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巻頭図版 表

後苑の宙合楼と芙蓉池（中島・内田論文参照）
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巻頭図版 裏

日本民藝館所蔵の建築明器（清野論文参照）
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序

奈良文化財研究所と大韓民国国立文化財研究所との共同研究がはじまって21年が過ぎま

した。この間、多方面にわたる学術成果を共有する研究交流にとどまらず、実際の発掘現

場に互いの研究員を参加させ、発掘調査の経験交流も深めてきました。

こうした交流は、日韓双方の研究状況や研究手法を認識しながら、互いに研鑽しうる場

となっており、今後の両国の相互理解と研究の進展に大きな意義をもつものと期待されま

す。また、これらの交流を通して特に若手研究者が大きな刺激を受け合っていることも重

要です。

ところで、2016年からは「日韓古代文化の形成と発展過程に関する共同研究」と題した

テーマで交流を進めていますが、これに関連する調査研究成果を日韓研究者の論文集とし

てまとめることにしました。これまでの共同研究の成果は、2008年に『日韓文化財論集

Ⅰ』、2011年に『日韓文化財論集Ⅱ』、2016年に『日韓文化財論集Ⅲ』として刊行してきま

した。今回の論集は、それに続くもので、両研究所あわせて12名の研究者から、考古、歴

史、庭園景観などの分野の論考が集まりました。

両研究所の共同研究は、都城を中心とした研究テーマを核に着実に進展する一方、各分

野それぞれに独自のテーマをもった多様な研究も進んでいます。本書をご覧いただけば、

その傾向をご理解いただけるかと思います。

両研究所の共同研究は、本書に収録した分野にとどまらず、遺跡の整備・活用、保存科

学など多岐にわたる分野で進行しています。今後ともこれらの多角的な共同研究の成果が、

こうした論集の形で結実することを期待するとともに、両国の相互理解と文化財保存への

取り組みが一層深化することを祈念いたします。

2020年12月
独立行政法人国立文化財機構
奈 良 文 化 財 研 究 所 長

松 村 恵 司
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발 간 사

국립문화재연구소와 나라문화재연구소가 한일 고대문화에 관한 주제로 공동연구를 추

진한 지 올해로２１년째가 되었습니다. 총 ４차에 걸친 한일공동연구에서는 도성제 비교 연

구를 비롯하여 도성, 사원, 분묘 등에 관한 유구와 유물 연구, 유적 정비·복원 기법 등 다

양한 주제의 학술연구가 진행되었으며, 양 기관의 전문가들은 상호 교류를 통하여 심도 깊

은 학술적 성과를 도출하고 이를 공유하여 양국의 학문적 발전에 기여하였습니다.

특히２００７년부터 이러한 연구 성과를 집약한『한일문화재논집』을 발간함으로써 양국의

다양한 학문적 시각과 연구의 결과물을 확인하는 기회가 되었습니다.

이번 제４차 한일공동연구의 결실인『한일문화재논집Ⅳ』는２０１６년부터２０２０년까지 진

행된「한일 고대문화의 형성과 발전 과정에 관한 공동연구」의 성과를 수록하였습니다. 양

국의 고분 축조기법, 출토 토기와 기와, 한일 전통 조경 공간, 도성 및 사찰문화, 금속 및

석공기술, 목간을 주제로 한 다양한 비교연구는 양국에서 이루어진 체계적인 현지조사를

바탕으로 유의미한 연구 성과를 보여주었다고 생각합니다. 이 논집이 다양한 분야에서 진

취적이며 참신한 연구로 발전될 수 있기를 기대합니다.

앞으로도 양 연구소가 협력적인 관계를 더욱 공고히 하여, 다양한 분야에서 한일 고대문

화에 관한 공동연구를 지속할 수 있기를 희망하며, 바쁜 업무에도 불구하고 ５년간 무사히

공동연구를 수행하고 훌륭하게 마무리 해주신 양 기관의 연구자들에게 감사의 인사를 전

합니다.

２０２０년１２월

국립문화재연구소장

지 병 목
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発刊の辞

国立文化財研究所と奈良文化財研究所が日韓古代文化に関するテーマで共同研究を開始

してから今年で21年目となりました。4回にわたる日韓共同研究では、都城制の比較研究

をはじめとして、都城、寺院、墳墓などに関する遺構・遺物の研究、遺跡整備・復元手法

など、多様なテーマで学術研究がおこなわれ、両機関の研究者たちは、相互交流を通じて

深い学術的成果を導き出すとともに、これを共有し、両国の学術の発展に貢献してきまし

た。

特に2007年からは、このような研究成果を集約した『日韓文化財論集』を発刊すること

により、両国の多様な学術的視点と研究成果を確認する機会となりました。

今回の第4次日韓共同研究の結実である『日韓文化財論集Ⅳ』は、2016年から2020年ま

でおこなわれた「日韓古代文化の形成と発展過程に関する共同研究」の成果を収録してい

ます。両国の古墳築造技術、出土土器と瓦、伝統造景空間、都城制と寺院文化、金属およ

び石工技術、木簡をテーマにした多様な比較研究は、両国でおこなわれた体系的な現地調

査をもとに、意義ある研究成果を示すことができたと考えます。この論集が、様々な分野

において、進歩的で斬新な研究へ発展することを期待します。

今後も両研究所が協力関係を一層強固なものとし、様々な分野で日韓古代文化に関する

共同研究が継続することを願っております。多忙な業務にもかかわらず、5年間無事に共

同研究をおこない、その成果を見事に結実させた両機関の研究者に感謝の意を捧げます。

2020年12月

国立文化財研究所長

지 병 목
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例 言

1 独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所と大韓民国国立文化財研究所は、2016

年4月1日に、「日韓古代文化の形成と発展過程に関する共同研究」という題名で、

日韓共同研究合意書を取り交わした。本書は、2020年度までの共同研究の成果を論文

集として取りまとめたものである。

2 本共同研究では以下の5項目をあげ、本書にはこの課題に則した論考12篇を収録した。

⑴ 日韓都城制の比較研究

⑵ 都城・寺院・墳墓・生産遺跡等に関する遺構・遺物の研究

⑶ 古建築技法に関する復原的研究

⑷ 遺跡の整備・復元手法に関する研究

⑸ そのほか東アジアの文化交流に関する研究

3 本論文集は、日韓同時出版とし、韓国語版は 『韓日文化財論集Ⅳ』 として、大韓民

国国立文化財研究所より出版されている。本書とあわせてお読みいただきたい。

4 韓国語論文の翻訳にあたっては、原文に忠実に訳すことを心がけたが、一部意訳した

ところがある。誤解および誤訳があれば編集者の責に帰すものである。

5 本書に使用した写真・図面の掲載にあたり、以下の関係各機関よりご高配を得た。

大韓民国国立文化財研究所、国立慶州文化財研究所、国立慶州博物館、宮内庁正倉院

事務所、東京大学総合研究博物館、建仁寺両足院・大中院・正伝永源院、唐津市教育

委員会、法隆寺、公益財団法人日本民藝館（順不同・敬称略）

6 本書の編集は都城発掘調査部が担当し、清野孝之の指導のもと、林正憲・松永悦枝が

おこない、翻訳には岩戸晶子・小田裕樹、英文要旨の作成には庄田慎矢（文化遺産部

国際遺跡研究室長）・Shaun Mackey 氏（文化遺産部客員研究員）の助力を得た。
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日韓古代国家成立期における石工技術の比較研究

廣 瀬 覚・高 田 祐 一

Ⅰ．はじめに －問題の所在－

Ⅱ．日本古代国家成立期の石材加工

Ⅲ．朝鮮半島の矢穴技法の検討

Ⅳ．統一新羅における石工技術の特質

Ⅴ．日韓古代国家成立期における石工技術の展開とその背景

Ⅵ．おわりに

要 旨 本稿では、古代国家成立期の日韓の石工技術を比較し、その共通性と差異を確認する作業を通

じて、古代日韓の石工技術の発展過程とその歴史的意義を追究した。

古代日韓における石工技術の最大の相違は、矢穴技法による石材切断工程の有無にある。朝鮮半島では、

三国時代には初源的な矢穴技法が出現するものの、その本格的な導入は7世紀中頃以降であり、統一新羅

時代には特徴的な縦断面三角形の矢穴が登場する。高麗時代以降は再び方形矢穴に回帰することからも、

三角形矢穴の展開は新羅の盛衰とほぼ軌を同じくしており、その背景には国家的造営事業を通じて専業化

を遂げた石工集団の存在を推測することができる。また、新羅の矢穴技法は石材の成形を主目的とするも

のであり、採石自体は自然の節理や転石に大きく依拠するものであった。飛鳥時代初期に朝鮮半島から伝

来した硬質石材の加工技術は、半島でも矢穴技法が未成熟の段階のもので、自然の転石・塊石をノミによ

る敲打で表面処理するだけの相対的に簡易なものであったとみられる。結果的に、7世紀中頃以降の石材

加工の複雑化や消費の拡大に対して、半島では矢穴技法を用いて硬質石材を成形していくのに対し、同技

法を欠く日本では軟質の凝灰岩を中心的素材とすることで、これに対処せざるを得なかったものと考えら

れる。

そうした技術的相違が存在する一方で、日本、朝鮮半島ともに、国家の宗教的・政治的施設の造営事業

を通じて7世紀後半に石工技術が急速に発達を遂げていく点では一致をみている。その背景には、強大な

唐の圧力に対峙すべく、政治・文化諸制度を急ぎ整備していこうとする日韓に共通した国家的課題の存在

を見て取ることができる。

キーワード 石工技術 矢穴技法 硬質石材 軟質石材 花崗岩 凝灰岩

奈良文化財研究所 都城発掘調査部・企画調整部
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Ⅰ．はじめに －問題の所在－

