和59年。

6の 東西両塔配置の寺跡として比曽寺跡 (大和),

百済寺跡・田辺廃寺 (河内),上野廃寺 G己伊),

新治廃寺 (常陸),宇佐弥勤寺跡 (豊前)な どを

あげることができる。これらのうち,田辺廃寺

と宇佐弥勅寺跡に関しては,回廊が確認されて

いない。

68)金正基「仏教建築」,田村園澄・秦弘雙編『新羅

と日本古代文化』(吉川弘文館)p。 101,昭和56年。
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が行われている。その際,結巧な青銅製舎利容器と四角亀が発見され,特殊な金堂基壇の構造

法も明らかになって,文武王の伝えを裏付けている。さらに1979年から80年にかけて全面的な

発掘調査と復原整備が行われ,回廊外側の僧房状遺構や金堂基壇内空洞に出入 りする竜穴,さ

らに講堂両脇が回廊ではな く,梁行 3間の細長い建物となることなどが新 しく確認されている。

薬師寺と感恩寺には回廊が横長であることのほか,い くつかの類似点があげられる。もっと

も感恩寺では石塔であ り,金堂は身舎梁行 1間,庇を含めて梁行 3間 とな り,金堂両脇に軒廊

が設けられ,特に講堂両協は回廊ではな く,細長い建物が配置されることなど, また薬師寺に

は裳階のあることなどにかな り大きい相違点があ り,伽藍規模も薬師寺の方がかな り大きい。

薬師寺・感愚寺とも塔が左右にかな り離れて建ち,両塔中心間の距離は,両塔中心を結んだ

線から金堂中心までの距離の 2倍 よりもやや大きい。二寺以外の双塔式伽藍の場合は,塔 ,金

堂の軸線上の距離に対 して両塔間が短 く, 2倍かそれ以下である。

薬師寺の東西両塔中心間の距離は 71.7m,両塔中心を結んだ線から金堂心まで 29.2mでそ

の比は 1対 0,4073,本 薬師寺では 71.596mと 29.57mで比は 1対 0,4130と なる。 これに対 し

感恩寺では東西石塔間 38.64m,金 堂中心より両塔中心線まで 15.82mで,そ の比は 1対 0。 4094

となり,両薬師寺とほとんど一致する。感恩寺では大尺 (高麗尺,東魏尺)で計画されたと考え

られていて,両塔中心間■0尺,金堂中心から塔中心線まで45尺, 1対0.409の 計画と考えられ

る。薬師寺の計画は金堂 。塔中心間が天平尺100尺,両塔中心間242.5尺 と推定されるので,そ

の計画値の比は 1対 0,4124であったことになる。もし感恩寺と同様に 1対 0.409の 計画とすれ

ば両塔中心間は244.5尺 となる。

東西西塔の間隔が広いので回廊も横長となる。感恩寺は講堂両脇が廊ではな く,梁間 3間 の

建物になるか,東西回廊心々 70,05m(大 尺 2∞ 尺),中 門心から講堂心まで 63.7m(大尺 181.5

尺),1対 0,9093と なる。平城薬師寺の単廊計画は東西心々118.4m(天平尺400尺 ),中門 。講堂

心々 107,7m(天平尺36み 5尺)で 1対 0。 9096と なり,こ の比率もほとんど一致する。金堂の位置

はほぼ中門・講堂の中心に近いが, 感恩寺では中門・金堂間 31.2m(大尺90尺), 金堂 。講堂

間 32.5m(大尺9み 6尺)で比は 1対 1,042,薬 師寺では 51.2m(天平尺72.5尺 )と 56.5m(19o尺),

1対 1.104で薬師寺金堂の方が前寄 りであるが,金堂・講堂間の方がやや広いことは一致 して

いる。塔・金堂の相互関係の比と回廊の比率が一致するとすれば,そ の造営計画自体がかなり

類似し,密接な関係を持つ可能性が極めて大きい。

感恩寺の場合,金堂中心から両塔中心線までと,塔中心から中門・南面回廊心及び東西面回

廊心への距離を等 しく大尺で定めている。薬師寺では金堂心から塔中心線まで天平尺 100尺,

塔中心から南面回廊棟通 りまでと東西面回廊内側柱通 りまでを天平尺72.5尺 に計画 して塔と回

廊の間隔を狭 くしている。従って薬師寺では感恩寺よりも塔が回廊の西南・東南隅に寄ってい

ることになる。これは塔が木造塔で大きいことを考慮 したものかもしれない。

このほか,細部手法の中では,薬師寺金堂仏壇内部構造と感恩寺金堂床構連の関連があげら

れる。感恩寺金堂は床下に竜穴を作った特殊な構造であり,礎石下に二重の台石を置き,台石

の中間にも受石を置いて台石と受石に大引状の石をかけ渡 し,さ らに断面方形の長大な石材を

敷き並べてその上に床を設け,床下を空洞としている。薬師寺金堂仏壇には空洞はないが,大

理石の外装材の中は,床の敷石の上に凝灰岩の角材を敷き並べて薬師三尊像を受けている。こ

69)金載元・ヂ武嬌『感愚寺址発掘調査報告』国
立博物館特別調査報告第 2冊, ソウル,1961。
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70)趙由典「感恩寺址発掘調査概要」古文化第19

輯,韓国大学博物館協会,1981。
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のような仏壇内部の構造は他に例がないが,感恩寺金堂床構造と共通点を持つと思われる。

このように薬師寺と感思寺の伽藍配置には計画上の関連があることは明らかで,単に双碁式

とか,回廊が横長となるばか りではなく,回廊の縦横の比率,金堂 。塔の相互関係の比率など

のこまかいところまで共通している。回廊東西径は薬師寺の天平尺 400尺 (大尺333.3尺)に対

し,感恩寺は大尺 200尺で,薬師寺がかなり大きく,木造と石造塔の違いもあり,金堂身舎梁

間を感愚寺では 1間 とし,裳階はなく軒廊を設けてお り,講堂両脇を僧房風の建物とすること

などにも少なからぬ相違点が認められる。感恩寺の建築の構造技法がどのようなものであった

かも明らかでな く,伽藍配置の計画手法が類似するからといって,感恩寺の構造技法まで薬師

寺と同系であったとは限らない。薬師寺と感恩寺の関係は今後とも詳細な検討を加えたいが,

大化・白雉年間,さ らに天武・持統朝における新羅との往来はひんばんに行われ,相互の関係

が密接であったことは近年広 く指摘されているところである。また,感恩寺は新羅文武王の国

家鎮護の強い願望のもとに造営された官寺であることを考えると,薬師寺創建に当って,壬申

の乱後の国家安泰の願いをもこめて,特に新羅感恩寺を薬師寺造営計画の重要な参考としたか

もしれない。これら両寺の関係が,直接的関係であるのか,あ るいは出所を 1つにした計画手

法が両寺に用いられているのかも,なお検討の必要がある。

Fig。 94 感恩寺復原伽藍配置図
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A屋 瓦

i 本薬師寺 と平城薬師寺の瓦
1) 2)

Tab。 12 本薬師寺出土軒瓦の同絶関係

籾

ヽ

■

平

薬

当

本薬 師 寺採 集
師

荏

癸

薬
西
の

本
寺
喝
屈

こ条市
次 林
瓦窯潮

その他の同籠瓦

保井 足立 石田

1(6121A) O ○ O ○ 紀伊国分廃寺

2(6276A) O ○ O ○ ○

3(6276E) O ○ ○ ○

4 ○

○ 片岡王寺

6 ○ ○ 坂田寺 。橘寺・ 軽寺

7(6279C) ○

201(6641G) ○ O O 豊浦寺 。唐招提寺・ 片
岡王寺・ 法隆寺西院

202(6641H) ○ O ○ ○ 寺 。唐招提寺

203(66411) O ○

(6641J) O O

204(6641K) ○ ○ O ○

205(6641Ⅲ l) ○

206(6646A) O 藤原宮

207(6647F) ○ ○ ○ ○ ○ ○

208(6647G) ○ ○ O O ○

209(6553) ○ ○ ○ ○

(6647D) ○ 藤原宮

迫還

本薬師寺の瓦は,『大和上代寺院志』『薬師寺伽藍の研究』「出土古瓦よりみた薬師寺伽藍 の

造営」などに紹介されている。これらは発掘資料によっていない点で一定の限界はあるが,本

薬師寺の瓦の大勢を示している (Tab。 12)。 各論考に共通 してあげられているのは,6121A・

6276A・ 6276E・ 6647F・ 6647Gの 5型式であり, 2件 の論考に共通 しているのは 6641G・

6641H・ 6641Kの 3型式である。

昭和51年に,本薬師寺の西南隅で発掘調査が行われ,6276A・ 6641J・ 6647F。 6647G。 6553

の 5型式が出土した。

昭和53には,奈良県五条市牧代において 2基の平窯が発掘 され,6641H・ 6641J・ 6641K・

6647F・ 6647G・ 6553な どが出土した。窯は奈良時代後半に出現する有休式平窯であり, この

窯で奈良時代後半の均整唐草文軒平瓦 (栄山寺と同絶)を焼成 したと考えられるが,その他の軒

平瓦は,こ の窯で院成されたものではな く,白鳳時代の本薬師寺瓦窯が付近にあって,その廃

瓦が流入したものであろう。かつて岸熊吉氏が報告 した牧代 (北本)瓦窯はこの窯に近接 し,

3個 の登窯が併列していたといい,出 土の軒丸瓦は薬師寺出土 (軒丸瓦 6)と 同絶の可能性がき

わめて強いからである。いずれにしても薬師寺と5型式の同絶関係をもつ牧代瓦窯出土の軒平

1)保井芳太郎『寺院志』1932,

P,73, PL.28。

2)足立康『伽藍の研究』日本

古文化研究所報告 5,1987,
p.21,PL.16。

3)石田茂作「出土瓦より見た

薬師寺伽藍の造営」『伽藍論

巧』1948,p.122。

4)奈良国立文化財研究所「本

薬師寺西南隅の調査」『飛鳥

概報』1976,p.49。

5)『飛鳥概報』で6647 Cbと し

ているもの。

6)関川尚功「五条市牧代瓦窯

群発掘調査概報」『奈良県遺跡

調査概報1978年度』p.232,

Fig.5,L4。
7)最古の有株式平窯として音

如ケ谷瓦窯がある。京都府教

育委員会「音如ケ谷瓦窯 (第

9号地点)の 調査」『奈良山一

Ⅲ』1979,P.14。

8)関野貞「瓦」『考古学講座』

1930, p.210。

9)岸熊吉「大和に於ける古代

窯跡」『奈良県史跡名勝天然

記念物調査抄報』■,1959,
p.52, PL.14。
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瓦は,本薬師寺瓦窯の廃瓦と考えてよいものである。

以上のように,本薬師寺の発掘調査がほとんど行われていなぃので,本薬師寺の瓦には資料

的な限界がある。 しかしながら,現段階においても,い くつかの重要な点は指摘できる。

過去においても,石田茂作氏によって,本薬師寺と平城薬師寺の瓦は同絶であり,かつ「断

面も全 く共通 し」と述べられたことがある。 しかし,瓦の問題は,平城遷都にともなう薬師寺

移建・新造の問題 と関連するため,「前の瓦範を使用して瓦を新造することも考 えられ,移建

の積極的根拠とはし難い」という慎重論も多い。

ここでは,平城薬師寺出土瓦と本薬師寺出土瓦とが,確実に同鈍かどうか,同施であれば製

作技法に差があるかどうかを検討 してみたい。まず,牧代瓦窯出上の 6型式の軒平瓦と平城薬

師寺出土瓦を実物で対比 してみると,6647F,6647Gは 両者とも同じ位置に絶傷があり,同籠

であることは疑 う余地がない。6641H・ 6641Kは唐草文の巻込みの微妙な点まで全 く一致 し

てお り,同範としてよい。6553の三重駅文軒平瓦は,同一施文具によったものであるか確言は

できない。製作技法では,6647Fは 平瓦と顎部の接合に際 し,瓦当に直角に指で大きくきざみ

をつけ顎部を接合する点が共通する。6641Hの平瓦部凸面は全面を丁寧に箆削りしてお り,叩

目痕の認められるものがない点で共通する。このように,牧代瓦窯出土の瓦は平城薬師寺出土

瓦と同絶であり,作 り方も同一であることが判明した。牧代瓦窯は紀伊国との境に近い五条市

にあり,こ こから直接平城薬師寺へ瓦を運がより,ま ず本薬師寺へ瓦が運ばれ,次に本薬師寺

から平城薬師寺へ瓦が運ばれたと解するのが,最も合理的である。

以上の検討によって,6641H・ 6641K・ 6647F・ 6647G及 び本薬師寺の6641Jの 5型式が牧

代瓦窯群の製作で,そのうち 4型式は平城薬師寺まで運ばれていることが明らかとなった。牧

代瓦窯群産の軒丸瓦は,前述の薬師寺出土軒丸瓦 6の ほか,6121Aも 胎土・焼成状況か ら考

えて,その可能性が強い。

次に出土比率の最も多い 6276A・ 6641Gの 組み合わせについて検討する。軒丸瓦 6276Aの

場合,瓦当絶のシャープなもの (1類),範がやや磨耗するもの (2類),瓦当絶全面が強 く磨耗

したもの (3類)が平城薬師寺から出土 している。連子と連弁そして殊文・鋸歯文の配置か ら

これらが同一絶であることは前章で述べた通 りである。 1類の絶のシャープなものは本薬師寺

西南隅の発IFB調査で出土 し,本薬師寺と平城薬師寺の両寺院で葺かれていた瓦であることは疑

いない。 3類の瓦当絶が強 く磨耗 したものが,本薬師寺の発堀で出土すれば,6276Aは すべて

本薬師寺用として製作され,その後,平城薬師寺へ運ばれ再利用されたことが明らかとなる。

しかし,本薬師寺の発掘範囲が狭いためか,2・ 3類は出土しておらず,わ ずかに『大和上代

寺院志』に採集例としてあげられているのみである。この点において,6276Aの 2・ 3類は ,

なお今後の検討を要するように思われる。

軒平瓦 6641Gも 6276Aと 同じ点が問題として残る。すなわち,6641Gは 第 1に粘土板桶巻

作 りの痕跡を認めうる例があるが,平瓦部凹面の大部分を箆削 りしているため,油土板合せ目

を観察できる例は少ないことである。第 2に瓦当文様では,左から第 8単位の部分に施割れの

10)『伽藍論孜』p.122。

■)太田博太郎「薬師寺の歴史」『奈良六大寺大
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認められるものが平城薬師寺では少数存在するが,本薬師寺の現在までの採集例にはないこと

である。

以上の検討から,6276A-6641Gの 組み合わせは,「前の瓦範を使用 して瓦を新造」 した も

のが含まれる可能性が残ることになった。 しかし,こ の判断は今後の本薬師寺の発掘調査をま

つことになる。現時点では6276A・ 6641Gを胎土や技法から明瞭に 2種に分離することが困難

であることから,6276A・ 6641Gはすべて本薬師寺から搬入されたもの,と考えておきたい。

� 本薬師寺 の瓦 と藤 原宮 の瓦

本薬師寺の瓦と藤原宮との関係は,両者の造営時期の差も考えられるので, これらについて

検討してみる。

a 両者の共通性

瓦当文様の共通性の第 1は,両者とも,線鋸歯文珠文縁複弁 8弁蓮華文軒丸瓦と,上外区珠

文下外区線鋸歯文縁の偏行唐草文軒平瓦・変形忍冬唐草文軒平瓦が主流を占めることである。

第 2には,両者間に同絶関係はないが,酷似した文様のあることである。すなわち,本薬師寺

6647Fは 藤原宮 6647Cに細部に至るまでよく類似しているが,微妙な点に差があり,異絶と考

えられる。だが,複雑な文様でこれほど酷似することは,偶然の一致 とは考えられず,絶型作

成の時点で両者に密接な関連があったことを示す。第 3に,両者に同施関係 もある ことであ

る。すなわち,平城薬師寺出± 6646A・ 本薬師寺出± 6647Dは藤原宮出土瓦と同施である。

b 両者の相違点

軒丸瓦では外区外priの 線鋸歯文の数が,本薬師寺瓦は藤原宮瓦 よ り多い。薬師寺 6121A・

6276Aでは80の線鉢歯文をもつのに対 し,藤原宮の6276Cでは55と なる。藤原宮で最も多い

鋸歯文をもつ軒丸瓦は6273A～Eで64の凸鉾歯文をもつが,薬師寺例の80には及ばない。

軒平瓦6641は ,11型式に分れ,藤原宮が 5型式,本薬師寺 。平城薬師寺が 6型式であり,両

者の間に同妃関係はない。藤原宮ではすべて 2本の支美が派生する I類を原則としている。一

方,薬師寺では, 2本の大支葉と1本の小支葉を派生するのを原則とするⅡ類 (6641G・ H・ I・

J)が圧倒的に多 く, I類 (6641K・ M)は少数である。

以上のように,本薬師寺の瓦は藤原宮の瓦より文様が―層精緻である。そして,6121A型 式

が前代からの文様を受け継 ぐ有子葉単弁連華文軒丸瓦であることから,本薬師寺の瓦製作の開

始は,藤原宮の瓦製作の開始よりやや遡るものと考えられる。 しか し,本薬師寺 6647Fと 藤

原宮 6647Cが きゎめて酷似 していること,本薬師寺 6647Gを祖型 としたと考えられる6647D

型式が,藤原官と本薬師寺で出上 していることなどから,本薬師寺と藤原宮の瓦の造瓦時期は

重複しているとみることができる。

このように本薬師寺式軒瓦と藤原宮式軒瓦を分けて考えると,それぞれの分布は本州 。四国

において Tab。 13・ 14の ようになる。

大和の藤原官軒瓦の 9割以上が,藤原官と同範関係にある。大和以外の諸例で藤原官と同施

関係のものは,軒丸瓦 6233 Ac(尾 張勝川廃寺,高蔵寺瓦窯,川井薬師堂廃寺),6278A(石 山国分寺),

6278D(花 摘寺),軒平瓦 6646A(石山国分寺)の 4型式であ り,花摘寺出土軒平瓦も6646Bと 同

範の可能性がある。

これに対 し,本薬師寺式軒瓦の分布範囲は限られている。
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Tah 13 藤原宮式軒瓦の分布
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ノく    千日 豊浦寺 片岡王寺 平隆寺 安倍寺 膳夫寺 香久山寺

大和以外 近江三大寺 備前尾張廃寺 紀伊古佐田廃寺 神野々廃寺 名古曽廃寺 佐野廃寺

Tab.14 本薬師寺式軒瓦の分布

これら両型式瓦の分布状況について,一応の考察を加えてみよう。

藤原宮式の瓦では,尾張腸川廃寺・高蔵寺瓦窯・サH井薬師堂廃寺の瓦が 6233 Acと 同範であ

り,胎上の違いや,製作技法の違いなどから,瓦が動いたものではな く,絶型が動いた例とし

て注 目され,高蔵寺瓦窯の場合,軒丸瓦だけでな く,軒平瓦・鬼瓦・瓦の製作技法,窯の構造

の 5つの面から,藤原宮から瓦工が派遣された場合を含む有機的な関連が考慮され,単に使い

古 しの範を潰したような単純な状況ではない。施型が動いた明瞭な例は,法隆寺西院創建軒丸

瓦と阿波西原瓦窯軒丸瓦との同施例で,同抱は疑いないが,胎土は全 く異なる。 この場合に,

瓦工の移動をも考慮すべきかどうかはなお検討を要する。

本薬師寺と同範の軒瓦には,紀伊古佐田廃寺6641H,西 国分廃寺6121A,備前尾張廃寺6641

Hがある。

紀伊古佐田廃寺は,牧代瓦窯から約10kmの距離にあり,胎土・焼成・技法からみて牧代瓦

窯で焼成 したものを運び込んだのであろう。紀伊西国分廃寺は牧代瓦窯から直線距離にして37

kmも あるが,紀 ノ川を利用した水運を考慮すれば,瓦の運搬もさして困難ではなかったであ

ろう。これと同範の瓦が,備前尾張廃寺で出土 している。厳密な現物対比は行っていないが ,

焼成は軟質で,胎土も異なるようである。尾張廃寺の瓦は,施型が動いた一例としてあげるこ

とができるだろう。

このように,本薬師寺と同範の瓦が,畿外でもわずかながら存在するが,異範であっても,類

似した文様がセットとして存在する場合,本薬師寺との関連を想定せざるを得ない例がある。

すなわち,近江国坂田郡米原町枝折片山の三大寺跡では,典型的な薬師寺式軒瓦の組み合わ

せ,6276-6641型 式が出上 してお り,紀 ノ川に添 う寺院では前述の 2ケ寺の他,神野々廃寺,

名古曽廃寺,佐野廃寺出上の軒平瓦の文様が本薬師寺瓦に酷似する。

この分布の背景を考える場合, ここでは 2つの可能性を考慮 したいと思 う。 1は庄倉との関

係, 2は寺院相互の関連と寺院に居住する僧侶間の関係,そ して檀越の問題である。

との庄倉との関係は,法隆寺式軒瓦において指摘されているが,こ れをすべてに敷術できな

12)春 日井教育委員会『勝川廃寺範囲確認調査概

第R』 1981, p.19。

13)徳島県立博物館『阿波の古代寺院』1974。
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14)石田茂作「法隆寺式忍冬唐革文宇瓦の分布」

『伽藍論致』p.79。 鬼頭清明「法隆寺の庄倉と

軒瓦の分布」『古代研究』■,1977。
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いことは,法隆寺庄倉のない阿波において,法隆寺西院創建軒丸瓦と同絶の軒瓦が出上 してい

ることに端的に示されている。

しかし,法隆寺だけでな く,大和の諸大寺の庄倉と,その寺々に独自の構成をもつ軒瓦の分

布との関連は,充分に検討されるべき要素を多 く有 しているように思われる。

薬師寺の場合,庄倉を記す文献は何もない。ただ,醍醐寺本諸寺縁起集「西大寺縁起」にみ

える『薬師寺旧流記資財帳』の逸文に,水田として,大和・河内・摂津・山城・伊勢・近江・

播磨・備前が,野山として大和 。近江・播磨・紀伊があげられているだけであ る。『法隆寺資

財帳』によれば,法隆寺庄倉と寺領水田・野山とは重複している国が多 く,前述の諸国に薬師

寺の庄倉がおかれた可能性は充分にある。 この うち,軒瓦との関連では,大和 。近江・備前・

紀伊との関連を一応考慮すべきであろう。

2の 問題については,本薬師寺が官寺として造営されているため,特定の檀越を有する氏寺

の造営とは事情が大きく異なる所である。

備前尾張廃寺の地は,『和名類乗抄』にみえる邑久郡尾張郷の地と推定され,尾張連 の開拓

地 と考えられる。近江三大寺跡である坂田郡は,息長氏一族の栄えた地であり,郡名を負 う坂

田酒人真人は息長真人と同祖 (『新撰姓氏録抄』左京皇別)である。ただ『続 日本後紀』承和十年

正月には,近江国坂田郡人尾張連継主祖父比知麿 とあ り,尾張連が存在 したことが知られる。

一方,紀伊では,佐野廃寺が,『 日本霊異記』にある狭屋寺に比定されているが,そ れには聖

武天皇の時代に狭屋寺の尼等が発願 し,法事をもうけ,奈良右京薬師寺の僧,題恵禅師を請け

たとある。この『 日本霊異記』の著者景戒自身が薬師寺の僧で,紀州名草郡の出身であろ うと

考えられている。古佐田廃寺・神野々廃寺 。名古曽廃寺・佐野廃寺の存在する紀伊伊都郡の古

代有力氏族は坂上氏と考えられているが,大宝元年,持統上皇と文武天皇が紀伊国に行幸 した

ときの『万葉集』の歌の註に「右の一首は或は云か,坂上忌寸人長の作」とあ り,坂上氏 と持

統・文武との関連が考えられないこともない。

先述 したごとく,本薬師寺は官寺であ り,特定氏族との関連は考えられないが,瓦の範型が

動 く背景には,各地の氏寺の檀越と官の造営組織との関係が考えられ,今後この面の検討も必

要と思われる。

� 平城薬 師寺新造 の瓦

平城薬師寺の奈良時代の軒瓦を 29型式の軒丸瓦 (7～35)と ,26型式の軒平瓦 (210～235)に

分類 した。これらは,平城宮出土瓦と同絶関係にあるもの (Aグループ)と ,平城官と同絶関係

にないもの (Bグループ)の 2つに大別される (Tah 15。 16)。

平城官と同絶関係にあるAグループについては,平城宮の瓦編年の中で論述されている。す

なわち, I期 :和銅元年から養老 5年頃まで, Ⅱ期 :養老 5年から天平17年 まで,Ⅲ期 :天平

17年から天平勝宝年間まで,Ⅳ期 :天平宝字元年から神護景雲年間まで,V期 :宝亀元年から

15)「法隆寺伽藍縁起斉流記資財帳」『寧楽遺文』

中, 1965, p。 344。

16)和歌山県かつらぎ町教育委員会『佐野廃寺

(佐野遺跡)緊急発掘調査概報』1976,p.14。

17)春 日和男「 日本霊異記一解説」『 日本古典文

葛津ジ(男β』 70, 1967, p.5。

18)「醍醐寺諸寺縁起集一―西大寺縁起」『校刊美

術史料 寺院篇』上,1972,P,88。

19)万葉集巻12-1679。

20)奈良目立文化財研究所『奈良国立文化財研究

所基準資料Ⅱ瓦編 2』 1975。
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延暦 3年まで,である。この瓦編年で

みると,Ⅱ 期のものとして軒丸瓦 5型

式 (6291A・ 6308A・ B,6314A,6348A)

と軒平瓦 5型式 (6663A・ B,6681A・

B・ C)がある。Ⅲ期のものとして軒丸

瓦 6型式 (6133H,6282 Ba・ G・ H,6296

A・ 6316B)と 軒平瓦 6型式 (6663C,

6691A, 6694A, 6719A, 6721C,G)が

ある。Ⅳ期のものとして 6702Aが ぁ

るが, これは後述の理由でⅢ期に入る

と考えられる。

以上のようにAグループは,Ⅱ ・Ⅲ

期のみであることがわかる (Tab.15)。

特に I期の瓦がないことは,後世平城

官内から瓦が運び込まれたものではな

いことを示す ものであろ う。すなわ

ち, Ⅱ期の瓦はⅡ期の時期に,Ⅲ期の

瓦はⅢ期の時期に,それぞれ,平城宮

へ瓦を供給する官瓦窯から直接運ばれ

たものであろ う。Ⅱ期 の瓦の場合 ,

6308Aは 中山瓦窯,6663A・ 6681Aは

押熊瓦窯 と,そ の供給地は奈良山一帯

に分布する瓦窯跡群である。ところがⅢ期の12型式は奈良山瓦窯 と同絶関係になく,京都府城

陽市の平川廃寺・正道遺跡・久世廃寺や綴喜郡井手町の井提廃寺・岡田池瓦窯そして相楽郡高

麗寺・恭仁宮と南山城の寺廃に多 くの同範関係をもっている。 この諸型式 の瓦 の供給地は,

6282B・ 6691A・ 6721Dを出土 した岡田池瓦窯 と井手廃寺以外には知られていない。おそらく

北は城陽市から南は相楽郡までの範囲に,多 くの瓦窯群が存在 していたのであろうが, これは

Bグループの瓦とも関連するので後述することにする。これらAグループの瓦は,平城宮例と

同絶であるばか りでな く,6663B・ Fを除けば,胎土 。焼成 。技法も同一である。元来薬師寺

の財政基礎が 7世紀末以来の寺別に与えられた封戸の収入を基礎とするため,建築造営組織も

そのうちの造瓦組織も平城宮の組織とは一応区別され,瓦の同絶関係が生 じないのが一般的な

あり方であろう。ところが 8世紀後半以降の創立寺院では,多 くの同抱瓦が認められ,その意

味は,寺院の設立がある意味で律令政府の生産力拡大であったために,官の造営組織をしばし

ば寺院造営など他に転用されたことを示すものであろう。これが一般的になるのは平城宮瓦編

薬日正竜 子城芹 層撃 滋撃 そ の 他

8(6133H) ○ ○ 久世廃寺

11(6282 Ba O ○ ○
正道遺泌、井提屍寺、
法華寺、海竜王寺

12(6282C) ○ ○ 海竜王寺

13(6282H) ○ ○ O 恭仁 京 、 高層 寺 、 平 城
言 々 言 =併★ 隊

15(6291A) ○ ○
恭仁京、長岡宮、額安
寺、秋篠寺

17(6296A) O ○

20(6308A) ○ ○ ○

中山瓦窯、恭仁京、長
岡京、西隆寺、香山堂、
平城京左京三坊大路

21(6308B) ○ ○ 長岡宮、西隆寺

23(6313D) O ○ 平城京左京二条二坊

24(6314A) O O ○ 各堪肇寺、法華寺、

26(6316B) O ○ 平城京羅城門地域

28(6348A) O ○ 法華寺、法隆寺

210(6663A) ○ O 押熊瓦窯、平城京左原
三坊大路

211(6663B) ○ O 恭仁京、西隆寺、阿弥
陀浄十院

212(6663C) ○ ○ ○
久 世 屍 守 、 長 同 宮 、
法 隆 寺 、 秋 篠 寺

213(6663F) O ○ 中山瓦窯、恭仁京

221(6681A) O ○ O 院
西隆寺

、嘘
窯
、

ヽ
同

瓦
寺
京

熊
華
城

押
法
平

222(6681B) ○ ○ 押熊瓦窯、法華寺

223(6681C) ○

225(6691A) O ○ ○ ○
升 礎 発 守 、恭 仁 /7N、 長
岡宮 、額 安 寺 、秋 篠 寺

227(6694A) O O ,山丸 薫 、長 岡冨 、
躍競 門 dlb域

228(6702A) ○ ○

230(6719A) ○ O 伊勢長者屋敷

231(6721C) ○ ○ ○
恭仁京、長岡冨、東大
寺、法華寺、海竜 T寺

232(6721G) O O 法華寺、阿弥陀浄土院

234(6763A) ○ O

Tah15 Aグ ループの同範関係

21)奈良大学考古学研究会「文化財保護問題に関

する一考察一―井手町における実状―一」『盾

アJ』 。 5, 1979。
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22)梅原末治「綴喜郡井手寺址」『京都府史蹟勝

地調査会報告』 4,1923,p.54,PL.21。
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年のⅢ期からⅣ期にかけてであるが,薬師寺の瓦がⅡ期

の段階から平城宮と同絶関係にあるのは,その先駆的な

例といえようか。6663Bの 場合,平叛宮では曲線顎と段

顎,薬師寺では曲線顎,6663Fは 平城官では曲線顎,薬

師寺では曲線顎と段顎と,顎の形態に差がある。同絶で

顎の形態に差があるのは,造瓦時期に微妙な差があるの

だろう。このことも,平城薬師寺出上のAグループの瓦

が,平城宮経由ではなく,平城宮へ瓦を供給する官瓦窯

から直接もたらされたものとみることができよう。

次に平城官と同施関係にないBグループについて述べ

る。 Bグループについては,平城官の瓦編年を考慮に入

れつつ,A～ D期に分ける (Tab.16)。 A期は,平城薬師

寺移建着手から,一応伽藍が完成した時期まで。『縁起』

の養老 2年 (718)「移伽藍於平城京」の記事,『続紀』の

養老 3年 (719)「 始て造薬師寺司に史生二人を置 く」記事,養老 6年 (722)の 薬師寺を僧綱の

居所とする記事,天平 2年 (730)東 塔完成の記事,『続紀』同 4年 (732)の 栗田朝臣人上が造

薬師寺大夫に任ずる記事と対応すると,恭仁遷都以前天平10年 (738)ま でには伽藍の大部分は

完成していたであろう。このA期 (718～738)は ,平城瓦編年の I期後半からⅡ期前半に相当

する。A期に属するものとして,6304Eと 66640の組み合わせと,6308G・ 6685Fを あげる

ことができる。6304Eと 66640は 出土数が多 く,ほ とんどすべての調査地で出土 してい る。

この瓦は,出土分布と文様構成から,本薬師寺から搬入された瓦の不足分を補 う形で使用され

たものであろう。C曼
08G。 6685Fは,平城宮の煙308A・ B,6685Aと 文様・作 りとも大差な く,

平城宮第Ⅱ期に位置づけられよう。

B期は,天平10年 (738)以 降,天平勝宝元年 (749)に 墾田1000町が認められ,稲束等が施入

された時期を経て,天平勝宝 5年 (753)智 努王が,平城右京四条の禅院に仏足石を造るとする

時期頃までであろう。このB期 (738～757)は ,平城瓦編年のⅡ期後半とⅢ期に相当す る。こ

の時期の瓦 として,6225Eと 6663H oIの組み合わせ,6291Bと 6702Gの組み合わせ,それ

に6307C・ 6143Aを あげることができる。6225Eは 6663H。 1と 組むものであろう。6225と

6663Cは平城宮第 2次大極殿・朝堂院所用瓦である。年代的には,平城宮例はかつてはⅡ期に

編年されていたが,その後『平城宮発掘調査報告�』でⅢ期に再編年されている。6663型式の

中には,一部段顎がみられる例もあるが,圧倒的に曲線顎が多い。文様が最も祖型的で,一部

段顎を含む 6663A・ Bは,第Ⅱ期におかれるであろう。薬師寺6663H・ Iは,唐車文が確実に

内外区を画する界線から発 してお り,6663の 中でも後出的な要素を もってい る。6225Eも ,

6225A,Cと比較すると文様が平板で,子葉の盛 り上が りがみられず,後出的である。このこ

とから,6225E～ 6663H・ Iの組み合わせは,第Ⅲ期もやや遅れた時期になるもの とみておき

23)「仏足跡記」『校刊美術史料寺院編』中,1975,

P.144。

9(6225E) 生駒市

10(62351)

16(6291B) 平川廃寺、久世廃寺、大和額安寺

18(6304E)

19く6307C) 唐招提寺

22(6308G)

25(6144B)

27(6316H) 平成京

214(6663H) 唐招提寺

215(66631)

218(66640) 唐招提寺

220(6667B) 平川廃寺、久世廃寺、恭仁京

224Ю 98BB単 |〉

京都府相楽郡精華町拓口東方

229(6702G) 平川廃寺、久世廃寺

233(6725A) 唐招提寺

235(6763B)

Tah 16 Bグ ループの同範関係

24)奈良目立文化財研究所『平城官報告�』1982,

p.242。
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た い 。

6291Bは 6702Gと 組み合 うものであろう。薬師

寺では両型式が同一土竣からまとまって出上 した

が,同範例が平川廃寺で多量に出土 している。 5次

にわたる調査で出土した平川廃寺の最も多い軒瓦は

軒丸瓦 L(6291Bと 同絶=19.5%)と 軒平瓦 R-1(6702

Gと 同範=23.5%)である。薬師寺と平川廃寺例とを

比較すると,両型式とも同籠であるばか りでなく胎

土・技法も同一であることが判明す る。年代は,

6291Aが平城官瓦編年第Ⅱ期に,6702Aが同第Ⅳ
26)

期に編入されている。6291Aと 6291Bを比較する

と,後者の中房の連子が 1+4であること,文様が

平板なこと,瓦当裏面が,台形状接合線を呈するこ

となど,6291Aょ り後出的な要素をもっている。も

っとも,6291Aを 第Ⅱ期とする絶対的な根拠はない

が, ここでは6291Aは 6308ゃ 63■ の盛行 した年

(Ⅱ 期)におき,6291Bを 第Ⅲ期に降るものと考えて

ぉ く。6702Gは 6702Aと 酷似 している。6702Aを

第Ⅳ期としたのは,強い根拠があってのことではな

く,唐草文の巻きこみがやや退化している点から第

Ⅳ期においたのである。ここでは 6702Gが 6291B

と組み合 う可能性が強いか ら,6702A・ 6702Gと

も第Ⅲ期においておきたい。6307Cは小型の瓦であ

る。出土点数は少なく,先述の6276Eが 裳階に使用

された可能性が強いのに対 し,こ の瓦の使用場所を

推定するのは困難である。文様は,起伏のある整っ

た複弁をなし,6308・ 6311と 比較 して遜色はない。

ただ中房が 1+4であること,瓦当裏面に多量の粘

土を付加してお りそこに後出的な要素を含んでい

る。一応この時期のものとみてお く。

C期は天平宝字 2年 (758)の 西院弥勒堂建立の記

事から,延暦 3年 (784)の 長岡遷都にいた るまで

で,平城官瓦編年の第Ⅳ期と第V期に相当する。こ

の時期のものとして,62351・ 6316H・ 6725A・ 6763

Bをあげることができる。62351は東大寺式軒丸瓦

Tah 17 平城薬師寺と南山城所在寺院 。

瓦窯出土軒瓦の同範関係

2の 奈良目立文化財研究所『基準資料Ⅱ瓦編 2』

1975。

2の 城陽市教育委員会

告書』第 3集,1975,

2J翠

『城陽市埋蔵文化財調査報

p.14。

8(6133H)

6225A

6282A

ll(6282B)

13(6282H)

16(6291B)

24(6314A)

6320Aa

6285新

212(6663C)

220(6667B)

225(6691A)

232(6702C)

6721A

231(6721C)

6721D

6761A

6284C

6285A

6307B

211(6308A)

63H B

63■ D

6313A

6319B

6313C

210(6663A)

6663E

6664C

6664F

6664H

6666A

221(6681A)

6685B

227(6604A)

平城紀寺・
羅城FE

阿弥陀浄土
院

阿弥陀浄土
院
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Aグ ル ー プ Bグ ル ー プ

Ｉ
期

１
期

6291A・ 6308A・ 6663A・ 6663B・ 6308B・
6314A・ 6681A・ 6681B・ 6681C。 6348A

6304E・ 6308G・ 6664D・ 6682B Ａ
期

Ⅲ
期

6133H ・ 6ZもZ13a ・ 660も し ・ 66υ l A・ 6Zも Zけ °

6282H。 6694A・ 6702A・ 6296A・ 6316B・
6719A・ 6721C e 6721 G

6144B。 6225E・ 6663H・ 66631・ 6291B・
6307C・ 6702G

Ｂ
期

Ⅳ
期

62351 ・ 6316H 。6725A ・ 6763B
Ｃ
期

ｖ
期

6667B
Ｄ
期

Tab.18 A・ B両グループの時期区分

であるが, 絶の鮮明なものは出土 していない。 東大寺創建瓦 6235Aと 平城官所用瓦 6235B

は,天平勝宝年間を中心とした時期と考えられるが,62351は範の磨耗が著 しいことからみて,

段階降 しておきたい。6316Hは,外縁が素文珠文縁の直立縁であ り,瓦当側面に顕著な縄叩目

痕を残す点に,6316の中でも年代の降ることを考慮させる。 6316A・ B・ Dは,平城瓦編年の

第Ⅲ期におかれているが,6316Hはそれより後出のものと考えられる。6725Aは唐招提寺創建

瓦である。唐招提寺の創建は天平宝字 3年 (759)と 伝えられるが,現金堂などの造営が進むの

は宝亀頃と考えられてお り,一応この頃の製作と考えてお く。6763Bは,唐草文第 1単位が上

方から下方へ流れ,各単位の唐草文の間に 3葉状の小支葉を配する点で6761に類似する。6761

は神護景雲元年創建の西隆寺の所用瓦であり,6763Bも この時期のものと考えてお く。

BグループA期の瓦は,造薬師寺司に属する造瓦組織で生産されたものであろうが,瓦窯の

所在地は知られていない。 BグルーブB期の瓦として,6291Bと 6702Gの組み合わせが注目さ

れる。前述のようにこの組み合わせは平川廃寺で出土量が最も多 く,同絶例が久世廃寺でも出

土 している。これらは薬師寺例と同範であるばか りでな く同一の製作技法を示している。この

瓦は,薬師寺に近接する平城京付近の瓦窯で製作されたと考えるより,城陽市周辺の瓦窯で製

作されたものが,薬師寺に運びこまれたと解するのが妥当であろう。それは,第 1に,平川廃

寺で多量に出土 (6702Gは ■4点,6291Bは 52点)しているのに対 し,薬師寺では少数 しか出上 し

ていないことと,平川廃寺だけでなく久世廃寺など城陽市の複数の寺院で出上しているからで

ある。第 2には,前述 したAグループ第Ⅲ期の瓦が,奈良山瓦窯跡群 と同範関係にな く,北は

城陽市から南は相楽郡に至る南山城の寺院や恭仁京と同絶関係をもっているからである。この

ことは南山城に分布する平城官と同絶の軒瓦が,恭仁遷都に際 し運び込まれたものを別とすれ

ば,奈良山よりさらに北の丘陵周辺で製作され,それが近隣の氏寺・平城官・平城京内の官寺

へ運ばれたことを示すものではなかろうか。こうした背景とは別に,6291Bと 6702Gの組み合

せが,平城官と同範関係になく,薬師寺と平川廃寺・久世廃寺とに同絶関係がある事情につい

ても一考する必要があるう。薬師寺と広 く久世郡一帯の地域との関連を示す文献は,ほ とんど

ない。わずかに天平15年の「弘福寺田数帳」に,出城国久世郡列栗郷に薬師寺田国があったと

する記述がある。また,平川廃寺は黄文氏の氏寺かとも考えられているが,薬師寺に現存する

27)「弘福寺田数帳」『大日本古文書』2-335。

28)城陽市教育委員会『城陽市埋蔵文化財調査報告書』第 1集,1973,P,48。
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仏足石は,その刻銘から,黄書 (文)連本実が長安の普光寺で転写 したものをもとに,文室真