古代国家の成立期にあたる7世紀には、日本列島、朝鮮半島ともに石工技術が急速に発

達を遂げ、加工石材の生産・流通が飛躍的に拡大する。寺院・宮殿・古墳といった国家の

宗教的・政治的施設の造営に際して加工石材が大量消費されたことがその要因であるが、

当該期の日韓の石工技術には少なからず相違も存在する。それを端的に示すのが、矢穴技

法を用いた硬質石材の切断工程の有無である。すなわち、百済・新羅では矢穴技法を駆使

して硬質の花崗岩が加工されていくのに対し、日本では矢穴技法の出現は13世紀後半に下

ることが先行研究においてあきらかにされている1。

日本では、6世紀末の飛鳥寺造営時に寺院造営技術の一環として朝鮮半島より硬質石材

を加工する技術が新たに伝来したものと推定されており、石材加工技術の発達において飛

鳥時代を画期として捉える見方が定着している。その一方で、既往の研究では、日本古代

において矢穴技法が定着しなかった背景は明確にされていない。その理由の一つは、朝鮮

半島の矢穴技法、およびそれを含む石工技術の実態が十分に検討されてきていないことに

あるといえる。

こうした問題意識から、本稿では7～8世紀を中心とする古代日韓の石工技術を比較・

検討し、とりわけ統一新羅時代の矢穴技法の本質を追究することで、日本で同技法が定着

をみなかった背景をあきらかにしたいと考える。また、その作業を通じて、日韓双方の古

代国家成立期における石工技術の発展過程、その歴史的意義や付随する諸問題について論

じることにしたい。

Ⅱ．日本古代国家成立期の石材加工

まず、既往の研究成果に依拠しながら2、日本における古代国家成立期の石材加工の展

開を飛鳥地域の状況をもとに概観しておきたい。

日本列島において大型石材を人工的に加工して利用する営みは、古墳時代には既に開始

されている。石棺製作がその嚆矢であり、前期後半段階には、硬質の花崗岩類を用いた石

棺製作も一時的にみられたが、古墳時代中・後期の石棺製作では相対的に軟質の凝灰岩が

主体となる。花崗岩類の加工が再び活発化するのは飛鳥時代からであり、その背景には前

述のように飛鳥寺の造営をはじめとする百済の技術的影響があったものと推測される。古

墳時代の大型加工石材の利用が、石棺、あるいは天井石や石障など埋葬施設の一部に特化

したものであったのに対し、飛鳥時代以降のそれは、古墳のみならず、寺院や宮殿へも対

象範囲が拡大するとともに、生産・流通規模もそれまでと比較にならないほど大規模化す

る。飛鳥周辺における石材加工の急速な発達は、朝鮮半島からの技術的影響にくわえて、

廣瀬 覚・高田 祐一
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流紋岩質凝灰岩

石英安山岩

流紋岩質凝灰角礫岩

凝灰岩質砂岩

珪灰岩（結晶質石灰岩）

斜長流紋岩質凝灰岩

三波川変成岩

礎石、地覆石、石室、石槨、石造物

牽牛子塚古墳石槨外周石

石棺、石槨、墳丘外装、基壇外装、礎石

石垣、石敷、湧水施設、石組溝

川原寺礎石

石室壁体、石槨床石、石敷、墳丘外装

石室壁体、石槨床石、石敷、墳丘外装

飛鳥石

通 称

竜山石

寺山石

花崗閃緑岩・石英閃緑岩

石 種

二上山凝灰岩・白石

天理砂岩

榛原石・室生火山岩

結晶片岩・緑泥片岩

特 徴

硬 質

やや硬質

やや硬質

軟 質

非常に軟質

やや硬質

板状に剥離

板状に剥離

石棺、礎石、飛鳥大仏台座、山田寺金堂礼拝石

主な用途

この地で律令国家の形成が進んだこと、またその国家が主導する宗教的・政治的施設の造

営を通じて加工石材の需要が爆発的に増加したことを背景とする。

硬質石材の加工 飛鳥周辺で使用される硬質石材には、飛鳥周辺で産出する飛鳥石（花崗

閃緑岩、石英閃緑岩）、羽曳野市寺山から鉢伏山にかけて産出する寺山石（石英安山岩）、

兵庫県加古川西岸域で産出する竜山石（流紋岩質凝灰岩）などがある。

飛鳥石は、飛鳥周辺の丘陵で採取される領家花崗岩類に属する硬度の高い花崗閃緑岩、

石英閃緑岩の総称で、飛鳥に王宮が所在した時期に活発に利用されたため、飛鳥石と通称

されている。飛鳥石は、礎石、石室、石槨において多用されるとともに、人・亀・槽形な

どの多種多様な石造物にも使用される。寺院の基壇外装にも用いられるが、羽目石より上

部に用いられた例はなく、地覆石のみに使用が限定される。いずれも加工が及ぶのは使用

時に露出する外表面のみであり、それ以外では塊石の形状をほぼそのままとどめる。基壇

外装において飛鳥石の使用が地覆石に限定される（第1図－1）のも、硬質の飛鳥石では

羽目石や束石などの複雑な形状を作り出すことが困難であったためと考えられる。飛鳥石

の採石は、未加工の部分に塊石時の自然形状が残ることからも、露頭やその周辺において

自然の節理に沿って崩落した転石や塊石をそのまま採取するものであり、岩盤から石材を

割り取ったり、採取した母岩をさらに分割するような工程は存在しなかったとみられる。

自然の塊石の形状を最大限利用し、使用面のみを徹底してノミで敲打することで最終的な

製品の形状が整えられたものと考えられる（第1図－2）。

寺山石については、産出地である羽曳野市周辺で石室・石槨材として頻繁に使用されて

いるが、飛鳥周辺では牽牛子塚古墳石槨の外周石材としてのみ、その使用が確認できる。

牽牛子塚古墳石槨の外周石材は、チョウナ（横斧）叩き技法により精緻な方形切石として

整えられているが、外縁部に矢穴は確認できず、部分的に曲刃による粗割の痕跡が残る。

第1表 飛鳥周辺における7世紀の石材利用状況

日韓古代国家成立期における石工技術の比較研究
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具体的な採石方法は不明であるが、飛鳥石につぐ硬度を有することからも、飛鳥石と同様

に、自然の節理や崩落した転石・塊石を利用し、ノミなどの鉄製工具による粗割で外形を

整え、さらにノミやチョウナで敲打でして仕上げるものと推測される。

竜山石は、凝灰岩（流紋岩質凝灰岩）に属すが、後述の二上山凝灰岩よりもはるかに硬

質で、寺山石と同等の硬度を有する。竜山石は古墳時代中期以降、石棺材として播磨地域

から王権中枢部に搬入されてきた石材で、7世紀代においても引き続き石棺に用いられる

とともに、造営が本格化した寺院において、礎石や台座石、礼拝石として使用されるよう

になる。兵庫県高砂市生石神社の御神体である石宝殿は、竜山石の岩盤に溝を掘り込んで

区画された巨大な石造物であるが、掘割技法の最終段階で採石が中止された姿と考えられ

ている。掘割技法は、必要とする石材の周囲を溝状に掘り込んだのち、岩盤につながる最

後の一面を梃子棒などで持ち上げて切り離す技法である。掘割技法では、外周の掘割時に

必要とする製品の大きさや基本形状を確保することが可能であり、良好な岩盤では方形切

石を連続して切り出すことが可能なため、切石の大量生産において合理的な採石方法であ

る。石宝殿は一辺6～7ｍにも及ぶ、ほかに例をみないような巨大な方形切石であるが、

古代における竜山石の一般的な採石も同様に掘割技法によったものと考えられる。

軟質石材の加工 上記のような硬質石材の加工と消費は飛鳥時代開始当初からみられるの

に対して、軟質石材のそれは飛鳥時代後半から活発化する。飛鳥周辺では、天理砂岩（凝

灰岩質砂岩、天理市豊田山周辺産出）や二上山凝灰岩（白色凝灰角礫岩、奈良盆地南西の

二上山麓産出）が大量に搬入、消費されている。

天理砂岩は、飛鳥周辺で消費される石材のなかでは、もっとも軟質・軽量であり、その

分、耐久性も低い。斉明天皇が「狂心渠」で「宮の東の山」まで運ばせた「石上山の石」

（『日本書紀』斉明天皇二年（656）二年是年条）にあたると考えられる。「宮の東の山」で
かさ

は「石を累ねて垣となす」と記されるが、明日香村酒船石遺跡の丘陵斜面で検出された天

1 山田寺金堂基壇
（地覆石＝飛鳥石、羽目石＝二上山凝灰岩、犬走り＝榛原石）

2 本薬師寺金堂礎石
（飛鳥石製：上面のみ加工、それ以外は塊石時の形状を残す）

第1図 飛鳥における石材利用の多様性

廣瀬 覚・高田 祐一
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０ 10㎝

理砂岩による石垣がまさにそれに対応するものとされる。天理砂岩は、方形のブロック状

に加工されたものが大半で、サイズもさほど大型のものはみられない。軟質で強度をもた

ないことからも、その使用は石垣や敷石などに特化したものであったとみられる。

一方、二上山凝灰岩は、古墳時代後期以来、家形石棺の製作に用いられてきた石材であ

るが、飛鳥時代中頃からは、寺院・宮殿の基壇外装、古墳では墳丘外装や横口式石槨にも

多用されるようになる。基壇・墳丘外装および組合式の横口式石槨では、各面を直線加工

するとともに、必要に応じて石材相互を噛み合わせるための仕口を設ける点で共通してお

り、寺院・宮殿・古墳の3者での消費を念頭に特定石材による一体的・集約的な加工が発

生したことが推測できる。

これらの軟質石材は、鉄製のノミやチョウナでの加工が容易であり、前述した竜山石と

同様に岩盤から掘割技法で採石されたとみて間違いなく、実際に二上山麓の採石跡では掘

割技法の痕跡が確認されている。採石の段階で完成時の製品の寸法を意識して直方体に近

い形状で切り出され、その後、チョウナによる削り・叩き技法を繰り返して精緻な方形切

石として仕上げられる。古墳時代の凝灰岩製の石棺はもっぱら削り技法によって成形およ

び仕上げがなされるが、飛鳥時代後半の軟質石材の加工では各面の直線加工を意識してチ

ョウナ叩き技法が駆使される。これは飛鳥石などの硬質石材のノミを主体とする敲打技法

からの影響とみられる。一度の打撃で石材表面が容易に変形する軟質石材では、先端の尖

ったノミではなく幅広の刃部を有するチョウナを使用したほうが、一定の深度でかつ広範

囲を平坦加工するのに合理的である（第2図）。遺存状態の良好な二上山凝灰岩製品では、

各面を直線的に加工するための赤色顔料による割付線も確認されている。当該期における

軟質石材の直線加工は、線引き技法とチョウナ叩き技法の駆使によって実現されていたも

のと考えられる。

このほかに、飛鳥周辺では、宇陀郡一体に分布する室生火山岩（通称：榛原石）、紀ノ

第2図 石材の硬軟による敲打技法の相違（三次元モデル）

3 チョウナ叩き技法・精
（高松塚古墳天井石4・二上山凝灰岩）

2 チョウナ叩き技法・粗
（高松塚古墳北壁石・二上山凝灰岩）

1 ノミ小叩き技法
（飛鳥寺推定礎石・竜山石）
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川流域で採取される結晶・緑泥片岩などの板石が多用される。榛原石や結晶・緑泥片岩は

板状節理により特別な技術を用いずとも容易に厚さ3cm程度の板石材として採取が可能

であり、採石後の加工も必要な平面形に分割する程度の簡易なものであったと考えられる。

主に寺院や古墳において磚と同様の用途（敷石・積石）で多用されるが（第1図－1）、

二上山凝灰岩の加工が本格化するのと表裏の関係で、飛鳥時代後半には消費が衰退する。

Ⅲ．朝鮮半島の矢穴技法の検討

以上のような硬軟多様な石材が用いられた日本の状況に対して、百済末期および統一新

羅時代の石材加工・消費はもっぱら硬質の花崗岩類に特化したものであり、石材加工の方

法にも相違がみられる。冒頭でも述べたように、それを象徴するのが矢穴技法の使用であ

る。以下、統一新羅時代を中心に矢穴技法について検討する。

1．矢穴技法をめぐる研究の現状
矢穴技法は機械化以前の前近代の石材加工において極めて重要な技法である。石に矢穴

を列状に掘り、矢と呼ばれる鉄製でクサビ状の道具を矢穴に差し込み、ゲンノウ（鉄製の

槌）で叩くことで、徐々に矢が石に食い込み、石の割れ目を押し開けて石を割る技法であ

る。矢穴技法の発達によって、硬質石材を分割することが可能となり、石切場における採

石技術が発展した。石切場で大きな硬質石材を割ることが可能になったことで、石造物の

製作や、石造構造物の大規模化・高度化につながった。

この矢穴をはじめて型式学的に整理したのは、兵庫県東六甲山麓をフィールドにした藤

川祐作と森岡秀人である。最初の分類は、藤川による矢穴縦断面に注目した「垂直彫りと

隅丸彫り」である3。その後、Ａ～Ｃタイプに分類された4。さらに森岡・藤川は、Ａタ

イプに関しては、中世に遡るものが確認されたことや技術の系譜が異なることから、中世

石造物に関する矢穴を「先Ａタイプ」、織豊系城郭以前の城郭や寺院石垣にみられる矢穴

を「古Ａタイプ」、17世紀初頭の城

郭石垣でみられる矢穴を「Ａタイ

プ」に分類した5。さらに、近世以

降にみられる胴長形態の矢穴をＢタ

イプ、小型矢穴をＣタイプ、削岩機

による穿孔を含む近現代のものをＤ

タイプに分類している。また、日本

では確認されていないものの古代の

朝鮮半島でみられる縦断面形三角形

の矢穴を半島系タイプとした。この第3図 矢穴各部の名称（註8文献）
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森岡と藤川による半島系タイプ、先Ａタイプ、古Ａタイプ、Ａタイプ、Ｂタイプ、Ｃタイ

プ、Ｄタイプの矢穴型式分類を本稿では、森岡・藤川分類と便宜上呼称する。

古代日本において矢穴技法の確実な例は存在しておらず、日本では中世に定着したと考

えられている。日本における矢穴技法の定着について、佐藤亜聖は鎌倉時代に硬質石材を

利用した石造物が爆発的に増加する背景に矢の導入があったとし、その技術は中国浙江省

寧波周辺からもたらされたと指摘している6。森岡・藤川分類では、先Ａタイプに該当す

る。15世紀末頃に比定される京都銀閣寺東山殿石垣は、古Ａタイプに該当する。文禄・慶

長の役（壬辰・丁酉倭乱、1592～1598年）のために天正末～文禄年間に築城された肥前名

護屋城では、矢の大量使用が始まった7。慶長～元和・寛永期には、城郭の石垣石の規格

化と大型化にともない矢が大型化していく。これらの城郭石垣石材の採石に用いられたの

がＡタイプである。Ａタイプはさらに、縦断面形状から

パターンａ（正方形ないし正方に近い台形）・ｂ（長方

形ないし長方に近い台形）とⅠ（垂直彫り）・Ⅰ’（隅丸

彫り）、Ⅱ（垂直彫り）・Ⅱ’（隅丸彫り）の計8分類に細

分化されている8。

これまでの研究では、矢穴の縦断面形状に注目して分

類がなされてきた。しかし、矢穴列の縦・横双方の断面

を計測した結果、縦断面には方形ないし台形といった細

部の形状差が混在するものの、横断面形状には大きな相

違はみられないことがわかった。縦断面形状の違いにつ

いては、作業者の個人差を反映したものと考えられる9。

矢穴技法は、矢が石に食い込み、石の割れ目を押し開

けて石を割るため、横断面形状のほうが重要である。し

かし、朝鮮半島における矢穴調査は基礎調査段階である

ため、本稿では矢穴の縦断面形状を中心に検討する。日

本では、上記の通り時代が下るにつれ矢穴形状が変化し

ていく（第4図）。矢穴の形状は、目的材の大きさや石

質、作業者が石工かどうかなどによって規定されると考

えられる。その変化が独自の発展によるものなのか、大

陸や朝鮮半島との交流によるものかはわかっていない。

日韓の石工技術の特質に迫るためには、矢穴技法の基礎

的調査が必要である。

第4図 矢穴の基本型式（森岡・藤川 2011）
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2．朝鮮半島の初期の矢穴技法
従来、朝鮮半島の矢穴は、縦断面が三角形を呈するのがその特徴とされ、前述のように

森岡秀人・藤川祐作はこれに半島系タイプなる型式名を与えた10。しかしながら、実地調

査を進めるなかで、朝鮮半島の初期の矢穴には、縦断面が台形あるいは隅丸方形状の大型

の矢穴が少なからず存在することがあきらかになってきた11。

益山・弥勒寺 弥勒寺は、百済・武王代に建立された中・東・西塔院からなる巨大寺院で、

近年、西石塔の解体修理が実施された。以前から、縦断面三角形の矢穴の存在が注目され

てきたが、これにくわえて矢底が隅丸ないし船底状を呈する矢穴が存在することを確認し

た。西塔は、解体修理時に発見された舎利具中の金板の銘文から武王40年（639）の創建

と判明するが、矢穴形状の差が時期差を示すのか、あるいは工人差に起因するのか、判然

としない。

慶州・皇龍寺 皇龍寺は、真興王14年（553）に造営が始まったとされる新羅の初期寺院

である。現地は史跡整備されているが、中金堂台座石や九層木塔礎石において矢穴を観察

することができる（第5図）。中金堂や木塔の造営年代については諸説あるが、真平王6

年（584）から善徳女王12年（645）にかけて中心部の伽藍が整備されていくとみられてお

り、矢穴の年代も概ねその頃に比定される。

中金堂では、中央の三尊仏台座石を挟んでその東西に各7基の小型台座石が現存する。

そのうち西2、西3、西7、東4、東612の5石に矢穴が確認できる。いずれも地面に垂

直あるいは水平に矢穴が入っている。各台座石は上面のレベルが揃い、原位置を大きく動

いていないとみられることから、地面と水平方向に入った矢穴は台座石設置当初のものと

みなすことができる。垂直方向の矢穴に関しても水平方向の矢穴と同一形状であることか

ら、同じ時期のものとみなしてよいだろう。現地で確認できる25個の矢穴を計測した結果、

矢穴口長辺は9～14cm、中央値は12cm、深さは7～12cm、中央値は9cmであった。

縦断面形状は、台形あるいは隅丸方形状である（第5図－7・8・第23図－1～3）。矢

底（厚さ）は1～2cm程度を有する。これらの特徴は日本でいう慶長～元和寛永期のA

タイプに類似する。矢穴が割った石材の厚みは最大146cmであった。

台座石西7では、上面から地面に向かって垂直に矢穴が2列入っている（第5図－2）。

そのうち1列は台座穴と重複関係にある。風化しているため判然としないが、矢穴列を台

座穴が切っていることから、矢穴は台座穴より前段階といえ、後世の再利用を目的とした

割り取りを否定できるものである。また、これらの矢穴列は長軸である矢穴縦断面側面の

立ち上がり角度に規則性があり、一方のみ角度が緩い（第23図－3）。これは、石工が矢

穴を掘る際に姿勢を変えずに一方からそれぞれの矢穴を掘ったことを意味する。矢穴の立

ち上がり角度が途中から変わるために複数人作業していた可能性も指摘できる。また、西
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第5図 皇龍寺中金堂台座石・木塔礎石の矢穴

1 中金堂の台座石 2 中金堂台座石西7上面の矢穴列

3 木塔の礎石 4 木塔の礎石Ｆ4

5 中金堂台座石東6三次元モデル 1：25 6 中金堂台座石東4三次元モデル 1：25

7 中金堂台座石東6北西面の矢穴 1：10 8 中金堂台座石東4上面北縁の矢穴 1：10
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7上面には掘りかけの矢穴も残されており、掘削方法を観察できる。矢口の周縁を順にノ