人智努が天平勝宝 5年 (753)に作ったものであるという。仏足石がいつ頃から薬師寺に伝えら

れたのか明らかではないが,黄文氏との関連は一応考慮すべきであるう。このように,現在の

城陽市から相楽郡へかけての一帯は,薬師寺をは じめ,平城京内の寺院や平城官の瓦生産を考

える上で重要な地域であることが明らかである。

また,BグループB期の瓦 として6225Eと 6663H・ Iの組み合わせがあるが,6225Eは生駒

市の谷間に存在する池底から出土 している。瓦窯の存在は確実ではないが,その可能性は充分

考えられる所である。

� 薬師寺 の平安時代 の瓦

薬師寺の造営修理に関する平安時代の文献は多 くないので,瓦編年に際しては,他の大和の

寺院と併せて検討する必要がある。興福寺をはじめ大和の諸寺院では,平安時代に再三にわた

り焼亡と復興が繰り返されており,復興の際に作られた瓦を検討することによって,こ まかい

編年が可能となる。

まず,興福寺食堂の発掘調査における永承の焼土層と治承の焼土層との間に挟 まれた軒瓦
20)

が,層位的事実にもとづ く点で重要な基準となる。次に,薬師寺の伽藍が,金堂 。両塔を除い

て焼亡 した天禄 4年 (973)の 火災後の復興が基準となる。

このような検討にもとず き,平安時代前期 (794～

910),平安時代中期 I(91o～ 973),平安時代中期Ⅱ(973～

1040),平安時代後期 I(lo40～ ■8の ,平安時代後期 Ⅱ

(1080～1150),平安時代後期Ⅲ (1150～ 119の に編年 し

た (Tah 19)。 詳細は別稿に譲 り,こ こでは薬師寺の瓦

に限って述べることにする。

まず,奈良末か,平安前期か,それ とも自鳳の瓦で

あるのか,判定が困難な一群の瓦について述べる。

様式的に自鳳的な特徴を備える軒丸瓦は,32・ 33・

35である。白鳳的な特徴とは,32・ 35が ともに,(1)中

房の連子が 4+8,1)瓦当が大ぶ り,tけ外区外縁に32・

33では忍冬文を配する,35では凸鋳歯文を配することなどである。

しかし,こ の 3つの一見古そ うな要素は,詳細にみれば,新しい要素ともな りうる。すなわ

ち(i)の蓮子が 1+4+8でな く,4+8で ある点に自鳳期通有の蓮子とは異なる点が認められる。

tけの瓦当が32では径18cmと 大ぶ りであるが, 同大のものは後述の平安中期の瓦39に も認めら

れる。価)の外区外縁の文様は,32・ 33が忍冬文,35が逆凸鋸歯文を配するが,白鳳期の畿内の

類例にはなく,畿外においてわずかに認められることなどである。この他に新 しい要素として

1つは弁の特徴が,白鳳時代のいわゆるてりむ くを示さず,弁中央で極端に くばむもの35や ,

弁が平板で直線的にのびる32な どである。次に間弁が三角形を呈し,中房にまで達 しないもの

29)奈良目立文化財研究所『興福寺食堂発掘調査

報告』1959,P.35。
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Tab・ 19 平安時代の軒瓦編年

30)山崎信二「大和における平安時代の瓦生産」

奈良国立文化財研究所『研究論集』Ⅵ,1980。
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32・ 35や間弁が界線となって弁のまわ りをめ ぐる33と である。

さらに特徴的なことは,軒丸瓦32が 36と , また軒丸瓦33が 38と ,外区外縁を除 く文様構成に

おいてかなり酔似している点である。軒丸瓦36と 38の 外区外縁は,素文縁の直立縁であ り,平

安前期の特徴を備えている。軒丸瓦32と 36,33と 38は,それぞれ細部が微妙に異なるため完全

な同絶ではないと思われるが,軒丸瓦32・ 33を古 く位置づけて,それを手本として,平安前期

に36と 38を模作したと考えるよりは,あ まり年代的にへだた りのない時期に作られたと考える

方が妥当性があるように思われる。それは軒丸瓦32と 36,軒丸瓦33と 38と ,それぞれ胎土・焼

成 。技法が酷似するからである。以上の理由によって, これらの一群は,奈良時代後期から平

安前期のある時期において,継続的に製作されたものと考えることができる。そ して, これら

が平城官瓦編年の第Ⅱ 。第Ⅲ期の平城宮式軒丸瓦以降の製作でありながら再び白鳳的な特徴を

備えていることから,復古瓦と呼びたいと思 う。この復古瓦の年代決定は極めて難 しい問題で

あるが,本報告では,軒丸瓦 32・ 33・ 35を外区外縁の特徴から奈良末のもの,軒丸瓦3・ 38は

外縁の直立縁から平安初めのものと, とりあえず考えてお くことにしたい。

次に,復古瓦のなかで,最 も古式の文様構成をもつ軒平瓦は,236～238である。軒平瓦 236

は上外区に珠文,下外区に線鋸歯文をもち,唐車文の流れも流麗で,自鳳的な特徴をもち,明

瞭な段顎である。 しかし,唐草文は,中心単位をのでき左右対称の均整唐車文軒平瓦である点

が,白鳳期の偏行唐車文軒平瓦と異なる。次に,上外区左右両端は鈍角となって為 り,それと

画する線を描 く。これは本薬師寺から平城薬師寺へ運ばれた6641G・ Hに葺 く際に両端を打ち

欠いたものがあることから,それらの経験をかまえた後の製作と考えられ る。製作技法か ら

は,平瓦部凹面に荒い布日痕を残 し,瓦当の上弦幅と平瓦部端面の幅とが同じ数値を示す こと

などから,桶巻作 りではないと考えられる。そ して平瓦部は分厚 く,通常の平瓦の 2枚分の厚

さであり,なかには,平瓦を 2枚合せた痕跡を示す布日痕を残す例がある。このように平瓦部

端面まで分厚い瓦は,後述の平安時代の瓦に通 じて認められるところであり,本薬師寺や藤原

官の瓦とは明らかに異なる。それ故軒平瓦 236を平安時代前期のものと考えて為きたい。軒平

瓦 237・ 238は ,瓦の作 りから,さ らに平安的であ り,軒平瓦236と 近接 した時期に作られたの

であるう。

次に長岡官の時期 (734～ 794)に 比定されるものとして,軒丸瓦 29がある。薬師寺例は 1点

で破片であるが,寺域の近い唐招提寺では比較的多 く存在する。同施例は長岡官にあ り,唐招

提寺・長岡官とも飛雲文軒平瓦6802型 式と組み合 う。この組み合わせは,長岡宮の時期に製作

され,平城上皇が平城に帰った時期 (810年頃)に運び込まれたものであろう。すなわち『 日本

紀略』には,弘仁元年 (810)「 散位外従五位下江沼小並等を遣 して招提寺の塔を造 ら しむ」 と

あるが,こ の弘仁元年は平城上皇による平城宮再建の時期でもあり,かつ,平城上皇が財を施

して塔を作 り,王宮を毀 して長廊を作るとある。王官とは長岡官と考えてほぼ誤 りないであろ

う。すなわち,29と 6802は長岡官から唐招提寺へ運ばれたものであろう。

軒平瓦 220(6667B)は ,平川廃寺・久世廃寺・山城国分寺出土瓦と同絶の可能性が強いが,

顎の形態はやや異なる。文様構成は6667Aの系譜をひ くものであるが,唐草文の流れが曲線的

31)「護国寺本諸寺縁起集一建立縁起」『校刊美術史料 寺院篇』上,1972,p.276。
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で,長岡官式に近い。一応,長岡官前後の時期においておきたい。

平安時代前期 (794～910)の 瓦 として,軒丸瓦38と 軒平瓦239と をあげることができる。軒丸

瓦38は,平城京東三坊大路東側溝で同籠例が出上 した。平城京東三坊大路東側溝は上層・下層

に大別でき,下層からは天長 5年 (828)の 木簡,870年初鋳の貞観永賓が出上 し,上層からは

908年初鋳の延喜通賓などが出土 している。これらの点から,東側濤出土の遺物は,908年頃以

前の奈良時代・平安時代前期の時期に限定されている。軒丸瓦38は,外縁が直立縁で鋸歯文を

配さない点で,平安時代の特徴をもつが,中房が突出するなど古い要素も持っている。800年

代前半に位置づけておきたい。

軒平瓦 239は,薬師寺西僧房の間仕切に積重ねられた状態で出上 した。天禄焼失 (973年 )前
の瓦であることは疑いない。文様は 7回反転の唐草文で,中心単位を除き左右対称の均整唐草

文軒平瓦の復古瓦である。平安時代の復古瓦の中では,古い要素を多 く持ち,曲線級に斜位の

縄叩日痕を残す。ここでは,平安前期の年代を与えておきたい。

薬師寺における天禄火災後の再建瓦で出土量が最も多い組み合わせは,複弁 8葉軒丸瓦39と

均整唐草文軒平瓦245である。軒丸瓦 39は南門・中間で20.5%,講堂で13.1%,東僧房で8.6

%,西回廊で7.8%,食 堂で4.5%,西 僧房で4.3%,東 回廊で3.8%を 占め,出土軒丸瓦の 1～

4位を占めているのに対 し,西塔では全 く出土せず,金堂では 2%(出土軒丸瓦の10位)にすぎ

ない。軒平瓦245は,食堂で6.9%と 多いが,東僧房・西同廊・束回廊・講堂・西僧房のllkに 出

土比率が2,3%か ら0.9%へ と少な くなる。金堂,西塔で全 く出土 していないことは,軒丸瓦39

と対応 している。薬師寺の天禄焼失に際 しては,金堂・西塔を除いて伽藍が焼亡 しているが,

軒丸瓦 39と 軒平瓦245の 出土比率の多い建物は,いずれも『縁起』によって天禄火災後再建さ

れたと伝えられるものばか りである。この軒瓦の組み合わせは,天禄火災後の再建瓦として使

用されたと考えてよいだろう。軒平瓦 245は ,均整唐車文ではあるが,上外区に珠文,下外区

に線鉢歯文を配 し,本薬師寺倉U建の偏行唐車文軒平瓦を意識 した点が認められる。鋲は曲線顎

の特徴を示す。軒丸瓦39は,平板な文様を示す複弁 8葉軒丸瓦で,間弁は複弁の周囲をめぐっ

て界線にとりつ く。これは 9世紀前半の軒丸瓦38か ら変遷・推移 したものと考えられよう。こ

の軒瓦の組み合わせを小型化 したものとして,軒丸瓦42と 軒平瓦246が あ り,古市廃寺から両

者がセットで出土 した。

次に,天禄焼失前後の軒瓦について,軒丸瓦・軒平瓦のllgに検討 してみよう。軒丸瓦39～43

は,間弁が複弁の周囲をめ ぐって界線にとりつ くグループで,軒丸瓦47～50は 間弁が複弁と分

離するグループである。一般に前者は珠文が密で,後者は粗である。製作技法でも,瓦当と九

瓦の接合に際し,前者は丸瓦部凸面に斜格子状の刻みを入れ,両者に明瞭 な差がある。興福

寺・平等院と薬師寺で同絶関係にある軒丸瓦52は ,間弁と複弁が分離するグループで,直立す

る外区内縁に小さな珠文が痕跡程度認められる。これは永承火災後の興福寺復興と同年代の平

等院鳳凰堂創建時に使用されたものと考えられる。

以上のことから,天禄 4年 (973)の 薬師寺焼亡前後から,永承 7年 (lo52)の 平等院鳳凰堂

供養の時期頃までの間に, まず間弁が複弁と分離するグループが主体とな り,やがて後者のグ

32)奈良国立文化財研究所『平城宮報告Ⅵ』1975,p.34,PL.50。
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ループの中から珠文が消失するものがあらわれるであろう。ただし,前者と後者は,一部併存

した可能性も存在 している。すなわち軒丸瓦47は後者のグループであるが,珠文は密であ り,

胎土・焼成からは軒平瓦248と 組み合 うように思われる。軒平瓦 248は軒平瓦245と 大差ない時

期のものであろう。前者のグループで,天禄焼失前に遡る可能性があるのは,瓦当裏面に布日

を残す軒丸瓦41で,一本造 り軒丸瓦盛行期の最終末におかれるものであろうか。

軒平瓦については,239の 他に,軒平瓦242が,西僧房のス面直上で出上 して為 り,天禄焼失

以前のものであることは疑いない。軒平瓦240～ 243の 唐草文は 4単位で構成されるのを原只1と

し, 1単位は支葉 2～ 3葉 と菅 1個によって構成された同一モチーフを有する。 4型式とも段

顎であ り,同一時期のものとしてよいだろ う。軒平瓦 244～248は,天禄焼失後の製作である

が,軒平瓦 247'248は ,文様が衡略化 してお り,やや時期の降るものであるう。

薬師寺の再建は,「造寺国」の制,すなわち,各国に建物の造営を分担させる制度に よって

行お うとした。その分担は,『縁起』によると,大和・備前・備後 。安芸・播磨・周防・美濃・

伊予・讚岐の 9箇国であったが,実際にはほとんど造営にかからなかったとみえ,講堂は別当

越禅が造立にあた り,貞元 4年 (978),平超が別当となって下間を作 り,講堂の再建を完成 し

た。中門は平超が寛和 2年 (986)に造立 し,戸 3間 と二王像は次の別当増 ll‐hが寛弘 3年 (loo6)

に造 りはじめ,同 9年 (lo12)中 に造 り終っている。回廊は周防が 13間,他は平超 と増砧が造

立 したという。これらの記事をみると,最初の国宛にもかかわらず,実際はほとんどすべて寺

側の努力によってなされたようである。これは造瓦においても同様であって,前述の薬師寺再

建瓦の大部分は,前代の文様を引き継 ぐものであり,それらは寺院によって製作されたもので

あろう。

これに対し,特殊な瓦として,伊予真導廃寺と同絶の軒平瓦 253がある。この軒平瓦はおそ

らく,伊予から大和へ運ばれた瓦であろう。『縁起』によれば,薬師寺焼失後の宣旨によって,

「東西僧房」は「伊予」が作ると定められている。この軒平瓦は,束僧房のほか,講堂 。西僧

房・西回廊で出土してお り,造寺国制によって,伊予から搬入された瓦であろう。

平安時代後期 I(lo40～ 1080)の瓦については,興福寺食堂の発掘成果,そ して『造興福寺記』

の記述などから,軒丸瓦 52・ 86と 軒平瓦 276・ 277をあげることができる。軒丸瓦 52は,平等

院・興福寺と同絶である。関野貞は,中房に 1+4の連子をもつ復弁 8葉軒丸瓦が興福寺にあ

るが,これと「全 く同様にして確かに同じ瓦型より作られたもの」が平等院屋根裏から発見さ

れ,こ れと組み合う軒平瓦を指摘 し,こ れらは「永承年間に造られた」ものとしている。また,

同じ文様の軒丸瓦を坪井清足は「薬師寺からも同絶のものが出て為 り, これが永承 2年 3月

29日 に華麗なりとて賞を賜ったものと同型式にあたるのではないだろうか」 としている。軒丸

瓦86は,大安寺・法成寺例では24～25箇所施傷が認められるが,薬師寺例は絶傷が少ない。特

に,薬師寺では,中房の蓮子に接する絶傷は存在せず,あ るいは,元来薬師寺が所有していた

瓦当絶かもしれない。この軒丸瓦は,大安寺 ,法成寺では,素文縁の右から左へ偏行する唐草

33)愛媛県教育委員会『伊予国真導廃寺跡発掘調

査報告書』1977,p.57。

34)関野貞「日本古瓦文様史」『 日本の建築 と芸

術』 上, 1940, p.776。

35)奈良国立文化財研究所『興福寺食堂発掘調査

幸Rt写』, 1959, p.36。
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文軒平瓦と組み合 う。この軒平瓦は, まだ薬師寺では出土 していないが,薬師寺出土の軒平瓦

276を 裏返 しにすると全 く一致する。そして軒平瓦276と 同施例は平等院にある。従って,軒丸

瓦52・ 86と 軒平瓦276・ 277,それに法成寺 。大安寺で同範関係にある 1型式を含む 3型式,合

計 5型式の瓦は,薬師寺で製作された可能性が強い。平等院供養が永承 7年 (lo52)で あるこ

とからみて,『造興福寺記』永承 2年 (lo47)の 造瓦の際,興福寺再興のために薬師寺瓦屋で製

作された瓦を造興福寺長官と別当が検査 し,華麗で神妙であると賞された薬師寺瓦屋の瓦は,

興福寺以外の平等院そして法成寺新堂 (永承5年供養)な どにも瓦を供給 したとみられる。そし

て,これ以後の薬師寺の軒瓦にも,興福寺 。大安寺・元興寺・六勝寺などと同籠関係が認めら

れるのであるから,永承 2年の興福寺再興に際 しての造瓦に賞を賜 ってた ことが契機にな っ

て, これ以後,薬師寺瓦屋は大和の造瓦を代表する瓦屋として,脚光をあびることになったの

であろう。

平安後期Ⅱ (lo80～■50)の薬師寺の軒丸瓦は,興福寺と同絶の64・ 66。 89,唐招提寺と同籠

の80,82,円 勝寺 。法勝寺など六勝寺と同絶の66・ 81・ 89。 90をあげることができる。軒平瓦

では,興福寺と同絶の264。 265,269。 280・ 283,唐招提寺・平安宮真言院円勝寺 と同籠 の

264・ 267,平安宮出土例 と類似する266,元興寺極楽坊と同箱の278を あげることができる。

この時期の大和の瓦は,大量に平安宮や六勝寺へ運ばれているが,大和の寺院相互にも同絶

関係があ り,薬師寺の瓦屋で製作されたものとはにわかに断 じがたいものがある。軒丸瓦65。

66の ように,複弁 8弁軒丸瓦で中房の周囲に蕊をめぐらすものがある。66は興福寺瓦窯 。興福

寺 。円勝寺 ,平安宮真言院例とおそらく同絶であろう。興福寺では, このグループの瓦が 3型

式以上あり,奈良市登大路町のロス トル付平窯の埋土中からも出上 してお り,興福寺関連瓦窯

において主体的に生産された軒丸瓦であろう。軒平瓦269は,範傷の出現 (興福寺例)か ら絶型

の分割 (薬師寺例)に到る経過を追 うことができ,その間に段顎 (興福寺例)か ら直線顎 (薬師寺

例)へ と数の形態が変化 していることは先述 した。興福寺用として範がまず製作されているこ

と,興福寺に出土例が多いことなどから, この軒平瓦 269は興福寺関連の瓦屋で製作されたも

のであろう。

軒丸瓦79・ 81・ 91や軒平瓦264。 267は,薬師寺と京都との間で同絶関係にあり, これらは薬

師寺関連の瓦屋の産かと思われる。

平安後期Ⅲ (1150～ 1192)には,永萬元年 (1165)牙J当行恵,堂塔修造を志すとあ り, この頃

の軒瓦の組み合わせとして軒丸瓦67と 軒平瓦287～290をあげることができる。この組み合わせ

は,西塔と金堂にやや多 く,他の地区では少ない。すなわち,軒九瓦 67は,西 塔 で 9点 (1.8

%),金堂で 4点 (1.2%)出 土 しているが,他の地区では総計 3点に過ぎない。軒平瓦287～290

は,西塔に最も多 く33点 (6.8%),西 回廊で 6点 (3.2%),金 堂で 4点 (o,9%)出 上 しているが ,

他の地区では総計 5点にすぎない。素文縁の複弁 8葉連華文軒丸瓦67と 287～ 290の 素文縁の木

葉文軒平瓦とを組み合 うものとする根拠は,こ の出土比率のほか,胎土・焼成が共通 し,軒九

瓦・軒平瓦とも赤褐色・灰色・白灰色の色調を呈するものがあることに よる。木葉文軒平瓦

は,治承 2年 (1178)に 瑞垣を改めて回廊とした春日大社の瓦に,その類例を求めることがで

36)奈良県教育委員会『都TB村吐山池 ノ谷 1号

墳・奈良市登大路町の瓦窯発掘調査概要』1970。

24rθ

37)「薬師寺別当行恵申状」『平安遺文』 7,3369

号, p.2662。
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き,上述の『兵範記紙背文書』に見える別当行恵が堂塔修造を志 した永萬元年 (1165)頃 に さ

らに限定できよう。ここでは,軒丸瓦67の瓦当裏面が平坦で整正な作 りを示すのに対 し,軒平

瓦はまだ明瞭な くり顎ではない点に注意 しておこう。

v 薬 師寺 の鎌倉・室 町時代 の瓦

鎌倉時代・室町時代の軒瓦の編年については,従来細か く検討されたことがなく,編年も困

難な点が多い。この最大の理由は,巴文軒丸瓦の編年の困難さに他ならない。

一般に,巴文軒丸瓦は,巴頭部が尖 り,巴文の巻きが長 く,珠文が密で,外縁幅の狭いもの

が古 く,その逆は新 しいとされる。 しかし,巴文軒丸瓦の変遷は,必ずしも単一に移行 してい

るとは思われない。巴文軒丸瓦とそれに組み合 う軒平瓦の変遷の大要を把握するために,こ こ

では大和を中心とした巴文軒丸瓦で,比較的確実な年代の推定されるものをまず述べることに

する (Fig.96)。

I期 (1180年以前)

A 興福寺食堂で治承の焼土中より出土 した三巴左巻き軒丸瓦。

B 興福寺菩提廃で治承以前の建物に葺かれたと報告された二巴右巻き軒丸瓦。

C 当麻寺本堂の永暦 2年 (1161)の 棟木銘から,本堂建立時のものと推定された三巴左巻 き

軒丸瓦。

三者は外縁の幅が狭い (外縁比0,14～0.16)点で共通 し,巴頭部は尖る。巴頭部先端は相互

に分離するが,近接するAも ある。珠文帯の外側に一重の圏線,内偵Jに二重の圏線を入れる

B・ Cと ,珠文帯の内側にのみ一重の圏線を入れるAと がある。珠文は30～32個 と密なもの

BoCと ,18個 でやや粗なAと がぁる。

Ⅱ期 (■80年以降,1333年 まで)

D 興福寺食堂養和再建期の三巴左巻きおよび三巴右巻き軒丸瓦。

E 建久 6年 (1195)頃 創建と推定される栢杜遺跡方形堂 (丈六九体堂)出上の三巴左巻 き軒丸

瓦。

F 薬師寺仁治寅壬 (1242)銘 を瓦当面に持つ軒平瓦と組み合 う三巴右巻き軒丸瓦。

G 元興寺極楽坊本堂の寛元 2年 (1244)に 改築再建時のものと推定される三巴右巻き軒丸瓦。

H 文暦元年 (1234)頃 に崇敬寺 (安倍寺)伽藍が再建されているが,その時のものと推定され

る三巴左巻き軒丸瓦。

I 当麻寺本堂の文永修理 (文永5年 ,1268頃)の補足瓦と考えられる三巴左巻き軒丸瓦。

以上の諸型式は,Dと H,Eと I,Fと Gに共通性がある。

Dと Hは ,中央に大きめの円点をもつ巴文軒丸瓦で,外縁比は0.14～ 0.18と 比較的狭 く,巴

の巻きは短かい。珠文は20～ 27イ固でやや粗であるが,個 々の珠文は大きい。珠文帯の内外に一

38)興福寺『興福寺菩提院大御堂復興工事報告

書』1970, p.31, PL.94。

39)奈良県教育委員会『国宝当麻寺本堂修理工事

報告書』1960,p.66,PL.411。

40)杉山信三・岩城徹・梶川敏夫・清野紀子『栢

杜遺跡調査概要』1975,p.35。

41)奈良県教育委員会『元興寺極楽坊本堂,禅室

及び東門修理工事報告書』1957,P.50,PL.89。

42)福山敏男『奈 良朝寺院 の研究』 1948,p.

290。

43)田中英夫・久野邦雄・泉森鮫・菅谷文則『安

倍寺跡環境整備事業報告一発掘調査報告書―』

1970, p。 12, PL.7, Fig.13。
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44)

重の圏線を持つのが一般的である。類例は,橘寺瓦窯にあ り,橘寺三重塔の文治年中再興と関

連あるものであろうか。この文様系譜は興福寺養和再建期に出現 し,安倍寺伽藍再建をあまり

遠 くない時期までに限定できよう。

Eと Iは,珠文帯の内外に圏線をもたない点で共通する。上述の年代を前提とすれば,約70

年の開きがあっても,両者の文様は酷以している。栢杜例の方が巴の巻きはやや長 く,外縁も

やや狭いが,珠文数は24と 一致する。

Fと Gでは,珠文帯の外に圏線はな く,内側に二重の圏線があるものFと 一重の圏線がある

ものGと がぁる。珠文は36,37と 密で,外縁比は0.23前 後とやや幅が広い。巴頭部は相互にわ

ずかに接するものFと ゃゃ離れるものGがぁ り,巴文の巻きは薬師寺例の方が長い。巴頭部上

面は F・ Gと も平坦である。

Ⅲ期 (1333～ 1400年)

J 建治 4年焼失後,建武 4年 (1339)に 再建された松尾寺本堂所用と推定される三巴右巻 き

軒丸瓦。

K 康永 4年 (1343)の 修理に使用されたと考えられる当麻寺本堂三巴右巻き軒丸瓦。講堂に

も同様のものがあるが,こ れは乾元 2年 (1303)講 堂再建当時は木瓦葺で康永頃にな って瓦

を葺いたと推定される。

L 四天王寺出土「正平十六」(1361)の 刻印がある丸・平瓦に伴出する軒平瓦と類似した軒平

瓦が興福寺食堂で出土 し,こ れと組み合 う三巴左巻き軒丸瓦。

M 至徳 5年 (1388)建 立の宮貴寺本堂所用と推定される三巴左巻き軒丸瓦。

N 応永 4年 (1397)頃 竣工とされる兵庫県鶴林寺本堂所用の三巴左巻き軒丸瓦。

以上の 5型式は, J・ Kが古式の文様を保ち, L～ Nが新 しい要素を多 く持つ。すなわち,

J・ Kは珠文が密で (Jが32個,Kが 36個),珠文帯の内外に一重の圏線をもつ。外縁比は0.20～

0.23で ある。巴文の巻きは長 くはないが,巴頭部はやや尖っている。

Lの興福寺食堂例は,巴頭部の尖 りはかすかに痕跡を残すが,丸味のおび方は強い。珠文も

18でやや粗とな り,珠文帯の内側にのみ一重の圏線がある。

Mの富貴寺例は,巴頭部が完全に丸味をおび,珠文は25と やや粗である。LoMと も外縁比

は約0.20で ある。

Nの鶴林寺例は,珠文が 3+1+3+1+3+1の 配置を示す。巴頭部は完全に丸味をおび,巴

の巻きは比較的長い。珠文の内側にのみ一重の圏線をめぐらす。外縁比は約0。 25である。

Ⅳ期 (1400～ 1500年)

O 法隆寺聖霊院に応永13年銘 (1406)の鬼瓦と鳥会があ り,こ れに伴なう可能性が きわめて

強い三巴左巻き軒丸瓦。

44)岸熊吉「大和に於ける古代窯跡」『奈良県史

跡名勝天然記念物調査抄報』■,1959,P.54。

45)奈良県教育委員会『重要文化財松尾寺本堂修

理工事報告書』1955,PL.54。

46)奈良県教育委員会『国宝当麻寺本堂修理工事

報告書』1960,P.66,PL.411。

47)藤沢一夫「四天王寺金堂址発見の遺瓦」『四

天王寺』135号,1955,p。 29。

48)奈良県文化財保存事務所『重要文化財富貴寺

本堂修理工事報告書』1965,p.45,PL.73。

49)鶴林寺本堂修理委員会『国宝鶴林寺本堂修犀

(屋根葺替)工事報告書』1969,p.14,PL.50。

50)法隆寺国宝保存委員会『国宝法隆寺聖霊院修

理工事報告書』法隆寺国宝保存工事報告書第12

冊,p.131,PL.■ 8。
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P 興福寺東金堂の応永22年銘 (1415)の 三巴左巻き軒丸瓦。

Q 法隆寺南大門永享 8年銘 (1436)の 三巴左巻き軒丸瓦。同型式が西院大垣南面に も使用 さ

れている。

R 瑞花院本堂の嘉吉元年銘 (1441)鳥袋・軒平瓦と伴なう可能性がきわめて強い三巴左巻 き

軒丸瓦。

S 法隆寺東院南門の長禄 3年銘 (1459)の 三巴右巻き軒九瓦。

T 不動院本堂の延徳 4年銘 (1492)J鳥 会 と同時期の三巴左巻き軒丸瓦がある。

この時期の資料は銘文によって確実なものばか りである。 6型式は,外縁比が0.23～ 0.26,

珠文数が20～30の 中にあ り,巴 の形態も類似 している。このうち古い特徴を有 しているのはP

の興福寺例で,外縁の幅は狭 く (外縁比0.23),珠文数もやや多 く (30個 ),巴の巻きも長 くなっ

ている。巴頭部の形は,円形をなす点で共通するが,頭部と胴部の境に強い くり込みをもつ 5

型式となだらかな くり込みをもつOと でやや異なっている。巴文の尾部は,巴相互の尾部と胴

部が接するものP,巴相互の尾部と胴部が分離するが接近するものO・ Q,巴 の尾部が圏線に

接近するもの Sと ,尾部が圏線と接するものTがある。

V期 (1500～1600年)

U 法隆寺綱封蔵の大永 4年銘 (1524)三 巴左巻き鳥灸。

V 円教寺大講堂の天文16年 (1547)銘 の三巴左巻きJ鳥灸。

W滋 賀県石山寺本堂の慶長 4年 (1599)銘 の三巴左巻き軒丸瓦。

この時期の銘文のある瓦は,あ まり多 くないが,全体として外縁の幅が増大す る傾向があ

り,外縁比は0.30以上 となる。法隆寺例では,珠文帯の内側にまだ圏線が残っているが,円教

寺例は,巴が長 くのび,巴 の尾部が他の巴の胴部に取付いて圏線状 となる。石山寺例では,す

でに圏線は消失 している。珠文数はUが23個,Wが 18個 である。

Ⅵ期 (1600～1800年)

X 兵庫県如意寺文殊堂の,寛文11年 (1671)銘 の三巴左巻き鳥袋。

Y 法隆寺聖霊院の元禄10年 (1697)銘 の三巴左巻き軒丸瓦。

Z 兵庫県鶴林寺本堂の寛政 9年 (1797)銘 の三巴左巻き軒丸瓦。

この時期の巴文はすべて圏線を入れていない。巴の巻きは,如意寺例と鶴林寺例では短 く,

法隆寺例ではやや長い。法隆寺例は,珠文数や外縁の幅においても,年代的に先行する如意寺

例より古い要素を多 く残 している。

51)国宝興福寺東金堂修理事務所『国宝興福寺東

金堂修理工事報告書』1940,p.4,PL.3。

52)奈良県教育委員会『重要文化財法隆寺西院大

垣南面 (南大門東方)修理工事報告書』1974,

p.60。

53)奈良県文化財保存事務局『重要文化財瑞花院

本堂修理工事報告書』1974,p.46。

54)法隆寺国宝保存事業部『国宝建造物法隆寺東

院南門及四脚門修理工事報告』法隆寺国宝保存

工事報告書第 7冊,1942,p.51。

55)奈良県文化財保存事務所『重要文化財不動院
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本堂修理工事報告書』1967,p.37,PL.100。

56)奈良県文化財保存事務所『重要文化財法隆寺

綱封蔵修理工事報告善』1966,p.■ 5。

57)重要文化財大講堂修理工事事務所『重要文化

財円教寺大講堂修理工事報告書』1956,p.60。

58)滋賀県教育委員会『国宝石山寺本堂修理工事

報告善』1961年,p.62。

59)兵庫県如意寺修理委員会『重要文化財如意寺

阿弥陀堂 。文珠堂・三重塔修理工事報告書』

1960, PL,28。
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上述した26例 6期のうち,Ⅳ期以降,すなわち応永以降の巴文については銘文からその変遷

を確実にたどることができる。 しか しI～Ⅲ期の資料については,必ず しも絶対的に確実であ

るというものではない。

この不確実さが生 じる理由は,銘文の有無だけでな く,鎌倉時代に建てられた奈良の中小寺

院の建築には木瓦葺や檜皮葺, こけら葺などとして本瓦葺ではないものが多いことにもよる。

そこで,南都の大寺における鎌倉時代から室町時代初期にかけての再建や修理が問題 となる

が,東大寺では文字銘軒丸瓦が多 く,法隆寺は橘吉重らによる応永以降の葺替えが日立ち,そ

れ以前の巴文が不明であ り,法華寺 。海竜王寺の鎌倉後期大修造も文字銘軒丸瓦を使用してい

るようであるなど,有効な資料が少ないからである。

薬師寺の巴文軒丸瓦の年代を考察する場合,上述の26例に類似 しない,薬師寺独特の文様を

もつものがあるので,ま ずこれについて考察する。

(1)二巴文軒丸瓦は,薬師寺で16型式98点 と,出土数が多い。巴文が比較的多い法隆寺でも二

巴文軒丸瓦は 2型式 しか存在せず,他に興福寺菩提院例 。巨勢寺例・西安寺例などをあげう

るにすぎない。

薬師寺出上の二巴文軒丸瓦は,瓦当裏面がやや不整形なもの (lo9・ ■0。 113・ ■6)と 整正

なもの (lol・ 102。 104・ 105。 107・ 109。 ■1・ ■5)と に大別できる。

前者は巴頭部がわずかに接するもの (lo9・ ■0,■3)と ,完全に分離す るもの (116)と が

あるが,後者では巴頭部が完全に連結するもの (lo卜 102・ 107。 108・ ■5)が多 く,前者の巴

頭部が分離するものが,後者の完全に連結するものより古いように思われる。軒丸瓦の瓦当

裏面は,永萬 1年 (1165)頃から治承 2年 (1178)ま でと推定 した67型式では,すでに整正な

つ くりを示 しているので,瓦当裏面がやや不整形な二巴文軒丸瓦 (lo9■ 10。 ■3・ ■6)は そ

れよりやや古いものであろう。

巴頭部が分離 し,整正な瓦当裏面を示す 105型式は,巴頭部が接する 111型式と共に,金

堂・西塔地区で剣頭文軒平瓦 295・ 297・ 298と 組み合 う。

剣頭文軒平瓦は明瞭な割 り顎を示 し,明際なくり顎でない木葉文軒平瓦 より新 しい特徴を

保有 しているので,軒丸瓦 105。 111と 軒平瓦295。 297・ 298の 組み合わせは,治承に比較的

近接 した年代で,治承よりやや新 しい年代のものと考えたい。

外縁比が0.24～ 0.26と ,やや幅広い外縁をもつ102・ 104型式が,二巴文軒丸瓦の下限を決

定する資料となろう。両者とも珠文帯の内外に一重の圏線を有 している。巴頭部が完全に連

結する102型式は,仁治銘軒平瓦 と組み合 う120型式では巴頭部がわずかに接 し,これ以降巴

頭部が再び分離するので,仁治 3年 (1242)よ り古いものであろう。104型式は,仁治よりや

や新 しいものであろうか。

以上によって薬師寺出上の二巴文軒丸瓦は,治承以前に遡るものがあ り,大部分は仁治以

前に属するもので,仁治以降の鎌倉時代に納まるものは 1型式 しかない。

つぎに,三巴文軒丸瓦について,前述の26例 6期の資料を参考にして述べてゆきたい。

(2)ま ず,三巴左巻き軒丸瓦148・ 153は外縁比が0。 15と 狭 く,文様は興福寺治承焼失以前の瓦

60)いずれも二巴左巻きで, 1型式は巴頭部が連

結している。

61)石田茂作『飛鳥時代寺院址 の研究』1936,

p.322, PI´ 172。
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(資料A)と 酷似 し,瓦当裏面はまだ整正な作 りを示 していない。 I期に属する。三巴文軒丸

瓦で,珠文帯の外に圏線をめぐらすものは,右巻き 1型式 (118)と 左巻き7型式 (146～153)

である。 148・ 153の年代が I期であることは前述 した。 146。 147型式は,面径が大きく,外

縁比は共に O。 18を示 し,巴頭部は平坦で,相互に連結する。仁治銘軒平瓦と組み合 う120型

式より,やや古い要素をもちⅡ期の前半 (1240年以前)に属すだろう。

118は ,三巴右巻き文のうちで唯―の珠文帯の外に圏線をめぐらすものである。外縁比は

0。 22と やや大きいが,巴頭部がわずかに接する点で,120型式に類似する。149は外縁比が

0。 23,巴頭部は細身で,巻きは長 く,珠文は密である。118。 149は Ⅱ期の後半 (1242年 以降

1333年まで)に属すだろう。

150。 152は巴頭部の形態に新 しい要素を有するが,150では巴の尾部の巻きが長いのと珠

文・外縁比の点で,152は縄叩目痕を残す点で古い要素も併せ有 している。Ⅲ期に属す るも

のだろう。Ⅲ期に属 し,珠文帯の外に一重の圏線があるものと して,松尾山例 (資料J)当

麻寺例 (資料K)のほか,'II原寺例がある。

以上によって,珠文帯の外に圏線をめぐらすものは,二巴文・三巴文を問わず,治承以前に

出現 し,鎌倉時代前期 (Ⅱ期前半)に盛行 し,南北朝 (Ⅲ期)ま で残存することが,ほ ぼ明らか

となった。

つぎに,珠文帯の外に圏線をめぐらさないものについて,以下検討する。

まず122は ,外縁比が0,15と 狭 く,巴頭部は細身で巴尾部の巻きは長い。珠文の内側には,

二重の圏線をめ ぐらす。瓦当裏面は荒いナデつけにより不整形である。治承以前の I期に属し

よう。

121は ,中央に円点がある巴文軒丸瓦で,興福寺養和再建時の瓦と酷似する。Ⅱ期のうちで

も古 く,平安時代最終末まで遡るものであろう。119は巴頭部が完全に連結するもので仁治以

前のものであろう。

120は,「薬師寺仁治壬寅」1242年銘の軒平瓦と組み合 うものである。123は ,外縁比が0,18

と狭 く,巴頭部は近接 し,先端は尖る。巴頭部の形態は治承以前の148。 153に 類似 し,Ⅱ 期前

半のものであろう。

以上は,三巴文右巻きであるが,三巴文左巻きでは,巴頭部が接 す る 154・ 155が ある。両

者ともⅡ期前半に納まるものであろう。156～ 158は,巴頭部先端が尖 り,それぞれの先端は相

互に近接する。Ⅱ期後半に属 しよう。159。 160も ,巴頭部の形態,外縁比などからⅡ期に属す

る。

182は ,珠文帯の内外に圏線はなく,巴頭部は分離するが,巴頭部先端が尖 り,巴文の巻 き

は長 く,外縁比が 0。 16である点で,Ⅱ期に属 しよう。

南北朝前後,すなわちⅢ期前後のものとして,三巴文右巻軒丸瓦 124～128,130と ,三巴文

左巻き軒丸瓦 161～ 167と がある。

Ⅲ期の巴文軒丸瓦は,大和全体からみても不明な点が多 く,松尾寺例 (資料J)当麻寺例 (資

料K)は古代の文様を保ち,興福寺例 (資料L)は新 しい要素を有する。文様構成からいえば,

124～ 128,130は , J・ Kと Lと の中間にあたるが, これだけはでKの康永 4年以降でLの 正

平16年以前 (1343～ 1361)であるとはきめ難い。

2イσ
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右巻き巴文 128は,薬師寺西塔で,軒平瓦 332と 組み合 う可能性が強いので,128を中心とし