ミで掘り下げていく方法であり、日本の中近世の方法と同様である。

木塔では礎石4基に矢穴を確認した。そのうち礎石Ｆ4には矢穴が5列にわたって掘ら

れている（第5図－4）。5列中の3列は礎石上面部分にあり、掘りかけで放置されてい

る。残りの2列は上面周縁部にあり、石割り後のものである。これらの矢穴は、すべて地

面に対して垂直に入っている。上面の矢穴と周縁の矢穴の重複関係は、周縁の矢穴より上

面の矢穴が前段階となる。これは、上面の矢穴が後世の再利用を目的とした小割り作業に

よるものではないことを意味する。上面の矢穴は掘りかけ状態のものが分散して4個あり、

採石時には石工が4名同時に作業していた可能性を指摘できる。また3個の完掘の矢穴に

隣接して1個の掘りかけの矢穴があることから、石工が矢穴4個を1単位として作業して

いたことがうかがえる。日本の近世城郭石垣石の採石時にも矢穴4個が作業の1単位であ

り、相似していて興味深い。各矢穴列とも矢穴口長辺は9～12cm、中央値は11cmであ

る。中央の矢穴列では、矢穴の深さが5～7cm、中央値は6cm、矢底（厚さ）は1cm

程度である。北側の矢穴列では、矢穴の深さが12cm、矢底（厚さ）は3.5cm程度である。

矢穴の縦断面形状は、両者の矢穴列ともに台形あるいは隅丸方形状である。

慶州・四天王寺 四天王寺は、文武王治世下の670年代創建とされる統一新羅初期の寺院

である。発掘調査後、現地は史跡整備されており、石材は礎石や幢竿支柱、亀趺などを表

面観察できるのみであるが、発掘調査報告書の掲載写真からは、金堂基壇土内に埋設され

ていた地台石（地覆石）側面に矢底の形状が舌形ないしは舟底形を呈する矢穴が穿たれて

いるのが確認できる（第6図－3）13。

以上の方形基調の矢穴の事例は、いずれも百済末期から統一新羅初期にあたり、7世紀

後半以降、三角形矢穴に統一されていく以前の所産と考えられる。同様の縦断面方形の矢

穴は、後述のように6世紀中頃の慶尚南道鎮海自隠遺跡でも確認されていることから、朝

鮮半島の矢穴技法は、これまでよく知られてきた三角形矢穴ではなく通有の縦断面方形の

矢穴から始まったとみて間違いない。おそらく三国時代に中国大陸から朝鮮半島へと伝え

られ、断片的ながら硬質石材の加工に用いられてきたものと推測される。

鎮海・自隠遺跡 自隠遺跡は、これまでのところ、発掘調査で確認された唯一の古代の採

石場である。花崗閃緑岩を主体とする石材集積部において方形の矢穴痕が発見され、6世

紀中頃の土器の共伴が確認された。採石場のすぐ南には同時期に築城された亀山城が位置

しており、同城の石垣を構成する石材中に同様の花崗閃緑岩が含まれることから、亀山城

築城のための採石・加工場の一つと考えられる（図6－1・2）14。矢穴痕は、一辺5ｍ

を超えるような大振りの石材に集中して穿たれており、報告者の李柱成は、そのほかの小

型石材ではノミによる打撃や自然の節理を利用した簡易な採石方法が併用されたことを指
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摘する。亀山城の石垣では、大型石材や規格化された石材は用いられていないことからも、

自隠遺跡における採石は、転石化した小型石材を対象に最小限の成形で石垣材を確保する

作業が中心であり、矢穴技法は集積中に含まれる巨石から必要とする大きさの石材を割り

取るために補助的に用いられたものと推測される。このように、三国時代の採石・加工で

は、矢穴技法は存在するものの、それが駆使されるほど大型・規格石材の需要が生じてい

なかったとみられる。

1

2 3

第6図 朝鮮半島における初期の矢穴形状 1・2：鎮海自隠遺跡 3：慶州四天王寺
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3．統一新羅における石材加工の諸例
いずれにしても、弥勒寺や皇龍寺、四天王寺など7世紀中頃から後半の加工石材にみる

方形矢穴は、自隠遺跡にみるような三国時代の矢穴技法を踏襲したものとみて間違いなか

ろう。その後、統一新羅時代の石材加工は、山城や寺院のみならず、宮殿や古墳など政治

的・宗教的施設全般へと消費が拡大するなかで、三角形矢穴を駆使する工法へと発展する。

以下、統一新羅の石材加工について、重点的に実地調査をおこなった事例を紹介しておく。

感恩寺 感恩寺は、神文王2年（682）には造営工事が完了したとされる二塔一金堂式

（石造双塔）の寺院で、金堂の礎石および礎石間に嵌め込まれる花崗岩製の長台石に矢穴

が密に穿たれている。現地調査では、礎石および長台石中の4石を対象とし、そこに残る

37個の矢穴について詳しく調査した（第7図）。矢穴口長辺は7～14cmで中央値は10cm、

深さは4～10cmで中央値は7cmである。法量にバラつきがあるものの、縦断面の形状

はすべて三角形である。森岡・藤川がいう典型的な半島系タイプの矢穴である。矢穴が割

り取った長大石の厚さは最大40cm程度である。各石材の表面には、ノミ連打技法による

表面調整の痕跡が残るが（第17図－4）、長台石側面では調整が省かれる傾向にあり、矢

第7図 感恩寺金堂基壇石造遺構の矢穴
長大石2 側面に三角形矢穴 1：40 長大石2 矢穴細部 1：10

長大石1 上面・側面に三角形矢穴 1：40 長大石1 矢穴細部 1：10

感恩寺金堂基壇 金堂基壇石造遺構の方形石・長大石
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穴が良く残る。上面・側面の双方に矢穴が確認できるものもあり、母岩から連続的に分割

して必要とする石材の形状を確保していたことがみてとれる。

なお、感恩寺の発掘調査では、実際に矢が出土している（第16図）。報告書では「鉄

」と記載され、石工間では「ヤ」という俗称で通っているという。鍛造の鉄製品で縦7.

8 cm×幅3.5cmであり、法量は現地の矢穴と一致する。寺院跡から出土した脈絡を踏ま

えると、造営現場での小割作業に用いられた矢であった可能性が高い。

ところで感恩寺の石塔は、統一新羅の石塔および石造物の大部分が花崗岩製であるのと

は異なり、凝灰岩製とされる15。感恩寺は、王京中心部から離れて立地するのにくわえて、

近郊の骨窟庵には摩崖如来像を刻んだ凝灰岩の露頭も存在する。感恩寺石塔は、花崗岩一

辺倒の新羅の石材加工のなかにあって、地質的環境によっては凝灰岩も使用される場合が

あったことを示す点で重要な存在といえる。

石窟庵 8世紀中頃の創建とされる石窟庵では、石仏とそれを覆う龕室の解体修理の際に

出土し、再建に用いられずに残った石材が境内に安置されている（第8図）。そのうち、

石窟の左手前にある石材置場1では、石仏の台座および龕室の一部とみられる石材に縦断

面三角形の矢穴が多数確認できる。

「石像受石」は、平面形が八ないし十角形をなす組合式の台座石の一部とみられ、外面

には格狭間が残る。208cm×97cm×63cmほどで、統一新羅時代の加工部材としてはか

なり大振りの石材である。矢穴で石材の厚さとなる60cm以上の距離を割り取っている。

その後、受石外縁となる部分を小割して鈍角の平面形を作り出しているものと推測される。

また、台座石龕室の別部材にみられた矢穴は、矢穴口長辺が7.5～8cm、中央値は7.5cm、

深さは6～8cm、中央値は7cmである。縦断面の形状はすべて三角形である。矢穴が割

り取った石の厚さは60cm程度である。

狼山推定古墳址未完成王陵 狼山推定古墳址未完成王陵石材は、近年、皇福寺の隣接地で

出土した統一新羅時代の王陵級古墳の護石の一部で、調査後、現地において王陵風に石材

を円形に巡らせて公開されている。皇福寺は、現存する三層石塔出土舎利具の銘文から、

孝昭王が神文王の冥福を祈願して建立した王室寺院と考えられている。『三国史記』には、

孝成王が在位わずか5年（742）で死去した際、遺言にもとづき、急遽、荼毘に付された

とする記事があり、皇福寺隣接地で検出された石材は最終的に完成（埋葬）に至らなかっ

た孝成王陵のものと推定されている。王陵で使用されるものと同種の石材でありながら、

本来の用途ではなく転用ないしは廃棄状態で発見されたことや、隣接する皇福寺の建立経

緯を踏まえると、未完成（未埋葬）に終わった孝成王陵の石材である蓋然性は高い。

「未完成王陵」の石材は、地台石（地覆石）、面石（羽目石）、撑石（束石）、甲石（葛

石）からなるが、半数程度の石材は失われている。とりわけ撑石は、前面部分を割り取ら
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底面の三角形矢穴 1：10 格狭間のノミ小叩き技法 1：10

正 面 1：20

底 面 1：20

第8図 石窟庵石像受石の矢穴と加工痕跡

石窟庵の石材置場2石窟庵の石材置場1
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れたものが相当数あり、統一新羅の王陵に特有の十二支像のレリーフを額縁ごと割り取っ