てみよう。

124は 巴頭部が尖 り,125は 外縁比が0。 20と 狭 く,126も 外縁比が0,16と 狭 く,128よ りは古い

ように思われる。127。 130は 128と ほぼ同時期の所産であろうか。

128と 組む軒平瓦3341ま 法隆寺と同絶関係にあ り,おそらくⅢ期の中頃に相当するものであろ

う。124～ 126は Ⅲ期の前半であろうが,あ るいはⅡ期の最終末まで遡るものがあるかもしれな

彰ヽ。

左巻き巴文163～ 1661ま ,巴頭部が類似 した特徴をもち,比較的近接 した時期のグループであ

ることを示す。至徳 5年 (1388)建立の富貴寺例 (資料M)に類似するが, これよりやや古い よ

うに思われる。Ⅲ期の前半から中葉に属しよう。161・ 167は Ⅲ期に属する。162は ,巴頭部が

尖 り,外縁比も0.17と 狭 く, Ⅱ期まで遡るものであろう。

三巴右巻き117は,3+2+3+2+3+2の 珠文を配し,3+1+3+1+3+1の 珠文を配する鶴林

寺例 (資料N)に類似する。巴頭部の形態は,117の方がより丸味をおび,応永 4年 (1397)頃

と推定される鶴林寺例より,やや新 しい。Ⅳ期の前半に属 しよう。

129・ 131は法隆寺例 (資料0),興福寺例 (資料P)か らみて,応永年間に近 く,Ⅳ期の前半

に属する。

168は ,宝珠唐草文359と 組み合 うことが確実である。応永年間は菊水文が主流を占め,永享

年間に至って宝珠唐草文が出現すると考えられるから,168は永享年間, もしくはやや年代の

降るⅣ期中葉に属 しよう。

132は ,法隆寺東院南門の長禄 3年銘 (1459)軒 丸瓦 (資料S)に酷似する。相似た年代であ

ろう。

V期に属するものとして,133～ 136。 141が ある。141の瓦当裏面の丸瓦接合部には,133～

136の ようなカキベラによる刻みをつけず,Ⅳ期の瓦と共通 している。 しか し,延徳 4年 (1492)

銘の軒丸瓦の巴頭部よりもさらに丸味を帯びている。 V期初頭に位置づけられよう。

133～ 136では,珠文帯の内側の圏線が存在する。Ⅵ期では,わずかの例外を除いて,珠文帯

の内側の圏線は消失する。133～ 136は V期中葉から後半に位置づけられよう。

142は ,慶長 4年 (1599)銘の石山寺本堂 J島袋例と同絶で,同年銘の軒九瓦 (資料W)よ りも

巴文の巻きが短 くなっている。Ⅵ期前半に属する。

つぎに,Ⅵ期以降の三巴文左巻き軒丸瓦について述べる。

169は鳥灸で,大永 4年 (1524)銘 の法隆寺鳥袋 (資料U)よ りも珠文が密であり,巴 の巻 き

が長いことなど,古い要素を有 している。Ⅳ期まで遡るものであろう。

170は ,法隆寺聖霊院例 (資料O)に酷似する。応永前後の作であろう。

171～ 174,176は外24i比が 0.20～ 0.25を 示す。Ⅳ期に属 しよう。

175,177～ 1801ま外縁比が0.26～ 0.30を 示す。V期に属 しよう。178。 179の 瓦当裏面の丸瓦

接合部にはカキベラによる刻みをつける。

つぎに,184～ 198の 珠文帯の内側に圏線を有 しない例について述べる。

184・ 185は ,巴頭部の形態からⅣ期に遡るものであろう。

247

62)滋賀県教育委員会『国宝石山寺本堂修理工事報告書』1961,p.62。
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186～190は,巴文の形態や瓦当裏面

の丸瓦接合部にカキベラによる刻みを

つけることからみて,V期 に属するも

のであろう。

193～196は,江戸時代前半のⅥ期に

属しよう。 197・ 198は,江戸時代後半

以降に属するものだろう。

以上における巴文軒丸瓦の編年を,

金堂と西塔に分けて表示 してみた(Tah

20)。 これを文献にあらわれた堂・塔の

修理 。再建記事に対比 してみよう。

まず,永万 1年 (1165)の 別当行恵 ,

堂塔修造を志す とする記述に対応する

のが,蓮幸文軒丸瓦67と 木葉文軒平瓦

288の組み合わせで,こ れを前後す る

I期の巴文軒丸瓦は,西塔で 5点,金

堂で 2点出土 しているにすぎない。

Ⅱ期前半では,金堂出土の二巴文軒

丸瓦が最も多 く, これは剣頭文軒平瓦 Tab.20 巴文軒九瓦の編年と出土比率

295。 297・ 298と 組み合 う。この時期の大修理は文献にあらわれていない。

仁治銘軒平瓦 305。 306と 組み合 うのが 120型式で,金堂で比較的多 く出土 している。

Ⅲ期初頭,あ るいはⅡ期最後末とした 124。 125。 126型式は,西塔 (13点 )と 金堂 (8点)で

出上 しているが,124型式は西塔で 8点 とやや日立っている。建治 3年 (1277)に 西塔に雷火あ

れど消すとい う記録がみられるが,あ るいはこれに関連 した修理の瓦であろうか。

Ⅲ期では,康安 1年 (1361)地 震により,金堂 。東西両塔破損の記録がある。Ⅲ期中葉 と推

定 した128,163型式は西塔で多 く出土している。128は軒平瓦332と ,163は 軒平瓦 341・ 342と

組み合 う可能性が強い。軒平瓦332は法隆寺と同籠関係にあ り,軒平瓦 341・ 342の 最も初源的

なモチーフをもつ花文唐草文 339も 法隆寺・兵庫県円教寺例と同施の可能性が強い。康安元年

以降の修造に際 し,法隆寺と同じ瓦工が薬師寺の瓦を製作 したのであろうか。

Ⅳ期の瓦は,西塔に多 く,117・ 168。 176の 3型式で55点 あ り,特に 168が 日立っている。

168は宝珠唐草文359に組み合 う。応永まで遡 らず,永享もしくは永享に近い時期に,西塔にか

な りの修理があったとみなければならない。

Ⅳ期では,文安 2年 (1445)大 風により金堂が倒れ,同 5年 (1448)に は金堂で修二会を修 し

た記録がある。金堂出上のⅣ期の瓦は,132型式の11点が 目立っている。132は,法隆寺の長禄

3年 (1459)銘軒丸瓦 (資料S)に酷似している。金堂が, この際にどの程度倒壊 したか不明で

あるが,132型式がこの記述に関連するとみなすこともできよう。

最後に,平安時代末以降の軒平瓦の変遷について述べる。287～ 291の 木葉文軒平瓦は m65

～1180年に比定 したが,顎部はまだ明瞭な奢Uり 顎を示 していない。

『史籍集覧』第24冊所収「嘉元記」P.322。

『校刊美術史料』中「薬師寺縁起国史」抄。
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Ⅳ
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65)『大日本仏教全書一寺誌叢書第二』「薬師寺濫

傷私考」p.16。
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Ⅱ期前半 (■80～ 1240)に 属するものとして剣頭文軒平瓦 294～ 298が ある。294・ 298は法起

寺と,297・ 298は秋篠寺本堂と同施であり,秋篠寺本堂は鎌倉時代初期に建立されたと考えら

れている。294～ 298は 明瞭な杏Uり 顎を示すが,剣頭文軒平瓦293は 曲線数を示 し,平安時代末

まで遡る。

均整唐草文軒平瓦323～ 325と 318, くずれ連珠文軒平瓦317は,顎部の形態が木葉文軒平瓦と

父‖頭文軒平瓦の中間的な様相を示 し,Ⅱ 期前半の古い方に位置づけられよう。318の 文様系譜

は,興福寺と東大寺における鎌倉再興時の瓦に求め うる。東大寺例が明瞭な書」り顎を示すのに

対 し,興福寺・薬師寺例は東大寺例ほど整正なつ くりを示さない。121の 巴文軒丸瓦とともに,

薬師寺例は興福寺の影響を うけたのであろう。巴文軒平瓦 304は ,曲線顎で,平安末まで遡る

ものであろう。

巴文のみを連ねる300～ 303は ,文様が二巴文 (300。 301)や三巴文で巴頭部が連結する (302)

ことなど古い要素をもつ。顎も,ゆ るやかなカーブをもつ杏」り顎が多い (300。 302。 303)。 また,

顎部の崇」落 した部分に糸切痕を有する (300,302)例 がある。Ⅱ期前半に位置づけられよう。

均整唐草文軒平瓦 319は ,興福寺北円堂修理の際に出土 した軒平瓦 に類似す る。承元 4年

(1210)再建後で, Ⅱ期前半に位遣づけ うる。

305。 306は「薬師寺仁治壬寅」(1242)の 銘があり,ytは 明瞭な各Jり 数を示す。309は「薬師

寺束院弘安辛己」(1281)の 銘がある。唐草文軒平瓦321は,法の古体字を有する軒丸瓦 96と 組

み合い,法華寺・海竜王寺で出土比率が高い。法華寺は建長 5年 (1253)頃に金堂が再建され ,

海竜王寺は正応 1年 (1288)頃 堂舎の復興が行なわれている。96-321の組み合わせは, この際

のものであ り,法華寺からの流入であるう。

花文唐草文軒平瓦 339～ 342では,花文の複雑なもの339・ 340と 花文の簡明なもの341,342

とがある。前者の類例は貞和 4年 (1348)の 広島県明王院五重塔にある。339。 3401ま Ⅲ期の初

頭に,341・ 3421よⅢ期の中葉から後半に位置づけられよう。花文唐草文軒平瓦 336・ 337は ,

339,340と 相似た年代のものと思われる。

唐車文軒平瓦332は ,西塔で多 く出上してお り,胎土・焼成・出土比率から巴文軒九瓦128と

組み合 うものであろう。128-332の組み合わせは,康安 1年 (1361)の 地震以後の製作 で,Ⅲ

期に属しよう。331は 332と 類似のモチーフであり,Ⅲ期に属 しよう。

花文唐草文軒平瓦 335は ,336,339と 同じく半載 した花文を唐草文の中に配 している。類似

の文様は,法隆寺大講堂 。東室にある。大講堂は延文 1年 (1356)と 延文 3年 (1358)に ,束室

は貞治年間 (1362～ 1366)に修理を受けている。335はその頃でⅢ期中葉に属 しよう。

菊水文軒平瓦 354は ,応永22年 (1415)の 興福寺東金堂例 (資料P)よ りも応永13年 (1406)の

法降寺聖霊院例 (資料0)に近い。菊水唐草文 355,菊花唐草文 356。 357・ 358も 応永前後の作

であろう。

66)太田博太郎編『大和古寺大観』第 5巻,秋篠

寺・法華寺・海龍王寺・不退寺,1978,P。 13。

67)文化財保譲委員会『重要文化財興福寺大湯

屋 。国宝同北円堂修理工事報告書』1966。

63)太田博太郎編『大和古寺大観』 5,秋篠寺・

法華寺・海青目王寺・不退寺,1978,p.93①

69)国宝切王院五重塔修理委員会『国宝明王院五

重塔修理工事報告書』1962,PL。 121。

70)法隆寺国宝保存事業部『国宝建造物法隆寺大

講堂修理工事報告』法隆寺国宝保存工事報告書

第 6冊,1941,PL,218。

71)奈良県教育委員会文化財保存課『重要文化財

法隆寺東室修理工事報告書』1961,PL.238。
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10C 9CX3年 羹翠
青木千坊

「延喜六年造壇越高階茂生J銘軒平瓦 北査舌懇伝部貞行」銘軒

HC
1021年 摂津四天王寺 「治安元年J銘軒丸瓦 花文軒平瓦と組むか

1040-
1044年 摂津四天王寺 「四天王寺瓦長久年中J銘軒平瓦

と羅悉示
寺瓦J銘軒丸瓦

12C
11694F 河内通法寺 「仁安三年二月十二国」銘軒平瓦 宝塔紋軒丸瓦と組むか

推 定
1194年 摂津四天王寺 「四天王寺瓦、甲寅」銘軒丸瓦

13C

1227年 大和東大寺 「東塔廊瓦喜禄三年造之」銘軒平瓦

1233年 大和東大寺 F襲彊睡畳棗招冤澤塁肯古篭7滋尋丸瓦
1242年 大和薬師寺 「薬師寺仁治壬寅」銘軒平瓦 2型式 巴文軒丸瓦と組む

12494F 大和東大寺 「東大寺三面僧房建長元年J銘軒丸瓦
中房は三巴文で、中心に
小珠文あり

1281年 大和薬師寺 「薬師寺東院弘安辛己J銘軒平瓦

14C 1353年 紀伊粉河寺 動物文で「正平ノ(年」銘の軒丸瓦
「…勧進覚元上人」の軒
平瓦あり

15C

推 定
1444全F

摂津四天王寺 発鋒
文の中に「甲子J銘軒平瓦・推定文安

1496年 播磨石峯寺 「石峯山明応五J銘軒平瓦

16C 1599年 肥後熊本城 「慶長四年八月吉日」銘軒平瓦

Tab。 21 年号銘軒瓦一覧

中央に格子を配する唐草文軒平瓦は,応永以前に遡る興福寺食堂例と,応 永 18年 (14■ )以
降再建の興福寺大湯屋例がある。345は応永以降の作であろう。346は応永以前に遡るものであ
ろうか。

宝珠唐草文軒平瓦 359は ,巴文軒丸瓦 168と 組む。永享年間に近い年代であろう。 360は 359

に くらべて中心の宝珠がやや退化 しているが,Ⅳ期のうちには納まるものであろう。

菊花唐草文軒平瓦356～358の 文様は江戸時代の363～ 365の文様に連なり,宝珠唐草文軒平

瓦359・ 360の文様は361・ 362の 文様に連なる。361～369は ,協区の素文縁の幅が広 くなってお

り,江戸時代Ⅳ期の瓦である。

最後に,17世紀以前で瓦当面に年号を有する軒瓦について述べる (Tah 21)。

最古の例は,lo世 紀初頭の大和青木千坊廃寺出土「延喜六年造壇越高階茂生」銘軒平瓦で,

「大工和仁部貞行」銘軒丸瓦に組むと考えられる。

11～12世紀においては,摂津と河内に例がある。すなわち,摂津四天王寺では,軒丸瓦の中

央に単弁 6葉蓮華文を配し,外側に「治安元年」 (lo21年)と 記す。軒平瓦では,右か ら左ヘ

「瓦中寺4i王久天長四」(lo40～1044年)の瓦があ り,他に12世紀に入ると推定される四天王寺の年

号軒丸瓦が 3型式ある。この 3型式はいずれも干支を記 し,厳密な年代決定はできないが,中
央に文字だけを記す「天王寺瓦甲寅」銘軒丸瓦は,建久 5年 (1194)と 推定される。四天王寺

に於けるこの 5型式のうち, 4型式は四天王寺または天王寺と記 してお り,他に平安後期と考

えられる「四天王寺瓦」「四天王寺」銘軒丸瓦が各 1型式,「四天王寺」銘軒平瓦が 4型式存在

することから,11～ 12世紀における四天王寺の軒瓦は,寺名を記すことが主流であり,こ れに

年号を記すことが伴ったものであろう。大和においては,治承の兵火により焼失した後の東大

72)水野要太郎「青木出発掘の古瓦」『奈良県史
跡名勝地調査会報』2,1922。
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寺再建瓦に寺名が記され,それが周辺の寺院に波及 したものとみられるが,四天王寺の瓦は明

らかにそれ よりも遡 るものである。

一方,河内通法寺の「仁安三年二月十二 日」銘軒平瓦は,寺名を記さない特異な瓦 であ っ

て,文献による確証はないが,平安中期以前の瓦がないことから, この時点で創建されたので

あろう。だからこそ「二月十二 日」と,月 日まで記 したのであろ う。

13世紀に入ると,東大寺と薬師寺において,年号銘軒平瓦がみられる。これらは,いずれ も

寺院か堂宇の名を記す。

東大寺では,「東塔廊瓦嘉禄三年造之」銘軒平瓦 (1227年),「戒壇院瓦天福元年五月造」銘軒

平瓦,「戒壇院瓦天 (福)元年五月日造」銘軒丸瓦 (1233年),「東大寺三面僧房建長元年」銘軒

丸瓦 (1249年)があ り,薬師寺では,「薬師寺仁治壬寅」銘軒平瓦 (1242年 ),「薬師寺東院弘安

辛己」銘軒平瓦 (1281年)がある。

東大寺では,重源による大仏殿再建の時に「東大寺大仏殿」銘軒丸・軒平瓦が作られてお り,

その後も「東大寺講堂」銘軒平瓦が作られている。寺名が主体で,年号がそれに付随 したもの

であろう。

東大寺と薬師寺の年号銘軒平瓦を比べると,東大寺は右から左へ文字を描 く通有の形を取る

のに対 し,薬師寺では中央から左右へと,文字を鎮めている。年号も東大寺では和暦のみを用

いるのに対 し,薬師寺では和暦と干支を併用している。干支を用いるのは,12世紀の四天王寺

の瓦においてすでにみられたが,和暦 と併用する点において薬師寺の独自性が認められる。薬

師寺の寺名・年号銘軒平瓦も,大 きく見れば,東大寺再建瓦様式に影響を受けたのであろ う

が,上述の点よりして,薬師寺の発案による文字を刻んでいると認めることができる。

14世紀以降になると,年号銘軒瓦は大和から姿を消し,代って丸瓦・平瓦部に箆書きや刻印

で年号を記すようになる。14世紀に紀伊粉河寺で,15世紀に摂津四天王寺・播磨石峯寺で,16

世紀に肥後熊本城で年号銘軒瓦がみられるが,それは散発的であ り,13世紀の大和における年

号銘軒瓦との関係はあまりないものとみなせよう。

B 土 器

薬師寺からは,古代から中世に至る良好な一括遺物が出土 した。これらの中には西僧房跡や

東僧房跡出土土器のように,廃絶年代の明らかなものがあ り,土器編年上きわめて重要な土器

群が少な くない。ここでは土器編年を中心に薬師寺出土土器のあ り方を考えてみたい。

I 土器 の年代

a 瓦器出現以前の土器群

畿内における瓦器の出現は平安時代後期の11世紀とされている。ここでは瓦器を含まない奈

74)近江昌司「河内通法寺出土宝塔紋軒丸瓦の研

究」『古代学』第17巻 第 1号 ,1970。

75)『六大寺大観』第 9巻,東大寺 1,

53。

76)天沼俊一『三K曾図集』古瓦集,

222。 石田茂作『古瓦図鑑』1930,

77)石 田茂作『古瓦図鑑』1930,PL。 95。

78)天沼俊一『四天王寺図録』古瓦編,1936,
Fig.58。

79)兵庫県『重要文化財石峯寺薬師堂修理工事報

P手息肇』 1968, p.7。

80)石 田茂作『古瓦図鑑』1930,PL。 188。

1970, Fig。

1921, PL.

PL。 92。

25エ



托

第Ⅵ章 考  察

良時代から平安時代中期までの上器群について検討を加える。

薬師寺出土土器のうち,最 も古い年代を示す土器群は奈良時代に属するものであり, これに

は井戸 SE 037出土土器,上媛 SK 047出 土土器,土墳 SK 032出 土土器がある。

i SE037出 土土器

SE 037出土土器は土師器と黒色土器と須恵器から構成される。土師器杯・皿・鉢類には螺

旋暗文あるいは螺旋暗文+斜放射暗文が施され, とりわけ杯Aに施された緻密な二段の斜放射

暗文は,平城宮土器編年の「平城宮 I」 の典型とされる暗文である。一方,須恵器では杯Aの

底部外面調整に「平城官Ⅱ」以後多用されるヘラ削 りが用いられてお り,平坦な底部と直線的

に外傾する口縁部からなる形態も「平城官 I」 標式とされる平城宮濤 SD 1900 Aに 1例 あ る

が,普遍的となるのは「平城宮Ⅱ」以後である。また,杯 B蓋のつまみも口縁部径に比 して径

が小さく高 く,「平城宮 I」 よりも「平城宮Ⅱ」に近い様相を塁 している。以上の ことか ら,

SE 037出 土土器は「平城宮 I」 と「平城宮Ⅱ」との中間に位置付けることができよう。 この

井戸からは「霊亀二年」(716)銘 の紀年木簡が出上 してお り,木簡の示す年代とも矛盾 しない。

SE 037廃絶の時期を上記の年代と考える時注目されるのが黒色土器の椀 B(PL,113-260)で

あろ う。「平城宮 I」 に通有な螺旋+2段斜放射の暗文が施され,後世の混入品とは考え難い。

かつ,内面は全体が漆黒色を呈 し,明 らかに黒色土器と同様の黒色処理が施されている。黒色

土器の初現は平城宮土城 SK 219出土例とされ, その年代は天平宝字年間 (765年頃)である。

SE 037出土黒色土器の椀 Bはその年代の古さとの関係 して,畿内における黒色土器成立過程

を考える上で今後に問題を残すものといえよう。

五 SK 047出土土器

SK 047出 土土器は土師器と須恵器から構成される。土師器杯 Aに施された螺施十 二段斜放

射+連弧の暗文は「平城宮Ⅱ」に特有のものであ り,皿 Aの螺旋十二段斜放斜の暗文も同時期

の特徴を示 している。須恵器では,杯類の底部外面調整にヘラ削りが多用されること,形態 と

法量の点からも「平城宮Ⅱ」と共通する様相を呈 している。「平城官Ⅲ」以後に顕著となる皿 C
を欠 くこともその傍証となろう。

ここで問題となるのは,托 としたもの (PL.112-205)である。托は平安時代の緑釉陶器や灰

釉陶器に見られる器種であり,奈良時代には例を見ない。 SK 047出 土品は底部のみの小破片

であ り,混入の可能性が全 くないわけではない。 しかし,奈良時代前半期に多い粕質精良な胎

土であ り,「平城宮Ⅲ」以後には皿に施されないヘラ磨きのあることから,後世の混入品 とは

考え難い。全形がわからないため断定はできないが,も しこれを托と見てよければ年代的に最

古の例となる。

�i SK 032出 土土器

SK 032出 土土器では遺存状態が悪いために土師器を図示 し得なかったが, 須恵器は「平城

官 V」 の特徴をよく示している。ここでは土師器・須恵器の日常雑器に混って,硯の多いこと

が指摘できる。場所的にも僧房の北に接する地域であり,ま た食堂にも近い。僧房あるいは食

堂で用いられていた土器類が何らかの理由で一括的に投棄されたものであろう。

一方,平安時代に属する土器群で瓦器を含まないものには,西僧房跡出土土器,東僧房跡出
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2遺 物

土土器,井戸 SE 048出 土土器がある。このうち,年代の明らかなものは東西両僧房跡出土土

器であり, まずこれについてかれておきたい。

東西両僧房跡は天禄 4年 (973)に 焼失し,その後,僧房再建の記録はあるものの,発掘調査

を行なった範囲内では再建の痕跡は認められず,今回検出した遺構が天禄 4年に焼失した僧房

の跡であることは明確である。

� 西僧房 跡 出土土器

西僧房跡出土土器は,大量の土師器・黒色土器と小量の須恵器・白色土器・鉛釉陶器・灰釉

陶器 。中国製磁器で構成される。

土師器には杯 A・ B,皿 A・ B,椀,鉢,盤,甕等がある。 このうち,杯・皿類はすべて,

内面をナデ, 日縁上端部内外面をヨコナデで調整 し,以下の外面を不調整のまま残す e手法に

よって作られてお り, 10世紀初頭に比定 している平城京東三坊大路東側溝上層 (SD 650 B)出

上の杯・皿類に半数近 く認められた外面ヘラ削 りの手法はまった くない。 e手法の場合のヨコ

ナデによる口縁上端部の屈曲も SD 650 B出 土土器より強い。

鉢・盤では,内面こそナデあるいはハケメを用いて平滑に仕上げているが,外面にはまった

く調整を施さず,成形時の凹凸をそのまま残 しており,作 りは粗雑である。外面に調整を施さ

ない点では菱 も同じであり, SD 650 B出 土変にみられた外面のハケメ調整はまった くな く,

すべて外面をナデるか不調整のままで終っている。完形品がきわめて少ないため,断言はでき

ないが,体部が高さに比 して径の大きいやや扁平な球状を呈するのも特徴といえよう。

黒色土器には椀・皿・鉢・菱がある。椀・皿類では口縁部外面をヘラで削った り,ナ デを施

して平滑に仕上げるものの他, 口縁部上端内外面を強 くヨコナデし,以下の外面を不調整のま

ま残す,土師器の場合の C手法と共通する手法による一群が注 目される。この一群には口縁部

外面のヘラ磨きはないが,あ ってもきわめて粗雑である。また,椀類中,口 縁部外面下端部に

断面三角形状の突帯を巡らしたもの (lo5)は ,托上にのせた椀の形態を模したものであろう。

土師器・黒色土器の殆んどすべてが完形あるいは完形に近 く復原できるものであり,焼亡直

前まで使用に供されていたと考えられるのに対 し,須恵器で完形あるいはそれに近い ものは

壼・盤・甕の三種であり,残 る杯・鉢・硯はすべて小片であ り,杯・鉢・硯については焼亡F■

前までの使用は考え難い。形態的にもこれら三種はいずれも奈良時代末期から平安時代前期に

属するものであ り,破片となった後,何 らかの理由で残っていたものであろう。

他方,平城京域をとわず,奈良県下でもきわめて稀有な土器類として,白色土器をあげるこ

とができる。ここで自色土器としたものは,平安京出土品の うち白色土器と呼ばれているもの

とは異なるが,白色を呈するものが多いため白色土器と呼称 したものである。器種としては椀

と皿 しかな く, Pク ロを用いて成形,調整されるのが特徴である。高台の形態には貼 り付け高

台,切 り高台,削 り出し高台の 3種がある。須恵器にも見られる貼 り付け高台は別として,切

り高台と削 り出し高台は緑釉陶器椀・皿類に特有のものである。日縁部の形態も緑釉陶器椀・

皿と酷似 してお り,緑釉陶製作工人との関係が濃厚に窺われる。

鉛釉陶器には三彩多嘴壷,二彩鉢・火舎,緑釉椀・皿・壷・唾壷・香炉がある。このうち,

三彩多嘴壷と二彩鉢 。火舎は奈良時代の製作にかかわるものであ り,と りわけ二彩鉢は正倉院

宝物に優るとも劣らない優品である。緑釉陶器椀・皿はすべて貼 り付け高台であり,器面のヘ

土 師 器

黒 色 土 器

須 恵 器

白 色 土 器
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灰 釉 陶 器

中国製磁器

土 師 器

黒 色 土 器

第Ⅵ章 考  察

ラ磨きもな く,SD-650B出 土品に比 しても退化 した形態と技法によっている。

灰釉陶器には椀・皿・瓶・花瓶 。多嘴壷がある。緑釉陶器椀・皿類が技法・形態ともに共通

し,ほぼ単一時期の製作によるものと考えられるのに対 し,灰釉陶器椀・皿類には形態と技法

を異にするものが混在する。挽類では低い三 日月高台をもち,底部外面をヘラで削 り,日 縁部

内外面にのみ釉を施 し,重ね焼き痕跡を有するものが殆んどであるが,断面長方形の高い高台

を有 し,底部から口縁部外面下半 まで丁寧にヘラで削るものが 1例ある。前者は猿投窯編年の

折戸53号窯式に,後者は黒笹90号窯式に相当するものである。皿類では口縁部内外面のみ釉を

施すものが殆んどであるが, 日縁部と底部の内面全体に釉を施すものがあ り, これには三叉 ト

チの痕跡がある。前者の底部外面の調整にはヘラで削るものもあるが,糸切痕を明瞭に残すも

のがあり,猿投窯編年の折戸 53号窯式に相当する。後者は黒笹 14号窯式に相当するものであ

る。

他方,小片ながら頂部外面に陰刻花文をもつ蓋が 1点ある。保存状態がよくないため,こ の

陰刻花文はごく一部 しか形状を知 り得ないが,黒笹90号窯式より後出的な様相を呈 している。

中国製磁器には白磁椀,青磁椀,水注がある。 2点ある白磁椀のうち完形品の方は五代に ,

日縁部破片は唐代のものであろう。水注は貼花文を有する典型的な長沙銅官窯の製品である。

青磁椀 2点は,と もに越州窯の製品である。

V 東僧房 跡 出土土 器

西僧房跡と同様,天禄 4年 (973)に 焼失したもので,出土量は少ないが編年基準となる資料

である。土師器 。黒色土器・須恵器・緑釉陶器・灰釉陶器で構成される。土師器と黒色土器は

西僧房跡出土土器と技法・形態ともに変らない。須恵器多嘴壷は緑釉陶器や灰釉陶器に通有な

器種であり,従来須恵器としてはみられなかったものである。緑釉陶器椀 。皿類や灰釉陶器

椀・皿類も西僧房跡出土土器と基本的に異なる所はない。

vi SE 048 出土二上器

SE 048出 土土器は土師器・黒色土器・白色土器・緑釉陶器から構成される。 土師器杯・皿

類の調整手法や形態はほぼ西僧房跡出土土師器杯・皿類と共通する。 しか し口縁端部の巻き込

みは西僧房出土よりも小さく,後出的な様相を呈 している。釜の形態も球形の体部に鍔の付 く

西僧房跡出土釜とは異なり,体部側面が直線的な形態を呈している。この形態の釜は瓦器出現

以後普遍的になる形態であ り, この点でも西僧房跡出土品より後出的といえよう。また,杯類

中,底部中央が上方へ突出するものは,平安京跡では大量に出土するが,平城京内では初出例

であり,搬入品であることの明確な土師器である。

黒色土器には皿がな く, 2例 とも椀である。このうち黒色土器 Bに属する完形品は形態・法

量の点で,瓦器にきわめて近い。また,砂粒を含むのが通常の黒色土器の中にあって,きわめ

て精良な粘上が使用されてお り,胎土上からも黒色土器と瓦器との中間的様相を呈 している。

白色土器皿は西僧房跡出土例の うち小型の一群と法量が等しいが, 日縁端部の形状に差があ

り,緑釉陶器皿と形態の近似する西僧房跡出土例に比べて,端正さを欠 く。

以上のことから,SE 048出 土土器は東西両僧房跡出土土器より年代の下るものと考えられ

る。 しかし,白色土器は瓦器とは共伴せず,土師器の形態には西僧房跡出土土器と共通するも

のがあることから,天禄 4年をさほど下るものとは考えられず,10世紀の内に納まるものであ

25率
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ろう。

b 瓦 器 出現 以後 の土器

瓦器を供伴する土器群には,SE 041出土土器,SE 046出 土土器,SK 043出 土土器,SK 044

出土土器,SK 051出 土土器,SE 040出 土土器がある。これらについては廃絶年代に関する文

献記録もな く,紀年銘を有する木簡や墨書土器も伴なわないため,絶対年代はすべて不明であ

る。 したがってここでは従来出されている瓦器の編年に従って考察を加えたい。

i SK043出 土土器

SK 043出 土土器は土師器・須恵器・瓦器から構成される。このうち,土師器菱・鉢,須恵器

鉢Aは形態と手法から奈良時代前半期の平城宮Ⅱないし平城官Ⅲに属するものであ り,こ れら

を除外すると,SK 043出 土土器の構成要素は土師器皿と瓦器椀である。土師器皿は日径 15cm

前後の大皿と口径 10Cm前後の小皿にわかれ,いずれも高台はつかない。調整はすべてナデ,

あるいはヨコナデによって行なわれ,底部外面には一切調整を施すことな く,不調整のまま残

される。

瓦器椀ではすべて口縁端部内面に明確な沈線を有し, 日縁部内面には水平方法に緻密なヘラ

磨きが施される。底部内面には格子 目状,連続平行線状,螺施状の暗文が施される。薬師寺出

土瓦器椀の暗文で,格子目状,連続平行線状の暗文を呈するものは,本遺構 出土品だけであ

り,他はすべて螺旋状の暗文である。 また,SK 043出 土瓦器椀の螺旋は他の瓦器椀に比べて

螺旋の数が多 く,も っとも緻密である。 口縁部外面にもヘラ磨きが旋されるが,そ の範囲は日

縁部上端から口縁部下端にまでわたってお り,薬師寺出土瓦器椀の中では最も丁寧なヘラ磨き

である。また,全体的に器壁の厚いことも SK 043出土瓦器椀の特徴であろう。

� SE046出 土土器

SE 046出 土土器は土師器皿,瓦器椀・皿から構成される。土師器皿は大皿と小皿にわけ ら

れる。調整手法は SK 043出 土土器と共通するが,器高は低 くなっている。瓦器椀には日径 15

Cm前後の通常の法量をもった大椀 と, 日径 7cm前後の小型の小椀 とがある。大椀では日縁部

内面のヘラ磨きは緻密であるが,外面のヘラ磨きは口縁部上端に限られ,間隔は粗 く,粗雑で

ある。底部内面の暗文はすべて螺旋状を呈 し,緻密である。高台は三角形状を呈 し,下端は尖

っている。小椀は日縁部破片であるが,内面のヘラ磨きは緻密であるが,外面のヘラ磨きは粗

い。皿にはヘラ磨きがまった くないが,底部内面には平行連続線状の暗文がある。

�i SE 040出 ■■器

SE 040出 土土器は,土師器皿,須恵器杯,瓦器椀・皿から構成される。上師器皿には大皿

と小皿があるが,大皿の器高は高い。 4ヽ皿では口縁部が内上方へ内傾する特殊な形態をもつも

の 1例があることが注目される。瓦器椀では口縁部内面のヘラ磨きは緻密であるが,底部内面

の暗文は SE 046出 土品よりも粗い螺旋状を塁 している。外面のヘラ磨きは粗雑である。高台

は断面三角形状で下端が尖 り,き わめて低い。月ヽ椀には日縁端部内面の沈線がな く,内外面の

ヘラ磨きもまった く見られない。瓦器皿はいずれも口縁蔀から底部にかけての破片であり,暗

文の有無は不明であるが, 口径は他の遺構出土品に比べて小さい。須恵器杯は奈良時代中頃の

平城宮Ⅲに属するものであり,混入品である。

土 師 器

器
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� SK051出 土 土器

SK 051出土土器は土師器皿, 瓦器椀・皿・釜, 自磁椀から構成される。土師器の大皿と小

皿は SE 040出 土器と共通するものが多い。瓦器椀の形態では,断面三角形状で下端の尖った

きわめて低い高台をもち,底部内面の螺旋状暗文も粗雑なものが多いが,断面梯形の高台をも

ち,緻密な螺旋状暗文をもつものが 1例あり, これについては混入品の可能性が高い。瓦器の

皿は 4点 あるがその うち 3点 までに連続平行線状の緻密な暗文がある。 この点では SE 040出

土土器よりも古式の様相を呈 している。釜も体部側面が直線的でそのまま口縁端につながる形

態であ り,いわゆる中世羽釜に特有な形態を示している。

v SK044出 土 土器

SK 044出土土器も土師器皿と瓦器椀・皿から構成される。 土師器では SE 040出 土皿と同

様の口縁部が内上方へ内傾する小皿が 1点 出上 してお り,SE 040出 土品より内傾の度合が強

い。瓦器椀には大椀 と小椀があ り,大椀ではすべて粗雑な螺旋状の暗文がある。 口縁部内面の

ヘラ磨きや外面のヘラ磨きはいままでにあげた土器群よりも粗雑である。また,底部が丸味を

もち,高台よりも下へ突出したもののあることも SK 044出土瓦器大椀の特徴といえる。

vi SE 041 出土I上器

SE 041出 土土器は土師器椀・皿・釜と瓦器椀から構成される。 土師器大皿では口縁端部の

外反するものがな く,すべて内暫するものに限られる。また椀形態は瓦器と共伴する土器群で

は唯一の例である。釜の内外面の調整にはハケメ等は一切用いられず,すべてナデ,あ るいは

ヨヨナデによって調整されている。瓦器椀には大椀 と小椀があるが,すべて内外面にヘラ磨き

を有さず, 口縁端部内面の沈線もないか,あ ってもきわめて不明瞭なものとなっている。

I 西僧房床面出土土器の特質 と編年的な位置

西僧房出土土器の製作技法的な特徴については,前節ですでに述べられているので, ここで

は各土器の器種構成のあ り方・産地 。型式について検討 し,10世 紀後葉頃の土器様式の基調を

捉えたい。

現在のところ, これらの上器について,大和においては西僧房のものに先行する時期 (10世

紀中頃～後半)の まとまった資料は見い出されていないので,比較資料としては,平安京の諸例

を援用して,その特質を明らかに してみたい。

平安京では,10世紀の第 3四半期から第 4四半期にかけての基準資料 として,右京二条二坊

の SX 01,烏丸線立会 NO.17井戸 1の一括資料があり,前者からは天暦 7年 (953)の 墨書紀

年銘のある緑釉陶器が出土 してお り,その実年代の一点も明らかになってお り,比較資料とし

てはきわめて適切なものといえよう。

a 各土器類 の器 種 の特徴

1 土師器

土師器 の器種には,杯 AIoAⅡ ,皿AI・ AⅡ ・ BI・ BⅡ ,椀 BI・ BⅡ ・ BⅢの供膳

80)京都市文化観光局・京都市埋蔵文化財研究所

『昭和56年度 平安京発掘調査概報』1983。

p.39-42・ 44, 優ζ洵児38。
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81)京都市高速鉄道烏線内遺跡調査会『 1978年度

京都市高速鉄道烏線内遺跡調査年報Ⅱ』1981。

p.167-170, 図版43。



具と,鉢類,台付鉢等の調理具,菱・羽釜の煮沸具等があ

る。食器については,形態・胎土の上から大きくa～ cの 3

群に分かれ,それぞれ別の産地,あ るいは別の工房で生産さ

れたものである。各群とも形態の異なる供膳具を生産 してい

るが,法量的には群の差を超えて法量が一致 している。

前述 した器種のうち食膳具を年代的に接近 している平安京

の例と対比 してみると,平安京と共通する器形と平安京には

見られない器形の二種が存在することが知られる。平安京と

共通する器形は, a群 の杯AI,皿 AI・ AⅡ のみであり,

b・ c群の杯A,皿 A・ B,椀 Bは平安京ではまった くみら

れない。出土総個体数から見れば,圧倒的に多いのが b類で

あり, しかもb群の杯BⅡ の形態は,11世紀に入 り,瓦器と  Fig。 97 焼土層出土緑釉陶器

共伴する大皿と共通する技法と形態を備え,大皿の祖形と見なすことができ, したがってb群

については大和の在地で作られたものと考えることができよう。

また, b群 の盗器系形態の皿・椀類は,薬師寺西僧房が存続 していた時期と同時期あるいは

前後する時期の大和の一般集落では発掘事例がない。 b群の発器系形態の皿,椀類は南都にと

り残されたとはいえ,古代権力の一端を担っていた薬師寺に固有の遺物と見なされよう。

まず, こうした土師器の甕器系器形の存在意義について考えてみたい。後述する伴出の施釉

陶器 (緑釉・灰釉)か ら知られるその生産情況は,生産規模が縮少し終末に向う様相を呈し,窯

の減少に伴 う供給不足が深刻になってきている。西僧房においても施釉陶器類は極めて少量 し

か出土 していなしW盾況をも加味すれば,それらの発器系の土師器は施釉陶器類の代用品として

の機能が考えられよう。また,上師器の盗器系器形は,平安京や大和の一般集落には見い出さ

れていない点を重視すれば,寺側からの特別注文により生産されたものと見るべきであろう。

同様に,同時代あるいは次の時代においても平安京や大和の集落でも見られない, C類の皿

AI・ AⅡ についても寺側からの特注品と考えてよかろう。想像た くましくすれば, C類の皿

に対応する
‐
4-器系器形が存在 しない点から,別の材質,恐 らく金属器の仏前具の代用品であっ

た可能性が高い。すなわち,次に述べる黒色土器 B類の小椀及び小皿の形態も金属器の六花器

の器形と一致 し,それの代用品と考えられるからである。

次に,平安京と形態 。技法を同じくするa群であるが,量的に少ない点から大和以外の地域

の可能性があるが, a群 の皿AⅡ は次の11世紀代において黒色土器類の椀と共伴する小皿の形

態に近いものであ り,それの祖型の可能性もある。産地については断定できない。

最後に,前後の時期, すなわち平安時代前期 (9～ lo世紀)と 後期 (■～12世紀)と の器種構

成を比較検討し,10世紀的な土師器器種構成上の特質を明らかに しよう。10世紀初頭頃を下限

とする平城京左京一条三坊の東三坊大路東側濤のうち上層の溝 SD 650 Bゃ 平城宮玉手門束方

の上媛 SK 1623の 器種構成と比較 してみると,西僧房では,杯 B。 同蓋,高杯,壼,カ マ ド

等の器種がすでに姿を消している。また,供膳形態の皿 Aは,平安前期では三種に法量分化

82)奈文研『平城宮発掘調査報告

83)奈文研『平城官発掘調査報告

1ヽ』 1975, p.66-72。  PL.66-73。

�』 1985。 p.■ 4～■8,PL.64・ 65参照①

2遺 物
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してお り, 日径 15cmを超える大型の皿が存在 しているが,平安時代中期では皿AI・ AⅡ の

2種になっている。皿AIは法量が縮少し,日径 13～ 15cm程度のものとなる。また前期にお

いては,皿Aと は形態の異なる日径 10Cm前後の小皿 (皿 C)が少量ながら存在 しているが,

後期になると皿 Aか ら分化 した同じ形態の小皿 (杯AΠ )が出現 し,量産されているのが大 き

な特徴となっている。また,杯 と皿の関係を考えてみると平安時代前期においては,少なくと

も旧平城京の地では,杯 と皿とは器高の上では明確な区別が存在 している。 しか し平安時代中

期には,杯Aの器高を低 くしたものが皿となり,杯か皿かの区分が困難なものも存在するよう

になり,次段階では杯Aが消滅する。杯か皿かの区分が一応可能であるという点は,平安時代

前期の様相を一応保持 しているとみなすべきである。以上のように,西僧房木面から出上 した

上師器は,平安時代前期的な古い様相を保ちつつも平安時代後期の器種構成をもすでに生み出

している過渡的な様相を示 しているといえよう。

2 黒色土器

黒色土器には,内面のみを黒色に処理す るA類 と内外両面ともに黒色に処理するB類があ

る。平安前期までは A類が圧倒的に多数を占め,B類 は小型特殊品 (4ヽ壷・硯)に限られてい

たが,平安中期ではB類が飛躍的な増加をみせるようになる。すなわち,B類 の器種に食膳具

の椀 B。 皿 B類が新たに加わ り,皿 BにいたってはB類がすべてを占め,椀 Bについても量的

にはA類をはるかに凌ぐ。

種  A類 の器種には,椀 BI・ BⅡ ,鉢,甕の日常什器のほかに鍔付杯,火舎等の仏具がある。

A類においては,平安中期では依然として供膳・調理・煮沸具を生産してお り,土師器に対攻

する窯業部門の位置を保持 している。 しか し,平安時代前期,なかでもその前半に普遍的な存

在であった杯A・ B,皿 Bは完全に姿を消し,器種減少化の傾向が見られる。これらのうち皿

Bについては,器形そのものが消失 したのではな く,前述 したように,その生産を黒色土器B

類に譲ったと見るべきであろう。

椀形器形は平安時代前期においては,と りわけその前半期には,杯Aに高台を付 した形とし

て存在 し,灰釉・緑釉椀とは異なる形態をとっていたが,西僧房のA・ B類の椀は径高指数40

前後であり,底径が小さくなるとともに, 日縁部の外傾度も低 くなり,同時期の施釉陶器,磁

器類の深椀 と同じ形態に変っている。黒色土器のこうした椀化の現象は,土師器の椀 と同様に

施釉陶器類の供給不足に呼応 した生産転換の結果とみなすべきであろう。また,特にB類にお

ける椀,皿類の専業生産化の方向性は,その系譜を引く次の時期の瓦器に見られる椀・皿専業

生産の崩芽であり,その前提となったものと見なされよう。 B類の椀 BⅢ ,皿 BⅡ は基本的に

は施釉陶器にみられるものであるが,その形態は托と椀の組合せである金属器の六花器に由来

する器形である。 したがって,B類 の椀 BⅢ ,皿ⅡBは施釉陶器の供給不足にも対応する代用

品であると同時に,根本的には素材としてより高級な金属器の供給不足に対応する代用品とい

うべきであろう。ここに窯業部門のみならず,金属器生産部門を含めた古代律令的な生産部門

の生産供給体制が崩壊 していく一端を知ることができる。

3 白色土器

白色土器は低火度で焼成され,土師器あるいは軟陶緑釉素地に近い焼上 りであるが,成形時

に Pク ロを使用する点,白色の粘上を厳選する点などで根本的に土師器とは異なる。
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西僧房の自色土器は平安京で無釉陶器と呼ばれているもののうち軟質のものと一致する。器

種が黒色土器 B類 と同様に甕器系の椀,皿類に限られているのが大きな特徴であり, ロクロで

成形することから施釉陶器類のそれと形態と製作技法が一致する。

古代の畿内では土師器の製作にロクロが導入されることはほとんどな く,中世においても極

めて稀である。 したがって,自 色土器は土師二人の手になるものとは考え難 く,次に述べるよ

うな理由から本来施釉陶器を製作 していた二人の手にかかるものと考えられる。平安時代中期

の灰平山陶器の生産状況から考えると,平安時代前期においては尾張と美濃地域で独占的に生産

されていた灰釉陶器が,折戸53号窯段階以降,山城・近江 。伊賀 。東濃・飛酪・遠江・会津等

の地域に窯が分散 し,それぞれの地域で灰釉あるいはその系譜を引く白奎系陶器 (山茶椀)を

生産するようになる。こうした窯の分散時期は,本家である尾張,美濃両地域では窯が減少す

る終末期段階にあたる。また,技術の伝播は,前近代社会に為いては,基本的には二人の移動

の結果 と考えられることから,窯の分散は,本家からの二人の分派活動の結果と見なすべきで

あろう。平安時代中期は,緑釉陶器の生産もやは り生産が縮少する末期段階にあた り,その生

産に従事 した工人 (こ こでは特に素地作りの二人)に も同様の動きが当然予想されるわけである。

いずれの工人かは断定できないが,白 色土器が施釉陶器工人の手によって作られたとい う想定

も決 して考えられな くはない。ただし,施釉陶器の工人の移動が古代権力の要請によるものな

のか,あ るいは二人自らの独自的な動きにもとず くのかは,こ の時期の窯業生産の把え方によ

って大きく見解の分れるところである。いずれにせよ,自 色土器の器種が発器系器種に限られ

る点は,以上に述べたように,施釉陶器類の生産体制の変化に伴 う発器の供給不足に対応した

現徐であることは明白なことである。

4 須恵器

須恵器の出土量は極めて少なく,器種には鉢,瓶類,変があるが,供膳形態は見られない。

鉢 (136・ 137)と 小型壷 (132)の 産地は,京都府亀岡市篠古窯跡と日され,型式的には篠古窯

跡の終末に近い西長尾 5号窯式に比定できる。瓶 (140)は,西播磨産と見られ,相生市那波乳

母ケ懐 3号窯出土のものに類例が知られている。

こうした須恵器の産地では,鉢,董,瓶,変のほかに,供膳形態のベタ高台で糸切 りままの椀

をも生産 している。この種の椀は奈良時代の系譜をひ く杯A・ Bに代って10世紀前半から生産

されは じめるが,各地から土器が最もよく集まる平安京においても極めて少量 しか出土せず,

その供給は主として在地にむけられたことが知られる。10世紀における須恵器生産は衰退の一

途をたどるが,ほそばそとではあるが中世にいたるまでその命脈を保つ理由の一つは,須恵器

には土師器や黒色土器と比べると硬質で水を透 しに くいとい う属性にあり,従 って,須恵器の

調理具 (鉢),貯蔵具 (壷・甕)は土師器等に較べ,商品価値が高 く,在地はもとよ り,広 範 な

地域を商圏に持ちえたからにはかならない。一方,須恵器の椀が流通 しえなかったのは,各地

においてすでに一般民衆を供給対象とする土器専用集団が生れてお り,土師器―皿・変,黒色

土器‐椀とい う器形別分業が定着 し,生産活動が行われていたからにはかならない。こうした

情況は,土師器,黒色土器,須恵器の生産部門では,そ のあり方から少な くとも10世紀の後半

器

人

土

エ

色

産

白

生

各地の須恵

器

在地向けと

搬出用

84)森内秀造『相生の古代窯業』 (『相生市史第 1巻』1984)。
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代には成立 していたものとみられ,中世における須恵器系土器の商圏もこうした供給体制を前

提に成立 したものと考えることができよう。

5 灰釉陶器

灰釉陶器の量は少な く, しかも複数の型式が見られ,長 く伝世されてきたことを物語る。猿

投窯産には黒笹14号窯式,黒笹90号窯式の椀,皿類が見られるが,いずれも破片で完形には復

し得ないものである。他の多 くは美濃産と考えられるもので,ほ とんどすべて完形もしくはそ

れに近い形にまで復原可能であり, これらが焼亡前に僧房で使用されたものと考えられる。

美濃産の灰釉陶器についても単一の形式でな く,美濃折戸53号窯第 2段階のものと同 3段階

のものからなる。後者に属するものには,焼土から出土している深椀 (157)と 椀 (158), 床面

から出土した皿 BⅡ (167),折縁皿 (163)が ある。 それらは土師器・黒色土器・白色土器の発

器系器形と共通する形態であ り,それらの規範となったものであ り,同時存在を物語ることは

前述 した通 りである。美濃折戸53号窯式の時期は,灰釉陶器の末期段階であ り,やがて主とし

て在地へ供給を目ざした山茶椀の生産に転換する過渡的な時期であ り,他の焼物の部門の生産

状況とも極めて整合的な関係にあることが知られよう。

6 緑釉陶器

緑釉陶器も出土量が少な く,PL.110に収録したものは,すべて平安時代前期から伝世 され

たものである。猿投産には黒笹14号窯式の椀 (141～ 143),皿 (148)等があ り,京都の洛西産に

は皿 B(149)がある。 このほか,図版には図示していないが,焼土層からは近江産や京都亀岡

市篠窯の産の緑釉小片が出土 している (FIg 97参 照)① これらは,二次的に火を受けた 3を除き,

完形には復 し得ない。火を受けたものが少ないことから,必ず しも焼亡する以前に使用されて

いたとは断定 しえない。 しか し, 近江産の緑釉陶器は,平安京右京二条二坊の SX 01や烏丸

線立会-17井戸 1ではあきらかに存在 してお り, FIg,97に示 した緑釉陶器が西僧房の焼亡前

に存在 しても決しておか しくはない。

いずれにしても,近江産・篠産の緑釉陶器は,やは り緑釉陶器生産の流れからみて,末期段

階のものと見られるものである。

b ま   と  め

土師器,黒色土器A類においては,平安時代前期とほぼ同じような器種類が生産されている

一方,黒色土器 B類においては,すでに,椀,皿類の専業生産に転換 している情況が知られる。

また土師器,黒色土器A・ B類で,椀形態が生産されてお り,それらは中世的供膳具の椀に直

接的につながるものであ り,平安時代中期では三者の上器で生産されてはいるが,やがて陶汰

をへて黒色土器A類の生産は衰退し,上師器部門が皿と釜,黒色土器 B類の部門が発器の系譜

を引く椀といった形で,器形別分業を行 うようになる。そ うした前提がすでに平安時代中期に

成立していたことに注目すべきであろう。つまり,中世特有といわれる食膳具,特に椀の成立

は,決 して突発的,あ るいは,工人が自発的に生み出したものではな く,施釉陶器部門生産の

衰退に伴 う供給不足を契機として各土器部門がその代用品を生産 したことには じまる。

85)前川要の美濃の灰釉編年に従った。前川 要

「猿投窯における灰釉陶器生産最末期の諸様相」

(瀬戸市歴史民俗資料館『研究紀要 Ⅲ』(19

2σθ

84)。

86)奈文研『平城宮発掘 調査報 告 Xll』 1985,

p.149～ 151参 照。
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また,調理具・貯蔵具 (壷・甕)についても,前代において須恵器生産の衰 退に伴 って国を

超えた形で供給する体制が生れていたが,中世における須恵器の生産供給体制も結局こうした

前提のもとに成立 していると見なされよう。

以上西僧房出土土器から,古代窯業生産の崩壊過程の渦中で,古代権力である薬師寺と土器

工人の相反する矛盾,すなわち古代的器種生産の強要と単一器種の専業生産への志向をはらむ

窯業生産段階が浮び上がって くる。 こうした矛盾を止揚する形で次の時代の窯業生産が規定さ

れてくるのであろう。

土器出土状況から復原できる僧房での生活

『縁起』によれば,天禄 4年 (973)2月 27日 の夜の火災は,十字廊にあった堂童子の宿所か

ら出火し,食堂・講堂・三面僧房 。四面回廊 。経楼 。鐘楼 。中門 。南大門が焼失 した。

都が平安京に移った後も旧平城京の地にあって南都仏教の中心として古代権力の一端を担っ

ていた薬師寺ではあったが, この火災以後,旧態に復されることな く衰退の一途をたどった。

寺にとってはまさしく寺運を決定する大禍であった。寺が被った被害・損傷の大きさは計 り知

れないものであるが,その火災で焼け残った古代の遺物から往時の薬師寺の状況を復原する事

が我々に遺された課題である。考古学的に見れば不幸な火災も,現代の我々に対 して貴重な資

料を提供することになった。一つは,出土遺物の実年代が分る例は極めてまれであるのが通例

であるのに対 し,西僧房の出土遺物については,火災を蒙った時点が明らかであ り,それらの

絶対年代の下限を限定できることである。もう一つは,特に火災後放置されたままでほとんど

手が加わらなかった西僧房では,多 くの財が焼失したとはいえ,焼け跡に残った遺物は往時の

ままの状態を示唆 していることにな り,当時の僧生活や僧房の使用形態が復原できる可能性を

与える結果になっているとい うことである。

ここでは,西僧房に残された遺物,主 として火を受けても焼失せず残った土器のあり方から

10世紀後葉の僧房の生活のあ り方,使用形態の一端を探ってみたい。まず,西僧房出土土器の

うち,火災後の後仕末,あ るいはその後の掘削などで二次的に移動 したと考えられる焼土層お

よびそれより上位の層の上器類を除き,旧床面から出土した土器類の出土状況を検討 してみよ

う (Fig,98 Tab.22)。

床面から出上 した土器類は極めてまとまりのある分布状況を示 し,前室 。中室・後室の三ケ

所に集中する傾向が見られる。例えば, 5房 ・ 7房 の前室, 5房 ～ 7房の中室, 5房 。6房 の

後室。出土する場所は,前室の場合は東,西の壁際,後室の場合は西側の壁際,中室の場合は

東側の壁際といったように限定されてお り, しかも何重にも折 り重なった状況で検出されてお

り,バ ラノミラになっていたが接合の結果,ほ とんどすべて完形に復すことができた。本来,恐

らく壁際にあった棚に納められていたものであろう。保存状況のあまり良 くなかった 3房の各

室, 4房・ 7房 の後室でも,周辺の焼土層から土器類が多量に出上 していることから,本来は

同じ様な使われ方をしていたとみてよいだろう。

次に前室,中室,後室のそれぞれの土器組成をみてみよう (Tab.23)。

前室出土土器群は,多量の土師器を含むが,中室・後室の土器群と相異なる内容をもってい

る。すなわち, 3房 では二彩大型火舎香炉, 4房 では二彩瓶片・三彩多口瓶・灰釉多口瓶, 5

床面出土土

器

前室の上器

群

2δヱ
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Fig.98 西僧房出土土器 (ゴ チックは天禄床面出上のもの)
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Tab.22 西僧房天禄床面出土土器個体数 (完形のもの)
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4房 中室 5房 中 室 6房 中室 7房 中室 復原 個 体数

杯 AI

Ⅱ

皿AI

I

BI

I

Ⅲ

椀 BI

Ⅱ

Ⅲ

1

4

9

4

1

3
(± 2、 緑 1)

0

０

３

１２

２８

０
　

１
　

‐４
　

９
　

１
　
１
緑
　
０
　
２
黒

１
■
　
０

1

6

(白 5、 灰 1)

5

(± 2、 黒 3)

2

(黒 )

1

(灰 )

1

(黒 )

※土、緑、黒、灰は土師器、緑釉、黒色土器、灰釉を示す

皿BI…土師器皿BI、 白色土器皿BI、 緑釉陶器皿BI
Ⅱ…土師器皿BI、 白色土器皿BⅡ 、緑釉陶器皿BI、 灰釉陶器皿BI
Ⅲ…土師器皿BⅢ 、白色土器皿BⅢ、黒色土器皿BI

椀BI…土師器椀BI、 白色土器椀BI、 黒色土器椀BI、 緑釉陶器椀BI、 灰釉陶器椀BI
工…土師器椀BH、 白色土器椀BI、 黒色土器椀BⅡ 、灰釉陶器椀BI
皿…上師器椀B皿 、白色土器椀BⅢ 、黒色土器椀BⅢ 、灰釉陶器椀BⅢ

Tab.23 各房中室の食器構成

房では三彩多口瓶・緑釉椀・緑釉皿, 6房 では白磁玉縁椀, 7房 では灰釉花瓶,二彩鉄鉢等の

施釉陶器が床面から出土 している。また,黒色土器B類の小型椀 Bと 小型皿 Bの 出土量が際立

っている点も他の室と異なる点でもある。

前述の施釉陶器の多 くは,仏花器として個有のものであり,ま た前節で述べたように,黒色

土器B類の小椀 と小皿は,セ ットとして使用されたものであり,形態的には金銅製六花器の荘

厳具と相通ずる形であり,やは り仏器として使用されたものと考えることができよう。

こうした内容は,前室に小仏殿が設けられ仏間として使用されたことを物語る。このような

想定は 7房前室の床面から金銅仏の台座,金銅仏の一部と見られる仏像片や銅製皿が出上 して

いることからも肯定されよう。

中室は,本来,僧の起居の場であり,遺構の節でもすでに述べられているように,西側半分

が床貼 りで東側が土間で東壁に棚が設けられていた。土器の大半は本来この棚に納められてい

たものであり,それらは,僧が日常の生活で使用 した食器と灯火器である。ここでは,食器構

成の面から中室に住いした僧の員数を割 り出してみよう。

中室出土土器群は, 1～ 2点からなる土師器,黒色土器の煮沸具 (甕),土師器,黒色土器,

須恵器の調理具 (鉢)と 食膳具からなっている。食膳具の大半は,土師器が占め,次いで黒色

土器,白色土器,緑釉陶器,灰釉陶器の順となる。焼物の種類を超えて,食膳具を法量から杯
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AI・ AⅡ ,皿AI・ AⅡ ,皿 BI・ BⅡ ・BⅢ ,椀 I・ Ⅱ・Ⅲに分け,個体数をまとめると

表○のような構成となる。

4～ 7房中室に残された食器類がすべて往時のままであるとは考え難いが,表○に示 したよ

うに,皿AI・ AⅡ を除 くと,それぞれ以通った構成を取っていることが知られ,失なわれた

数もさして多 くはないと思われる。今,量的にバラツキのある皿A類を除き,仮にそれぞれの

器種の数を最大公約数的な数的操作によって,各室で使われていた元の数を復原すれば,杯A

I(1)・ AⅡ (4),皿 BI(1)。 BⅡ (2)。 BⅢ (2),椀 I(2)・ Ⅱ (1)。 Ⅲ (1)と なる。

では,上のように分類 した食器が実際の食膳でどのような用途を果 したかが問題になるが,

この点については,14世紀に作られた『慕帰絵詞』第 2巻の絵図 (Fig 99)が 参考になる。絵図 慕帰絵詞

自体は,時代的にはやや新 しいが,前節で述べたように,西僧房床面上器そのものがすでに中

世的な器種構成を持っている事から,食器の用途に関してはさほど大差はないと見てさしつか

えなかろう。

『慕帰絵詞』は親鸞の弟子覚如の伝記絵巻であり,第二巻には,三井寺南滝院の厨房の風景

と僧正浄珍と宗昭 (覚如)と の食事の風景が表わされている。厨房の棚や二人の前に うち並べ

られた衝重の上には,土師器の食器が置かれている。食器は無高台の皿形の器形で,大・中・

小の三種あ り,大 (1)。 中 (1)・ 小 (3)が各衝重に配されている。

大皿の上には,飯が盛られ,小皿の上には副食が揃えられている。二人の前の中皿の内容に

ついては定かでないが,さ らに料理を運んでくる小坊主の衝重の中皿には副食が入っている。

酒の振るまいもあり,浄珍の前には,酒杯をのせる小さな衝重がもう一つ配され,それには中

皿と小皿各 1がのっている。高台付の椀にあたる器種と什を入れる容器が見あたらないのは ,

酒席のためであろうか。

南滝院の食器と西僧房のそれとを比較すれば,大型の皿が杯AI・ AⅡ にあた り,中皿が杯

AⅡ ・皿AIに,小皿は皿AⅡ に相当する。 したがって杯AIと 杯AⅡ に飯を盛 り,杯AⅡ の

うち法量的にあまり皿AIと 変らないもの,お よび,皿AⅡ ・AⅢに副食を盛ったと考えてよ

かろう。椀の用途については,南滝院の厨房からは何等資料を得ることができないが,他の絵

図等からは什椀 としての機能が考えられる。

副食用の皿は,献立に応 じて数が決定されるが,食器として最も基本的な坂盛器としての杯

と什を入れる椀の数に注日すれば,想定 した各中室の食器構成から導き出される僧の員数は 2

人となる。この数は,他の器形の,皿 BI・ Ⅱ等の数とも付合する。

摩たたび各中室の食器構成について考えてみると,皿 B類,椀類には若千ながら緑釉・灰釉

陶器がある。杯AIは総数からみても極めて少な く,特に a群の杯AIは非常に軽量でも。c

群の皿AⅡ ょりも軽い。 2人のうちの 1人が,杯 AaIを飯椀 とし,場合によっては施釉陶器

の椀,皿 Bを使用 し,も う1人は杯AⅡ を飯椀 とし,黒色・土師器の椀,皿 Bを使 うことが予

想され, この食器構成は 2人の僧の身分の違いを示しているといえよう。

5房・ 6房の後室から70個体に近い数の上器類が出土している。後室は 1.8× 2.lmほ どの 後室の上器

狭い空間で,西側に棚が設けられていた可能性があ り,住居空間とは考え難い。また,出土土

87)『慕帰絵詞』第二巻は,

特別振舞いの場面であり,

宗昭少年を歓待する

普段の食事における

2δ5

食器数よりも多いと考えるべきである。



第Ⅵ章 考

劾 壕イ
孝塩

器の構成には中室のようなまとまりは認められず, したがって食器をはじめとする物品の格納

庫 として使用されたものと考えてよかろう。

出土状況から僧房 (大房)の僧の生活を復原したが,それは, 10世紀後葉のあり方であ り,

奈良時代の僧房のあり方そのものではな課。想定 した僧房に消ける僧の生活のあ り方 も,今

後,住い方の変化,僧房から子院生活へというような観点から,更に検討の余地を残す。

付記 東面回廊東辺出土三彩多口瓶  (PL。 111469)

昭和49年 10月 5日 ,境内を流れていた農業用水路改修工事に際 し,三彩多口瓶の破片12片が

出上 した。寺 。工事関係者から当研究所に三彩出上の一報が伝えられた時には,すでに工事が

終 り,土管が埋設され埋戻されたあとであった。

出土三彩片は釉がよく残 り,器形復原可能な好資料で,出上場所も明らかであ り,早い内に

層序・出土遺構の性格を把えてお く必要があったので,寺側と協議 し,昭和50年 1月 21日 に,

出土地点の西側に南北 3.5m,東西 1.9mの トレンチを設定 し発掘調査を行った。調査の結果,

先の工事で確認されていた東西溝のなごりとそれを切る南北濤の東肩を検出した。東西溝は痕

跡として残っていたにすぎず,工事の際出土 した三彩と同一個体の破片が出土したが,伴出遺

物がなく濤の掘撃の時期については決め手がない。

工事および発堀調査で発見された破片は,すべて接合可能で全体の約 4割の大きさに接合で

きた。肩部より上位,子 口頸部の破片はないが,滋賀県南滋賀廃寺出土例を参考に全体を復原

した (カ ラー図版)。 本例は卵形の体部に外方に開 く脚台が付き,肩部の 4ケ 所に子口を持つ形

態で,復原総高 35.4cm,残 存高 28.3cm,胴 部最大幅 24.2cln,脚 台高 3.8cm,脚台径 18.8

Cmである。胴部の中位に 2条 の沈線がめぐり,脚台端部外偵1面 に幅広の縁帯がめぐる。

灰白色の軟質のやや砂ぽい胎上であるが,水簸されたものであろう。製作の手順は以下の如

く復原できる。①日の開いた平底長胴形の体部をロクロの上で成形し,次に正位の状態で胴部

88)延長 2年 (924)正 月十日の,

蓮院文書』大日本史料 1-5,
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ていたことが矢日られる。
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下半をロクロケズリする。②肩部の子口設置部分を丸 く扶 り取 り,別作 りの子口を貼 りつけ,

その後,主 日の開口部に口を取 り付け,①別作 りの脚台を付す。尚①のケズリを行 う前と,②

と①の間には乾燥の期間があったと見るのが妥当であろう。

施釉は,外面を三彩釉で,内面は部分的に自釉をあしらう。外面は緑釉の地を基調とし,肩

部に白釉斑文列を 2段配 し,白釉間に小さく黄褐釉をあしらい,体部から脚台付け根にかけて

は裾歯状の白釉斑文列を合互に 6段配 し,各白釉間に小さく黄褐釉をあしらう。こうした施釉

のあ り方は,正倉院蔵の鉄鉢 (磁鉢丙四号)に も知られている。

前述 したように,本例は主口顕部,子 口を欠損するが,最近の出土例を見ると,両者の日縁

部端部の形態には,A.「 く」の字形に屈曲する緑帯が付 くもの (滋賀県南滋賀廃寺例・京都府北

野廃寺例), B.沈線と 1条の突線をもつ縁帯がめ ぐる例 (奈良市佐保山遺跡),C.縁帯がな く端

部が丸 くおさまるもの (平城京左京六条三坊十三坪例)の三種があ り,本例の全体的な形態は南滋

賀廃寺例と共通 し, 日縁部の形態もA形態をとるものと考えられる。

89)肥後和夫『大津京の研究』19 。
90)京都市埋蔵文化財研究所『北野廃寺発掘調査

報告書』1983。

91)奈良県教育委員会『奈良県遺跡調査概報』

ム

197 。

92)奈良市教育委員会『昭和58年度奈良市埋蔵文

化財調査報告書』 1984。
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昭和39年から同61年にかけて行われた薬師寺発握調査団および奈良醸立文化財研究所の発掘

調査によって,金堂 。西塔・中門・回廊 。僧房など,薬師寺伽藍の大要が明らかとなった。回

廊・講堂・食堂・南大門はまだ一部の調査にとどまり,外郭施設 。僧房・東院・西院,さ らに

多 くの付属的施設などについては今後に期すところが少くないが,平城京の寺院の中で,発掘

調査によって伽藍の様相がこれはど解明された寺院はほかにない。また, この成果によって薬

師寺が進めている伽藍の復興の基本的な資料が得られ,復興に当 り遺構の保存に特別の配慮が

払われている。ここでは奈良国立文化財研究所調査を中心として成果の要点を述べたが,い ま

だ解明されず,あ るいは疑聞点として残った課題についてもふれることとした。なお,西院・

東院の一部についても薬師寺発掘調査団の調査があるが,今回の報告ではかれなかった。

薬師寺の回廊が金堂・東西両塔を取園むことは従前から想定されていたが,発掘調査によっ

て回廊は講堂側面中央に取付き,金堂には軒廊がないことが確定 した。講堂の北に食堂があり,

食堂両脇に東西僧房が建つ。東僧房東端には南に向う東南僧房が推定され,食堂を中心として

三面僧房の形をとる。食堂の後方では十字廊が確認され,さ らにその後方には食堂関係と考え

られる掘立柱建物がある。

伽藍中軸線は西二坊大路から 1町東の小路心にあるが,南大門・中門・金堂 。講堂・十字廊

等の心を引通すと国上方眼方位に対 して,0° 34′00′
′
北で西へ振れ,現在考え られ てい る平城

京条坊南北方向の方位の振れ 0° 15′41″ と差はあるが,ほ ゞ同じ傾向である。

金堂・西塔 。講堂・中門 。南大門・食堂 。経楼・鐘楼は切石積の基壇を備える。僧房は低 く

玉石の雨肩石を置 く程度のものである。講堂は旧基壇上に桁行長さは狭 くなっているが現在も

講堂が建つので基壇と礎石据付痕の各一部を検出したにとどまり,食堂につ いて も同様 であ

る。

現在の地表は旧地表 より伽藍全域にわた り約 110cmほ ど高くな り,旧基壇の地覆石等は地

下深 く発見される。東僧房・西面回廊では後世の攪乱が甚 しかったが,遺構の保存状況は良好

であったものが多い。

薬師寺は造営後,平安時代になって天禄 4年 (973)2月 27日 ,十字廊から出火 し,金堂・

東西両塔は奇跡的に残ったものの伽藍のほとんどを焼失した。その後,長年月の努力によって

ほぼ焼失前の状況に復興 したらしく,長和 4年 (1015)に『薬師寺縁起』が編纂され,縁起や

寺地,各主要建物の状況,復興の経過等が詳 しく記されている。南大門や中門の発掘調査の際

に遺構から判明する規模が『縁起』の記載と合わないことが指摘されているほか,回廊の柱間

数でもその記録と異なる結果を得た。

金堂は昭和46か ら同51年にかけて復興された。復興前には現在興福寺講堂として改造移築さ

れた旧仮金堂が旧礎石の上に建っていて,当初の基壇の保存状況は特に良好であった。桁行 7

間,梁行 4間 で,桁行中央 3間天平尺12.5尺,両脇各 2間と梁行 4間は各10尺,裳階の出6.25

2δ∂
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尺で,周囲庇側柱には転びがついて足元では10.15尺であった。堂内は凝灰岩切石を布敷とし,

身舎中央後方に東西 10.07m,南 北 3.25mの 須弥壇を構える。須弥壇は昭Tr127年 から33年に

かけての本尊薬師如来坐像及び脇侍日光月光像の修理の際に大半の部材を取替えているが,須

弥壇内部は敷石の上に凝灰岩の角材を並べ,大理石切石で外装 している。基壇は東西 29,40m

(99.3尺 )南北 18.26m(61,7尺 )で, 高さは葛石まで約 1.51m(5.1尺 )と 推定され,凝灰岩

切石の壇正積とするが束はなく,正面は中央間と1間おいた各脇間の三ケ所,側面・背面にも

中央間に石階が付 く。その後の改修で旧基壇の前に花満岩製の基壇を積み,寛保 1年 (1741)

には正面に五間の向拝基壇を設けて旧基壇を包み込んだ。このため旧地覆石・羽目石の保存は

良好であった。二重,各重裳階付であったことは,『縁起』に「二重二閣」と記す ことに よっ

て明かである。

西塔は心礎が旧位置にあり,他に移動 した四天柱礎石が 2個残っていた。他の柱位置も礎石

据付痕があり,東塔と同規模であったことが確認されたが,裳階礎石の据付痕はすでに失われ

ていた。基壇は束のない壇正積で,地覆石のみ花商岩,その他は凝灰岩とし,四面中央に石階

を設け,雨落溝と葛石の間を玉石敷とし,雨落溝の外にも玉石敷が拡が る。基壇は一辺 13.65

m(46尺 ),高 さは約 1.38m,(4.7尺 )ほ どである。西塔は享禄 1年 (1528)に焼失 し,そ の後

は再建されず,万治 3年 (1660)に 文殊堂が旧基壇上に移建されていたが,昭和 8年再び他ヘ

移築されていた。

南大門は昭和29年 の調査でその規模を確認し,中央柱筋の調査によって慶安 3年 (1650)に

移建された現南門の親柱礎石は旧南大門礎石の一部を欠いてそのまま使用されてお り,据え替

えた形跡がないことが判明した。他に10個所の礎イf下 根石を確認 した。また,基壇外束北方で

は隅木蓋瓦をか くむ多量の瓦の出土があった。 基壇は束西 33.62m(113.5尺 ), 南北 18,04m

(61尺 )で,高 さは約 1.48m(5尺 )と 推定でき,建物は桁行 5間,梁行 2間,桁行中央 3間各

18尺,同両端間及び梁行各間16尺 である。天禄火災後再建され,文安 2年 (1445)に廃絶した。

中関も昭和29年に調査が行われているが,中問復興計画にともない,改めて全面的に調査を

行った。中門は桁行 5間 ,各間15尺 ,梁行 2間,各間12.5尺で梁間が狭 く細長い建物である。壇

正積形式の基壇であるが,地覆と羽目を一石から造 り出す。西端部は後世の池のため破壊され

ていたが,基壇は東西 27.33m(92.33尺 ),南北 13,32m(45尺 ),高 さは約 0.8mで,中央 3

間に石階を設け,南大門との間に凝灰岩切石を並べたが道があった。『縁起』には,中 門に「二

王像井夜叉形,矢及座鬼形等合十六赤」が安置されていたことを記すが,前面両端間に二王像

の足柄と考えられる丸納穴をはった石が 2個ずつ,基壇表面より約 20cm下に据えられ,背面

と妻側の壁際に折曲って石造仏壇を設けた痕跡が発見されている。また,基壇築造に当り,礎

石下に特に多量の瓦片を敷込んでいたのも珍 しい手法である。

回廊は薬師寺発掘調査団の部分的調査の後,当所究所が西北隅を除 く三Frhな どを調査 してい

る。西面では後世攪乱の甚 しい部分がある。回廊は当初梁間 1間 の単廊として計画 し,据石を

据えるところまで進めながら複廊に変更して完成していることは特に重要な所見であった。興

福寺 。大安寺をはじめ平城京の大寺の回廊は複廊であったが,薬師寺ではじめ単廊として建設

を始めたことは,藤原京の本薬師寺は単廊であったことを強 く推察させる。

回廊は『縁起』に「東面十四間西面十五間」とするが,東面の調査結果では内側柱列で25間
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と考えられ,東西面で同じ柱間となる。『縁起』に東西面を異なるとするのはどのようなわけ

か,単に誤記であるのか明らかでない。回廊はまだ全面的には調査を行っていないので,今後

に期するところも少 くない。

講堂基壇は東西 42.5m(143.5尺 ),南北 22.2m(75尺 )ほ どで,『縁起』には「重閣七間四

間在裳層」と記され,一重裳階付きと考えられている。薬師寺発掘調査団の部分的調査にとど

まり,礎石据付痕は東面 2個所で確認されているだけであるが,主屋桁行 9間,梁行 4間で,

桁行中央 5間各15尺,両脇 2間各 12.5尺,梁間中央 2間各15尺 ,両端間 12.5尺,裳階の出は

6.25尺 と推定すると都合が良い。天禄火災後再建されたが,享禄 1年 (1528)の 兵火によって

焼失 した。弘化 5年 (1848)か ら安政 3年 (1856)に かけて再建された講堂が,旧位置を踏襲

して現存 している。

食堂は薬師寺発掘調査団と当所究所が部分的調査を行っている。『縁起』に「九間四面東屋」

とし,基壇は低い壇正積の外装で,東西 47.4m(160尺),南北 21.8m(74尺 ),高 さ約 0,8m

ほどである。食堂も部分的調査で,礎石据付痕は西面 5個所で確認 しただけである。従って柱

間寸法も明確ではないが,桁行総長140尺,梁間総長54尺ほどである。

食堂両脇に棟通 りを合わせて僧房が建つ。西僧房は特に保存良好で,天禄火災後,東西僧房

は再建されなかったと認められる。僧房の基壇はごく低 く,内部は土間で,大房の柱配置,房

の割付け,間仕切,床 。棚の設置状況等が詳 しく判明するとともに,後方に小子房が並び,中

間に各房ごとに付属屋と中庭があり,大房と小子房と付属屋が一対となって房ごとに僧侶の集

団に使用されていた状況が明らかになった。床面から多 くの遺物が焼失時の状況ほぼそのまま

に発見された点も特記される。

東僧房は西端部を除いて全体的に後世の攪乱が著 しかったが,薬師寺発掘調査団の調査の際

に東僧房東端で基壇が入隅となって南へ廻 り,さ らに約 63m南では南東隅の出隅が発見 され

ていて,こ こに南北棟の東南僧房が建つことがわか り,東・西 。東南・西南の 4僧房で三面僧

房を形成 していたことが知られた。『縁起』によると,僧房は旧流記帳では 8条, うち 4条 は

大坊とし,後に14宇 6烈となったとする。14宇のうちには檜皮葺坊 2棟を含み,12宇が大房と

小子房各 2宇で 6列 となっていて,檜皮葺坊 2棟は,東北僧坊・西南僧坊の列に属したと推察

される。 6列 のうち 2列の僧房の所在は明らかでないが,東僧房北方にある小柱列群のうちに

南北棟の付属屋にあてられるものがあ り,東西僧房の北に並んで同じ構成になる東北 。西北僧

房が推定されるが,なお,今後の調査による確認が必要である。

経楼・鐘楼は通常は講堂の前方東西に予想されるので,薬師寺発掘調査団がまず回廊内で探

したが発見されず,北面回廊の外,東僧房との間で,南北にやや長い大きい基壇跡を確認 して

楼の所在が判明した。西方では西僧房の調査の際に西の楼跡を確認 した。基壇は南北 19。 25m

(65尺 ),東西 15.68m(53尺 )あ り,礎石据付痕は東楼 。西楼とも確認出来ないが,東の楼で

は南面,西の楼では西面と北面に石階を検出し, 4面に石階を備えることが判明した。これも

他に調査例のない貴重な発見であったが,建物規模は『縁起』に「長三丈七尺,広二丈五尺」

とあり,西の楼の西面石階耳石心々12.5尺が中央間の柱間寸法に当 り,桁行 3間,梁行 2間各

12.5尺間と推定された。大安寺・興福寺に匹敵する大規模な楼であ り,も し興福寺にならえば

束を経楼,西を鐘楼と想定される。

270



第Ⅶ章 結  語

『縁起』によれば十字廊があり,食殿とも呼ばれていたので食堂北方と推定され ていた。十

字廊は薬師寺独特の建物であるが,食堂のす ぐ北方で予想通 り十字廊を確認 した。中軸線上に

梁行 1間,桁行 4間 の南北棟があ り,その第 3間から束西に桁行 5間 の束西棟が束西に延びて

十字形になる特殊な構成である。天禄火災の火元となった建物であり,『縁起』には再 興 した

と記すけれども,再建されたと認められる形跡はなかった。

その他,食堂北方にも掘立柱建物群があ り,食堂に関連する諸施設と考えられるが,詳細は

甥らかでない。伽藍北方では,六条条聞路の南側溝に相当する寺域内道路の溝や,右京六条二

坊の七・十坪を分ける坪境小路の東側溝に相当する可能性のある南北清が検出されていて,寺

域内の各院は条坊区画に合わせて境内道路で区切られていたことが推察される。

先に記したように薬師寺では造営中に単廊から複廊に変更しているが,他にも造皆の経過に

関する重要な発見があった。それは,東僧房北方の井戸,SE 037か ら発見された木簡に霊亀 2

年 (716)の 紀年銘木簡があったことである。この井戸は木簡とともに木暦や土器が伴 出 し,

当時すでに薬師寺の造営が進められていたことがわか り,従来考えられていた薬師寺移建年代

の養老 2年 (718)以前にすでに造営は着手されていたことになる。『縁起』には養老 2年,元

明太上天皇が薬師寺の伽藍を平城京右京六条に移すとあり, この伝えが正 しいものとすれば ,

むしろ造営の中で何らかの重要な事業を意味することとなろう。

双塔式の伽藍は新羅に多 くの事例が残るので,近年とくにわが国と新羅文化の関係が強調さ

れている。本報告では薬師寺金堂・塔・回廊の関係が,新羅の感恩寺と近似 した比例をもつこ

とを指摘 した。規模は薬師寺の方がかな り大きく,伽藍の構成や個々の建物にも異なるところ

があ り,今後はわが国の古代の伽藍配置,建物の構造技法などの建築技術の変化発展に,束 ア

ジアとの交流・影響を一層重視 しながら調査研究を進める必要性を示すものである。

発見物も多量の瓦を中心に種類も量も多い。軒瓦では本薬師寺と同絶の軒丸瓦・軒平瓦が特

に多い。軒平瓦は五条市牧代で焼成されたものと絶傷まで一致 し,一たん本薬師寺へ運ばれた

ものが大部分さらに平城京薬師寺へ運搬されたと考えられる。軒丸瓦は絶型の新 しい うちに焼

成された瓦は両寺から出土する。ただ し,同絶でありながら絶型のやや磨滅 したもの,さ らに

全体が強 く磨滅したものが本薬師寺で実際に使われていたかどうか,なお今後の研究課題であ

る。最も出土の多い6276A。 6641Gに は同 じ瓦絶型を使用して平城薬師寺のために新 しく焼成

されたものの含まれる可能性もあるが,現時点ではこの種の瓦は本薬師寺から運ばれたものと

考えている。なお,本薬師寺の瓦と藤原京の瓦は共通点が多いが,本薬師寺の瓦の文様が一層

精緻であり,製作開始も早いものと考察 した。

平安時代の瓦では,西僧房間仕切に使用されていた軒平瓦 239は 天禄以前の瓦であることが

切らかとな り,ま た,天禄再建に最も多 く用いられたのは軒丸瓦 39と 軒平瓦245で あった。さ

らに,伊予真導廃寺と同絶の軒平瓦 253は天禄復興時に伊予が東南僧房を割当てられたことと

の関連が考えられる。その他平安時代の瓦は興福寺 。平等院・六勝寺などと同範あるいは類似

するものが多 く,それらと比較研究 して編年を行った。

古代末から鎌倉・室町時代の瓦も多いが,こ の時代の軒瓦の編年はまだほとんど未着手の分

野である。法隆寺・興福寺をは じめ大和諸寺院の瓦と比較検討し,中世軒瓦の大要を明らかに

した。今後の中世瓦編年の基礎的な資料となろう。特に二巴文軒丸瓦の多いのは薬師寺の平安
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時代末乃至鎌倉時代前期の特色である。

出土土器の中では西僧房出土の上器群が特に注目すべき遺物である。西僧房は天禄 4年 (973)