てほかに転用されたことが判明する。後述のように、地台石や甲石の面取り加工の特徴、

および各石材のサイズから、8世紀中頃の孝成王の死去年代に比定しても大きな齟齬はな

い。通常は盛土に覆われて観察が不可能である新羅王陵の護石の背面が観察できる点で重

要な石材群である。とりわけ、前述した撑石は、前面部分を平面T字形に成形して左右

の面石を受ける構造になっており、背面は墳丘内の土圧を受けるべく外形が台形や楔形に

加工されている。これにより護石全体が前方へ転倒するのを防ぐ仕組みになっている。こ

うした形状を作り出す上で三角形矢穴が多用されているが、至るところに自然面も残され

ており、目的材に近い形状の自然転石を採取した上で、細部形状を作り出す際に矢穴技法

が用いられていたことが判明する（第9図）。

今回の調査では、8石60個の矢穴について形状、サイズなどを詳しく調査した。縦断面

の形状はすべて三角形である。法量では、およそ2種類に分類できる。大型のタイプは、

矢穴口長辺10cm、深さは9～10cmで中央値は10cmである（第23図－5）。通常のタイ

プでは、矢穴口長辺は6～8cmで中央値は7cm、深さは4～8.5cmで中央値は5cmで

ある。矢穴が割り取った石の厚さは60cm程度である。前述のように、各石材は石材自体

の元の形状を活かしつつ矢穴技法で形状を整える。割面が3面以上あり、小割工程を複数

回繰り返している。また153cmの石材長軸に12個の矢穴を設定した例もあり、一つの矢

穴列に多数の連続した矢穴を密に設定することも特徴である。また、撑石背面の楔形部分

では、直線ではなく円弧に矢穴を配列して、湾曲面を作り出す例も確認できた（第9図

下）。

このように、「未完成王陵」石材の観察からは、矢穴技法が採石技術としてではなく、

複雑な形状を作り出すための成形技法として駆使されていた様子をうかがうことができる。

昌寧・述亭里西三層石塔 慶州以外の事例調査として、本共同研究期間中に昌寧述亭里西

三層石塔の解体修理現場を見学することができた。石塔も組み上がった完成時の姿からは

加工技術を検討することは困難で、解体修理中の観察は貴重な機会となる。述亭里西三層

石塔は、石塔様式から9世紀中頃の製作とされ、花崗岩の各部材には慶州のものと同様の

三角形矢穴が残る。ただし、分割後の矢穴列は慶州地域の諸例のようにすべての穴が部材

中に残らず、すなわち矢穴列の中央で均等に分割されずに、一方の石材に矢穴列が偏って

不均等に割り取られたことを示すものが目立った。こうした状況は、花崗岩の硬度や節理

方向の読みなどを含む石工の技術レベル、あるいはそれを内包する時期差に起因する可能

性があろう。統一新羅時代には石塔が半島各地で多数製作されており、石材加工技術の伝

播や展開をめぐる中央と地方の関係の追究が今後の課題といえる。

南山三陵渓谷の採石跡 以上のような消費地の様相に対して、生産地である採石場の状況
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塊石時の自然形状

第9図 狼山推定古墳址未完成王陵石材における撑石後背部の形状と矢穴 1：25

未完成王陵石材公開状況（遠景）

後背部台形の撑石三次元モデル（上面・背面の2面に三角形矢穴列）

後背部楔形の撑石三次元モデル（上面に円弧を描く三角形矢穴列、一部に塊石時の自然面を残す）

未完成王陵石材の公開状況

廣瀬 覚・高田 祐一
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1 2

3 4

上 面

側 面

第11図 南山三陵渓谷採石跡 石材1の三次元モデル 1：30

1．調査地全景 2．長台石の採石跡 3．調査対象（石材1） 4．調査対象（石材2）

第10図 南山三陵渓谷採石跡調査風景

日韓古代国家成立期における石工技術の比較研究
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第12図 南山三陵渓谷採石跡 石材2 三次元モデル 1：40（断面は1：20）
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は意外にもよくわかっていない。慶州一帯は、摩崖仏や石塔が数多く存在する南山を中心

に花崗岩の露頭が多数存在するが、大規模な採石跡については明確なものは未確認である。

むしろ、慶州一帯の至るところで花崗岩の露頭が存在する地質的環境を踏まえると、特定

の場所に採石場を設けるのではなく、運搬に適した消費地近隣でそれぞれ採石をおこなっ

ていたものと推測される。本共同研究の期間中では、唯一、南山三陵渓谷において、三角

形矢穴が列状に穿たれた統一新羅時代の採石跡を実地調査することができた16。

調査地は平野部から30分ほど登った南山西斜面の中腹に位置しており、南山三陵渓谷線

刻六尊仏（慶尚北道有形文化財第21号）付近に位置する（N35°47′46.37″ E129°12′56.

68″）。麓から同地に至るまでには採石可能な花崗岩の露頭が至るところに存在することか

らも、平野部への搬出を念頭に置いた立地とは考え難い。拠点的な採石場ではなく、隣接

する三陵渓谷線刻六尊仏摩崖仏造立のための採石跡と考えられる。現状、3カ所で採石の

痕跡が確認できる（第10図）。いずれも転石・塊石化した花崗岩中に切断後の、あるいは

切断途中で断念した際の矢穴列が残る。そのうちの1石は、長径370cm、短径185cmほ

どの巨石で、全体を二分する位置に間隔を密にする矢穴列を穿つ（第12図）。13個の三角

形矢穴が直線状に並んでおり、矢穴口長軸面は13cm、短軸面は6cm、深さは9.5cmであ

る。そのほかの2カ所では、花崗岩露頭に矢穴列を平行に配して階段状に採石しており、

感恩寺でみた長台石のような製品を割り取ったものとみられる。矢穴口長軸は7.5cm、短

軸が3.5cm、深さは6cmを測る。矢穴列の位置関係から、150cm×20cmほどの角材を

連続的に採取しようとしたことが判明する（第11図）。鎮海自隠遺跡例と比較すると、必

要とする形状の石材を計画的に連続して割り取る工程が看取できる点で作業の合理化・効

率化の進展が見て取れるが、依然として転石の形状や風化で開いた節理に依拠して割り取

りがなされている。

4．高麗時代以降の矢穴技法
統一新羅時代の矢穴技法の評価については節を改めて詳述することにし、朝鮮半島にお

ける通時的な展開のなかで統一新羅の矢穴技法を理解すべく、ここで高麗時代以降の矢穴

技法について概観しておきたい。

高麗の都・開城は朝鮮民主主義人民共和国に所在するため、実地調査は叶わないが、大

韓民国国立文化財研究所が共同で試掘調査を実施した開城・高麗宮城の報告書が公表され

ている17。同書掲載写真からは、断片的ながら同城の基壇外装石に三角形矢穴を散見する

ことができる。高麗では、王陵は統一新羅の型式を引き継ぐことが知られており、石工技

術も大きくは統一新羅のそれを継承している可能性が高く、高麗初期には三角形矢穴が一

定量、残存しているものと推測される。ただし、モンゴルの侵攻を受けた13世紀に江華島

に築かれた高麗王陵のなかには、江華碩陵のように石室石材に明瞭な方形矢穴列が確認で

日韓古代国家成立期における石工技術の比較研究
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きる事例がある（第13図）18。さらに朝鮮時代前期の原州桐華里盧懐愼壁画墓（1457年埋

葬）の石室石材でも方形矢穴が確認できることから、高麗時代には三角形矢穴は衰退し、

以後、通有の方形矢穴に転換したものと理解できる。

さらに時代は下るが、朝鮮時代後期に昌寧地域に築かれた石氷庫（昌寧石氷庫、昌寧霊

山石氷庫）を本共同研究において実見することができ、方形矢穴が多数穿たれている状況

を確認した。石氷庫は、冷暗な室内で氷を貯蔵する古墳の横穴式石室に似た施設であるが、

壁体から天井へと石材を持ち送って構築されており、横断面がアーチ形を描く高度な石造

物である（第14図）。昌寧石氷庫内壁面の花崗岩石材には、①矢穴口長軸17cm、深さ

8cm以上（矢穴が途中で割れたため矢穴底がなく正確な深さは不明）、②矢穴口長軸

14cm、矢穴口短軸4cm、深さ7cm、③矢穴口7cm、深さ5cm、の大中小三種の矢穴が

みられた。いずれも形状は隅丸方形で、列として矢穴を密に穿つ。①の矢穴は、長軸

132cm、短軸50cmの大型石材に穿たれており、石材の規格の大小に応じて矢穴のサイズ

も使い分けられている様子が看取できた。また、昌寧霊山に所在する別の石氷庫において

も、花崗岩切石に矢穴が多数確認できた。長軸150cm、短軸40cmを測る石材の長軸面に、

矢穴口長軸10.5cm、深さ7cm以上の矢穴を9個密に穿つものがあった。形状は、昌寧石

氷庫とほぼおなじく、隅丸方形である。

以上の諸例は、高麗・朝鮮時代の長期にわたる石材加工の氷山の一角に過ぎないことは

明白であるが、上記のような断片的な情報をもとにした大枠での整理でも、三角形矢穴の

存続は高麗時代初期までであり、高麗・朝鮮時代を通じて方形矢穴が主体であったことが

理解できる。前述のように、三国時代の矢穴が方形であったことを踏まえると、高麗時代

第13図 江華碩陵石室天井石の矢穴

廣瀬 覚・高田 祐一
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鳥瞰図1：25

矢穴横断面1：10

第14図 昌寧・石氷庫の調査

1．石氷庫開口部 2．石氷庫内壁面の矢穴

3．三次元計測を実施した開口部右の石材 4．石氷庫内壁面の矢穴細部

5．開口部右石材の矢穴三次元モデル 6．石氷庫の内部空間

日韓古代国家成立期における石工技術の比較研究
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昌寧 述亭里西三層石塔