火災後の再建が行われず,遺物も焼失前に房内に置かれていた状態をよくとどめ,編年資料と

してきわめて重要なものである。また霊亀 2年の木簡の発見された井戸 SE037出 土をはじめ,

井戸・土媛からの一括出土遺物にも奈良時代以来の遺物が少 くない。

西僧房では多量の土師器・黒色土器・少量の須恵器・白色土器・鉛釉陶器・灰釉陶器や中国

製磁器などが出土 した。白色土器 と称 したものは平安京出土品では無釉陶器 と呼ばれる椀 と皿

からな り,緑釉陶器製作との関係が濃密に認められて,県下では稀有のものである。

鉛釉陶器には奈良時代の優品である完形の二彩鉢をはじめ,三彩多嘴壷,火舎,緑釉椀など

があり,中 国製磁器には,唐代から五代の白磁椀,越州窯の水注と青磁椀などがある。東僧房

出土土器は西僧房より少いが,やは り西僧房と同様に編年基準となる。

これらの土器の器種構成のあ り方,産地・型式について検討 し,平安京などの他の遺跡出土

土器とも比較し,10世紀後葉頃を中心とした土器様式の変遷を考察 した。さらに,西僧房出土

土器及び小金銅仏などから.10世紀後葉の僧房内の生活のあ り方を考察 し,大房前室は仏間的

な用途が考えられ,中室は出土食器の構成から僧侶 2人程度の居室で,後室は食器をはじめ物

品の格納場所にあてられたことを推定 した。

金属製品には金堂の地垂木・飛権垂木木日の透彫銅製飾金具がある。垂木・尾垂木木口に同

種の飾金具を付けたものに法隆寺五重塔があ り,同金堂では尾垂木に飾金具を付ける。海龍王

寺五重小塔の垂木木口にも飾金具を付けていた。大官大寺に於ても尾垂木木 口金具が発見され

ているが,類例の少い貴重なものである。

金堂跡の発掘調査で一括出土 した金属製品 。ガラス製品は暦などの荘厳具に用いられたもの

と考えられる。また,西塔からは多量の塑像断片が出土した。寺蔵の塑像 心木・塑像断 片 と

ともに,東西西塔に安置された釈迦八相成道像の遺物である。塔の塑像群 と しては和銅 4年

(711)の法隆寺五重塔初重の須弥山に安置された塑像があるが,薬師寺塔では初重内部に法隆

寺五重塔よりさらに広い仏壇を構えて安置 していた。

中門においても二王像台石の柄穴から塑像断片が出上 し,中門の二王像や夜又形などが塑像

であったことが推測される。金堂では脱乾漆像の断片が発見された。『縁起』 によると薬師三

尊徐のほかに, 2然 の観世音菩薩像と十二神将が安置されていたから, これらの仏像に属する

ものであろう。西僧房東から第 7室の前室では破損した小金銅仏が発見された。

薬師寺に関して今 日でも論争の的となるのは,遷都にともない,藤原京の本薬師寺から実際

にどの程度の仏像が移され,建物が移建されたかと云 う移建・非移建,移座・非移座の問題で

ある。平城京の薬師寺の東塔の礎石,西塔の心礎の材質は角閃石黒雲母花鶴岩で,本薬師寺金

堂,東西両塔の礎石も同質である。これらは奈良盆地東南部に産出し,飛鳥地方で多量に用い

られた石材であるが,同質の石材は平城官に於ても使用されている。金堂・塔の規模,相互の

関係は両寺同一であり,軒瓦にも同絶同質のものが特に多 く発見されたが,現在までの発掘調

査に於ては移建の事実が直接確認出来る遺構はない。本薬師寺においては文武 2年 (698)に

造営がほぼ終った後で,大宝 1年 (701)に 造薬師寺司の機構がかえって充実され てお り,遷

都の計画とともに本薬師寺の造寺官において,平城京薬師寺の資材調達が進められていたかも
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しれず,こ の間の事情の解明も今後の課題として残る。

平城京薬師寺の金堂・塔の規模・配置関係が本薬師寺と同じであることは早 くから指摘され

ている。南大門は推定六条大路心から 18.995m,天平尺64尺,南大門 。中門心々は 26.7m,天

平尺90尺である。中門・金堂心々は 51.2mで , 天平尺172.5尺 となる。塔中心線か ら金堂心

は 29.2mで あるが,本薬師寺では 29.57mでぃずれも100尺の計画と考えられ る。東西両塔

心舛は 71.71m,天 平尺では242.5尺 となり,金堂・講堂心々は 56.5m,天平尺 190尺である。

回廊は当初計画された単廊では東西心々118.4m,(天平尺 400尺),南北 106.9m,(天平尺

362.5尺 )である。複廊は南面・北面では単廊と棟通 りを揃えているが,中軸線から棟通 り隅

まで南面東回廊は 58.48mで,単廊が 59。 2mであるのに比べてよりやや短か日である。

平城京の薬師寺は奈良時代には寺地の広さが10坊 4分の 1あ って,右京六条二坊のうちに10

坪,七条二坊のうちで 4分の 1坪を占めたと考えられている。六条二坊の五・六坪の 2坪は当

初寺域に含まれず,特別の扱いを受けていたようであるが,平安時代にはここも寺域に入 っ

て,東西 3町,南北 4町,計 12坊の垣内が構成された。さらに東方秋篠川との間に設けられた

宿院,七条二坊の花園を加えると寺地は16町にも及が。

藤原京は都城の条坊制の確認される最初の都で,本薬師寺はその右京八条三坊の比較的官に

近いところに立地する。藤原京における最大の官寺である大官大寺は左京九条四坊の 4坪と同

十条四坊坪の 2坪を合わせた 6坪で,薬師寺よりも官から離れてお り,薬師寺とほぼ相対する

左京八条三坊には伝紀寺跡がある。大官大寺と伝紀寺跡は発掘調査が行われているが,本薬師

寺に関しては,西南隅条坊遺構の調査があるだけですべて今後に期せられる。

平城京では右京の薬師寺と大官大寺の由緒を継 ぐ左京の大安寺は,いずれも六条大路に南大

問を開 くが,大安寺ではさらに南に塔院が独立する。東西関係は薬師寺が右京二坊であるのに

対 し,大安寺は左京四坊で東に寄る。遷都以前からあった可能性のある海龍王寺は宮に近い

が,皇后官と特別の関係を持つ寺院であり,後には西大寺・西隆寺・唐招堤寺・菅原寺をはじ

め多 くの寺が四坊までの左右京内に建てられるが,興福寺・元興寺・紀寺は外京に位置 し,左

右京の四坊以内には,遷都当時薬師寺 。大官大寺以外の大寺は建設されていない。遷都当初は

この両官寺以外は左右京に寺院を建てない原則であったことを意味しているとも思われる。

伽藍中枢部以外の寺域内の調査も数回にわた り行われているが,明確な建物跡はまだ確認さ

れていない。中枢部についても,講堂・食堂・回廊など,今後の調査が望まれる遺構も少 くな

い。伽藍外周の門・築垣 。東院・西院 。政所などは調査上に制約も多いが,それらの調査が進

めば古代における薬師寺の構成とその後の変遷はさらに明らかにすることが出来よう。

薬師寺は天武天皇の勅願によって藤原京に創建された官寺であり,平城遷都とともに平城京

にもその由緒を継 ぐ寺院が造営された。現存する薬師三尊像,聖観菩像や東塔などの極めてす

ぐれた古代の文化遺産を伝え,平安時代に入っても高い寺格を保った。

発掘調査によって薬師寺伽藍の状況がかなり明確になったことは,古代文化の研究に寄与す

るところが極めて大きく,伽藍の構成や計画の手法などの比較によって,中国・朝鮮半島との

関係の研究なども,一層広 く進めることが出来ると思われる。薬師寺の研究については今後に

期するところも多いが,伽藍中枢部の現在までの調査の成果を中心として本報告に取 りまとめ

た。
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付 章 薬師寺南大門及び中門の発掘

1序 口

本調査は平城京薬師寺伽藍の全規模を明らかにする第一段階であるが,同時に南大関と六条

大路との関係を追及し,伽藍の中軸線を明らかにすることによって,平城京条坊研究の重要な

資料を得る目的を持ってなされたものである。このことは「大安寺南大門及び中門の発掘」に

も記したとお りである。

発掘の結果,現南関両袖の築地位置は動いておらず,南大門の位置も亦現南門と中心を合わ

せていることが判ったが,南大門中門共その大きさは,薬師寺縁起の記載寸尺に基いて従来考

えられていたものとは全 く異なり,は るかに大きい規模を持つものであることが明 らかに さ

れ,尚旧地表は現地表下 2.5ないし5.5尺下にあって,南大門並に中F]基壇上面はあまりひど

く削 りとられておらず, したがって旧礎石位置等もほぼこれを推知し得たのであった。

本研究は文部省科学研究費によったものであり,発掘は主として浅野清が担当し,奈良国立

文化財研究所建造物研究室並に考古学研究室の協力を受けた。同研究所の杉山信三,田中一郎,

鈴木嘉吉の三氏および実測を助けた東京大学工学部建築学科大学院学生沢村仁君の労ならびに

薬師寺の多大な御好意に対し,深甚の謝意を表すものである。

2発 掘 の 経 過

本発堀は昭和29年 8月 27日 に着手, 9月 27日 に終了,同 30日 に埋立を了った。あいに く台風

期に際会 したため, 日数の割合には仕事がはかどらなかった。

手掛 りには南大門と中門の中間と考えられる所に南北の トレンチを入れた。上部に置き上で

ある砂層があ り,その下は粘土質の瓦を混 じた埋立上とな り,最下に土器片を多量に包合 した

第 1図

編者注 大岡実 。浅野清・村田治郎・杉山信

・福山敏男・鈴木嘉吉「大安寺南大門,中門

ナ||

第 2図

及び回廊の発掘」 (『 日本建築学会論文集』50号

昭和30年 3月 )

」 こ

南大門
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2 発掘の経過

埋土の層が二段あ り,下の層の上には薄い粘土層が作られていた。これらの層中にも瓦片を含

んでいる。その下は固い,表面に砂利を混 じた粘土層となった。これをまず北方に掘 りすすめ

ると,床面上に花筒岩の玉石が出,中段と表土直下に凝灰岩片が現れ,ついで瓦が丁寧に積上

げられている部分に達 した。この瓦中には奈良時代の文様のある軒平瓦や軒丸瓦を含み,すべ

て下方の土器包含層中に入 り, この上には粘土層がきて,さ らに上方の土器包含層が重ってい

た。これを除 くと,その下から東西にのびる玉石列 (第 9図)や凝灰岩の布石 が見 出され,土

器包含土を取去ると,少 し北方に後退 して粘土層のみの壇側が現れた。なおこれより北方の地

盤では,表土を除 くと凝灰岩片が一面に散乱してお り,こ れが中門旧地表の敷石の名残かと相

像された。

一方 トレンチを南方へ進めたが,こ こでは大安寺の場合と異な り,建物基壇内の上築の構造

がいわゆる版築ではな く,粘土を固めたもので,層状にもならず,固 さもあまり固 くないので,

壇端を見分けるのが容易でなかった。然 しやがて床面に凝灰岩片が現れ,次いで又現れ,付近

には凝灰岩片が嵌入 してお り, この辺で土器包含層が絶えてお り, これより北方では瓦を含ん

だ層が土器包含層の上に重っておるのに対 し,南方は清浄な粘土となる。 よってここを階段の

裾と見て,東方ヘ トレンチを進めてい くと,斜に下る粘土層の表面に凝灰岩が所々にのってい

て,推定の誤らないことが判った (第 4図 )。 これで大体南大門と中門の一角に取付いたのであ

るが,中間の方に後世の改修が多 く加っていたためと,今一つは縁起の記載寸尺の中,桁行寸

尺が全 く誤っていたため,尚全貌の見当づけられるまでには,かな りの曲折を見なければなら

なかった。今一つの困難は大安寺の場合よりも樹木が要所に密生 していて,思 うように掘進め

られないことで,それが調査を非常に面倒にした。

先ず南大関の発掘経過を記そう。南大門北側階段跡らしいものに手掛 りがついたので, これ

を束方へ据拡げる。表面の所々に凝灰岩片が付蒲した粘上の檎固い層が斜面状に北へ下り,壇

第 3図

薬師寺南大門及び中門跡実測図
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付章 薬師寺南大門及び中門の発掘

の尽きる当 りで床面が補下 り,又北方で上る。この部分には凝灰岩片が散乱 してお り,布石の

据えられた跡と見られる。最初縁起に記す寸尺に引かれて,門の桁行を狭 く予想 して,東北,

西北の隅を捜 したのであるが,布石が更に東西に長 く延びて問が予想より進かに大きくなるこ

とが判って来た。西方では端で布石がな くなったが,南折 した部分が現れて先ず西北隅が決ま

り,次に階段の東端の,次いで西端の北方へ突出する布石が現れ (第 5図)最後に東北隅が出

た。隅の折れ曲り部分を少し出しておいてから,間を少し飛ば して,築地際を掘る。東側築地

際では,布石の内方上に地覆石の端が載っているのを発見。その南面は欠損 してお り,残った

のは断片であるが,位置は動いた形跡な く,布石とも南端は綺麗に切られてお り,基壇が築地

際で終っていたことが察せられた。 したがって築地も亦旧位置を保っていることが知られる訳

である。地覆が現れたのはこれが初めで, これによって,今 まで見出されていた布石は,地覆

の外下に来るものであることが明らかになった。なおこれらの布石や地覆の南端から少 し北ヘ

戻った当 りを境にして土質が変 り,南方築地際のものは美 しく,北方のものは汚い。この南方

の粘土層は層位を明瞭に見せないが,西側築地際では布石の上面から3尺程上まで存在 してお

り,或は旧築地の土が残ったのかも知れない。西側築地際では地覆の端に,東石まで残されて

いた (第 6図 )。

こうして築地内側に於ける南大門基壇石の状況が判ったので,壇上で礎石据付跡を捜 し始め

る。階段両端の耳石の通 りは,常識的に見て端から二つ日の礎石位置に当るはずなので,広 く

表土を象Jい で,東側の同所付近をしらべる。この付近は最近まで交番詰所になっていたので,

漆喰敲き等が現れたが, これらを除き,そ の下の赤い粘土をのけると,清浄で均―な粘土 とな

り,極 く浅い くばみが出来,その中から2個の玉石が現れた。大安寺南大門同様表上が多 く削

られているため,礎石下詰石はこの程度 しか出ないのであろう。次にはこれと西方の階段耳石

の通 りとの間を 3分 した地点をさがす。先の西隣の位置では,最近の修理の際の足場柱をいけ

た穴が出たのみ。ここは礎石が薄かったのであろうか。その西隣では多少 くばみが出き, 4個

の石が出た。西の階段耳石の通 りでも小さい石が 3～ 4個 出た。更に東西両端礎石跡を掘 った

が,東方では始め小範囲のくばみと根石らしいものが 1個 現われたのみ。(後に更に掘拡げて,

周辺から3～ 4個の石が出た。)東端では多少小石が出たのみで,は っきりした手掛 りは得 られ な

か っ た 。

第 4図 南大門北側階段跡
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第 5図  南大門北側階段より西方の基壇布石を見る



2 発掘の経過

これで南大門の北半を定めることができたので,その全貌も推知し得られるに至ったわけだ

が,念のため,築地の南方も要所だけ掘ってみることとした。先ず東方で南側基壇の端をさぐ

り,兼ねて旧道路との関係を求めるため,折返 しの位置をねらって道路の南の畠中に南北の ト

レンチを入れた。すると表上下に清浄な粘上の天然層が現れ,地下 3尺以上に及んでも異常を

呈 しない。余 りに不思議なので,場所を変え,東側基壇石の直上に当る所を掘ってみたが,今

度は粕土層の下から砂層が出て,その下がまた粘土層となり,天然層の続 く情況は同じであっ

た。よって先の トレンチ内の一部を思い切って壼掘 してみると,地下 3尺 8,9寸に至って瓦其

他を含んだ黒っばい土層が現れ,次いで焼土層を経て,濃鼠色の瓦を少量混じた砂交 り粘土層

となり,更に黒っぽい粘土層となった。そしてこれらの人工層の中から凝灰岩の列が現れた

が,これは据 りが悪 く,位置も補高過ぎるので,その前後を掘下げてみると,尚前後に瓦が含

まれていて壇外と見られたので,北方へすすむと,遂に東西に続 く凝灰岩布石に達 した。つい

でこれをたどって東南隅を出した。別に東西側の基壇の築地際を掘った所,東側では布石の内

側に地覆石の北端部と,その上に載った束石が現れ,東側でも同様布石,地覆石及び束石の断

片が旧位置を保ったまま出た。東側の束は略完存しているらしく,その上方に凝灰岩の崩壊 し

たものが認められたのは,或は高石の残存かも知れない。この他南面階段西端の耳石の位置を

掘った所,予定の如 く布石の折れ曲り角が整然と現れた。尚先に東方で,基壇南端をさぐる際

旧道路面に向って入れた トレンチをたどって行 くと,砂層と粘土層の交互になった天然層下か

ら,瓦を含んだ鼠色の汚い上が現れ,布石の上端位の高さから瓦が減 じ,色 も薄 くなって砂を

まし,床面の如 く固い層となり,布石下端から補下る位で薄黒い粘土層となる。これが地山ら

しい。この粘土層を追って南へ進む布石内面か ら5,6尺程来て,掘立柱穴の如きものに出会

う。 ここでは地山の層の高さに瓦を多 く含み (こ の瓦片の申には新しいものを含まず,すべて布目を

持つ。)据 って行 くと,周囲の粘土と異った砂と粘上のまじった上になっている。東 と南の壁

はかなりはっきりしているが,西と北は輪おさえ難 く,瓦を含んだ上のなくなるのを目当てに

大きさを略測するに約 3.3尺角,深さは 1,3尺位であった。この穴の相手はこれ以上追求しな

かった。

最後に道路上で,南列柱礎石据付跡を掘る。北列を折返 しにして位置を予定 し,掘ってみる

第 7図 中門南側基壇石 (西方階

段耳石らしいものを見る)

第 6図 南大門西側築地脇出上の地覆及び束石
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と,東より第 2の ものは手答えなく,東端,東 より第 3の ものはかなりよく根石を残 し,その

他は僅少の小石を見たのみであった。中列は丁度築地下になるので,調査不能であった。

中門は,前面階段が 2次或は 3次 の改造を受けているらしく,凝灰岩の基壇石乃至階段石の

他に花商岩の玉石からなる石列が中央柱間分の階段下と思われる部分に出た他に前面雨落より

南方の位置には東西に続 く玉石列が出ている (第 9図 )。 階段下の玉石の下には尚凝灰岩の布石

が出ていて,階段踏石の名残かと思われた (第10図 )。 この基壇石は南大門のものとは全然異な

り,地覆とか,その外の布石と見られるものは出ないで,凝灰石が立並べられているに過ぎな

い (第 7図,第 8図 )。 そしてその上には下が くずれて下ってはいるが或は葛石その もの と見 ら

れるものの存していた部分もあった (第 7図 )。 又南面中央 3間の西端に当る位置に階段耳石の

残片かと見られるものも残っていた (同図)。 西方は中古池にされて中門に関するものは殆ど失

われたらしく,西端柱から西には遺跡を見出し得なかった。よって東方で中門と回廊の取付部

を明らかにする必要があり,折重なる障害物を避けて トレンチを入れた所,丁度急所に当ると

思われる箇所に楓樹があって作業が困難なため,こ れを取除き,漸 くにして,中門基壇東南隅

と回廊取付部分を扶出することができた (第■図)。 但 しここで回廊基壇の葛石と見られるもの

が最初北方で発見され,その南方には溝とその上の凝灰岩の蓋が現われると予想したのであっ

たが,こ の南方のものも遂に回廊基壇の側石であることが判 り,中門東側基壇石の北端の仕事

第 9図

第 8図 中門南側墓壇石(東方階段耳石附近に当る所)

中門南側中央間の玉石列

第10図 中門南側中央間玉石列下から出た凝灰岩布石

第11図 中門東南隅 り回廊取付部付近に亘る基壇石



2 発掘の経過

が後のつけ足 しであることと合わせて前者は 2次的のものと考えられるに至った。これらの基

壇石の外方並に上方には矢張土器包合層が接 してお り,こ の上器包含層中にも少量の瓦を含ん

でいることも中軸線付近で見たのと同様であった。

中間北側では,中軸線近 くには凝灰岩基壇石列は残されておらず漸 く土壇の端肩に灰其他焼

跡の土を思わせるものが付着した壇端らしいものが認められ,その外には瓦を含んだ帯青色の

砂層があ りここに濤が設けられていたことが察せられた。この辺の床土は緑色を帯んだ粘土層

の上にバラスの敷かれたもので,その粘土層の下は砂混 りの帯青色腐触土層となること,南大

門の前面東よりで掘った場合とよく似ていた。尚ここには避雷針の銅燃線や水樋等が通ってい

て,様相を一層複雑にしていた。

この北側も西方は池に掘下げられたことがあるので調査不能であるから,最後に中関東北隅

を検討することとし, この部のつつじの樹を移植 して,その発掘を続ける。始め南方の折返 し

位置で土質の変化をたよりに見当づけて行ったが,既に攪乱されていて判明せず,やがて中門

東側基壇石並に回廊北側基壇石の一部が現れたので格好がついた。但 し前者は南側で見たよう

に石が立てられていないので,元のままでないかも知れない。付近には他に凝灰岩や玉石が相

当散乱していた (第12図 )。

中門礎石据付跡発見の端緒は,中間壇上に凝灰岩断片が散乱しているので,これを旧舗装用

のものと推定してその表面を露出していた際,焼瓦,灰等の汚物の固っている所が見出され,

これを追って除いて行 くと手頃な穴が出来たことであった。か くしてこれを注意して掘って行

くと,その底から礎石下詰石らしい石が出たので, これをllB次探 したのである。何れも汚い土

が見出されて,それが緒となり,中には根石の彩 しく残っていて,極めて明瞭なものもあった

が (第 13図),東端列の南端のもの等は最初に取付いた端の柱位置上,緒をはっきり捉え得ない

ため,困難を極めた。

最後に二三の問題が残された。第一は南大門と六条大路との関係である。興福寺の場合のよ

うに南大門から東西へ少し離れてから,築地が南折 して道路が南方へ追いやられるか,それと

も門が大路へ前半を突出するものかを知る必要を感じたのである。それには南大門から興福寺

の場合のように東西に離れた場所を試掘 してみることとした。南大間中心から 136.5尺西方が

丁度小さい問のある場所であるが,興福寺の築地の南折する地点も南大門中心から 140尺程で

あるから, ここで道路と門の間を試掘してみると,果 して幅 4尺程に玉石を敷詰めたものが,

深 く旧床面上から現れたのである。これが築地下の石敷の名残であるとすればそのものずばり

第12図 中門東北隅で出た基壇石

及び柱礎石据付跡 (左端)

第13図 中門中列東より第 3

礎石据付跡
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であるが:道路の舗装かも知れない。尚これを道路南の畠中で探 してみると,所々欠損はして

いるが,ずっと南の川堤の手前まで続いている。 (提の手前で土管が埋設されていた。)念のため,

これと対称の東方でも道路南で試掘 してみたが,こ こは粘上の天然層が実に深 く,地下11尺に

及んでもなくならないので遂にこれを放棄 した。一方小門の内部並に門の下を掘ってみると,

門内にも同じ石敷が続き,これに対し,現門下にも元の門の基壇と見られる ものが現れたの

で,これらの石敷は通路の舗装であると判定されるに至った。

第二は,『縁起』の南大門及び中門の寸尺に於て,梁行寸尺は今回発掘のものと正しく一致す

るのに桁行寸尺が会わない点である。但し中門の桁行51尺 とい うのは正に中央 3間分に当るし,

南大門の50尺 というのは,中央間の柱間寸尺18尺に隅の柱間16尺を加えた値である。だから両

門は後に改造縮少されて,縁起の寸尺に改められたのではなかろうかという疑間が起る。然も

中門では玉石で囲れて前面階段の輪郭らしいもの (両側には凝灰岩切石をおく)が正に 1間分あっ

て,門を 3間に縮少したとすれば話が合 う。そこで今一度そ うした縮少の形跡は認められない

が念をおしてみることとした。そこで先ず一つ起った疑間は中門で基壇の築土中から瓦片が出

た り,又壇表より下方と見られる所に凝灰岩を混じていることである。南大門にはそ うした疑

問はないが,念のため,東北隅柱礎石跡とその両隣の礎石跡との間に トレンチを入れて,こ こ

に雨落濤の形跡でもないか, しらべてみた。全然手答えがない。そこで試みに壇を掘割ってみ

るに,壇側と壇の上面は一様の粘土層でその中には瓦も混 じてお り,(何れも上代の瓦片で水平に

おかれる)2尺以上も下ると,細かい砂利を混じた固い層となり,南方に向って補上っている。

そ うすれば瓦の混入は創建当初からと見られよう。

中門では中央間だけ,後に地上げしてはいないかとの憶測を以てこれをしらべた。土壇の表

面のみでな く中段にも凝灰岩片のあることは,注意を要 し,東端間中柱通辺から南方に亘って

も,中段に凝灰岩片が線状に存在するのが認められたが,これらは同一水位にあ り,板石の中

がぬけて,周囲が残されたものと見られるので,元はここに一面に凝灰岩が敷かれていたよう

に考えられた。然もその石の上面は,東南隅基壇石の上面に相当する位の高さであったと推定

される。そこで先に発据 した礎石据付跡の下に更に一段と低い古い礎石据付疲跡をさぐりあて

得ないかと思い試みたが,こ れは無駄であった。こうして尚割切れぬ点も多少残ったのである

が,こ の辺で一応調査を打切ったのである。

3 遺跡に関す る考察

平 面 の 規 模

平面寸尺の決定方法は大安寺で行った場合と同様であるが,中軸線については,東西両塔間

の距離の 2等分点から (西塔は擦礎による)両塔中心を結が線に垂直な線を作ると,それは南門

の中心を通らず して (南門は南大門遺跡の中心にあり)1・ 07尺東方に来る。又南門中心から南大門

基壇布石の線に垂線を作ぅた所,両塔を結が中心は通らずに 1.99尺西方に落ち る。よって図

の中軸線は南大門基壇の線とは直角とせず,南門中心と両塔を結ぶ線の中心を結んだものとし

た。この線は幸い,中門の中列柱間の中心を通るのである。中門は西端が失われているので東

半に従ってこれを決めた。旧尺の一尺は現尺の .975と した。これは東塔の実測値によったも

のである。
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3 遺跡に関する考察

南大門 桁行 5間中央 3間各18尺両端16尺 梁行 2間各16尺

中 門 桁行 5間中央 3間各17尺両端15尺 梁行 2間各12.5尺

基壇の大きさは,(南大門は地覆石外面の線,中間は壇石の外面による)

南大門 東西110,96尺 南北57.13尺

中 門 束西 91.0尺 南北43.22尺

南大門中問間心  々87.38尺

南大門階段の幅は54.5尺 ,従 って軒出の下限は

南大門 平で14.135尺 妻で14.725尺

Hヨ   F弓 9.4225ナ磁      6.0125ナ く

南大門は恐らく15尺以上の軒出を持った入母屋造,従って手先の多い斗棋を持ち,中間は軒出

9.5尺以上,傍軒の出 6尺以上で,切妻造,手先のない斗棋を持ったであろう。

現在の地盤は南岡付近で著 しく高 く,中門遺跡付近では追かに低 く, 2尺余 り下っている。

これは元々南大門基壇が中門基壇に比 して著 しく高かったのに基因し,礎石据付跡から知られ

るように,現南大門跡の地表は中間跡の地表よりもずっと余計に削り取 られてい るのに拘 ら

ず,尚そのように高いのである。壇外の旧地表は,現南門付近の最高点 よ りも 5尺程下にな

る。南面階段の出が 4.8尺程あることから推 して,石階は 5級を下らず南大門壇の高は大安寺

南大 F弓 と同様 5尺程に及んだのでないかと思われる。中F]の垣の高は変更を受けていて複雑だ

が,南大門よりは遜かに低 く,現状から推すとその半分位であったかと察せ られ る (礎石跡か

ら推すと壇表は削られていないらしい)。

南大関の基壇の構造は大安寺の「
衛大門,中門と同様であるが,地覆に束柄を存 しない点が異

なり,石の大きさは,布石の見付幅は復原尺の1.2尺 と見られ,(実際の大きさは1.4尺 位)高 さは

復原尺の 1尺に近い。地覆は幅1.4尺 高1.00尺 程で,何れも大安寺のものより大きい。築地際

の束の見付幅は1.28尺～1,35尺～1.42尺,同厚 .52尺～ .55尺～ .62尺側面後部を欠取 り,

羽 :]石 と相欠きになって納る。

中門基壇の構造は全 く異なり,地覆も布石もな く,厚 6,7寸 の凝灰岩が地上に直接又はそ

の下に玉石をかって立ち,その上に葛石をおいたものらしい。再石は現存せず,唯―ケ所にそ

れらしいものの載った所があったが,これは原形のままでなく,下の石が少しくずれた上に載

せられたもののようであった。但 し回廊南狽Jの ものはF衛大間の地覆と同形式のもので,凸字形

の断面を持ち,羽 日石はこの上方の突起と前面合はせに納 り,前上角に欠込みがあって薦石を

咬み合わせたようであり (そ の有効高は3寸)そ の地覆の上端が,中関基壇石の底と略一致 して

いる。従って回廊基壇は原初のものを残すと見られるが中門のものは全部や り直しているもの

と思われる。壇の中段に見られる凝灰岩片は,元の敷石のす り減った残片と見るべ く,第二次

には回廊壇上が中問よリー段低 くされているが,元は中門と同じレベルであったのであろう。

その程度なれば中段の石の高さと一致する。第 2次には壇外も前記のように土器包含土で埋立

て,その上に粘土をおいたであろうから,南大門でも地覆外の布石は埋ってしまい,こ の中門

の基壇石底も土中に埋って支えられたであろう。然しその時も階段耳石らしいものが中央 3間

分の外に存在することからすると,矢張 3間 の階段で,門は 5間 であったであろう。 (rllし前記の

ように背面東北隅東側に見出された凝灰岩は立てられず,横にねせて用いてあった。後に倒されたものか,
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付章 薬師寺南大門及び中門の発掘

或は異った方式で石が積重ねられていたのであろう。何れにしても位置は適当な所にある。)

共後階段を正面 1間に改造 したのであろうか,南側中央 1間両腸には凝灰岩布石 も見出さ

れ,又丁度 1間分の階段らしい位置を囲って玉石が列っている。尚二次的な南側基壇の外方 3,

4尺をへだてて玉石がならび,基壇東南隅では壇につれて北折 し,更に回廊の基壇にそって東

折 している。これは側面で幅が減 じてはいるが雨落溝の如きものの岸積であろうか。尚回廊南

にはこの溝の蓋のような凝灰岩板石が存在する (第■図)。

これらの玉石の下には,中間南正面中央間の辺では凝灰岩布石が 2条程,更に南方では,幅

の広い路面を舗装した凝灰岩の板石かと思われる幅の広いものが,極めて薄 くなって存在して

いた (作業困難のためこれを追及し得なかったのは遺憾であった)。 これらヤよその高さから云っても原

初のものと見られ,壇に近い部分のものは階段段石の名残かと思われる。

南大門中心より西方140尺 (復原尺)を距てて現在小門のある位肥には早 くから小門があり,

幅 4尺余の石敷の路が南方川の堤に達 している。これは南大 FЧ 等の原地盤と続 くものであるか

ら,建立当初から存在していたものかも知れない。小問の地盤は石段一段だけ高 くされている。

4 出土遺物について

出土品は瓦の他は小量の釘,釦金具,古銭,土器,障」器等である。土器としては埋土中に多

量に投入された土師の皿の破片があるが,須恵器は全然出ていない。瓦も自然に軒から落下 し

たままの状態で現れたものはなく,何れも埋土中に混入されたものであるから,必ず しも出土

地に深い意味は認め難い。出土瓦の文様の積類は円瓦27flff,平 瓦29rrt,同種で 2個以上出たの

は円瓦で 7種,平瓦14種,時代は奈良より室町時代に及んでいる。更に 5個以上出ているのは

円瓦で 3種,平瓦で 5種 である。この内には平瓦に平安時代のもの 1種を含むが,他は奈良時

代に属する。妓も多数出上し,重要なものは,図示の 3種であるが (第 14,第 15,第 16図)平瓦の

2種 も同系統の文様であ り,他にこれと類似のものが今 1 4flあ り (以 L3種合わせて54個出土)円

瓦の方も図示のものと似て総調子の異ったものがある (図示のようなもの1個のみ出土,合 わせて

13個 となる)。 これらが創建当時の瓦であろう。尚中F]礎石跡から室町時代以後の新 しい瓦が出

第15図 建立当初の平瓦に擬せられる瓦当

第 14図 建立当初の円瓦と推定される瓦当

第16図 建立当初の平瓦に擬せられる瓦当 (その2)



5 結

ているのは,礎石抜取後埋ったものであるが,こ こから図示の円瓦と同系統のものが 4個も出

ていることは看過 し難 く,当初から混 じたと見られないこともないが,或は地上げに伴って礎

石を多少あげたのではないかを思わせる。若しそのような工事をしたとしたら, これは建物が

焼失乃至転倒 して再建 した際でなければならない。文献によって知られ るものを擬す るなれ

ば,天禄 4年の火災の後か,正平16年地震による転倒後があげられようが,こ れと関連 した基

壇に凝灰岩を用いていることや倉1建時の瓦が埋っていることなどから推すと,む しろ天禄焼失

後に擬すべきであるう。

5結 び

薬師寺伽藍の規模については,尚多 く検討すべき問題を残 しており,回廊,講堂等の位置,

大きさ等に関しても,発掘調査に期待されるのであるが,今回その第一着手として,南大門及

び中間の位置,大 きさ其他を明らかにし得たことは喜びにたえない。特に縁起の記載と桁行寸

尺を甚だしく異にしていたことは予想外の収獲で,弥発掘によって,全伽藍規模が明確にされ

ることの必要を痛感させられる次第である。尚中間基壇が創建当時のままでな く,改築されて

いることが察せられるに至ったことも薬師寺建築の歴史に示唆を与えるものである。

又南大門の規模が,金堂が比較的小規模で柱間寸尺も小さいのに拘らず,大安寺の南大門に

匹敵する大建築で,大柱間を持つことが明らかになった如き,奈良時代の建築を考える上にも

大きい反省を促すものであった。中門は流石に大安寺のものよりも梁行に於て著 しく小 さい

が, これは回廊が単廊であったか否かを明らかにされる時が来れば,一層問題が鮮明になるで

あろう。

尚南大問は築地を中心に して,前半を築地外に出していることは大安寺の場合と同一である

ことがはっきりしたのであるが,六条大路はこの築地外に接 していたのであるか,或は更に南

方によっていたものであるか等の問題が残る。西方小問前で発粉Eさ れた石敷はこれを解決する

かに見えたが,結局単なる通路となって,これのみでは判定のしようがない。これは他 日の間

題 として別な方法によって解決する工夫がなされなければならゑこととなった。

その他南大門の南束で出た掘立柱穴の如きものについても他日追求する必要があるが,薬師

寺の創立前の地盤についても,深 く掘下げた南大問南側や中門北側で知られたのによると,深

い砂や粘上の腐触上であったらしく,その上に人工的に粘上を敷き,バ ラスを入れているよう

である。又南大間中心から東方 140尺付近でみたように,天然層が地下11尺に及んでもな くな

らないことは,天然地形に相当高低のあったことを示唆するもので,創建当初の立地条件につ

いても,将来これを解明する必要を感 じさせられる。
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680(天武9)贋

682(″  11)幸

688(持統2)撃

692(″ 6)震

697(文武1)蕃

(″  )

698(″ 2)農

(″  )

701(大宝1)重

702(大宝2)妻

718(養老2)準

719 ( ″ 3)票

722(″ 6)茂

723 ( ″ 7)妻

726(神亀3)褒

730(天平2)軍

731 ( ″ 3)莱

732 ( ″ 4)講

735 ( ″ 7)段

736 ( ″ 8)軍

745( ″ 17)魯

749t委辛麟≡i;里

(″  )

750 ( ″ 2)曇

薬 師 寺 年 表
。太田博太郎「南都七大寺の歴史と年表」(岩

波書店 昭和54)を 基礎にして作成する

。文尾の番号は引用文献番号セ示す

11.12 天皇,皇后のため伽藍の創建を発願。①,②

一一 天皇,皇后のため薬師寺を造る。①,〇

1.8 無遮大会を行う。①

4。 12 天皇,先帝のため講堂本尊阿弥陀大繍仏を造顕。④

6.26 天皇の病のため公卵,百寮所願の仏像を造る。①

7.29 開眼会を行う。①

10。 4 造寺の構作ほぼ終る。②

ll,15 講堂阿弥陀大繍仏開眼の賞として道昭を大僧都に叙す。4年 3・ 一没。①,〇

6.11 波多朝臣牟胡FTB・ 許会倍朝臣陽麻呂を造薬師寺司に任ず。②

7.27 大安寺・薬師寺造大官大寺・薬師寺官を寮に准ず。②

12.25 先帝のため四大寺に斎を設 く。②

l.5 先帝のため大官大寺 。薬師寺・元興寺・弘福寺に斎を設 く。②

一― 伽藍を平城京に移す。①

3.2 造薬師寺司に初めて史生 2人を置 く。②

12.4 天皇,金銀銅銭等を施入。◎

12.13(薬か天武天皇のために弥勒像を,持統天皇のために釈迦像を造る。②

一― 養老年中,吉備内親王,東院を建つ。①

8.8 太上天皇の病のため釈迦像を造 り法華経を写して斎を設 く。①

3.29 東塔建立。③

一一 文殊堂建立。②

10。 17 栗田朝臣人上を造薬師寺大夫に任ず。②

5。 24 災害消除,国家安寧のため,官中及び大安寺・薬師寺・元興寺・興福寺にて

大般者経を転読せしむ。②,⑩

一―  この年以前,舎人親王,西院を建つ。〇

7.14 太上天皇の病のため四大寺に七日間の行道を行わしむ。②,Θ

5.2 地震のため平城京の諸寺にて最勝王経を転読し,ついで元興寺 。大安寺・薬

師寺・興福寺にて大集経を読誦。②

閏 5,20 大安寺・薬師寺・元興寺・興福寺 。東大寺に各絶五百疋・綿千屯・布千端 。稲

十万束・墾田地百町を法隆寺に絶四百疋・綿千屯・布八百端・稲十万束・墾田

地百町を施入。②

閏 5,23 天皇薬師寺宮に遷る。②

7。 13 諸寺の墾田地の限を定tr。 (薬師寺の名あり)②

2.9 天皇薬師寺宮に遷る。②
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753 ( ″ 5)吾

756 ( ″ 8)甲

758(天 平宝字2)震

759 ( ″ 3)晏

760(″  4)軍

767(神護景雲1)菓

771(宝亀2)妄

780(″ 11)冨

781(天応1)善

790(延暦9)辱

795(″ 14)象

796 ( ″ 15)軍

804 ( ″ 23)部

806(夫同1)震

811(弘仁2)売

812(″  3)震

817(″  8)吾

818 ( 〃 9)安

820 ( 〃 11)軍

824(天長 1)展

832 ( ″ 9)幸

834(承和1)晏

835 ( ″ 2)勇

″

836(″  3)震

838(〃  5)祭

839 ( ″ 6)果

840 ( ″ 7)冨

841(″  8)書

843(″ lo)妻

849 (嘉 祥 2)邑

850 ( ″ 3)療

薬 師 寺 年 表

7.27 智努王・平城京右京四条の禅院に仏足石を造る。②

5.4 上皇の崩御により七大寺で誦経。②

一― 西院弥勒堂建立。②

12.26「増壱阿合経」を書写。②

閏 4.28 皇太后の病により,五大寺に雑薬二櫃・密柑一缶を施入。②

5。 18 京内六大寺にて誦経。②

3.14 天皇幸し,綿一万屯・商布千段を施入,長上工以下奴婢等 26人に爵を与う。

②

8.26 僧綱の印及び大安寺・薬師寺・東大寺・興福寺……等の印を鋳造。②

一― 宝亀年中,秋耀,別当となる。⑩

12.29 先帝の初七 日により七大寺にて誦経。

9.3 皇太子の病のため京中七寺にて誦経。②

7。 18 七大寺に使いを遣 し,常住の僧尼を検校せ しむ。①

ll.14 新銭「隆平永宝」を七大寺及び野寺に施入。③

12.25 天皇の病のため平城七大寺に誦経を命じ,南都の道俗に賑給す。③

4,25 15大 寺に命 じて,毎年の安居に仁王般若経を講 じ国土の護持を祈らしむ。①

6。 19 13大寺の80歳以上の僧尼に絶・布を施す。①

12.2 七大寺の常住僧及び内供奉十禅師に綿 1万500屯を施す。③

10。 1 大七寺の常住僧に綿 1万300屯を施す。③

10。 27 七大寺の常住僧に綿 1万屯を施す。

10。 10 七大寺の常住僧及び内供奉十禅師に綿 1万500屯を施す。③

4.28 疫早を防 ぐため15大寺等に大般若経を読誦せ しむ。③

8.11 止雨を祈 り13大寺に大般若経を転読せしむ。③

8.20 平城七大寺に大般若経を転読せ しむ。①

4.3 悪疫流行により15大寺に大般若経を転読せ しむ。①

6.29 五穀豊作を祈 り,15大寺に大般若経を転読せ しむ。①

12.6 四天王寺に落雷のため,東大寺 。新薬師寺……19の 寺に大般若経を転読せ し

む。①

4.7 前年の穀物不作・疫病流行により15大寺等に大般若経を転読せ しむ。①

7.25 怪異により七大寺の僧に紫震殿にて仁王経を講ぜ しむ。①

9,10 天皇の病のため七大寺に誦経せ しむ。①

3.1 遣唐使の無事帰朝を祈 り15大寺等に大般若経・海竜王経を読誦せ しむ。①

4.17 祈雨のため15大寺に仁王経を読誦せしむ。①

6.14 凶作と疫病流行により15大寺に大般若経を読誦せ しむ。①

10.4 天皇の病のため平城七大寺に誦経せしむ。①

l.8 悪疫流行により2月 から9月 まで15大寺を読誦せ しむ。①

10.23 七大寺等に新銭40貫文を納め,誦経せしむ。①

2.5 天皇の病のため12大寺に続命購を懸け,以後しばしば仏事を営ましむ。①
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853(仁寿3)蓄

861(貞観3)置

863 ( ″ 5)棄

866 ( ″ 8)晟

875(″ 17)桑

877(元慶1)吾

880 ( ″ 4)軍

881 ( ″ 5)垂

886(仁和2)軍

889(寛平 1)岳

893 ( ″ 5)肇

895 ( ″ 7)弟

898(昌泰1)零

900(″  3)癖

902(延喜2)蔑

908(″  8)震

909 ( ″ 9)邑

912(″ 12)言

914(〃 14)展

924(延長2)軍

925 ( ″ 3)岳

927 ( ″ 5)凄

929 ( ″ 7)里

931(承平 1)嘉

934 ( ″ 4)旱

938(天慶1)慢

939 ( ″ 2)曼

943(″  6)昴

944 ( ″ 7)晨

947(天暦1)栞

949 ( ″ 3)巨

薬 師 寺 年 表

2.20 15大寺の老僧に童子料米を給す。⑩

十一  この頃より,七大寺諸宗以外の僧の維摩 。最勝会参加を認む。⑤,⑩

7.27 新銭・鉄を修理料として諸大寺に施入。③

10。 25 災変を除くため東大寺・興福寺 。元興寺・薬師寺・西大寺・大安寺等に大般

若経を転読せしむ。③

6.13 祈雨のため15大寺に大般若経を転読せしむ。③

5.22 15大寺の安居講師に,法華経・最勝経・仁王経を講ぜしむ。⑩

6。 一 祈雨のため七大寺および諸定額寺に大般若経を読誦せしむ。③,①

ll。 29 上皇の病のため東大寺・興福寺・元興寺 。西大寺・薬師寺・延略寺に大般若

経を転読せしむ。⑤

9.9 講堂の金銅燈籠を鋳造。①

6.18 天変の予言により東大寺・元興寺 。興福寺・薬師寺・延略寺・西大寺・法華

寺・大安寺 。法隆寺に大般若経を転読せ しめ,供料に新銭 。名香を施入。③

一― 栄紹,別当となる。◎

――  平海,別当となる。①

―一 寛平年中,八幡宮建立。②,①

6。 一 栄紹,別当となる。①

――  昌泰年中,由性,別当となる。①

6。 17 祈雨のため15大寺及び延暦寺に誦経せしむ。③

12.13 新銭「延喜通宝」を七大寺に頒つ。⑭

一― 会全,別当となる。〇

5.5 疫病のため15大寺に仁王経を読誦せしむ。③

―― 廷誉,別当となる。①

―― 太舜,別当となる。⑤

7.21 祈雨のため15大寺に誦経せしむ。①

―― 基維,別当となる。◎

8.5 止雨のため七大寺に般若経を読誦せしむ。③

関 5。 27 法皇の息災のため七大寺等に誦経せしむ。⑮

―― 忠海,別当となる。①

3.16 中官穏子の息災延命のため七大寺等に誦経せしめ布を施入。⑭

5。 28 地震のため15大寺等に最勝王経を転読せしむ。⑮

5。 25 平将門の乱により15大寺等に仁王経を読誦せしむ。⑦

7.10 祈雨のため15大寺等に仁王経を読誦せしむ。⑦

―― 常能,別当となる。①

十一 済源,別当となる。◎

6.29 15大 寺等に仁王経読誦せしむ。③

6,17 年穀を祈り疫病を除くため15大寺等に仁王経を転読せしむ。③

一― 玄倣,別当となる。〇
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954(″  8)曇

955(″  9)勇

960(天徳4)冨

961(応和1)善

966(康朱3)賽

967 ( ″ 4)第

973(天延1)番

974 ( ″ 2)展

975 ( ″ 3)多

977(貞元2)至

978(天元1)蟹

979 ( ″ 2)勇

980 ( ″ 3)贋

983(永観1)棄

986(寛和2)晟

989(永辞1)量

996(長徳2)需

998 ( ″ 4)震

999(長保1)晏

1003 ( ″ 5)昴

1005(寛弘2)登

lCll16(″ 3)軍

10C19(″ 6)岳

1012(長和1)幸

1013 ( ″ 2)釜

薬 師 寺 年 表

4.25 祈雨のため七大寺等に誦経せ しむ。⑩

―一 安鏡,別当となる。◎

4.9 疫病のため七大寺等に大般若経を転読せしむ。①

3.4 天下安穏のため七大寺等に誦経せ しめ,各寺に布を施入。③

7.10 疫病のため七大寺等に 3カ 日の誦経をせ しむ。③

7.6 先帝の67日 にあた り,誦経使を南都七大寺に遣す。⑦

9.30 天皇即位のため七大寺に誦経せ しむ。①

2.27 食堂より出火,講堂・三面僧房・回廊・経蔵・鐘楼・中門・南大問等焼失。

金堂 。東西両塔は免る。①,①

2.29 勝光寺の鐘を曳き,西岡の上に懸く。O
3.5 実検勅使源伊渉を当寺に下向せしむ。

3.28 宣詔を下して諸国に当寺造営を分担せしむ。

5,3 造営料国として大和・伊賀・美濃・播磨 。備中・備後,安芸・周防・護岐・

伊予の10ケ 国を定む。

5。 15 造講堂長官,檜皮葺僧房行事・鋳鐘行事・造由殿行事を定む。①,〇

8.8 ・初めて御祈願僧五口を置く。①

――  。最勝会を仮に西院堂にて修す (～貞元2年)①

―― 遂禅,別当となる。③

8.1 去月の日食により, 7大寺に誦経せ しむ。③

2.8 宝蔵焼 く。③

2.27 仮葺の講堂にて最勝会を修す。O
7.28 平超,別当となり,講堂瓦葺及び下層を造作。①

3.19 清原元輔を薬師寺回廊の造立功により従五位下に叙す。⑩

8,16 八幡官にて5日 十座講演法華を営む。⑩

―― 中門建立。①

8.13 大風により東大寺南大門・大鐘・大仏殿後戸例る。薬師寺金堂上層。大安寺

塔露盤落ち,興福寺東院西檜皮葺堂 。法隆寺上堂倒る。①,⑤

一― 平超,別当となる。①

―― 暦禅,別当となる。①

―― 輔静,別当となる。〇

―― 食堂の造営を始め,本尊阿弥陀像を造り脇侍像を修理。①

増祐,別当となる。

10,25 建法寺の鐘を曳き鎌楼を懸く。@

一一 食堂成る。①

1.8 中門の戸三間及び二王像を造る (～ 9月 )。 南大F日立柱。り

―― 十字廊建立。①

2.26 南大門の金剛力士像を造り始む。①

―― 南大門成る。①
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1014(″  3)畳

1015(″  4)勇

1017(寛仁1)こ

1018 ( ″ 2)準

1028(長元1)震

1031(″  4)柔

1032 ( ″ 5)講

1039(長暦3)勇

1049(永承4)里

1054(天喜2)旱

1058(庚 平1)義

1061 ( ″ 4)韮

1066 (治暦 2)軍

1074(承保1)晏

1079(承暦3)果

1081(永保1)詣

1096(永長1)軍

1098(承徳2)饗

1099(康和1)勇

1100 ( ″ 2)贋

1106(嘉承1)限

1107 ( ″ 2)要

1116 (永 久4)扇

1118(元永1)浅

1131(天承1)妄

1134(長承3)墨

1140(保延6)辱

1144(天養1)畢

1149(久安5)邑

1165(永万1)豊

1173(承安3)き

薬 師 寺 年 表

1.20 輔静,別当となる。この頃 (～永承3年),東院八角堂を造立し,丈六釈迦像

(定朝作)を安置。◎,①,①

―― 「薬師寺縁起」を撰す。④

5,一 天皇眼病のため七大寺に誦経せしむ。②

5.29 疫病擦除のため15大寺等に仁王般若経を転読せしむ。①

5。 24 祈雨のため七大寺等に誦経せしむ。②

7.9 祈雨のため七大寺に仁王経を転読せしむ。④

閏10。 27 七大寺等にその破損の状態を注進せしむ。②

5.8 祈雨のため七大寺に誦経せしむ。④

―― 桓恩,別当となる。○

5.28 道静,別当となる。〇

―― 仕諺,別当となる。○

―― 真円,別当となる。①

―― 隆経,別当となる。①

一― 南都七大寺,三会の講師を賞しないため僧侶の学業停滞せる旨を訴う。①

一― 隆信,別当となる。①

10.5 東西両塔を法成寺に移 (写)して供養。②

―― 行尊,別当となる。①

―― 隆信,別当となる。○

5.22 藤原師実,本薬師寺塔跡より発掘の仏舎利をみる。②

ll,24 地震により東大寺大鐘・塔九輪落ち,薬師寺回廊倒る。②

12.25 七大寺に地震のため祈蒔せしむ。②

10.12 藤原宗忠,本薬師寺より発掘の仏舎利をみる。②

4.28 世情不穏のため七大寺等にて仁王会を行うことを定む。⑦

―一 頼祐,別当となる。①

8.21 本薬師寺の仏舎利を小塔婆に納む。②

―― 秋,大江親通,南都七大寺を巡礼す。⑭

8,23 七大寺にて誦経。②

2.6 西北室第九□房にて「大吐婆娑論」(法隆寺一切経)巻第百四十五を書写。①

2.17 同巻第百五十一を書写。①

9.28 増実,「大吐婆娑論」(法隆寺一切経)巻第四十四を書写。①

―一 隆覚,別当となる。①

10。 2 玄雅,別当となる。①

3.15 大江親通,再び南都七大寺を巡礼し,「七大寺巡礼私記」を記す。①

―― 隆覚,別当となる。◎

2.5 この頃,庄園境界のことにて東大寺と薬師寺と争う。⑦

ll,一 別当行恵,堂塔修造を志す。①

m。 11 南都の大衆蜂起により諸国に南都諸寺の寺領没収を命ず。①
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1175(安元1)実

1190(建久1)蜃

1198 ( ″ 9)準

1201(建仁1)善

1220(承久2)震

(″ 3)芭

1228(安貞2)寧

1242(仁治3)妥

1255(建長7)勇

1274(文永11)民

1285(弘安8)吾

1289(正応2)昆

1295(永仁3)彙

1312(正和1)孝

1327(嘉暦2)第

1333 (乖 隆〕)書

1356  (廷 ;:∵ )印

1361 (震要f)韮

1402(応永9)孝

1407(〃  14)抜

1418(″ 25)震

1445(文安2)孟

1448(″  5)震

1449(宝徳1)邑

1450 ( ″ 2)辱

1460(寛正1)震

1462 ( ″ 3)率

1466(文正1)展

1467(応仁1)要

1471(文明3)売

1472 ( ″ 4)護

1473 ( ″ 5)き

1484 ( ″ 16)晨

1488(長享 2)督

薬 師 寺 年 表

11.27 東大寺三綱,興福寺の非道停止と七大諸寺の法燈維持を訴う。〇

2.6 雅縁,別当となる。〇

T2.20 雅縁,興福寺別当と兼任。⑩

5。 21 円玄,伽藍修造功により律師に叙せらる。①

4.9 興福寺僧,薬師寺別院を焼 くにより追捕せしむ。②

10.24 円玄,別当となる。〇

6.2 薬師寺衆徒,別当の他寺兼任停止を請う。⑩

一一 軒平瓦銘。②

8。 一 実性,別当となる。〇

4.一 四天王像造立 (足柄に4月 25日 ,頭部に関5月 の墨書あり)。 ②

3.21 東院堂建立 (大工末清。国重)②

4。 28 疫病のため南都七大寺等に大般若経を転読せしむ。⑬

3.21 八幡宮社殿の板絵神像を描き改む (絵師尭僚)。 ②

3.22 嵯峨殿女院,七大寺を巡礼。⑩

―― 八幡官焼失。②

7.27 覚明,「薬師寺縁起」を書写。④

4.26 三鼓張替 (～ 5。 2。 作者頼盛)。 ①

6.24 地震により薬師寺金堂の三階傾き,東西両塔の一基は九輪落ち,他はゆがむ。

中門・回廊・西院等倒る。①

一一 西院文殊堂建立。①,②

ll.18 東院堂平瓦銘。◎

11.27 八幡官遷官。つ

6.2 大風により金堂 。南大門倒る。①,⑩

7.8 金堂上棟 (完成せず)①,①

一一 金堂にて修二会を修す。①

6.12 悪疫流行とききんのため七大寺等に七日間の祈薦を命ず。⑮

12.29 吉祥天画像修理。②

12.― 八幡宮上遷官。⑮

4.13 尋尊,金堂の再興勧進に奉加。⑩

2.7 尋尊,薬師寺別当を競望す。⑩

2.28 足利義政,興福寺金堂・薬師寺復興の資を得るため朝鮮国王に書を呈す。⑫

2.6 尋尊,薬師寺別当職は大乗院門跡の数代拝任を理由に隆雅の欠分を競望す。〇

1,23 兵火により新坊焼失。⑩

10.16 勅使坊,土民の放火で焼失。⑩

6.20 興福寺学侶角院を毀つ。⑩

7.23 政覚,男J当 となる (こ の頃,薬師寺別当職は興福寺大乗院門跡拝任の職)。 ⑩

10.m 太閤,法花寺金堂・観音堂,西大寺四王堂・光明真言堂・西室 愛 染 明王,唐

招提寺金堂・舎利・御影堂・戒壇廃,薬師寺金堂・講堂・八幡 宮,大 安 寺 金
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1492(明 応1)幸

(〃  )

1493 ( ″ 2)肇

1494 ( ″ 3)晏

1510(永正7)祭

(″  )

1512(″  9)言

1515(″ 12)段

1516(″ 13)軍

1519(″ 1の昴

1524(大永4)零

1525 ( ″ 5)吾

1528(享禄1)撃

1531 ( ″ 4)勇

1539(天文8)晏

(″  )

1541(″  lo)垂

1545 ( ″ 14)i:

1546 ( ″ 15)軍

1554 ( ″ 2a)憂

1557(弘治3)こ

1564(永禄7)畢

1571(元亀2)莱

1577(天正5)至

1581 ( ″ 9)苗

1596(慶長1)甲

1597(″  2)蕃
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堂を巡礼。⑩

10.11 八暗官に簾を施入。⑩

ll.28 八幡宮遷宮。⑩

関4.20 元雅,別当となる。①

5,7 地震により東大寺・興福寺・唐招提寺 。薬師寺・法花寺・西大寺等の諸堂破

損。⑩,⑭

9。 22 西院弁財天社下遷宮。⑭

10。 16 上遷宮。④

3.4 南問建立 (大工次郎四郎。旧西院西門)。 ②

12.14 八幡宮上遷宮。⑮

10.5 筒井氏の兵火により西院・西室焼失。八幡宮参籠所坊打破らる (⑩ では永正10

年10。 15,とする)。 ⑮

8。 1 経尋,別当となる。①

―― 兵乱により八幡宮の神楽所破却さる。⑩

8.― 金堂・東西両塔の再興修造の勧進状を作る。⑩,①

8.8 禁裏,勧進に参加。⑩,①

12.― 金堂再興。②

m.20 八幡宮上遷官。④

9,7 兵火のため金堂・講堂・中門・西塔 。僧房等焼失。④

8。 23 金堂番匠始め。②

8,28 立柱。②

6。 13 大風により諸堂破損。この年より12年にかけて東塔・八幡宮・東院堂・参籠

坊・鐘楼等を修理。◎

一― 弥勒堂修造の勧進状を作る。⑩

7.8 金堂作事につき棟梁に金子を与う。①

4.26 金堂柱立終り,組物を置き,大戸を立つ。②

l。 一 金堂の金伏升を作る。②

―― 八幡官遷宮。⑮

―― 八幡宮遷宮。①

6.7 金堂隅木を懸く。◎

10.13 地蔵菩薩像造立 (仏師源次)。 ②

8,21 竜三社建立 (大工助次郎,与四郎)。 ②

12.14 尋憲,別当となる。①

ll.22 弁才天社修理。②

8.一 竜王社造営。①

閏 7。 12 地震により薬師寺八幡宮廊 。西院堂・東西両門等倒壊。①,⑭

10.22 八膊宮北廊成る。〇

7.2 北大門建立。②
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1600(慶長5)軍

1603(″  8)爺

1625(寛永 2)孟

1628 ( ″ 5)震

1635 ( ″ 12)致

1636 ( ″ 13)軍

1640(〃 17)震

164(〃 20)棄

1644(正保1)零

16も (″ 2)魯

1650(慶安3)蜃

1651 ( ″ 4)第

1660(万治3)寧

1664(寛文4)展

1671(″ 11)妾

1674(延宝2)晏

1699(元禄12)勇

(″  )

1707(宝永4)要

1712(正徳2)震

1716(享保1)冨

1718 ( ″ 3)慶

1730(″ 15)疫

1733(″ 18)奎

1734 ( ″ 19)晏

1735(〃 20)弟

1741(寛保1)蕃
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7.4 金堂上棟。②

l.18 八幡宮手斧始め。◎

2.27 下遷宮。②

6.26 上遷宮 (大工喜多清次)。 ②

8,12 八幡官の中門屋根を修理。●

8,14 竜三社造営 (修理ヵ)。 ①

12.18 薬師三尊像の光背を造る。②,⑩

一― 金堂瓦葺成る。①

5。 一 月光菩薩像の光背 。光脚を造る。②

6.17 八幡宮下遷宮。⑮

8.23 八幡宮上遷官。⑮

―― 八幡宮の彩色を改め,脇殿の墓股を造る。②

―― 東塔修理を計画。④

ll.― 東塔修理。①

―― 東塔の四仏と須弥壇を造る (～翌年)。 ②

3.一 西院西門を移し,南門を造営。②

12.29 八幡宮の廊に36歌仙額を寄進。∪

―一 文殊堂を西塔跡に移す。⑫

―― 御朱印蔵を造る。③

3.9 八幡宮下遷官。⑮

6.15 八幡宮上遷宮。⑮

l。 一 鐘楼建立。②

4.8 東院堂修理。◎

2.一 伽藍再興を幕府に請う。②

7。 一 弁天堂建立。⑦

6。 一 若宮社修理。◎

10.4 地震により薬師寺八幡廊・金堂・塔・護摩堂・弥勒堂破損。①,◎,①

10。 一 若宮社屋根修理。④

ll.中 旧本「薬師寺縁起」中害のため,新たに「薬師寺縁起絵巻」を作る (作者道

恕・古欄)。 ②

10.25 八膊宮下遷宮。⑮

12.15 八幡宮上遷宮。⑮

H.16 東院堂の修理許可さる。④

一― 東院堂の基壇を高め,向きを変う。⑤

3.18 東院堂入仏供養。〇

一一 この頃,八幡宮楼門・回廊・竜王社を修理。〇・⑭

4.18 金堂修理。②

7,29 大津官 (竜三社)の修理を始む。◎



1746(延享3)賽

1757(宝暦7)至

(〃 8)震

1772(安永1)震

1777 ( ″ 6)吾

1780 ( ″ 9)軍

1783(天明3)弗

1793(寛政5)奎

1804(文化1)早

1807(″  4)昴

″

1808(″  5)震

1810 ( ″ 7)牽

1819 (文 政 2)勇

1823 ( ″ 6)棄

1829(″  12)≧

1839(天保10)勇

1843(″ 1つ第
1844 (弘 化 1)展

1848(嘉永1)帯

1852 ( ″ 5)幸

1853 ( ″ 6)釜

1854(安政1)憂

1855 ( ″ 2)勇

1856 ( ″ 3)震

1857 ( ″ 4)西

1863(文久3)妻

1898 (明 治31。 3
～ 1900  ～33.5)

1912(明 治45。 1～
～ 13  大正2.12)

1948昭和後ζ)
1949餌和後:)
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9.下 大津宮成る。④

ll,一 金堂修理。翌年に及が。②

7.11 八幡官下遷宮。①

2.25 八幡宮上遷宮。⑮

4.― 金堂修理。②

5。 一 金堂修理。②

ll.19 西院弥勒堂より講堂跡に金銅丈六阿弥陀三尊像を移安・修理のため仮屋造営

を届出。翌年,仮屋上棟。④

3,15 講堂阿弥陀三尊像を補鋳 (～ 4。 上)。 ②

―― 東塔二重四天束銘。②

4.― 不動明王像の台座を造る。②

8.11 八幡宮屋根葺替。⑭

一― 若宮社屋根修理。④

ll.一 講堂の造営を寺社奉行に願出。◎

12.17 東塔の修理を願出。◎

5。 21 東塔露盤付近を修理。⑭

2.一 九輸の修理を見積る。⑭

6.12 地震により講堂脇侍像の首落ち,東塔九輪損ず。

9,16 仮首を取付く。⑭

ll,19 若宮社修理。②

10,12 八幡宮協殿屋根葺替。⑭

5。 一 「医王曼泰羅図」を修理。②

9。 一 八幡官修理を勧進。

8。 4 八幡宮上遷官。⑮,①

―一 講堂の造営を始む。◎

―― 講堂成る。①

ll.― 講堂本尊 。両協侍像光背の十分の一図を作る。②

6.14 地震により薬師寺東院堂破損,八幡宮の楼門・回廊倒る。

11.― 八幡宮仮北回廊を建つ。⑬,◎,◎

10.― 講堂脇侍日光菩薩像の石蓮台を造る。◎

2.2 講堂薬師三尊像の光背成り,堂内に安置。②

3.12 入仏供養。⑭

3.― 東院堂修理。①,①

9.10 若宮社屋根修理。④

東塔解体修理。

東院堂解体修理。

休岡若宮社社殿解体修理。

休岡八幡神社社殿屋根葺替及び部分修理。
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1950(昭承 _号)

″ (昭和2&6ハツ27.10
1953(昭和般

.3)

1955(昭巡 _乞)

1957(昭噛 .も

1964(昭和39.二

)

″ (昭和39.協

呻
“
(判

!・為)

1969(昭和44.乙

)

1970(昭＼、ち
1971(昭和46it)

1976(昭地 .1)

″ (昭和51)

1977呼理鍼毛 )

1980 (昭不日55)

1981 (昭和56)

1983 (昭和58)

南門解体修理。

東塔屋根葺替修理。

月光菩薩災害復旧。

金堂須弥壇修理。

吉祥天像保存修理剣落止ほか。

講堂屋根葺替修理。

東塔崇J落止。

収蔵庫建設。

束院堂屋根葺替及び部分修理 (縁,カ ペ)。

防災工事,消火栓・電気設備。

金堂再建。

休岡若宮社移設。

西僧房六房を復原。

休岡若宮社屋根葺替及び部分修理。

東僧房復興。

西塔再建。

中門再建。

Ｏ

①

Ｏ

Ｏ

◎

⑩

①

⑫

◎

◎

◎

③

⑦

Ｏ

Ｏ

⑩

①

＠

④

④

⑥

④

＠

⑩

⑩

⑩

①

⑫

③

◎

⑩

⑩

④

②

④

②

Ｏ

Ｏ

②

◎

◎

⑩

◎

＠

⑬

⑭

⑮

①

①

②

③

④

③

⑥

⑦

③

◎

⑩

①

⑫

◎

⑫

Ｏ

Ｏ

Ｏ

①

日本書紀

続日本紀

日本後紀

続日本後紀

三代実録

類乗国史

本朝世紀

日本紀略

扶桑略記

類乗三代格

類乗符宣抄

朝野群載

元亨釈書

西宮記

僧綱補任抄出

七大寺年表

善隣国宝記

奈良井上町年代記抄

三十六歌仙伝

祈雨日記

榊葉集

小右記

左経記

中右記

康富記

貞信公記

玉 葉

園太暦

大乗院寺社雑事記

実隆公記

経尋記

諸寺縁起集

七大寺日記

七大寺巡礼私記

諸寺建立次第

東寺文書

神宮司庁所蔵文書

兵範記裏文書

法隆寺関係銘文

法隆寺別当次第

嘉元記

薬師寺関係銘文

薬師寺文書

(薬師寺)日 記

薬師寺八幡関係記録

(薬師寺)中下南集会評定

薬師寺縁起

薬師寺年記

(薬師寺)上下公文所要録

薬師寺濫傷私考

薬師寺縁起国史

薬師寺志

薬師寺沿革紀要

薬師寺古記録抜率

薬師寺別当次第

興福寺別当次第

御挙状等執筆引付

東大寺文書

東大寺要録

春辛秋月抄

東大寺堂方方年中行事記

東大寺年中行事記

唐招提寺関係銘文

招提千歳伝記

(西大寺)日 記

尋憲記



別表 2 軒丸瓦型式一覧表  1.

型 式

直

径

内 区 外
　
区
　
広

外 区 全

長

玉
　
縁
　
長

備

考

中
房
径

蓮
子
数

弁
区
径

弁
　
幅

弁
　
数

内 縁 外 縁

文様 幅 文様

1く 6121A)

2(6276A)

3(6276E)

4

5

6

7(6279C)

8(6133H)

9(6225E)

10(6234へ b)

11(6282B a)

12(6282G)

13(6282H)

14

15(6291A)

主iSi与!iす

162

1+5+9

1+5+9

1+5+9

二十8

1+4+8

1+5

1 +6

1 +8

I+6

1+6

1+6

1+6

1 +6

1+6

T8

F8

F8

T16

F8

F8

Tl 6

F8

F8

F8

F8

F8

F8

F8

17

1 1

13

7

S40

S40

S24

S14

S24

K

S16

S24

S24

S24

S24

S16

13

11

11

17

17

17

7

9

9

6

11

8

LV 80

LV80

LW

LV 24

RV

LV 24

LW

LV 22

LV 24

LV 16

生駒採集

例による
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型 式

直

径

内 区 外
　
区
　
広

外 区 全

長

玉
　
縁
　
長

備

考

中
房
径

蓮
子
数

弁
区
径

弁

幅

弁

数

内 縁 外 縁

幅 文様
言
田 高 文様

16(6291B)

17(6296A)

18(6304E)

19(6307C)

20(6308A)

21(6308B)

22(6308H)

23(6313D)

24(6314A)

25(6143A)

26(6316B)

27(6316H)

28(6348A)

29

30

153

1 +4

二十 8

1+6

1+4

1 +6

t+6

1+6

1

二十 6

1+6

1+8

1 +6

!+8

1+4

1 +6

|

|

F8

F8

F8

F7

F8

F8

F8

F4

F4

T8

F8

F8

F7

F8

F8

S15

S16

S16

S14

S16

S16

Sl

S16

S16

S18

S24

S16

HK

K

S

1

7

7

6

6

4

8

LV 15

LV 17

LV 16

LV 10

LV

LV 16

LV

LV16

LV

LV 27

LV 19

LV

|

297



型 式

直

径

内 区 外

区
　
広

外 区 全

長

玉
　
縁
　
長

備

考

中
房
径

蓮
子
数

弁
区
径

弁
　
幅

弁

　

数

内 縁 外  縁

幅 文様 幅 局 文様

ミゝ

4+8

1+8

1+8+8

4+8

4+8

I+lЫ 9

1+8

1+6

1+6

1+8

1+6

1+6

1+4

1+4

F7

F8

F8

F8

F8

F8

F8

F8

F8

F

F

F8

F8

F8

F8

11

] 1

11

11

11

S

S32

S24

S24

S29

S32

S32

S24

S40

S46

S24

S30

S24

S17

S24

7

8

8

9

7

7

5

9

8

LV

N16

N12

N12

RV

372



型 式

直

径

内 区 外
　
区
　
広

外 区 全

長

玉
　
緑
　
長

備

考

中
房
径

蓮
子
数

弁
区
径

弁

幅

弁
　
数

内 縁 外  縁

幅 文様
百
ロ 吉

回 文様

二十4

1+5

1+6

1 +6

1 +5

+4)

1+4

1+8

1+8

1 十

l+4

1+6

1+8

1+5

F8

F8

F8

F8

F8

F8

F8

F13

T24

F

F8

F8

F8

F8

F12

(F8:

9

15

17

4

S24

S34

S24

S24

S24

S24

S

S

S25

S・X

SI

S 1 6

S

17

5

8

9

9

11

LV 16
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型 式

直

径

内 区 外
　
区
　
広

外 区 全

長

玉
　
緑
　
長

備

考

中
房
径

蓮
子
数

弁
区
径

弁

　
幅

弁

数

内 縁 外 縁

幅 文様
百
田 一局 文様

158

二十8+8

二十5

1+6

1+6

1+4+8

1+6

1+5+9

1+8

1+6

1+5

1+8

F8

F8)

F4

F8

F 8

F 8

F8

F8

F8

T

T8

T

T16

T6

T8

T8

T8

S

S 1 6

S32

K

S32

S

S17

S34

Ｓ

Ｘ

S

S

11

9

7

S

S

7

9

7

6

6

N16

FS



型 :式

直

径

内 区 外

区
　
広

外 区 全

長

玉
　
縁
　
長

備

考

中
房
径

蓮
子
数

弁
区
径

弁
　
幅

弁
　
数

内 縁 外 縁

幅 文様
百
田 文様

騨

●

1+4

1+4

1+6

1+6

1+8

1+8

1 +8

1+8

1 +8

I +8

T 8

T 4

T 6

T 8

T16

T16

HS4

HS4

HS4

HS4

K 5

HS4

11

8

S24

S22

S

S24

S

S

S

S20

S21

7

7

6

7

7

7

HS=輻線

」0ど



別表 3 軒丸瓦型式一覧表 2.(巴文)

型 式

分

　

類

直

　
　

径

内

区

径

外

区

広

外 区
外

縁

比

全

　

長

玉

縁

長

内 縁 外 縁

百
田 文 様

102

1

120

陥

二巴左

三巴右

135

117

265

25

265

245

25

24

25

26

29

32

32

39

34

30

175

12

17

S32

S

S24

S

S

S25

S

S

S

S18

S

S

S

S22

S

S15

S

S

S37

S18

11

13

6

9

6

5

5

018

024

020

020

016

021

018

016

018

017

025



型 式

分

　

類

直
　
　

径

内

区

径

外

区

広

外 区 外

縁

比

全

　

長

玉

縁

長

内 縁 外 縁

百
田 文様

鞭

逹
膨

彰

三巴右

138

(184)

176

157

148

138

152

88

275

325

325

275

11

14

11

S

Ｃ
０

０
０

S

S

S

Ｃ
０

S

S21

(S24)

S20

S15

S15

S20

S12

S

S

S

S

17

17

17

17

11

8

9

7

12

020

(020)

(016)

(023)

027

(024)

029

(023)

0_25

026

023

025

030

378

θO∂



型 式

分

　

類

直

　

　

径

内

区

径

外

区

広

外 区 外

縁

比

全

　

　

長

玉

縁

長

内 縁 外 縁

百
田 文様

百
ロ 昔

同

155

三巴右

三巴左

(177)

159

(170)

146

160

140

(138)

150

(140)

(164)

(160)

24

305

16

18

35

35

28

38.5

295

355

43

28

31

33

24.5

335

35

27

S22

S 13

(S16)

S26

(S20)

(S24)

(S28)

(S32)

S23

S20

(S16)

S31

S

(S20)

(S26)

S

(S30)

7

6

6

12

026

018

023

033

017

015

026

014

025

023

020

023

020

0

024

022



型 式

分

　

類

直

　
　

径

内

区

径

外

区

径

外 区
外

縁

比

全

　

長

玉

縁

長

内 縁 外 縁

百
田 文様

百
働

三巴左

160

(144)

(154)

(150)

(144)

155

(176)

(160)

(166)

(176)

(164)

155

153

355

42

315

365

335

13

165

11

155

S29

S20

S

S20

(S20)

S

S

S23

S24

S

S19

S

S

(S18)

(S17)

(S17)

(S27)

S

S16

12

245

11

17

15

12

15

25

21

16

18

14

18

19

19

24

18

21

20

125

8

9

6

019

030

015

022

020

017

029

027

023

021

(024)

023

027

022

027

026

∂05



型 式

分

　

類

直

　

　

径

内

区

径

外

区

広

外 区
外

縁

比

全

　

長

玉

縁

長

内 縁 外 縁

百
田 文様

百
国 古

同

雛

三巴左

(160)

(154)

(152)

175

150

152

155

151

(187)

(136)

(133)

(137)

335

315

415

36

35

34

35

435

30

35

36

34.5

54

35

40

45.5

42

39

405

43

25.5

175

S

S

S

S

S

S

S20

S27

S16

(S20)

S18

(S12)

S

S

S

S13

S

(S16)

(S16)

(S

1 9

20

235

18

15

19

16

25

16

19

19

19

28

20

20

20

23

21

23

23

7

6

13

7

11

9

5

7

7

8

7

026

027

019

025

021

028

021

026

025

023

030

029

027



別表 4 軒平瓦型式一覧表

型 式

瓦 当 面
全

長

顎の形態
備

考

上
　
弦
　
幅

孤

深

下

弦
　
幅

厚

さ

内

区

厚

さ

内

は

文

様

上
外
区
厚
さ

上
外
区
文
様

下
外
区
厚
さ

下
外
区
文
様

脇

百
田

脇

区

文

様

文
様
の
深
さ

直 曲 段

(6641G)

(6641G)

202(6641H)

202(6641H)

203(6641 1)

204(6641K)

205(6641M)

206(6646A)

207(6647F)

208(6647G)

209(6553)

209(6553)

210(6663A)

211(6663B)

212(6663C)

213(6663F)

214(6663H)

215(66631)

3

272

273

HK

HK

HK

HK

HK

HK

HK

HK

HK

HK

J

」

KK

KK

KK

KK

KK

KK

1ユ

9

9

15

Sl

Sl

S

S

SI

Sl

S

S

０
０

S

K

K

K

K

K

K

11

12

7

LV 23

LV 23

LV 22

LV 22

LV 23

LV25

LV

LV 24

LV

LV 60

K

K

K

K

K

K

LV 5

LV 5

K

K

K

K

K

K

2

2

4

2

2

3

3

3

2

3

4

○

○

○

○

○

○

○

　

　

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

協区なし

区あり

区なし

協

脇

協区あり

∂07



型 式

瓦 当 面
全

長

顎の形態
備

考

上
　
弦
　
幅

孤

深

下

弦
　
幅

厚

さ

内

区

厚

さ

内

区

文

様

上
外
区
厚
さ

上
外
区
文
様

下
外
区
厚
さ

下
外
区
文
様

脇

百
田

脇

区

文
様

文
様
の
深
さ

直 曲 段

217

218(66640)

219(6665B)

220(6667B)

221(6681A)

222(6681B)

223(6681C)

224(6685F)

225(6691A)

226

227(6694A)

228(6702A)

229(6702G)

230(6719A)

231(6721C

232(6721G

グ

翡
(

灘

fillキ

i`ヽヽヽiヽ|::::::::|liil                   il:―

286

KK

KK

KK

KK

KK

KK

KK

KK

KK

KK

KK

KK

KK

KK

KK

KK

KK

5

17

K

K

Sl

Sl

Sl

K

K

K

S

Ｃ
０

Sl

Sl

K

K

K

Si

S

7

K

K

S15

S16

S

K

K

K

S15

０
０

S

S14

K

K

K

S32

S35

K

S3

S3

S4

K

K

K

S

S3

S

S3

K

K

5

4

7

5

9

6

4

5

7

3

3

3

2

2

C

C

○

○

Э

○

○

C

○

C

し

C

○
　
　
　
　
　
　
　
○
　
　
　
○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○



型 式

瓦 当 面
全

長

顎の形態
備

考

上
　
弦
　
幅

孤

深

下

弦
　
幅

厚

さ

内

区

厚

さ

内

区

文

様

上
外
区
厚
さ

上
外
区
文
様

下
外
区
厚
さ

下
外
区
文
様

脇

幅

脇

区

文

様

文
様
の
深
さ

I萱 曲 段

233(6725A)

234(6763A)

235(6763B)

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

鍵

鞄
卜
【

夢

＾

262

205

239

275

30

KK

KK

KK

H KK

HK K

HK K

HK K

H KK

H KK

ロKK

H KK

HKK

HKと

HK Z

HK と

HK

HKX

8

9

9

9

S ll

S9

S9

S17

S

S17

S14

S13

S

S

S

S

Sl

S

S

11

8

S

S 9

S 9

LV

LV

S 1

S

S 1

S

LV

LVl

LVl

LV

LV

LV

S  3

S  3

S  3

S  2

S

S

S  5

LV

5

4

3

2

3

2

彦

3

3

2

2

3

2

388

○

○

○

○

○

○

○

○

O

○

○

○

○

○

○

○

○

○

3θ9



式型

面当瓦
全

長

顎の形態
備

考

上
　
弦
　
幅

孤

深

下
　
弦
　
幅

厚

さ

内

区

厚

さ

内

区

文

様

上
外
区
厚
さ

上
外
区
文
様

下
外
区
厚
さ

下
外
区
文
様

脇

幅

脇

区

文

様

文
様
の
深
さ

直 曲 段

251

252

253

255

258

259

263

265

瑳 浮 謬

趨

289

258

270

269

KX

X

KK

KK

KK

KK

KK

KK

KK

KK

KK

KK

KK

KK

KK

KK

KK

ロ

HK

KK

8

5

9

8

6

7

7

6

S

K

K

S■

K

K

K

K

K

17

5

13

11

S

K

K

S ll

K

K

K

K

K

K

S3

K

K

K

K

K

6

3

3

4

7

5

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Jヱθ



式型

面当瓦
全

長

顎の形態
備

考

上

弦
　
幅

孤

深

下

弦
　
幅

厚

さ

内

区

厚

さ

内

区

文

様

上
外
区
厚
さ

上
外
区
文
様

下
外
区
厚
さ

下
外
区
文
様

脇

幅

脇

区

文

様

文
様
の
深
さ

直 曲 段

1

277

278

283

284

286

幾制

鱒

澤

242

KK

KK

KK

KK

KK

KK

KK

KK

IIK

HK

HK

K

K

K

K

KI

KI

HS

S

S

HS

B

B

H

H

9

8

8

5

FS

7

4

7

LV

LV

S

S

S

S3

S

4

3

3

2

3

2

4

2

4

2

6

7

4

7

○

Э

○

○

○

○

○

J′ ′



式型

面当瓦
全

顎の形態
備

考

上

弦

幅

孤

深

下

弦

幅

厚

さ

内

区

厚

さ

内

区

文

様

上
外
区
厚
さ

上
外
区
文
様

下
外
区
厚
さ

下
外
区
文
様

脇

区

脇

区

文
様

文
様
の
深
さ 長

直 曲 段

287

289

292

293

298

302

郡
詈

llⅢⅢ:、 iヽ i::ど彦

範

242

203

242

M

M

M

M

M

M

KT

KT

KT

KT

KT

KT

KT

血 I

獅 1

獅 1

TM

TM

7

7

S

S

Sl

S

S

S

HK

|

7

9

9

7

|

9

7

4

6

9

4

8

4

5

3

3

6

4

○

○

○

○

　

　