開城 高麗宮城
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先
Ａ
タ
イ
プ

古
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プ

Ａ
タ
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1227年頃
東大寺東塔院再建

 1952～1598年
 文禄・慶長の役
（壬申・丁酉の倭乱）

17世紀初頭
全国的な
　　築城ラッシュ

石窟庵

以降の方形矢穴は通有の矢穴形状への回帰とも評価できよう。すなわち、従来、半島系タ

イプとされてきた縦断面三角形の矢穴は、統一新羅を中心とする時期に固有の特異な矢穴

形状として再評価すべきものといえる（第15図）。

5．朝鮮半島における矢穴の変遷と日本中近世移行期の矢穴
本稿の主な検討対象は古代の石工技術であるが、古代の様相が鮮明となったことにより、

日本中近世期の石材加工についても再考すべき重要な課題が浮上する。

前述した通り、森岡・藤川の研究は、日本列島の矢穴を体系的に型式分類してその変遷

過程を位置づけた。森岡・藤川分類は、類例の蓄積や研究の深化の度に改良がくわえられ、

最終的にＡタイプの原型としての中世矢穴のうち、中世石造物に関わる矢穴を「先Ａタイ

プ」、中世石垣にみられる矢穴を「古Ａタイプ」に再編した。こうした変遷観は、現段階

における研究の到達点と評価できるものであるが、その一方で、鎌倉期に石造物の技術と

して定着した矢穴技法が慶長・元和・寛永期の近世城郭石垣の石割技術へと連続的に発展

第15図 日韓における矢穴形状の変遷

廣瀬 覚・高田 祐一
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していくのかどうか、換言すれば、石造物系の技術と土木構造物（石垣）の技術が系譜と

して接続するのかどうか、といった極めて重要な問題を孕んでいるといえる。

森岡・藤川分類では、朝鮮半島の矢穴としては、唯一、古代における三角形矢穴の存在

のみが念頭に置かれてきた。しかしながら、朝鮮半島においては、統一新羅時代を除くと、

むしろ縦断面が方形基調の大型矢穴が一般的であることは先述した通りである。日本では

17世紀初頭に定着する矢穴型式とほぼ同一のものが、朝鮮半島では既に7世紀中頃におい

て存在しており、統一新羅時代の三角形矢穴を経て、高麗時代には再び方形矢穴に回帰す

るという事実は、これまでの日本中近世の矢穴の変遷過程の理解に再考を促すものといえ

よう。すなわち、日本の中近世の矢穴が国内で独自に先Ａタイプ→古Ａタイプ→Ａタイプ

と併存関係をともないながら直線的に発展した可能性も完全には否定できないものの、上

記のような新たな認識を踏まえるならば、鎌倉時代から慶長・元和・寛永期の間に朝鮮半

島から技術移入があった可能性も十分考えられる。

注目すべきは、古ＡタイプからＡタイプへの入れ替わりは文禄・慶長期に急速に進行す

る点である。文禄・慶長期の日本と朝鮮半島が関わる出来事では、文禄・慶長の役（壬

辰・丁酉倭乱、1592～1598年）が想起される。半島への渡海の拠点は肥前名護屋城である。

天正末から慶長期に築城・改修がなされ、城郭石垣における矢穴技法による割石の大量使

用の嚆矢となった。一方、半島に築城された倭城の石垣には、ほとんど矢穴を確認するこ

とができない。矢穴を確認できる順天城においても、「自然石を半分ないし四分の一程度

に裁断することが、主たる目的」という程度である19。節理に沿って割れやすい石材であ

ったため、矢穴が不要であった可能性があるが20、同時期の日本国内の城郭石垣において

も、矢穴技法が部分的な利用にとどまっていたことを考えると、渡海当初、日本側の大名

は矢穴技法を駆使できる技術レベルになかった公算が高い。朝鮮半島では高麗・朝鮮時代

に方形矢穴が多用されていることや、強制連行された朝鮮人石工が鹿児島の石橋構築21に

寄与している向きがあることを鑑みると、文禄・慶長の役が、古ＡタイプからＡタイプへ

の入れ替わりに影響した可能性があろう。

日本の近世初頭における城郭系矢穴の変革や規則型採石場遺跡の成立をめぐっては、そ

の背景に中国系技術の体系的導入を推測する意見もあるが22、今後はその実態について、

鎌倉期に定着した矢穴技法を基礎とする日本独自の発展か、朝鮮半島からの技術移入か、

中国大陸からの技術移入か、はたまたそれぞれの複合的な組み合わせか、を見極めること

が課題である。いずれにしても東アジア全体からの視座が不可欠であろう。
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Ⅳ．統一新羅における石工技術の特質

1．統一新羅における石材加工工程
前節では統一新羅時代を中心とする朝鮮半島の矢穴技法について詳しく検討した。ここ

では、矢穴技法を含む統一新羅の石材加工の全体像について、工程に即して再度整理する。

なお、個々の技法名称については、和田晴吾による整理23に準拠する。

採 石 慶州盆地一帯に存在する豊富な花崗岩を対象とするが、採石は矢穴技法を駆使す

るものではなく、むしろ自然の節理や風化により生じた亀裂、既に転石・塊石化した石材

の形状を最大限利用するものであったと推測される。基壇土内に埋設される礎石の未加工

部分や、「未完成王陵」石材における撑石背面の観察からは、目的材に近い自然転石を確

保・搬出する行為をもって採石作業が完了した様子が理解される。

一方で、南山三陵渓谷の採石跡のように、矢穴技法で岩盤から石材を割り取る場合があ

ったことも判明するが、ここでは長大石のような小型の直方体形状の製品を連続的に割り

取っている。単純な直方体形状の製品の場合、その完成時の大きさや形状を念頭に置きな

がら、母岩から連続的に同一形状の石材を採石することが可能である。採石時の割り取り

で完成時の形状がほぼ形作られることからも、採石と成形の双方を兼ねた工程として理解

することができよう。

いずれにしても、統一新羅に特有の三角形矢穴では、長く深い距離を割り取ることは困

難である。統一新羅時代には、日本の近世城郭の採石にみるような数mに及ぶ巨大な母

岩を分割し、大型石材を複数採取していくような大規模かつ体系的な採石はなされていな

いとみられる。大型製品の採石では、やはり既に転石・塊石化した石材の外形に依拠し、

最低限の矢穴技法による分割で必要とする形状の石材を確保していたものと推測される。

そのことは、南山三陵渓谷のような小規模な採石跡を除くと、現状では南山において大規

模な石切場を確認できないこととも整合する。統一新羅では、大規模で拠点的な石切場は

未確立であり、消費地近隣の露頭や転石場で採石をおこなうことが一般的であったとみら

れる。

成 形 その後の成形工程では、製品化にむけて、さらに矢穴技法によって不要部分が割

り落されていく。とりわけ多面体を呈する複雑な製品の場合、矢穴技法による切断工程を

必要に応じて複数回繰り返す。また、矢穴列は直線のみならず、円弧を描くように配列さ

れる場合もあり、曲面を含む細やかな形状の作り出しにおいても矢穴技法が駆使される。

前述のように感恩寺の発掘調査では矢が出土しているが（第16図－2）、矢が造営現場で

出土することは、採石場ですべての成形をおこなうのではなく、造営現場においても矢穴

技法で小割作業がなされていることを意味する。
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矢穴技法での割り取りが完了した後は、割り取り面に残る不要な隆起や瘤をノミとセッ

トウ（金槌・hammer）で斫り（chipping）落す。石の余分な箇所にノミを傾けて当て、

セットウでノミを叩いて削り取る（ノミ叩き技法）。「未完成王陵」石材では、矢穴技法で

切断した割肌面に、少なくとも11回の斫り跡を残す石材があり、鱗状に窪んだ単位の淵に

ノミあるいはタガネによる打撃痕が観察できる（第17図－1）。また、別の石材では後述

するノミ連打技法で瘤の斫り作業をおこなっている状況も確認できた（第17図－2）。た

だしこの斫り工程は、矢穴技法で切断した割肌面に大きな凹凸が残らなければ省略される

場合も多かったものと推測される24。

調 整 上述の成形時におけるノミ叩き技法は、これを繰り返すことで次第に剥離する石

材片が小さくなっていき、調整としてのノミ叩き技法へと推移する（第17図－3）。成形

から調整への推移は連続的で、工程上の区切りは存在しないものと推測される。ノミ叩き

技法の一種であるノミ連打技法は、斜めに傾けたノミをセットウで連続的に敲打する技法

で、刃先は石材表面から浮き上がることなく石材を削りながら少しずつ一定方向に進行し

ていく。刃の幅に沿って浅い溝が刻まれ、その内部に刃の跡が列点状の窪みとなって残る

（第17図－4）。ノミ連打技法の痕跡は、統一新羅の花崗岩製品の至るところにおいて頻繁

に観察することができ、同技法の使用をもって調整を終える場合が多かったことが理解で

きる。

さらにより丁寧に調整がなされる場合は、ノミを垂直に立てセットウで細かく叩き、石

材表面の凹凸が不明瞭になるまでこれを繰り返す（ノミ小叩き技法、第17図－5～8）。

一見すると完全な平滑面かと見紛うほどに仕上げられたものもあるが、それらも詳細に観

察すると直径数ミリ以下の微細な敲打痕を無数に確認することができる。石材表面に強く

2

1

第16図 感恩寺出土のツルハシと矢
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第17図 統一新羅期の石材加工痕跡（成形・調整・最終仕上げ）

1 ノミ叩き技法による斫り （未完成王陵撑石）
はノミによる打点

3 ノミ叩き技法による調整 （未完成王陵甲石）

5 ノミ叩き技法→ノミ小叩き技法による仕上げ
（未完成王陵甲石 見付段差部分のみ仕上げ）

7 ノミ小叩き技法による仕上げ （興徳王陵面石）

2 ノミ連打技法による斫り （未完成王陵甲石）

4 ノミ連打技法による調整 （感恩寺長台石）

6 ノミ叩き技法→ノミ小叩き技法による仕上げ
（感恩寺方形石）

8 ノミ小叩き技法による仕上げ （7の拡大）
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打ちつけるのではなく、極めて微細な打ち込みを石材表面の広範囲に無数に繰り返してい