○

○

○

O

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○



式型

面当瓦 全

長

顎の形態
備

考

上

弦
　
幅

孤

深

下

弦
　
幅

厚

さ

内

区

厚

さ

内

区

文
様

上
外
区
厚
さ

上
外
区
文
様

下
外
区
厚
さ

下
外
区
文
様

脇

幅

脇

区

文

様

文
様
の
深
さ

直 曲 段

3

13

鞘

轍

252

278

17

M」

M」

M」

M」

M」

S

S

S

S

S

S

S

S

KK

KK

KK

|

S

S

S

9

S

S

S

S

S

8

7

4

9

○

○ |

○

○

O

○

○

○

○

○

○

○

○

○
　
　
　
○
　
　
　
○

θ′9



式型

面当瓦
全

長

顎の形態
備

考

上
　
弦
　
幅

孤

深

下

弦

幅

厚

さ

内

区

厚

さ

内

区

文
様

上
外
区
厚
さ

上
外
区
文
様

下
外
区
厚
さ

下
外
区
文
様

脇

言
田

脇

区

文
様

文
様
の
深
さ

直 曲 段

322

325

329

333

334

337
、
11:;::|:ユ

4竪
〔緋|

230

222

257

213

KK

KK

KK

KK

KK

KK

KK

KK

KK

KK

HK

HK

KK

KI

KK

KK

KK

8

6

7

9

5

5

8

6

9

6

8

9

4

6

5

7

304

C

C

C

C

C

C

○

Э

○

○

○

Э

○

○

○

○

Э



式型

面当瓦
全

長

顎の形態
備

考

上
　
弦
　
幅

孤

深

下

弦
　
幅

厚

さ

内

区

厚

さ

内

区

文

様

上
外
区
厚
さ

上
外
区
文
様

下
外
区
厚
さ

下
外
区
文
様

脇

幅

脇

区

文

様

文
様
の
深
さ

直 曲 段

340

342

義

滋饒

260

237

258

239

３‐

　

′

　

３４

KK

KK

KK

KK

KK

KK

KK

KK

KK

TY

KK

KK

KK

KK

KK

KK

17

K3[

7

8

9

Ｏ
Ｏ S6

7

7

7

6

5

6

7

6

8

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

C

○

廠材中邑
`よ袖部

3ヱ 5



式型

面当瓦
全

長

顎の形態
備

考

上

弦
　
幅

孤

深

下

弦

幅

厚

さ

内

区

厚

さ

内

区

文

様

上
外
区
厚
さ

上
外
区
文
様

下
外
区
厚
さ

下
外
区
文
様

脇

幅

脇

区

文

様

文
様
の
深
さ

直 曲 段

354

鞠

骸

253

KS

KS

KK

KK

KK

Z

OZ

Oと

KK

KK

KK

KK

KK

KK

KK

KK

MJ

HO

H

H

HK

6

6

7

9

5

7

7

6

7

5

8

11

7

7

5

296

295

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

O

○

○

脇幅は

袖部



別表 5 軒丸瓦出土地別比率表

金  堂 講  堂 西 僧 房 東僧 房 西  塔 西回 廊 東回 廊 ・
門

南
中

食  堂
東僧 房
北  方 州”

本
ト

そ の 他 総 計

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

総

数

％

1

2

3

4

5

6

21

9

1

678

290

32

31

5

861

139

1

133

10

1

07

917

69

07

14

7

667

333

17

9

654

346

27

7

794

206

761

143

48

48

15

1

937

63

52

5

912

88

1

52

3

1

I

17

897

52

17

17

5

1

833

167

2

386

60

1

2

3

04

851

132

02

04

07

013

2446

3,80

006

013

019

白鳳小計 3 6 2877

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

2

8

1

727

l

17

1

l

850

50

25

2

4

1

1

2

l

70

2

4

1

7

1

2

1

1

1

198

16

32

08

08

16

08

55.5

16

32

08

55

08

16

08

11:

3

I

1

5

22

22

8

l

1

1

1

|

1

13

1

866

67

3

9

1

6

1

2

3

1

1

112

19

38

57

1

2

1

1

54

1

2

1

1

4

1

2

14

28

14

14

761

14

28

14

14

57

14

5

1

6

3

667

333

1

284

19

4

1

2

1

4

10

1

5

2

1

2

1

7

4

1

4

97

07

19

02

02

14

05

05

02

07

02

673

45

10

02

05

02

10

24

02

12

05

02

05

02

17

10

02

10

260

019

051

006

006

038

013

013

006

019

006

1800

120

025

006

013

006

025

063

006

032

013

006

013

006

044

025

006

025

奈良小計 11
2674

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

213

61

61

61

3.0

30

1

2

21

1

1

8

1

24

49

513

24

24

196

24

4

22

23

9

1

1

10

1

４

　

雅

銹

ａ

Ｈ

　

Ｈ

109

11

1

2

3

11

2

38

77

116

424

77

邪
　
　
　
　
　
　
２８
　
昴
　
　
　
郷

2

28

416

28

55

55

4

1

5

1

1

1

265

67

333

67

67

67

6

2

9

8

1

182

61

273

243

30

l

l

4

l

l

”
　
蝋
　
　
　
∞
　
　
　
　
　
　
　
　
蜘

1

2

1

2 332

18

6

38

113

12

5

14

5

4

3

1

13

4

蠅

晒

脱

郷

記

硝

評

‐３

口

０８

明

箭

Ｈ

114

038

241

716

076

032

089

032

025

019

006

082

025

3,7



金  堂 講  堂 西 僧 房 東僧 房 西  塔 西 回 廊 東 回廊 ・
門

南
中 食  堂

東僧 房
北  方 卿”

本

ト そ の 他 総 計

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

総

数

％

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

69

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

86

87

88

89

90

91

92

94

109

110

113

116

121

122

148

153

1

1

1

l

l

2

2

2

1

1

2_4

24

4

1

6

1

1

l

1

4.4

1.1

66

11

11

11

11

11

11

22

11

1

1

2

2

1

1

9

5

1

3

1

l

250

139

1

1

2

1

1

1

l

1

2

1

1

1

2

3

l

l

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

l

1

1

523

1

l

1

1

17

1

3

1

8

1

2

1

1

6

4

1

1

1

2

1

1

16

5

1

2

2

2

5

1

3

1

1

4

1

1

3

6

4

2

1

2

1

3

1

6

2

1

1

4

1

2

03

4.5

03

08

03

21

03

05

03

03

■6

11

03

03

03

05

03

03

43

13

03

05

05

05

13

03

08

03

03

11

03

03

08

16

11

05

03

05

03

08

03

16

05

03

03

11

03

05

006

108

006

019

006

051

006

013

006

006

038

025

006

0_06

006

013

006

006

101

032

006

013

013

013

032

006

019

006

006

025

006

006

019

038

025

013

006

013

006

019

006

0.38

013

006

006

0,25

006

013

平安小計 6 23.70



金  堂 講  堂 西 僧 房 東 僧 房 西  塔 西 回 廊 東 回 廊 ・
門

南
中 食  堂

房
方

僧東
北

本 坊 北
トレンチ そ の 他 総 計

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

総

数

％

68

84

85

93

96

101

102

103

104

105

106

107

108

111

112

114

115

118

119

120

123

145

146

147

149

151

154

155

156

157

158

159

160

180

6

5

1

3

39

3

9

10

3

4

12

3

8

2

1

1

2

09

27

347

27

80

89

27

36

107

27

71

■8

09

09

18

1

1

l

1

1

1

7

7

l

l

I

1

1

1

7

1

l

500

1

1

1

1

1

3

1

2

4

1

1

1

1

250

1

1

1

1

250

250

250

1

1

1 1

3

1

1

7

5

1

1

3

42

1

5

10

12

1

3

5

1

2

16

11

1

8

1

6

1

3

1

1

2

1

2

4

1

06

19

06

06

43

31

06

06

19

258

06

31

61

74

06

■9

31

06

12

98

67

06

49

06

37

06

19

06

06

12

06

12

2.4

06

006

019

006

006

044

032

006

006

019

266

006

032

063

076

006

019

032

006

013

101

070

006

051

006

038

006

019

006

006

013

006

013

025

006

鎌倉小計 2 4 1

70

71

95

17

24

25

26

27

!28

!99

130

131

t32

133

t34

1

4

4

3

1

2

11

1

つ
　
Ｂ

　
　
　
Ｂ

　
　
　
お
　

９
　

７
　
　
　
お
　
つ

J

1

1

1

25C

25C

1

7

8

4

1

12

2

1

1

2

3

83

94

48

12

142

24

12

12

24

3.6

1

2

1

1

1

111

111

1

8

3

1

1

8

14

4

5

1

15

1

4

1

12

4

9

19

06

0.6

49

86

24

30

06

92

06

24

06

74

24

56

019

006

0.06

051

089

025

0.33

006

095

006

025

006

076

025

057

θ19



金  堂 講  堂 西 僧 房 東 僧 房 西  塔 西 回 廊 東 回 廊 ・
門

南
中 食  堂

房
方

僧東
北

北
チ勅レ

その他 総 計

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

総

数

％

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

150

152

161

162

163

164

165

166

167

172

173

174

175

176

177

178

179

181

182

183

184

185

186

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

1

1

29

29

57

29

29

1

1

1

250

1

1

1

|

1

2

2

1

13

1

1

7

1

2

1

1

1

1

1

2

3

1

1

■2

24

24

12

154

■2

■2

24

36

12

■2

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

■ 7

117

1

2

1

1

1

111

111

1

1

1

1

5110

500

1

2

1

3

16

1

2

1

1

1

2

1

1

7

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

1

1

1

1

2

1

1

0.6

19

06

0.6

06

0.6

12

06

06

12

06

12

06

19

98

0.6

12

06

06

06

12

0.6

0.6

4_3

06

24

06

06

06

06

06

06

06

0.6

1_2

■2

19

0.6

06

06

06

12

06

06

006

019

006

006

0.06

006

013

006

006

0.13

006

0.13

0.06

019

101

006

013

006

006

006

0.13

006

006

0.44

006

025

006

006

006

006

006

006

0.06

0.06

013

013

0,19

0,06

0,06

0.06

006

013

006

006

琵讐小計 4 4 4 84 9 5 l

総計 372 1578



別表 6 軒丸瓦出土地別比率表

金  堂 講  堂 西僧 房 東 僧 房 西  塔 西回 廊 東 回 廊 ・
門

南
中 食  堂

東 僧 房
北  方 刻″

本
ト

その他 総

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

総

数

％

201

202

203

204

205

206

207

208

209

19

1

18

1

486

26

462

26

35

30

10

2

1

448

385

128

26

13

291

120

23

3

2

1

6

653

269

52

07

04

02

13

107

17

2

2

l

828

132

16

16

20

4

12

1

５４

　

‐ ０

　

３２

　

　

　

　

　

　

　

　

２

57

32

14

553

311

136

41

13

16

2

2

27

27

27

31

5

429

492

79

118

53

4

2

1

663

298

22

11

06

70

43

3

2

2

7

551

338

24

16

16

55

7 900

50

50

1

2

8

4

14

623

265

82

08

01

02

06

03

10

2985

1271

394

037

004

007

029

015

052

白鳳計 7 4794

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

1

l

3

2

l

333

2

1

1

1

3

20

l

27

4

1

3

1

1

22

11

11

11

34

225

11

303

45

11

34

11

11

2

1

l

4 1

6

429

1

392

104

43

218

43

75

75

50

275

25

25

25

25

25

25

75

125

25

25

75

4

2

12

1

l

200

100

600

50

333

333

333

1

1

1

1

7

1

1

５

３４

３３

１

４

７７

1

6

4

6

1

4

30

04

04

22

147

143

04

17

333

22

61

09

17

04

26

17

13

26

09

43

04

09

26

04

09

17

o26

004

004

018

125

122

004

015

284

018

052

007

015

004

022

015

011

022

007

037

004

007

022

004

007

015

奈良計 6 4 7 3 851

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

1

11

1

1

2

4

6

1

2

2

2

32

32

65

128

193

32

65

65

65

3

9

3

2

1

1

2

6

3

1

2

54

160

54

36

■8

18

36

106

54

■8

36

1

l

ユ

4

2

2

2

153

77

77

1■4

2

3

1

l

1 1

1

2

67

67

l

11

1

1

4

40

25

7

23

03

36

■6

29

23

03

03

13

130

82

10

23

026

004

041

018

033

026

004

004

015

147

092

011

026

92=



金  堂 講  堂 西 僧 房 東僧 房 西  塔 西 回 廊 東 回 廊 ・
門

南
中 食  堂

房
方

僧東
北

北
チ

坊
孵

本

ト その他 総 計

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

総

数

％

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

304

1

l

l

5

l

1

l

2

3

1

２

．　

　

　

４

29

57

86

29

l

l

l

2

1

2

2

32

32

32

1

1

1

1

2

1

1 8

l

l

1

1

2

l

15

17

1

3

1

1

1

ユ

ユ

2

3

2

1

1

38

38

38

77

1■4

77

38

83

1

1

1

1

1

1

83

83

83

3

1

1

1

1

2

8

1

I

120

40

40

40

40

08

320

l

l

1

1

1

1

20

23

20

7

1

ユ

l

7

1 333

l

l

l

333

333

333

1

1

2

11

8

19

9

1

1

2

2

1

1

3

4

14

1

1

3

1

11

1

1

1

1

1

1

4

1

1

7

1

1

1

2

1

5

5

19

22

6

1

5

1

1

1

03

03

06

36

26

62

29

03

03

06

06

03

o3

10

13

49

03

03

10

03

36

03

03

03

03

03

03

13

03

03

23

03

03

03

06

03

■6

16

62

72

19

03

16

03

03

03

004

004

007

041

029

070

033

004

o04

007

007

o04

o04

011

015

052

004

004

011

004

041

004

004

004

004

004

004

015

o04

004

026

004

004

004

007

004

018

018

070

081

022

004

018

004

004

004

平安小計 3 1142

19

34

3

87

156

14 11 4

1

1

83

83

3

1 l

58

67

54

111

129

103



金  堂 講  堂 西 僧 房 東僧 房 西  塔 西 回廊 東回 廊 ・
門

南
中 食  堂

東 僧 房
北  方

本坊 北
トレンチ

そ の 他 総 計

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

総

数

％

297

298

299

300

301

302

303

305

306

307

308

309

810

3担

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

333

334

338

2

30

2

10

29

2

1

5

1

2

8

2

1

2

1

6

3

4

1

5

2

4

1

09

138

09

46

133

109

05

23

05

09

37

09

05

09

64

05

28

14

■8

05

23

09

■8

05

106

05

ユ

10

4

ユ

5

2

2

1

10

14

139

56

■4

69

28

28

14

139

1

2

1

1

5

2

9

】

25 0

37

15

07

88

44

265

07

6 6

7

3

1

J

ユ

6

1

269

115

38

I

1

1

91

91

1

1

200

200

ユ

1

2

ユ

3

2

1

1

400

200

200

ユ

ユ

l

59

56

3

2

2

14

1

17

84

9

2

5

1

3

13

2

3

5

1

7

2ユ

1

3

11

1

30

4

1

7

3

1

4

1

1

15

24

9

114

108

06

04

04

27

02

33

162

17

04

10

02

06

25

04

06

10

02

13

40

02

06

21

02

5.8

08

02

■3

06

02

08

02

02

29

46

17

217

206

011

007

007

052

004

063

310

033

007

018

004

011

048

007

011

018

004

026

077

004

011

041

004

111

015

004

026

011

004

015

004

004

055

088

033

鎌倉小計 5 2 6 5 1912

３３２
３３５
３３６
３３７
３３９
３４０
３４‐
盟
３４３
３４４
３４５
３４６

3

1

6

2

4

9

38

■3

75

25

50

113 ユ

1

ユ

1

33

4

11

2

29

21

2

21

1

168

20

56

10

147

107

10

107

05

1

3 1

1

143

143

1

38

7

12

1

6

2

32

22

2

8

31

3

107

20

34

03

17

06

91

62

06

23

88

08

140

026

044

004

022

007

118

081

007

029

114

011

θ2θ



金  堂 講  堂 西 僧 房 東僧 房 西  塔 西 回 廊 東 回 廊 南 門・
中  門 食  堂

東 僧 房
北  方

北
チ勅レ

そ の 他 総 計

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

個

体

数

時
代
別
％

総

数

％

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

段1

2

10

2

1

137

25

124

2

1

1

6

l

1

８
　
田

ユ

1

1

1

3

1

1

1

100

100

]

l

10

71

715

1

1

1

1

2

332

667

1

23

1

36

1

1

12

3

11

1

23

1

1

34

15

2

1

1

1

1

14

1

1

1

2

1

65

03

101

03

03

34

08

31

03

65

03

03

95

42

06

03

03

03

03

40

03

03

0_3

06

03

0.85

004

133

004

004

044

011

041

004

085

004

004

125

055

007

004

0,04

0,04

004

052

004

004

004

007

004

弄害小計 l 6 7 353

総 計 157 176



別表 7 銭貨一覧表

銭  名 外縁内

和同開珍 24 00

郭内径 外縁厚 1文字 重  量 銭  名 縁外径

寛永通宝

郭外

寛永通宝 22 10

25 05

22 20

24 33

22 92

22 38

23 38

25 23

欠 損

23 08

24 38

23 10

24 28

25 13

24 58

24 40

23 75

24 40

23 58

22 90

24 18

24 48

23 35

24 43

23 73

23 10

23 88

24 18

23 20

23 98

23 80

23 25

24 33

22 38

22 43

23 48

23 18

24 35

23 08

22 53

23 38

24 33

24 00

23 23

25 00

17 45

20 13

18 55

19 68

17 53

17 96

20 10

20 10

19 05

19 13

18 88

18 88

19 98

20 18

19 58

20 08

19 65

18 98

19 10

19 95

19 40

18 93

19 55

19 18

18 70

19 73

18 53

18 60

20 00

19 05

18 90

20 25

18 45

17 50

19 58

19 15

19 00

19 28

19 75

19 13

20 15

19 00

18 78

20 10

7 93

7 05

8 35

7 78

7 80

7 93

6 83

7 25

8 80

815

8 88

7 43

8 08

8 00

780

8 28

7 88

8 13

8 53

810

803

883

8 00

8 88

7 94

8 83

7 25

8 33

7 30

810

8 70

7 68

9 00

8 65

8 28

9 85

8 08

8 43

8 70

918

8 38

8 60

8 40

7 98

6 18

5 83

6 63

6 15

5 93

6 74

5 40

5 53

6 90

5 98

6 50

5 28

5 23

5 75

5 43

6 48

5 23

5 93

6 48

6 48

6 03

6 38

5 93

6 73

6 25

6 73

5 95

5 88

6 30

6 10

6 30

5 58

6 65

5 95

6 23

6 50

6 03

5 90

6 70

6 45

6 15

5 78

6 35

5 88

1 25

1 07

1 22

1 09

1 12

1 24

0 87

1 10

1 47

0 96

1 23

1 03

1 24

117

1 07

113

1 04

1 27

1 22

101

1 05

115

0 97

115

111

0 96

1 00

111

1 39

1 05

1 00

0 94

1 39

0 97

1 03

0 90

1 02

1 09

1 02

0 99

0 94

0 94

112

1 03

116

0 74

0 56

0 45

0 66

051

0 69

071

051

071

0 56

0 68

0 60

0 65

0 62

0 60

0 55

0 52

0 75

0 58

0 68

0 63

0 56

0 66

071

0 73

0 62

0 63

0 63

1 05

0 72

061

o 60

096

0 52

0 66

050

0 52

0 66

0 68

0 66

0 55

041

0 65

0 60

0 46

2 47

(0 84)

(116)

2 05

3 52

2 25

311

2 57

2 31

2 61

4 29

(2 17)

2 22

3 54

2 37

3 47

3 12

3 20

3 19

2 62

3 57

2 87

2 66

2 65

313

2 59

3 04

2 82

241

2 77

3 04

3 97

2 43

271

251

3 67

221

241

221

2 53

2 83

2 56

240

2 22

2 35

301

2 78

3 33

破片

破片

AIb-1

AIC-1
BIC-4

BIb l

AⅡ b l

BIO
AIC-3
A■ C―-1

ZOO

BEC-3

BIC-1
BIC-4
BIb

BIb

BIb
BIb

BII C-8

BIb

BII C-9

BIC-3
BⅢ C

BEC-1
BIC-3

BEC-6

A[C-2
BII C-2

BIC-8
BIC

BOC

BOO
BⅢ C

BIC-3

BIb

BIC-4

AⅡ b

BIC-2

BIC-2
BIC

BIC-2

BIC-4
BIC-3

BIb

BⅢ C

BIC-4

ARC-1

25 73

25 40

24 63

25 00

23 93

24 70

24 33

24 48

24 28

24 15

23 83

24 68

23 48

23 98

24 45

24 40

24 00

24 25

23 78

23 88

23 55

24 03

24 55

23 05

23 30

22 28

24 68

23 00

22 90

22 78

24 80

24 18

24 05

24 03

24 73

24 25

23 30

24 05

23 08

23 15

22 98

23 05

24 28

23 08

Q090
23 38

24 83

21 98

24 78

19 60

20 75

19 50

19 33

19 35

19 43

19 43

19 90

19 78

19 98

18 83

20 25

18 65

1895

19 33

20 18

19 85

18 78

18 93

18 85

18 98

19 10

20 08

19 60

19 23

18 65

19 53

1903

18 70

18 93

19 60

20 13

18 83

19 85

19 25

19 25

20 03

18 80

18 93

18 95

19 25

19 13

18 45

18 93

19 95

18 75

20 10

18 80

19 93

8 03

8 23

7 88

8 08

7 93

7 93

8 13

7 75

8 03

7 93

818

8 20

810

8 05

710

7 75

8 30

8 0o

8 00

7 90

8 23

808

8 28

8 38

7 90

9 18

7 40

8 38

8 60

8 20

8 58

8 20

8 03

8 18

7 93

7 48

9 18

8 23

8 50

3 20

8 83

0 08

8 20

8 25

8 33

8 50

8 35

8 35

8 40

5 88

6 00

5 88

5 38

5 53

5 83

5 90

5 55

5 65

6 23

6 00

6 40

5 85

5 93

5 38

5 58

6 55

6 28

5 98

5 75

6 05

6 00

610

6 18

6 68

6 25

6 65

6 25

6 23

6 18

6 25

5 90

5 93

6 03

5 90

5 80

6 35

615

6 33

6 43

6 30

6 48

6 00

6 05

5 88

6 30

610

6 20

5 93

1 22

118

1 29

118

1 08

1 35

1 22

115

1 24

117

0 98

0 94

1 30

1 06

0 96

1 23

1 09

1 02

1 26

116

117

1 01

0 90

0 98

0 90

1 00

121

1 01

1 03

1 07

101

116

1 01

0 94

1 20

115

1 04

1 05

0 98

0 97

0 92

1 01

0 98

0 92

0 85

0 94

1 07

1 08

1 54

0 65

0 55

0 63

0 63

0 72

0 67

0 56

0 59

0 85

071

0 48

0 67

0 48

0 68

0 49

0 75

0 62

0 52

0 80

0,66

0 78

0 67

0 56

0 69

0 53

061

051

0 57

0 69

0 66

0 57

0 79

0 57

0 56

0 56

0 61

0 69

0 63

0 68

0 53

0 50

0 77

0 47

0 46

0 53

0 52

0 50

0 65

1 08

3 99

3 19

3 52

3 51

3 06

3 53

3 09

3 34

381

301

231

2 80

3 58

2 92

2 66

3 68

2 66

2 77

3 87

2 87

301

288

2 69

2 52

2 18

2 37

2 77

2 38

2 74

2 70

2 93

2 66

2 67

2 42

3 04

2 89

2 64

2 75

2 58

2 22

2 17

2 53

2 39

211

2 02

2 56

2 49

2 13

4 79

1

2

3

20 25 8 35 6 18 46

47

48

49

50

51

52

53

54

Bnc-lo

AIC-1
BIC-1

BIC-1
BIb 2
BIC-1
BⅢ C

BIb

BIb

BⅢ C-1

BRC-5

BⅢ C

BlC-5

Btt C-2

BIb

BIb

BHC

BIC-3

BII C

BIC

BIC

BIC

BttC

BIC-3
BIC

BIC-4

BIC-1
BIC-2

BⅡ C-3

BII C-2

BIC-7
BIb

BⅢ C

BⅢ C

BIC-1

BttC

BOC

BⅢC

BIC-3
BIC-2

BIC-3

BIC

BⅢ C

BIC-2

外縁欠BIb

BIC-3
Blll C

BIC

BIb

1

2

3・

4

5

6

7

8

9

55

56

57

10

11

12

13

14

15

16

1

60

61

62

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

18

1

20

21

26

27

28

29

30

31

32

33

34

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

9

92

98

94

36

37

38

39

40

41

42

43

44

145

∂2σ



文久永宝

24 45

24 55

24 78

2383

24 00

24 55

24 45

24 43

24 58

24 55

23 73

22 80

22 60

破 損

23 75

29 30

23 50

27 23

19 15

19 55

19 00

19 35

19 63

20 10

19 70

20 10

1903

19 38

18 95

19 75

19 25

20 25

21 75

20 25

20 90

7 50

780

7 90

7 73

8 65

7 95

7 98

7 65

800

7 90

8 43

8 33

8 10

8 20

9 20

810

9 70

5 43

5 60

5 53

5 60

5 33

5 70

6 28

5 05

5 93

6 00

6 38

6 45

6 20

5 35

6 48

5 86

6 93

1 19

119

1 20

1 06

0 96

1 01

110

1 06

1 21

1 21

1 03

0 97

0 98

1 13

0 92

1 00

1 05

0 66

051

070

0 67

0 5?

0 46

0 73

0 52

0 55

0 62

0 67

0 79

051

0 82

0 64

0 55

0 72

318

3 19

3 48

3 14

2 36

2 54

3 26

310

331

3 35

201

212

2 07

2 79

3 42

1 53

3 54

開元通宝

唐国通宝

太平通宝

景徳元宝

祥符通宝

天聖元宝

皇宋通宝

嘉祐元宝

嘉祐通宝

治平元宝

熙寧元宝

元豊通宝

元祐通宝

９５

　

９６

　

９７

Bnc-1

BIC-1

BIC-1

BIb-3
BIb
BIb

BOO

BIb

BIC-1

BIC-1

BOO

BIC-2

BnC-2

ZOO

BIb

CⅢ C

BIb
5～6枚銹着ス
ZOO

９９
‐００

‐０‐
肥

‐０３
‐０４
‐０５
‐０６

‐０７
‐０８
‐０９
＊‐‐０

‐‐１

‐‐２

1*

92σ

24 98

23 85

23 28

23 95

24 00

24 18

24 63

24 93

24 40

24 50

24 70

23 98

24 30

24 50

24 75

23 73

24 35

24 88

24 75

24 65

23 73

23 45

23 90

24 30

24 85

23 40

24 00

2380

25 30

24 15

24 60

23 58

24 95

24 68

24 58

18 60

19 95

20 10

20 40

19 13

18 63

18 95

19.48

20 85

20 58

19 45

18 33

19 25

19 75

19 85

1983

19 40

20 60

20 48

19 50

19_83

19 55

20 40

20 35

20 43

18 65

19 35

18 30

20 35

19 00

18 10

19 93

20 93

18 23

18 25

8 00

8 48

8 95

8 00

838

5 95

8 65

9 20

8 50

9 55

815

918

9 30

9 05

9 95

9 25

8 85

968

9 33

8 73

858

958

8 00

948

8 80

8 45

8 63

9 35

8 90

8 28

8 80

9 45

8 60

8 95

598

6 00

6 45

7 03

5 65

5 83

5 95

6 30

6 10

6_20

7 03

6 00

7 20

7 23

7 10

7 30

6 23

6 23

7 90

6.95

6 48

6 23

7 25

6 10

6 90

6 23

6 05

6 53

6 60

6 85

6 05

5 93

698

6 10

6 65

113

113

1 26

0 94

0 94

1 07

0 95

1 25

081

0 95

1 26

1 15

1 15

1 60

1 09

141

112

1 42

1 04

1 23

1 09

1 05

1 13

1 06

108

0 56

0 69

0 74

0 55

0 93

0 53

0 70

0 59

0 67

0 66

0 87

0 64

061

0 70

0 68

078

0 56

0 49

0 74

0 74

0 83

0 52

0 68

087

0 81

0 99

061

078

0 76

0 55

0 80

0 58

0 61

0 89

0 66

3 09

2 78

2 76

1 76

2 98

2 73

3 51

2 36

3 39

284

2 96

338

3 06

2 80

2 54

2 53

2 55

3 34

2 50

254

3 13

1 52

3 46

3 99

798

4 15

2 46

2 25

2 28

3 77

3 39

2 54

3 17
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ENGLISH SUMMARY

I.  INTRODUCTION
This report su■Hnanzes the excavation studies made Overthe pe五 od of the past nearly

20 years on the grOunds ofthe Yakushも i(薬 師 寺 )MonaStery,located in NishinOky5-ch6,

Nara. From 1968,studies have been carried out nearly every year,with the maiOr pu争

POSe Of COntributing to the recOnstructiOn andと nPrOVement of the=nOnastery complex,

In the initial stages,these excavation studies were organized Primar工 y by Kinki Un� ersity

and by the mOnastery itselt with coOPeratiOn frOm the Nara National Cultur工 ProPerties

Research lnstitute. From the latter hnf of rlsc■ 1971,the prinary resPonsib』ity for the

excavation studies passed to the hands Of the latter lnstitute,  Among the numerous

temPle excavation studies with which the Nara National Cultur工 Properties Research

lnstitute has cOncerned itself Over the years, those carried out Mthin the precincts of

the Yakushもi MonaStery have been the largest in sc工 e and have alsO been carried out

over the longest period Of thne, The results Of these studies at the Yakushも i MOnastery

have been extremely significant and have greatly contributed tO research on this ancient

monastery as we■  as tO the planning fOr the recOnstruction of the mOnastery comPlex,

As the first requisite for such Planning is a more accurate understanding of the way things

were at the time the mOnastery was ottginally constructed,these excavation studies have

been an anPOrtant means to apProach this g。 工.They have nOt Only enabled us to knOw

cleany the 10cations and aoor areas of the bu工 dings,the sPaces beぃ veen suPPort posts,

and the Origin■ state Of fOundatiOns and a。 。r PlatFOrms,they have alsO made it PoSSible

fOr us tO have a better idea Of=nany Of the bu工 dings'Other structural forrns and detals,

The wOrk Of recOnstructing the mOnastery compoundbeganwith theGoldenH』 1(Kοη】σ
)

and PrOgressed to the West Monks'Quarters,the west Pagoda,the East Monk's Quarters,

and the Main Gate. In each instance,the remains Ofthe bu』 ding foundatiOns unearthed

in the excavation studies were in good conditiOn, and care was taken to assure their

further PreServation through sPecially devised wOrk PrOieCtS,At the site Of the Originエ

Golden H■ 1,concrete p工 es were emplaced between the ottgin工 FOundatiOn stones and

a。。r suppOrt beams were laid between them in such a way that the lloOr Of the recOn…

structed Golden Hall is 80 cm above that OFthe Ottginal buttding.In the case Ofthe West

PagOda,the sO― cttled∫カカ∫ο (SuPPort StOne for the centr工 POst)remttns in its original

POSitiOn,and the Orttin工 a。。r PlatfOrm■ so remttns fOr the mOst Part in good conditiOn.

RC P工es,1,l meterin diameter,were emPlaced near each ofthe fOur cOrners ofthe or撃

nal a。 。r PlatfOrin. These were then connected by crOss― beaFnS COnstituting the“ found抒

tions"for the re∞nstructed Pagoda and suPPOrting its 600-ton weight.As in the case of

the reconstructed Golden IIall,the recOnstructed aoor PlatfOrna is approx」 nately 80 cm

higher than the Ottginal,thus Permitting the oiginal lloor platfOrm and surrounding

reHl五 nsto be presewed in good fOrm。

H. HISTORY OF THE YAKUSHIJI MONASTERY
l.  Establishment Of the MOnastery

The Heも 5-ky5(Nara)Yakushも i MOnaSter卜 located at the intersection of the 6th east_

west yο  avenue and the 2nd north―south ιう avenuc in the westem or“ rlght''sector

(クリう),Of the ancient Nara cap士工,has handed dOwn much ofthe culturtt heritage Ofthe

Nara period, including the mOnastery's East Pagoda and the brOnze rnages of Yr滝 ク婚カゲ

勒 ο紹す(the“ hening buddha'り and his two attendants,which are the mOnastery's力 οttzοη
,

Or mttn otteCtS Ofreverence.

An earlier Yakushも 1,bult in the Asuka region before to the estab■shment Of the

CaPital at Nara,owed its begin� ng to a vow to buttd a monastery � honor OfV物滝
"d力

,

的 ο″
''made by Emperor in the year Temmu 9(680),as an exPression of his fervent
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hOpe FOr the recOvery frOm illness Of his wife,wh。 later reigned as EmpressJit5,Although

she seems tO have futty recOvered,Temmu`own health tOOk a turn`Or the wOrsc and

he died sわ (years later,in 686.

The Nttοη∫んοたすrecords that at the beginning of the year Jit6 2(688)this Originエ

Yakushもl MonaStery hosted a great pubhc ceremOny known as a翻クd力,trp'9(無 遮大会 )・

It may not be incorrect to infer that ths ceremOny marked the completiOn ofthe Ottginエ

Yakushも i's Golden Hall and力 οηzοη.The site knOwn as“ Moto Yakushも 1''in Present_day

Kidono一ch5,Kashiharttshi,is without question the site Of this Origin工 Yakushも i,judging

frOm its age and sc工 e.There are archae。 10gictt remttns of a Golden H■ l and an East and

West Pagoda.

2.Construction of the Yakushもi MOnastery in Hcも 5-ky6

Histottc工 recOrds tem us that the buttding of the Onglnal Yakushも i was nearly cOm_

Plete by the year 707.However,aFter the caPittt Was fOrm■ly mOved frOm F可 lwarttky5

(in the Asuka region south Of Nara)tO Heも δ‐ky6(Nara)� 710,with the nOtable exceP_

tiOns of the Gubuktti(Kawaharadera)in Asuka and the H5ryui� n lkaruga,the Yakushも i

and mOst of the Other mttOr temples in the fOrmer capitユ region,including the Daiatti

(Dttkandaも i)and GangOii(Asukadera),Were moved tO the new Heも δ CaPital.

The YrT滝夕∫力,9,T'recOrds that the Yakushも i monastery compound was transferred

tO Heも 5-ky5 in the year Y5r5 2(718).Excavations have brOught fOrth frOm a wellin the

nOrthern Part Of the Heも 5-ky5 monastery comPOund ttο 滝滝αη (WOOden siabs fOr written

annotations)beaing the characters for the year Reiki 2(716),together with t工 es of

the“MOtO Yakushも i Style''and red POttery(力 a」ii崩 )tyPiCn of the carly Nara pettod.

In the sPing Of Y5r5 3(719)twO aPprentice mOnks(∫ 力た9')Were for the rlrst tmie

Placed under the supewision Of the directOr of the Yakushも i cOnStruction work;in the

summer of that year the mOnastery became a FOrmtt Place Of residence FOr ordained

mOnks,and in the winter of the salne year EinPreSS Gensh5 14ade a COntttbutiOn of Bold

and s工ver,ceremoninとnplements,cloth,and rice, cOnstruction wOrk is thOught tO have

made considerable prOgress duing the Yδ r6 year pettod(717-723).

In the year Jinki 3(726),an hage of shakyalnuni was commissiOned as a means fOr

exPediting the recOvery from inness of the retと ed Empress Gensh5.At the salne time

COPieS Were made of the Lotus Sutra and a s,,9(斎 会 )CeremOmy Was held,It is thOught

that the Golden Hall was cOmpleted and theinages Of yaんク∫力′Fゥο鞄
'and his attendants

insta■ ed by thisthe,at the latest.

The East Pagoda is the Only budding fOr which a date Of cOnstructiOn is clea工 y

recorded. Both theき転sう り,滝抱,and the Sん ′ε力肋 づ,p99ηρノ5 record that cOnstruction of

this Pagoda was completed On the 29th day Of the 3rd mOnth Ofthe year Tempy5 2

(730), In the case OF the Ottgintt Yakushtti in Fttiwarttky5,Buddhist relics ls力 αガ)Were
deposited under its East Pagoda,wh工 e in the case of the new Hciiδ…ky6 Yakushも i they

were deposited under the West Pagoda.This indicates that the West Pagoda of the Heも }
ky5 Yakushも i MOnastery was PrObably cOmpleted earlier than the East Pagoda.

In the year Tempy5 7(735),repeated readings of the Daihannya Sutra vere carried

out at the Yakushも i and nso wtthn the Palace and atthe Daね 可i,Gangtti,and K6fuk可 1・

PttOr to the cOmpletiOn of the T5d主 注 the four abOve_れ Oted mOnastedes were the fOur

large functiOning monasteries of the new Heも 6 caP比工.

According to the S力οたクNれοη♂す,in the year Tempy5-karnP5 1(749),3iftS of s工 k

clOth, cOtton, aaxen clOth and ice were made to the vattOus monasteries upon the

emPerOr's command,The arst4isted amOng the recゃ ientS Were the Daiatti,Yakushも 1,

Gangtti,Kδ fuk� i and Tδ daも 1,f0110wed by the H5ry司 1,Gubuktti,and Shtenntti.

Many POints are still unclear regarding the bulding of the Yakushもi MOnaStery in

the Fttiwara and Heも 6 caP士工s.To what extent buldings and Buddhist images were

mOved frOm Fttiwara ky5 to Heも 5-ky6-and in PartiCular the questiOn of whether the
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PreSently existingEast Pagoda and the brOnze anages of Ya滝 "∫
力,ミむor''and his attendants

in the Golden H工 l were moved or were newly constructed― have 10ng been HlPOrtant

issues of dispute in architectur工 and art history, At present,there is nO PrOOf that the

East Pagoda was moved.As for the力 ο,クοη unages of Viα 滝
"stt Nり

ο紹,and hiS two attend‐

ants,there are,wo theo�esi One,that they were made as the力ο,クοη fOr the O� ginal

Yakushも i and later mOved tO the Heも 5 caPit江 ;and the Other,that they were newly made

in the Heも。Capital arOund the Y5rδ and Jinki yearperiods(717-729).

3.  Monastery Grounds and Buttdings

The He百 5 capit工 's Yakushも i MonaStery was located at the intersection of the 6th′ 5

and 2nd bう avenues in the western or“ right_hand"sector併 ノう)。 f the ctty. The sOuth

Gate opened onto Rokui6 avenue,and the nOrth― sOuth center line of the mOnastery

compound corresponded tO the center of the lane located one c力 うeast of Nib5 avenue.

According to the R夕崩 (流記 ),the mOnastery grounds in the Nara period covered 104/4

ιう,but the later written Y金 ん夕∫カガJθηどι records that``at present the grOunds cover 12 ε力う

[Salne as bぅ ]within an enclosurer'showing that the grOunds exPanded during the Heian

period. The layOut and size Of the=nOnastery compound's lnttn bu』 dings have becOme

faitty Clear as a result Of the excavation studies made in recent years.The orunal found抒

tions have been ascertttned fOr the fOnOwing Structuresi the Golden IIall, the west

PagOda,the East and West Monks'Quarters and Parts of■ le ReFectOry,the south Gate,

the Main Gate,the Surrounding Corridor,a part of the Lecture Han,the Belfry,the Sutra

Depository,and“ Cross H■ 1"(sO named because Of its shape). The excavation study of

the Surrounding CorridOr caried out in 1985 revened evidence of a sunPle cOrridOr that

had Preceded a more complex``double corridor." Outside the area ofthe Present temple

grounds,an exctwation study has been made Of a part Of the Origin工 west wall of the

monastery compound.

4. The Yakushもi Duing the Heian Period

ln the year Enryaku 3(784),the Capitユ was moved from Heも 5-ky5(Nara)to

Nagaokttky5,and in the year Enryaku 13(794)it waS further mOved tO Heian― ky6

(Ky6to).The Yakushも i and Other mttOr mOnastettes rem工 ned,hOwever,in Nara.

As a result of a petition Presented to the emperOr by Prince Naoyo(Or Tadayo)in

the year Tench5 7(830),a stately Mた 力う9(最勝会 )CeremOny took Place in the Yaku―

Shもi MOnastery in the third month Of each year.

At present, an area outside the South Gate is occuPied by a ShintO shrine knOwn

as the Hachiman Jinia. It appears that the area Of the shrine Or181nally extended sOuth

of Rok� 5 avenue.It is recorded that duttng the Kampy5 yearperiod(889-897)the

Yakushtti's head mOnk,Eishδ 汀,,力うs力す,arranged for the shrine tO be estabLshed there

as the“ sPiitun protector''(C力
'ガ

タ)fOr the monastery.

In the sPing Of the year Tenroku 4(973),the Yakushiii suFfered a great Flre. The

Fite started ttom the CrOss HaH,and in its course the ReFectOry,Lecture H■ 1,Monks'

Quarters,surtOunding Corridor,Main Gate,South Cate,sutra Depository, and Belfry

were ns。 1。st. It should be cOnsklered a mttacle that the Golden H■ l and the East and

West Pagodas remttned. The Lecture IIall was tebuilt by the head lnOnk ch5zen and

by the yearJ5gan 3(978),wh!n the観 2た力うθ ceremony was agttn held,the recOnstruction

wOrk was vと tunly complete,nthough the Lecture Hall at that tllne st』 had only a

temporary rooa The Main Gate was tebu』t by head=nOnk Hcich6 in 986,and the sOuth

Gate was rebuilt by the=nOnk Z5yi beぃ veen 1006 and 1013. The SurrOunding Corttdot

is thOught have been reconstructed in the early llth century,though its w工 ls and such

detals as lattices and side gates remttned incomPlete,At Z5yこ 's behest,the RefectOry

was rebu工 t duing the 7 years between 999 and lo06,and the“ crOss Hall,"from which

the are had onglnated,was rebuttt in 1005. The writing of the ytt滝 クs力げすθVFt in 1015
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was probably meant to be a way OFcOmmemorating the mOnastery's reconstruction.

Mina140tO Yoritsume is recorded to have 10dged at the“ MOtO Yakushも i"in the

Asuka region in the eleventh mOnth Of Mattu 2(1025),when it Stim seems to have

mttntttned its status as a monasteryo lt is recorded that in the year Kaho 2(1095)

three sma■ Buddhist rehcs は力trガ)Were discOvered in a brOnze receptacle fOund at the

site of the Moto Yakushも 1'S East Pagoda.It is thought that by this time not only the

East Pagoda but other buユ dings as wett were in an abandoned Or ruined state.

The S力たん,tFaty, η
'え

た
' and the Sカ

ケε力,』,2yt′夕ηr9'Sカゴ打,, which were written around

the end Of the llth century,81Ve overan descnptions ofthe Yakushも i MOnastery in Nara

fouowing the F`Tenroku reconstructionデ ' nOting the follOwing structures:Golden Hall,

East and West Pagodas,Lecture Ha11,RefectOry,To,η (唐院),and OCtagonal H■ l in the

Eastern Precinct(東 院 )。

5.The Yakushも i after the Middle Ages

ln the Kamakura period,lnuch effOrt was Put intO the recOnstruction and repair of

monasteryも u工dings,including those at the T6daも i and K5fuk� iin Nara which had been

burned in the cOurse of military CalnPttgnS・

In the case Of the Yakushも 1,repars were undert工 (en by a mOnk Ofthe K5fuktti

narned Engen, G� en the existence oF a number Of nat r。 。とend tdes bearing the inscnP_

tion“ Ninii Yakushもユη″
"―
サοrtr"(仁治薬師寺壬寅),丘 iS thOught that this repttr work

On the two PagOdas was done arOund 1242,corresPonding to the year Nitti 3,which

in turn corresPondS tO the year翻 ″分サOrtr in the Chinese cyclicn c工 endar. In the year

Kenii 3(1277),the West Pagoda was hit by hght� ng and caught are,butthe are was Put

Out before much harm was dOne. The presently一 existing Eastern Precinct Ha11(Tう 加trO)

was buttt in the year K5an 3(1285),and the inside s力 0」i,Pttntings at the attOining Hachi‐

man Jitta were redone in the yeT Einin 3(1298).There are many different types of tdes

frOm the Kamakura pettod, EsPecinly large numbers Of t工 es have been excavatedと om

the vicinities of the Colden Ham and the west Pagoda. These facts stand as testunony to

the frequent repttrs caried out on the rnonastery comPound.

In the Muromach periOd(1333-1573),sucCess� e disasters meant that the mOnas―

tery compound fell mOre and mOre into disrep五 ■.

The h五1ls and Pagodas were darnaged by a large earthquake in 1361 and by a typhoon

in 1445, The rebuttding Of the Golden Ha狙
`。

■Owing these disasters found prOgress dif‐

acult and was susPended duing long petiods, In the autumm Of 1528,rnOst of the Fnain

buttdings were burned during rlghting between the Tsutsui and Ochi clans;the East

PagOda and the Eastem Precinct Hau barely escaped the aaFneS.

A bαη∫力う力α″夕阿θ Ceremony marking the beginning of the recOnstruction of the

destrOyed Golden Hall tOOk Place in the year Ky6roku 4 (1531),but it Was nOt until

1545 that the posts for suPPorting the celing were in Place,and it was not unt担 1557

thtt wOrk arOund the rOOf ёそwes was caried out, At that time the exteior roofing still

seems to Lave been of a temporary sort;in the year Keich5 5(1600),it Was ttted thrOugh

a donation frOni the lord Ofthe K5五 yaFna CaStle,Masuda Nagalnori.

IⅢ.PROGRESS OF EXCAVATION WORK
Excavttion studies �thin the precincts of the Yakush百 三MOnastery date back to

before the secOndヽ V。』d War,when a survey of the tOp of the fOundatiOn PlatfOrin Of the

West Pagoda was undertaken by the Nhon Koも unka Kenky吋。・ An excavation survey

Of the SOuth and Main Gates was undertaken in 1954 and was the arst to darify the

monastery compound's ottginal nOrt工 south axis and the rel誠ionshゃ between the South

Gate and Rokui5 avenue.It was thus the arst suwey to clarify details Of the mOnastery

COmPOund as a whole. The earliest excavation survey carried out in connection with

Plans to restore the Yakushも i MonaStery to its ottginn appearance was a survey cartted
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out at the site oF cOnstruction work on a small stOrehOuse fOr FnOnaStery treasures,near

the nOrtheast cOrner of the Lecture】 �all. The exact locatiOns and tilnes of this and the

subsequent excavation surveys are glven in Table l and Figure l,

A 1968 survey was carried out tO the east Of the East PagOda. This survey estab―

hshed the e�stencc of a rttn trough(αttαοが

'知

力0)江Ong the west side ofthe surround―

ing Coridor, as‐ well as tufa Facinょ stones(力 ,靱θ―た肪)工ong the castern facing Of this

corridor sector's foundatiOn PlatfOrm. Evidence Of the fOrlner 10cations oF sets Of three

fOundatiOn stones nigned east tO west showed that at least the eastern sector of the

Surrounding COridor had been a``double cOrridOr." It was ttso learned that this Sur_

rounding Corridor was not connected to the Golden Han but extended farther nOrth and

connected with the Lecture H■ 1.

The suwey carried Out in ascn 1969 included 6 structures: the Golden Hall,the

West Pagoda, a PortiOn of the SurrOunding cOrttdOr,the Lecture Hall,the Belfry,and

the ReFectOry. The tufa raised ceremonial stage on the sOuth side of the fOundation

PlatFOrm Of the Golden Hall was fOund tO be stin in goOd conditiOn,It was ascertained
that there had been stePS at three locations along the sOuth side,whユ e On the east side

there was Only one aight oF stePs, attached tO the center of the fOundatiOn platFOrm.

On the north side,at a position approxunately O.9 meter inside the edge ofthe fOunda_

tion Platforin Of the present bu工 ding, excavations revened horizontally4五 d slab_like

stones known asデ″滝ク‐た力,, which supported the outwarと facing decOrat� e stones

around the fOundatiOn Platfomn Of the Origln工 building. Excavation、 vOrk on the cast

side alsO PrOvided specific e� dence Of the ways in which the Oigin工 foundation Plat_

form was altered in the making Of the fOundatiOn PlatfOmn Of the present bu』 ding.

The survey of the west pagoda was carried out a10ng the、 vestern edge OFits fOunda_

tiOn Platform. In an earth一 all outside the fOundatiOn PlatfOrm was fOund a mixture of

burnt earth and charcOal together with large quantities of burnt tユ es and frattentS Of

clay mages which are thOught tO have been buried at the tine of the recOnstruction

f0110wing the destmction Of 1528. The extettor decOration arOund the foundation Plat一

fOrm indicates that ths PlatfOrm was of the“ hgh_rank"こ れ巧5Z"解
'type;as in the caseOf the COlden Hall,there were no vertic工 ly―Placed narrOwナ翻滝α―た力,stOnes intetsPersed

between the力 αttθ…た力′facinttstoneS, Vesiges of steps were found in the center of the

fOundation PlatFOrm's west side. Outside the Platforrn,sm■ l round stOnes knOwn as

勉翻 tt―ね力J were placed in ciOse juxtaPOsitiOn constituting a narrow walkway knOwn as

anヵ
"ι

ぉ ん丁t Outside Of which was a r工 n trough.It was■sO discOvered that the nOrt「

ern sector of the SurrOunding CoridOr connected to the center of the east and west

sides Of the Lecture Han. There were nso discOvered PortiOns oF anカ クι,∫力″,and rttn

trough near the sOutheast cOrner of the Lecture H■ 1's fOundation PlatfOrxn.h am oF

these Places,the rem工 ns were covered by accumulated dirt including burnt earth and

charcO工 . A survey was工 sO made Of the ReFectOry site;however,the remttns had been

worn away so much over the years that nOthing could be identiaed except the heapeと

up each(力 αηε肪た
'』

ο)that had fOrmed the cOre oFthe fOundatiOn PlatfOrm.

The 1970 survey was carried Out a10ng the nOrthern side Ofthe Lecture II■ l and the

sOuthern side Of the ReFectOry. The excavations revealed the renl五 ns ofsteps at aPprOX■

mately the center of the nOrthern side of the Lecture Hal, as weu as of a walkway

extending nOrthward frOni the base Of these stePs and Paved、 vith aat river stones, The

original measurements of the Lecture Hall fOundatiOn PlatfOrm were found tO be 43。 5m
frOm east tO west and 22.す mと Om nOrth to south.An滋

"ι
盗 崩 rら PaVed withナα紹 か た力ら

was fOund tO adiOin Only the inner wal ofthe surroundingCorridor.

The 1971 suwey was cttried out fOr the purPose of clanfying the dimensiOns ofthe

RefectOry. Excavations revealed the rttn troughs工 ong the western and nOrthern side

Of the FOundatiOn Platform, as、 vell as slabs Of tufa stOnes in their Onginal PositiOns at

the sOutheast corner.  It was deterttlined that the ReFectory's `oundatiOn platfOrm

θσθ



nieasured 47.2 meters from east to west and 21,7 1m froni nOrth to sOuth.

Approxunately 20■ l east of the RefectOry site,compacted earth frOni the fOunda_

tiOn Of another building was discOvered. This bu工 ding was deterl■ ined tO have been a

mOnks'10dging,with a fOundatiOn Platform measuing 40 m from east to west,Then,

in the area between this mOnks' IOdging and the nOrthern sector of the SurrOunding

Corridor,further excavations identifled a Sutra Depository.

Duttng the secOnd httf Of asc■ 1971,an overa1l survey was made Of the Golden

Hall site. The buttding Of the Golden Han's foundatiOn PlatfOrm in the Nara PeriOd did

not enta』 any digging but Only the nternate emplacement oflayers of clay and sandy s。 1

atOP the ttready― existing ground level. The O� ginal fOundatiOn stones were of granite and

diOttte and the rnaiOrity ShOwed evidence Ofhaving been thrOugh a are.

H。les fOr the fOundatiOn stOnes were dug,and the stOnes emplaced,aFter the earth

fOr the foundatiOn PIatfOrln had already been buut up Part way,the FOundatiOn Plat一

fOrI粗 S Were then cOmpleted by additiOntt bu工 ding up and hardening Of the cOnstituent

earth.The■ μ 滝クーたん

'江
ong the base Of the FOundatiOn Platform were made Oftufa and

reinttned virtu江 ly in their entirety on all four sides, HOwever,no ηοb9-たカゲlarge nat

stones were leFt On the tOP side of the fOundatiOn remains. The力 rTη19-た力
'facinょ

stOnes

were of tuFa and many remained,esPecially a10ng the sOuth side where they remained

entirely in their Ottginal PositiOns,thOugh their upper parts were disc。 10red frOm fire.

Ts"々とたんJ between the力 ,,T99_たカチWere nOt used. A large v。 lume Of artifacts was ex―

cavated from the s。 l that had accumulated arOund the fOundatiOn Platform, MOst of

these were roof t』 es,but there were nso Pieces of Pottery,met工 manuFactures,and

とagments Of dry-lacquer Buddhist images. The larger part of the tiles were frOm the

Kamakura peiod or later,Among the metal manuFactures were decorat� e OttectS With

grapevine patterns(b夕 Jう 滝,鞄滝ク∫αttοη)and eggplant_shaped bells with hne engravings
Oflotus petns.

The next survey, begun in 1974,、 vas carried out On the suPPOSed site Of the West

MOnks'Quarters,west of the RefectOry.Rem工 ns were FOund oFsOme Ofthe largersize

mOnks'aPartments(so― Called Ft,う う),sOme of the smaller ce■ s(∫ 力う∫力わ う)FOr nO� tiates

and yOunger monks,and sOme Ofthe smau subsidiary Structures(PrObably used as stOrage

sheds)。ccupying Part Of the sPace between the rOws Ofサ ,,♭ぅand∫力う∫力すιδ. The lOw

“fOundation plat`。Hn"fOr the inOnks'quarters consisted Of rOws Of aatサ rtttα―た力,,each

measuttng some 20 cm in diameter. The parallel rOws Of白 ガισ and d力ぅ∫力わぅwere bult

upon this commOn fOundttiOn Platform.The rttn仕 ough surrOunding the foundatiOn

platfOnn was sttnPly dug into theteach withOut any stone PaVement, The rOO二 ridge of

the rOw Of勉すιぅ,extending in an east― west directiOn,was工 igned with the center roof

ridge Of the ReFectOry. It was PosSible to cleany distinguish the reHl工 ns Of PartitiOn be―

tweenサαわう from APartment l to Apartment 7.These aPartments seem not to have

been identical,but to have exhibited certttn differences,such as be櫛veen the use Of a。 。と

ing and its absence(1.e・ ,ことt aOOrs). TheSe monks'quarters were lost to fire in the year

Tenroku 4(973),and Were not reconstructed subsequendy. Numerous PieCes of POttery,

including some PieCes oF chinesc POrCelain,were discOvered,esPecially frOm the a。 。r

Of the apartments neat the middle Of the rOw, MOst of the unearthed POttery consisted

Of reddish baked ctay ware(力 p」ii筋 )Or black earthenware,usu■ ly in the FOrFn Of bowls

and Plates.There were also found a few exalnPles Of grey―glazed ceramics,which were

Lkewise items fOr d工 ly persOn工 use. These rlnds prOvided inPOrtant resutts from the

point ofview OFthe dating of POtte17 types.

A further excavation site, selected because Of its symmetric工  POsitiOning with
respect to the site Of the sutra DePositOry,which had been studied in 1971,revealed the

rettlalns of the mOnastery's Belfry. Because the surface Of its fOundatiOn platforln had

been severely eroded,it was unpossible tO 10cate thc POsitiOns Of the fOundatiOn stOnes

and suPPOrt POStS・  HOWever,it was PoSSible tO estiinate the size of the fOundatiOn Plat一
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fOrm from the remttning e� dence fOr locatiOns Of the n。 40ngerremttningァ ち膨カクーた力
'

surrounding the foundati。 ュPlatform,as wen as from the tufa stone stePS rem工 ning on

the west and nOrth sides, The size Of this fOundatiOn PlatFOrin was found tO be the salne

as that Of the Sutra Depository.

In fisca1 1975,surveys were caried out nOrth of the RefectOry stte,south and east

Of the North Gate site,and in an area Of the Hachiman Jitta.The excavations north of

the RefectOry uncoVered the overlapping ren■ 五ns oftwO bu』dings Of so‐ called力οナrtrサ9_

ιぉカテrtr construction(With SupPort posts emplaced in duょ。ut holes).BOth dated frOm

the Nara pettodo Judging from theit 10catiOns,they may be thOught tO have been sOme

sort of kitchen fac工 ities(e.g・ ,thOse knOwn at the tine asう ゥα). ThOugh the surveyed
Hachttlan area,lying somewhat to the north of the Present Hachiman Jitta,is not

stricdy sPeaking within the Yakushもi monastery comPound,the rePort on the excava‐

tions there,which uncOvered a trOugh on the south side of Rok可 5 avenue,is included

in this survey report,

In connection with the plan fOr the restOration of the west Pagoda9 an excavation

survey of the entire West Pagoda site was caried out in asc江 1976. First,a survey was

made of the surface Of the FOundati。 ■platforrn,and it was ascertttned that twO oF the

。五ginal rectangular post―suPPorting foundatiOn stOnes left atOp the fOundation,latfOrm

had beem moved from theと 。五gintt PositiOns and newly emplaced in burnt earth fonow_

ing the Fire disaster of 1528. The support stone for the centr工 Pttlar renl五ned in its

oigintt Position.Remains were found of工 l the holes fOr the fOur inner PostS(d力 ″9徘

ιパ カ,rtr)arOund the center POSt,as well as fOr the Outer suPPOrt POStS IFaν α♭体 肪 ″α
)・

It

was not POSsible tO find concrete evidence fOr the sites of the foundation stOnes suPPort‐

ing ηttο ttο∫んすb盗力Frtt PoStS Which surrounded the禦 ♭t独,力

'″

α. This was perhaps because

the h。les for the emplacement of these stOnes were relat� ely shanow.uPOn removal of

the burnt earth which had accumulated arOund the fOundation PlatfOmm,real五 ns were

fOund Of a Few of theぇ 膨カターた肪 and tufa力 ″ηひた力′from the exteior decOrat�e Facing

around the foundation Platfoan's base. On ■l four sides Of the foundatiOn PlatfOrln

there were steps, The stOne pavement beyond the rttn troughs cOntinued on beyOnd the

excavated area. Large numbers of fragments of burnt clay unages were uncovered from

the layer of burnt earth atop the foundatiOn Plat`Om. studies of these fragments indと

cated that they were frOm ilmages ongln■ ly placed arOund the base Ofthe Pagoda.

In flsc江 1977,surveys were caried out of the yet unsuryeyed areas of the site ofthe

row OFsm■ ler cells(d力 体力
'ι

う)in the West Monks'Quarters,as well as Of the supposed site

Of the``CrOss Ha狙 ." It was conことmed that the latter lay tO the east of the fOrlner and

that its scale was aPPrOXanately the salne as that recorded in the Y激 ク∫力″ 9pFi・ ThiS

clattflcatiOn of the positiOn and scale Of the``cross Hall"has gready cOntrお uted tO

research on the mOnks' quarters in the ancient periOd. A further excavatiOn survey

caried out duing asca1 1977 on the nOrthern Part Ofthe site Ofthe East Monks'Quarters

reve工ed two buldings frOm the Nara pe五。d,a wen frOm the Nara peiod,and three wells

とOm the late Heian pettod, The Nara pettod well prOduced 233翻 οた々trp(woOden slabs

bearing annotations).SOme display the date Reiki 2(716),indiCating the time of the

Yakushも i Monastery's ongin工 construction.

A further excavation survey on the site of the East Monks'Qヽ ■arters was caried out in

August 1979,in which the sites of APartments l to 9 were investigated h theと entirety.

Remains from APartments l and 2 were weu preserved,though the remttns frOm APart‐

ment 3 and those tO the east oF it were poorly preserved and had lost their fOundation

stones, The fOundation Plat`Orlln surface was burnt red,indicating that the area had been

destroyed by flre. The earthenware uncovered frOm the ashes above the surface were

frOm the latter httf Of the loth century,indicating that,asin the case ofthe West Monks'

Quarters,the are probably tOok Place in the year Tenroku 4(973).It waS asど ertttned

that ne■her Of theseぃ vo=nonks'quarters were subsequently recOnstructed.
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In fisc工 1981,a sman―scne excavatiOn area was designated as cOmp� sing the two

shorter sides(1.e,,east and west sides)Ofthe site Ofthe SOuth Gate.Excavations revealed,

On the east side,holes(Wtth fOundatiOn stones missin3)at the 10CatiOns Of the centrエ

POStS and, On the west side,a hOttzOntn stone slab(η 9-た力

')that supported the central
POSto T工 es designed to cover the ends Of cOrner raFters(SO― Called w翻 亀″ι

"rtrttν
αrtr)

were nso found.

In fisc工 1982,a survey was caried Out Of the entire site Of the Main Gate.Holes

indicating the sites Of 15 foundatiOn stOnes were found_thOugh nOne were found FOr

POStS On the vest end一 and it was POssible tO ascertttn the Mtt Gate's ground area.It

WaS POSSible rO deterH� ne the dとnensiOns Of the fOundatiOn PlatfOrnl, and excavations

revened the fOundatiOn Plat`Omn's extettor decOrations on the sOuth and east sides and

rain troughs On the sOuth and nOrth sides,Especinly imPortant Was the discOvery of the

base stOnes that supported the Nわ images on bOth sides Ofthe gate's centrd Passageway.

In the cOurse of the survey of three areas Of the cloister caried out in asca1 1984,

it was found that there had Once been a``single―cOrridOr"cOnstruction Predating con_

struction of the later ``douも le_cOrttdOr" with its center d� isiOn. This flnding threw

interesting new light on the ottgin工 constnlction Plan for the mOnastery comPound.

IVo SUMMARY
The excavation surveys caried Out at the sites Of such stmctures as the(3olden Hall,

the Pagodas,the Main Gate,and the surrOunding cOrridor have greatly clarified the inOst

inPOrtant questiOns regarding the centrn core area of the Yakushも i monastery com―

poundo No other large mOnastery bu工 t in the Nara period can Offer, as the result of

excavaion studies,an equally detailed PersPeCtiVe on the Ottginal aPpearance Ofits cOm―

POund. The results Of these excavation studies have,needless tO say,greatly cOntributed

to the Yakushも i'S OngOing prtteCtS fOr recOnstructing its。 五gind mOnastery compound

and Preserving Original remttns.Below,we shOuld hke tO summarize the mOst imPortant

results Of the variOus surveys as weu as some of the st工 l unresOlved PrObleni areas,

The layOut Of the mOnastery compound and the dimensiOns Of its structures have

become quite clear nOt Only �th tespect tO the maiOr h』 lS and Pagodas but nsO with

reSPeCt tO the area behind the centrn core area where the“ crOss Hェ 1"and monks'

quarters(On three sides)were 10Cated. In the case Of the Golden Hau,the west PagodЪ

the Mttn Gate,Part Of the surrOunding COrttdor,the west Monks'Quarters and the

Belfry,the fOundatiOn PlatfOrIIns,holes fOr fOundatiOn stones,and outward― facing dec∈

rative stones around the fOundation PIatfOrins renattned tO a great extent, However,

at the sites of the west Monks'Quarters and the western sector of the SurrOunding

Coridor, the remains had undergone relat� ely large disturbances Over the years. In

the case Of the Lecture H■ l and RefectOry sites,only the Over■ l scales Of the fOund抒

tiOn Platforms were ascertttnable, and cOmplete excavation studies were nOt inade due

tO the fact that the centrtt portiOns of the Ottgmll buildings are occupied by presently一

existing bu工 dings and trees, Whle on the wh。le there are a large number of andingS

which coincide with infOrrnation recOrded in the■ 1,た ,sttT,9鞄″,there are nso sever江

indings at variance, such as the est■ natiOn Of the east_west extent of the SurrOunding

Corrido■ ,accOrding to the excavation studies,as 25滝 θ掏.

All of the buttdings were bult atOp foundatiOn,latfOrins surrounded by Ouhvard‐

facing decOrative stOnework Of tufa. The pOst_suPPOrting fOundatiOn stones were of

granite and aoors were fOr the mOst Part PaVed with cut slabs Oftufa. Accounts in vari‐

Ous histOricn mate五 工s mentioning the times when buildings were rePttred Or abandoned

cOuld in a great many cases be cOnflrmed thrOugh remttns力 0物 and/or thrOugh anと

ings in the accumulated earth Outside the foundatiOn PlatfOrlns, Nevertheless,a number

Of points renl五 n unclear abOut the prOcess by which the mOnastery compound as a

wh。le was restOred fOHOwing the rlre disaster Of 973, including numerous PrOblems
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which remain unresolved even after consutting histoical accounts.

Among the more nOtable results Of the excavation surveys was success in the detaded

restoration to its original outward dimensions of the mttn bu工 din3 0f the original West

MOnks'Quarters, The origintt site had nOt been reconstructed or othewise tarnpered

with, and so remained in a good state of Preservation aFter gradualy becoming buried

in the earth. Another nOtable result was the unearthing frOm the site of the Main Gate

Of fOur stOnes(knOWn as the掏 どうzう 』αすた力,)that had served as the bases for the gate's

Ntう images.    ,

Several interesting facts becaFne Clear regarding the Nara Yakushも 1's Ottgin工 con―

struction Planning. For exarnPle,it becarne clear that the``dOuble_cOrridor"cOnstruction

Of the surrOunding Cor� dor oflater years had been preceded by a“ Single_cOrridor"Plan,

wh工 e ttο滝滝trp with the year inscttPtiOn Reki 2(716)bear Witness to the time when the

constructiOn wo主主 On the mOnastery compound was commenced.The Finding that the

Surrounding COrridor was aPParently at arst of a“ single―cOrridor''type will,it is hOped,

lend itself tO future comparative studies in relation to such other large 8th century

monasteries as the Daiatti and the K5fukuii・ Although the number Of unearthed ttο tttra

is sln■1,the finding of ttο 滝々αη with the year inscttPtion Reik1 2 is highly signincant. The

10catiOns Of these ands suggests that cOnstruction activities began f0110wing the erection

Of smttl temporaty structures(used fOr supervising the construction work)behind the

centrn area of the monastery comPound・  HOwever,with resPeCt tO the question of

whether PartS Of the mOnastery were moved frOm the Yakushも i MOnastery in F� iwar抒

ky5(later known as the“ MOto Yakushも i''),it Was not PoSSible tO gain any derl� t�e

e�dence that wOuld helP resOlve the cOntroversy. To what extent the Moto Yakushも i'S

budding styles, characterized by ttο ttο s力す secondary rO。とtier structures between the

more proH� nent roof tiers、vas adapted tO,Ot allOwed to inauence,the buttdings at the

Nata Yakushも i remttns an issue for future deliberatiOn.

The two一 PagOdttStyle mOnastery comPlex is alsO tO be fOund in the Korean Penin―

sula,and it may be thOught that this Pattem at the Nara Yakushも i reaects such contエ

nental inauence. Indeed,the excavation surveys at the Yakushiii nlow us to Point Out

various exaFnPleS Of inauences from 7th and 8th century Contacts with Korea and Chha.

Future research On Nara pedod=nonasteries lnust necessarユ y be carried Out taking other

parts of Eastern Asia into consideratiOn,

The excavations uncovered large numbers of rOOitde frattentS and other decOrative

tleS tSθ η)dating frOm the ancient to the early mOdern PeriOd・ AmOng these,sOme Ofthe

rOOiend tles may be thougllt tO have been brought tO the Yakushも ia&er use at the MOtO

Yakushも i.There were a large number of Tokugawa periOd掬 翻 οひ初 Oη (inteェ 。cHng

comma Pattern)ro。 とend t工es,whch have helPed tO estおlish an overall Picture of the

various types of rOOとend tuc Patterns used over the years at the Yakushiii Monastery and

to g� c additionn clues tO the process by which its buildings were repttred or newly COn_

stx■cted. The chron。 1。gy estabhshed for the Yakushaii rOofend t工 es greatly cOntibutes

to the setting of similar chrOnologies,とOm ancient to early mOdern tmles,for roof_end

tdes at the other large Nara inonasteies. Besides rOOfend tttes,exalnPles have nso been

fOund of such so一called sPecin― use t』es(河つ♂″ど,να鷺つ aS“ demOn_face t�es"(οηを
'tr/α

惚
),

tiles to cover corner ra&ers(S"紹 れ

'ι

成 攣 ναrtr),and ratter_end tdes(勉 rttttS,た 葱αν
'胞

)・

Arnong the uncovered Pieces Of earthenware,those fron the site of the West Monks'

Quarters are especi工ly noteworthy.It appears thtt the buldings on this site were simPly

abandoned after 973, preserving rather wen their state folloMng the are in that year.

studies of the structur工 and other mate五 ■ remttns has thrOwn hght On a number of

POintS including the lよ ely number Of inhabitants, types of fOod and their preParatiOn

wtthin the monks' aPartments, and the use of the frOnt sections Of the apartments as

pr�ate``h■ ls"where the mOnks venerated their Own Buddhistimages.

The excavations produced imPortant new examples Of inet江 色ttings designed fOr
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attachment tO rafter ends.Such fittings had Pre�Ously been knOwn Only tt the H5rytti

and(aS attingS Specinly designed fOr cOrner rafters)frOm the site of the Dalkandakii in

Fttilwarttky5,

Unearthed tOgether at the sarne she were a number Ofmet工 and」 ass manufactures

which are thOught tO have been attached to Buddhist banners to glve them an ttr of

heightened s。lem�ty.These,tOO,are unportant ands which helP clarify the nature of

Other sunよar manuFactures arnong the goods cOntained in Nara's8th century Sh6s5in

warehOuse,

Froni the West Pagoda site a large number of fragnents Of clay Buddhist figures were

uncovered.By COmparing these with the Buddhst agures at the base Of the H5rytti

Pagoda,it is Possible to gttn an Overttl idea Of the Ottginal aPpearance of the similar

assemblages Of clay agures whch Once adOrned the base Ofthe Yakushも 1's weSt Pagoda.

Fragments of clay agures were Лso fOund inside the tenOns(力 οZοαηrr)Cut into the base

stones which supPOrted the inages oF the TwO Deva Kings lNi9)in the Mttn Cate,These

were fOund to be fragments of theダ ∀す5 agures together withと agments of an assemblage

of 16 clay Buddhist images tiprο tttt勉井bク体tt)WhiCh had alsO been installed within the

Mttn Gate.

The locating Of mOnastery compounds, according tO princiPles Of urban Planning,

within the area layed Out in a scheme Of numbered square blocksげ うιうd9')making up
the Japanese caPital city was estabLshed at the tine Of the cOnstruction OfJaPan's first

such capittt city,Fuiiwarttky5,in the late 7th century. It had IOng been knOwn,fOr

exalnPle,that the sites Of the“ MOto Yakushも i''and of the Kidera within Fttiwara_ky5

were more o■ less symmetrically 10Cated in the“ right''(1.e・,Western)and``leFt"(i.e・ ,

eastern)halVes,respect� ely,Of the city. BOth were 10cated facing the Fttiwara capit■ 's

8th east_west avenuc(H,C力 Tの nOt Very far― Only lゴ σ,Or4 ε力う 一 と om the area Ofthe

emperor'sP■ace.

In the 8th century Heも 5(Nara)caPit■ ,occuPying a POSitiOn nearly symmetical � th

that Of the“left_caPit工"Yakushも i Was the“ 五ght―caPit江 "Dttallii.Both Were located

工ong the 6th east_west avenuc(RO滝駒わ),at some distance-3」 iD,or 12 ε力う一 frOm the

pttace. The Other large inOnastedes whose cOnstruction was begun arOund the tと ne Of

the fOunding Of the new Heも 5 capital,nalnely,the K5fukuii and the Gang可 1,Were in the

so‐ca1led“Outer caPit江 "lF9滝ノう)SeCtOr Of the city,Which was an extension toward the

east attached tO the nOrtheast cOrner of the othenvise rectangular urban area,and were

thus even furthercd remOved frOm the pttace,

In Other wOrds,with the exception Of the Kttryこ 可 i whiCh had already existed befOre

the building OFthe Nara caPit工 ,and such late■ budt mOnaste� es as the sttdaiii andSairyこ―

ji erected in the latter Part of the Nara pettod,nO large mOnastettes were located nOrth

of the 5th east west′ ο avenue or closer to the center north― south axis than the 4th bο

avenue of either the``right"Or“ left"caPital. This stnifles that a Part Of the Ottgin■

urban Planning PhttOsOPhy fOr the He可 5(Nara)caPittt Was tO 10cate the residentin

zOne FOr the nObdity adiaCent to the palace and tc have the mOnasteriesIocated beyond

this zOne,

Whde it is estimated that the area occuPied by the“ Moto Yakushもi''in FЧ 〉wara kyδ
was 6 c力 5,the new Yakushもiin Hcも 6-ky5 occuPied a much larger area of lo4/4C力 う。 This
represents not just an exPansiOn of grOund area but工 so suggests an exPanSiOn in the

scne of the rnonastery's undertakings and PersOnnel.

still,relat� ely httle is knOwn with certttnty abOut the area outside the Yakushも 1's

centr工 core area,but if future excavation studies can clarify Points about the Outlying

hreas Of the mOnastery precincts(suCh as the 10catiOn of the η,ηJο ttοЮ administration

Offices,presumed to be in the northern extremity),士 w工l be pOssお le tO attain an even

more accurate Picture Of the Yakushも i in anCient tmles.
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Period

Hakuh5

Nara

Western

calendar

680

694

697

698

701

710

716

YAKUSHIJI CHRONOLOGY

脇 華 b�山歳山naster坤前y

Temmu 9 Emperor Temmu exPreSSes his wish forthe Yakushと

ji's construction lNitο陶∫んο筋,ctc.)

J丑 58   The capital is mOved to Fttiwarttky5 1NitO掏 ∫力ο崩 ).

Jit5 1l   At the behest Of va五 。us nObles and officials,Buと

dhist hages are made to ttd Empress Jit5's recovery

と。m ttlness,今nd these are instJled in the Yakushui

(Nす力Oη ∫力ο筋).

Mommu 2 The monastery construction is nearly complete,and

mOnks take uP residence(Vl,滝クS力

'94Fi)。

D5sh5 is

n餌はed head mOnk(craた 5z夕 )in reCOmPense fOr his

Officiating at ceremonies carried out On completiOn

Of the Amida embrOidery in the Lecture H工 1

(S力た胤詭 炉 η9η Pノう
)・

Taih5 1   Hata― no―ason Mukohe and Kosobe一 nO_ason Yarnaro

are named officins in charge Of Yakushも i conStruc_

tion work(S力 οtttt F∀′力οηが).By decision of the prime

minister(』可うんtrm),OfFicials with resPonSibttity fOr

the Daiatti and Yakushtti are tO be treated as an

administrat�e d� ision ofっわ rank,and Officials in

charge Of the cOnstruction 6f Pagodas andヵ rο滝
"‐

size Buddhist inages are to be treated with the rank

Of体
"胞

体,(S力ο滝″NれοηF,).

Wad5 3  The caPittt is mOved to Heも 5-ky5(S力ο滝
"Nれ

οmFi)・

Reiki 2   Mo滝 滝trp related tO the cOnstruction of the new

Yakushも i in Heも 5-ky5 are inscribed �th the

characters for this year。 (Four such ηO滝滝αtt have

been excavated frOni the northern Part Of the East

MOnks'Quarters.)

Y5r52  The Yakushも i is fOrm■ly declared tO be transferred

tO its newsite at theintersection ofRokui5 andNib5

avenues in the rlght sectOr of the HelJo caPltal

(S力ο力,Nitο,留す).

漑 詠 d ttc:魏 :露 ご湛 驚Lユ解 t滝 誂 患下

Y5r53   Two aPPrentiCe scribes are assigned to work under

the Official in charge of Yakushも i Construction

(S力οんttダ∀
'力

οttF),

Y6r66   A head administrator管弛う)iS asSigned to l� e at the

Yakushも i.AMすЮ胞
"inage is commissioned in

memory of Emperor Temmu,and a S力 trtttr ttnage is

cOmmissioned in memOry of Empress Jit5(S力 ?た
タ

NitOpFi)。

Tempy5 2 The East Pagoda is completed(F熔 うり,滝崩).

Tempy5 19 The,物 滝
"s力

亨 ∫9ηどすう (frOm the yearJowa 2)quOteS

the monastery's assets registettbOok on new cOn―

,tributiOns rece� ed in this year. The V物 たク寸げケ9ηgi

states that, arOund this year,``of the fOur pagodas

tin the capit工 〕,tWO are at the Yakushも i."

718

717-
724

719

722

730

747

95δ



Helan

Kam基【ura

Muromachi

息認
一

子と缶‖どと4:d
973    TentOku 4

979    Tengen 2

986   Kttna 2

989   Eiso l

999    Ch5ho l

1005    Kank5 2

1006    Kank5 3

1009    Kank5 6

1013   Ch5wa 2

1014   Ch5wa 3

1095    Kaho 2

1096    Eich6 1

1140   Hoen 6

1285    K5an 3

1361   K5と ml

町 散 努

1445    Bun'an 2

1512   Eish6 9

1524    Daiei 4

The Hachiman Jれ ,a is bu■t(Rα″s力うd力す々ぅ,etc.).

AIとeo五ginating frOm the ReFectOry destrOys the

Lecture Ha■ ,the threc MOnks Quarters,the sur
rOunding Corridor,the sutra Depository,the Belfry,

the Mttn and SOuth Gates僻 物胞
"S力

,9鞄 ダ,etC。 )・

cOmpletiOn Of the tde rOOang and of the 10wer

parts of the recOnstructed Lecture Hall(Ytt胞 夕∫ん,
9牲す

)・

cOmpletiOn Of the recOnstructed Mttn Cate僻 花滝
"―

∫力▼
'9η

ダ)。

A typhoOn destrOys the uPPer Part Of the Golden

Ha狙 (F舛うり,たたち,石α滝
"d力

″θηgど ).

Reconstruction of the RefectOry is begun(ン 勃た
"_

S力,9留す
)・

Reconstruction of the ReFectOry is completed

(Ytr滝傷∫力,9Tす )。

ErectiOn oF suPPOrt POStS fOr the recOnstructed

South Gate, completiOn Of theハ「,5 images at the

Main Gate(V物乃
"∫

力,9留T,)・

cOmPletiOn of the recOnstructed CrOss H■ 1ぃη滝
"_

∫力,9牲す
)・

cOmpletiOn of the recOnstructed South Gate(Yrg滝
"‐

∫力,9留デ
)・

The monk H5sei becOmes monastery intendant

(b9打う);during his term of service the Octagonエ
Han is buttt in the T5,η  Precinct(S力 た力虎力:″ ηす力た

',etc.)

Buddhist reLcs are excavated frOm a pagoda site at

the MOtO Yakushも i(C力易傷たち etC。
)

The surrOunding COrridOr c。1laPses in an earth―

quake(c協ク々 ど
)・

Oe no Chikaslnichi visits the Yakushiii duttng a tour

Of the``seven great temples of the southern capit江 "

t/2脅 r9す ∫力す筋).

cOmPletion ofthe recOnstructed rδ すηtrぅ,commemo‐
rated by an inscmption On a sni江 l wOOden tablet

(陶"留み滋)attaChed to the centra roofbearn.

conaPsc of the Main Cate, Surrounding Corridor,

and s,ヵη in an earthquake, darnage nso to the

Golden Hall and the East and West Pagodas lKaF9紗

筋
)。

A typhoOn causes the cOmapse of the Golden II五 11

and the sOuth Gate. A tempOrary Golden Hall is

erected(Rα熔力5s力 Fた 5).

cOmPletiOn OF the West Gate Of the s,デ ヵ (lμ

SCrや iOn).

Letters are prepared soliciting contibutions fOr the

reconstruction and repttr OF the Golden II五1l and

East and West Pagodas tS,掏 9勉 ,々た5打らetc。 );the
G。lden H■ l is rebu工 t tTた力F).

The G。lden H■ 1,Lecture H■1,Main Gate,West1528    KyorolR1 1
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PagOda,and MOnks'Quarters are lost tO rlte duttng a

mditary encounter(Rα 終力うd筋崩,etc,).

1539    Te■ 1lnOn 8 NumerOus buildings are destrOyed in a typhOOn

tTttgθ KOttOηο―ノうЮ力
")・

Momoyarna  1600    Keich6 5  The recOnstructed Golden Han is comPleted,and its

rOOf tded (inSCriPtion attached to centrtt roof

beaHl).

1603  Keich5 8 The Hachimangu is recOnstmcted(inSC� ption at‐

tached tO centr工 roof beam).

Edo        1644    Sh5ho l   Repttr ofthe East Pagoda(ア た力ちetC・
)・

1650    Keian 3   The West Gate ofthe s,itt is rnoved and ne、 vly enl_

Placed as the mOnastery's South Gate(inSCrゃ tiOn),

the MOniud5 is mOved and rebu工 t on the west

PagOda site.

1674   Emp5 2  ErectiOn ofthe recOnstnlcted belfry tTた 筋
)・

1707  H6ei 4   An earthquake dalnages the Golden H■ l and East

PagOda, as weu as the gate and corttdor Of the

Hachiman Jitta(sガ 協Cr。ん,ttt s力οη腔筋
)。

1733    Ky5ho 18 The foundatiOn PlatfOrin Ofthe r5′ 掏】うis raised and

the bu工ding is reconstmcted to face westward(i「

SCrや dOn attached tO the centrn roof bealn).

1777  An'ei 6  CompletiOn of repttrs to the C。 lden H■ 1.

1852   Kaei 5    The Lecture Han is comPleted, and the brOnze

Yaた,d力Fs,″οη 」nagcs forFnedy kept in the s,,η

are Placed there。

MOdern      1898    MelJ1 31   Work is begun On taking aPart and repaこ 五ng the East

PagOda.

1923   Taish6 12 Repttr ofthe To物 あ .

1945    Sh5wa 20 The North ttd East Gates collapse.

1952    Sh5wa 27 RcPair Ofthe East Pagoda and South Gate.

1976    Sh5wa 51 ComPletion Of the Golden Hall;rebulding of the

Belfry at a new iocatiOn;rebu工 ding OF a Part Ofthe

West Monks'Quarters,corresPonding in a。 。r area

to 6 apartments.

1980    Showa 55 Reconsttuction of the ■1五n bu』ding of the East

MOnks'Quarters.

1981    Sh5wa 56 CompletiOn Ofthe reconstructed West Pagoda.

1983    Shδ wa 58 CompletiOn Ofthe recOnstmcted Main Gate.
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