るが、この作業を成形や粗い調整時のようにノミとセットウによる敲打のみでおこなうの

はあまりに非効率である。一方でビシャン（金槌の先端に格子状に溝を彫り小突起を作り

出したもの）のような工具を打ち付けた単位は見出せないことから、小型のツルハシを用

いて柔らかい敲打を繰り返した可能性を考える。感恩寺から、前述の「矢」とともに小型

ツルハシの頭部とみられる鉄製品が出土している（第16図－1）点は、そうした推測を傍

証するものといえる25。

以上にみるようなノミの敲打による表面処理のあり方は、日本の硬質石材のそれにほぼ

等しい。両者の技術的相違は、まさに矢穴技法による採石・成形工程の有無にあるといえ

よう。

2．王陵護石にみる新羅の石材加工の盛衰
朝鮮半島における石材加工は、三国時代から新羅による半島統一を経て国家制度が整備

されていくなかで急速に発達を遂げていく。とりわけ、最盛期には寺院・宮殿・王陵をは

じめとする国家的施設の造営に花崗岩製品が大量消費されるが、各施設の石材加工はそれ

ぞれ個別の技術・生産体系を有するのではなく、大きくは一体的な生産体制のもとで発達

を遂げた。統一新羅時代に固有の三角形矢穴の使用、および前述のような製作技術・工程

が供給先や品目の相違を超えて確認できることがそのことを雄弁に物語っている。ここで

は、新羅における石材加工の発展および衰退に至る過程を、長期的に経過を追うことがで

きる王陵の護石を対象に跡付けてみよう。

統一以前の新羅の王陵護石 5・6世紀の新羅王陵は、いわゆる積石木槨墓である。積石

木槨墓は上位階層に広く採用され、王陵以外のものも基本構造は共通する。墳丘裾部には

埋葬施設の積石と同様に大型の川原石を積み上げて護石としており、近年、そうした外表

施設の調査や研究が大きく進展している。大型墓の護石では裏込めを施しながら2段に築

成される場合もあるが、石材自体は未加工で慶州の扇状地で採取してきた自然石をそのま

ま積み上げる。

その後、新羅王陵の護石は、一定の加工を施した角礫による護石へと変化する。善徳女

王陵は、被葬者が確定的でない新羅王陵のなかでも信憑性が高い王陵の一つであるが、墳

丘裾に人頭大の角礫を2石程度積み上げて護石とする（第18図－1）。石材の形状は不揃

いであるが、一定間隔で1枚の縦長扁平な割石を貼り付けており、のちの切石積護石の撑

石（束石）のように外周を一定間隔で視覚的に区画する意図が看取できる。現在の善徳女

王陵の護石は1949年に補修されたものであるが、7世紀中頃（647年没）の護石の全容を

現地で詳細に観察できる貴重な事例である。やはり王陵比定がほぼ確実な武烈王陵（661

年没）でも墳丘裾に角礫の一部が露出する。また、被葬者は確定的ではないものの、法興
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王陵（540年没）や真平王陵（632年没）でも同様に角礫を観察することができることから、

善徳女王陵タイプの護石の存続期間は概ね6世紀中頃から7世紀後半にかけてとみられる。

統一新羅の王陵護石 新羅王陵の護石が切石仕様となるのは、神文王陵からである。この

段階の王陵護石は、面石（羽目石）が未発達であり、小型の方形切石をレンガ状に積み上

げた上で、倒壊を防ぐべく一定間隔で支石を配置してあてがう（第18図－2）。伝閔哀王

陵や近年、発見された神堂里1号墳も神文王陵と同構造であるが、方形切石の積み上げは

伝閔哀王陵や神堂里1号墳が3段であるのに対し、墳丘規模が大きい神文王陵で5段積み

となる。支石は存在しないが、同様に方形切石を積み上げる憲康・定康王陵の護石も大き

くは同型式の範疇で理解できよう。神文王陵の比定が正しいとすると、その没年は692年

であるため、この型式の護石は7世紀末に定点を置くことになる。また、神堂里1号墳は

埋納土器の年代から7世紀第3四半期の築造と推定される26。割石積の護石とみられる武

烈王陵が661年前後に比定できることからも、神文王陵タイプの護石の出現は7世紀第3

四半期以降とみて大過なかろう。

つづく聖徳王陵では、面石（羽目石）と撑石（束石）を組み合わせ、周囲には敷石や欄

干石を巡らせる定型化した護石が出現し、十二支像も初めて配置されるに至る（第18図－

3）。また墳丘の周囲や墓域の入口部に石床、石獅子、石人、亀趺などを一体的に配置し

第18図 新羅王陵における護石の発達過程

1 善徳女王陵（自然石積み上げ） 2 神文王陵（切石ブロック＋支石）

3 聖徳王陵（面石＋撑石＋支石） 4 掛陵（面石＋撑石）
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始めるのも聖徳王陵からである。ただし、十二支像は以後の新羅王陵において一般的な撑

石にレリーフとして刻むものではなく、独立した立像として製作・配置されるものであり、

かつ撑石部分には神文王陵タイプで用いられてきた支石が引き続きあてがわれる。定型化

した切石積護石のなかでもプロトタイプとして捉えるべきものである。実際にこれまでの

ところ、同型式の護石はほかでは確認されておらず、聖徳王陵の後、ただちに次型式へと

変化したものとみられる。その年代は、神文王陵タイプに続く8世紀初頭に位置づけられ

よう。

その後の王陵護石は、聖徳王陵の基本形状を踏襲しつつも、十二支像のレリーフ化にく

わえて、支石を用いずに石材間の支口で転倒を防ぐ構造に変化する。それとともに、地台

石（地覆石）および甲石（葛石）には正面角部に装飾的な段が削り出されるようになる

（第18図－4）。景徳王陵、掛陵（元聖王陵）、興徳王陵、金庚信墓、真徳女王陵、憲徳王

陵など、ほぼ同型式・同構造の王陵が数多く築かれている。

この型式の護石の変遷は、十二支像における図像の簡略化、および護石を構成する各石

材の法量変化によって跡付けることができる。十二支像は一方の手に武器をもった獣頭人

身の立像で、重厚な甲冑を着装した武服姿のものと、袴の上に衣をまとって腹前で帯を締

める平服姿のものの2種がある。一般的な図像の型式変化と同様に、複雑な表現から簡易

な表現へと変化したとみて間違いないが、表現が複雑な古相のものほど肉厚に浮き彫りさ

れ、額縁状の外周帯から図像が高く突出するが、表現が退化した新相のものでは加工度が

低下し、図像の外周帯からの突出はみられなくなる。当初は撑石正面の中央に高まりを残

した段階で十二支像を削り出し、ノミで大掛かりに彫り込こんで外周帯を作り出していた

のに対し、新段階のものは先に撑石正面部分をキャンバス状に平坦加工した上で、図像と

外周帯に挟まれた範囲のみを彫りくぼめる工法へと変化する（第19・21図）。

以上の変化の方向性を踏まえると、各王陵の十二支像の変化は、武服姿のものが景徳王

陵→掛陵（元聖王陵）→興徳王陵→真徳女王陵、平服姿のものが金庚信墓→陵旨塔址子像

→憲徳王陵の順に配列できよう。両者の併行関係は、十二支像の突出度からみて、興徳王

陵と真徳女王陵の間に金庚信墓が位置づけられ、真徳女王陵と憲徳王陵がほぼ併行するも

のと推測される。前述の地台石正面角部の装飾的な段は、古相のものでは明瞭な3段構成

となるが、金庚信墓や真徳女王陵、憲徳王陵では3段のうちの上段が著しく退化する、あ

るいは2段構成となることからも、そうした変遷観が支持されよう。興味深いのは、こう

した護石の編年観と、各構成部材のサイズの変化が概ね対応している点である。高さと奥

行については、護石の構造上、大きな変化は生じないが、幅については著しい変化がある。

ここではプロトタイプである聖徳王陵にまで遡って、面石と地台石の幅を1cm単位のヒ

ストグラムで示す（第20・22図）。
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第19図 新羅王陵十二支像（丑）の変遷 1：30

第20図 新羅王陵における撑石（幅）のヒストグラム
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第21図 新羅王陵十二支像（卯）の変遷 1：30

第22図 新羅王陵における地台石（幅）のヒストグラム
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一見してわかるように、石材幅は当初は小さいが、その後、徐々に拡大し、金庚信墓や

真徳女王陵では地台石で幅230cmを超えるような巨大なものが使用されるに至る。すな

わち、大型化のピーク時には水平距離2m以上を矢穴技法で割り取っていたことになる。

一方で、ピーク時には同時に石材の規格にもばらつきも生じ始めており、憲徳王陵では規

格にばらつきを含んだまま石材全体は小型化する。先に十二支像の表現からほぼ併行する

とみた真徳女王陵と憲徳王陵では、石材幅のあり方からすると後者のほうが後出する可能

性が高い。いずれにしても、こうした王陵護石にみるサイズおよび規格の変化は、統一新

羅の石材加工の盛衰を反映したものといえよう27。

景徳王陵タイプの護石の存続年代については、先にプロトタイプである聖徳王陵を8世

紀初頭に位置づけたことから、上限はそれに続く8世紀前半に置くことができよう。十二

支像や石材幅の変化から本型式の中相に位置づけられる興徳王陵は、「興徳」と刻んだ碑

石の出土から興徳王を葬ったことが確実視されており、836年前後の年代が与えられよう。

それに後出する金庚信墓や真徳女王陵、憲徳王陵は9世紀中頃から後半の所産と推測する。

なお、前述の「未完成王陵」石材は、石材幅から景徳王陵と掛陵との間に位置づけられ

る。「未完成王陵」石材の十二支像は、陵只塔址へ転用されたものと推定されているが、

陵只塔址の十二支像（平服姿の子像を除く）も、その肉厚で繊細な表現から景徳王陵と掛

陵の間において違和感はない。8世紀中頃の年代が与えられよう。

新羅の石材加工盛衰の背景 以上のような王陵護石にみる新羅の石材加工の盛衰は、国家

機構の成熟および衰退を背景にしたもので、同時期の宗教的・政治的施設全般の石材生

産・消費を反映している可能性が高い。そのことは、定型化した段階の王陵護石の構造や

装飾が同時代における寺院の基壇とほぼ共通することに端的に示される。宮殿の基壇構造

の全体像はいまだ不鮮明な部分もあるが、東宮・月池の調査成果からも、半島統一後の7

世紀後半から9世紀前半にかけての期間は、おそらく宮殿も含む宗教的・政治的施設全般

の造営を背景に石工技術が高度に発達を遂げ、膨大な消費量を背景に加工石材の専業・量

産体制が確立し、長期にわたって維持されていたものと推測される。

しかしながら、その後、9世紀中頃以降、王陵護石の規格性が弛緩していくことが象徴

するように、新羅の石材加工は衰退に向かう。近年の月城の発掘調査では、統一新羅末期

とみられる最上層において、切石ではなく自然の川原石による基壇ないしは区画遺構が検

出されており、石材加工の衰退状況を裏付けている。

3．三角形矢穴採用の背景
以上のような新羅における石材加工の実態や生産体制の盛衰を確認した上で、再び、矢

穴技法の評価に話を戻そう。統一新羅時代の矢穴技法は、縦断面三角形の矢穴を密に穿っ

て石材を割り取る点に特徴がある。繰り返しになるが、縦断面三角形の矢穴は、従来、朝
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３ 皇龍寺中金堂台座石西７南列　縦断面
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４ 感恩寺長台石東１ ５ 未完成王陵石材 石２ ６ 南山三陵渓谷石材２

１ 皇龍寺中金堂台座石東６北西面 ２ 皇龍寺中金堂台座石西７北列

鮮半島において通時的に用いられたかのように理解されてきたが、統一新羅時代に固有の

ものである。つまり、三角形矢穴による採石加工は古代国家としての新羅の盛衰とほぼ軌

を同じくして展開を遂げたといっても過言ではない。では、その矢穴形状が三角形に固執

した理由や背景はどこにあったのだろうか。

前述したように、新羅の矢穴技法の本質は、大規模な採石作業ではなく、多種多様で複

雑な造形からなる石造物の基本形状を形作ることにあった。三角形矢穴は、方形矢穴に比

べて石材の掘削量が少なく、深さも4～10cmほどであるため、石材が切断される際の矢

穴相互の連動性が方形矢穴よりも劣り、深く大規模に石材を割り取るには難がある矢穴形

状といえる。矢穴間の距離を極めて密にする点は、三角形矢穴のこうした欠点を補うため

の処置とみられる。一方で、石材の掘削量を抑えることができる点は、作業量の縮小につ

ながるため、量産体制化においてはむしろ合理的ともいえる。三角形矢穴による石材加工

は、国家主導による宗教的・政治的記念物の造営ラッシュに対応すべく、製作・生産工程

の合理化のなかで生み出されたものであった点は疑いない。

三角形矢穴は、前述のように高麗初期の石材加工に継承された可能性があるものの、以

後、高麗・朝鮮時代を通じて方形矢穴が用いられていく。世界的にみても矢穴の基本形状

は方形であり、三角形を呈する統一新羅の矢穴形状は極めて稀有なものである。ここでは、

その採用の背景を矢穴掘削作業の短縮化として理解したが、少なくとも、統一新羅の石材

加工のピーク時においてはほかの形状の矢穴が併存せず、特異ともいえる三角形矢穴のみ

が用い続けられる状況は、その生産体制が大きくは一元化・集約化されていたことを示唆

する。統一新羅では、寺院・宮殿・古墳の基壇・護石のみならず、城壁・橋梁・石塔・石

窟・摩崖仏など多種多様な石製構造物が造営・建設されるが、そこでの一貫した三角形矢

第 23図 新羅における矢穴の断面形状 1：10

日韓古代国家成立期における石工技術の比較研究

3333

2021.03.16 14.17.48 Page 51 ／【Ｋ：】Ｓｅｒｖｅｒ／ｖｅｒ７県外・県内／２６６７４１日韓文化財論集Ⅳ／本文／廣瀬　覚・高田祐一　　　ｐ００１－０４１



穴の展開は、古代国家の管理下で専業化を遂げた石工集団の存在を裏付けるものといえよ

う。

Ⅴ．日韓古代国家成立期における石工技術の展開とその背景

ここまで、新羅を中心とする朝鮮半島の国家成立期における石材加工の展開過程を詳し

く分析してきた。その成果を踏まえて、最後に日韓における古代国家成立期の石工技術、

および加工石材の生産体制について、その共通性や差異を検討し、その歴史的意義につい

て考察したい。

1．飛鳥時代開始期の朝鮮半島系技術の再評価
飛鳥時代初頭（6世紀末から7世紀初め）における硬質石材（花崗岩類）の加工開始は、

かねてより日本古代における石工技術史上の画期として評価されてきており、その背景に

飛鳥寺に象徴される初期寺院造営に際しての百済からの技術支援・導入が読み取られてき

た。しかしながら、日本で最初の本格的寺院である飛鳥寺には、いまだ定型化段階の切石

積基壇の姿はなく、低い基壇にブロック状の石材を積み上げる程度にとどまっている（第

24図－1）。他方、同時期の百済・扶余周辺の寺院では瓦積基壇のほうが多用されてお

り28、切石積基壇は未発達であった蓋然性が高い。しばしば飛鳥寺との関係が指摘される

王興寺でも創建期の基壇外装は自然石による乱石積みであり（第25図－1・2）、益山王

宮里遺跡においてようやく切石ブロックを積み上げる石垣が確認できる程度である（第25

図－3）。すなわち、朝鮮半島でも6世紀末から7世紀初めの段階では切石積基壇は十分

発達を遂げておらず、この段階の切石加工は、礎石や基壇周囲で使用される少量の石材の

加工が中心であったとみられる。そこでは、自然の転石・塊石を採石し、使用面のみを表

面処理する加工が中心であり、矢穴技法による採石・成形は存在したとしても多用されて

はいなかったとみられる。飛鳥時代初期に朝鮮半島から導入された硬質石材の加工技術は

この段階のもので、矢穴技法をともなわず、ひたすらノミによる敲打で使用面のみを平

坦・平滑化するという至ってシンプルなものだったのである。

2 平城薬師寺金堂（8世紀初）1 飛鳥寺中金堂（6世紀末）

第 24図 日本における石造基壇外装の新旧
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その後も、日本では矢穴技法が導入されることはなく、7世紀中頃以降の切石の需要拡

大に際しては、矢穴技法を必要とせず、掘割技法で採石可能な軟質石材を中心的素材とす

ることでこれに対処していくことになる。ただし、軟質石材の切石加工で駆使される、割

付線や基準線を引いて、敲打技法で精緻な平坦面を作り出す技術は、元来、硬質石材の成

形・仕上げ工程に用いられてきたものである。日本では、軟質・軽量で採石・運搬が容易

な二上山凝灰岩を用い、最終成形・仕上げ工程にのみ半島由来の硬質石材の平坦加工技術

を応用することで、国家的造営事業における膨大な切石需要を満たしていたのである。

2．日韓における7世紀中頃以降の石材加工の活発化
朝鮮半島で石材加工が活発化するのは、7世紀中頃からである。百済では益山弥勒寺で

各堂塔に定型化した切石積基壇が採用され、石塔の建立も開始される。新羅では皇龍寺の

伽藍整備が進み、また最初の双塔式伽藍である四天王寺も建立される。こうした大規模寺

院の造営に際して、花崗岩類の大量加工・消費が進んだことが確実視されるが、それと同

時に矢穴技法が顕在化してくることは興味深い。

ただし、弥勒寺や皇龍寺、四天王寺にみる初期の矢穴技法では、統一新羅時代に典型的

な縦断面三角形の矢穴ではなく、三国時代以来の方形あるいは隅丸方形状の矢穴が使用さ

れた。三角形矢穴の盛行は7世紀後半からであり、寺院のみならず、宮殿、王陵、橋梁な

どの国家的事業を通じて花崗岩切石が大量消費されていく過程にみごとに対応している。

前述したように、三角形矢穴による統一新羅の矢穴技法は採石よりも成形に主体を置く技

法であった。その上で、朝鮮半島の石材加工の展開のなかでも特異ともいえる三角形矢穴

採用の背景を、矢穴掘削における作業量の削減、すなわち製作・生産工程の合理化に求め

てよければ、統一新羅における石材加工の全盛期にそれが採用されていく理由も一応は理

解が可能である。かつ8・9世紀を通じて、ほかの形状の矢穴が採用されず、三角形矢穴

のみが広く用いられていく背景には、国家的造営事業を契機とする石工集団の専業化と一

元的な生産体制の確立を読み取ることが許されよう。

一方、日本でも7世紀中頃の創建である山田寺や川原寺で、花崗岩製の地覆石上面に二

上山凝灰岩製の高い羽目石、束石を載せる切石積基壇が採用され（第1図－1）、さらに

7世紀末の本薬師寺や大官大寺、藤原宮大極殿院などでは、基壇最下部の延石や地覆石に

も二上山凝灰岩を用いるようになり、切石積基壇が発達・定型化する（第24図－2）。切

石積基壇については、従来、新羅を経由して7世紀後半以降に日本へと導入される図式が

描かれることもあったが29、641年以降とされる山田寺の創建年代を考慮すると、我が国

でも百済・新羅に大きく遅れることなく切石積基壇が出現・盛行していったのが実態とい

える。

また切石加工の最盛期には寺院のみならず、宮殿や王陵級の古墳でも同じく二上山凝灰
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岩製の切石が大量消費されていく。宮殿において最初に切石積基壇を導入した藤原宮大極

殿の基壇外装、藤原京造営を推進した天武天皇を葬った野口王墓古墳の墳丘外装、壁画古

墳で著名なキトラ古墳や高松塚古墳の石槨石材は、いずれも二上山凝灰岩製であり、かつ

複雑な仕口や規格性を備える点でも共通する。日本列島でも、朝鮮半島と同じく律令国家

が主導する宗教的・政治的記念物の造営を通じて石工集団が専業化を遂げ、一元的・集約

的な生産体制が生み出されていく過程を辿ることができる。

3．日韓古代国家成立期における石材加工の技術的相違

ただし、朝鮮半島では石塔や基壇外装などの加工石材の大量消費に際しても専ら硬質の

花崗岩を使用していくのに対し、日本では軟質の二上山凝灰岩を用いており、石材選択の

点では彼我で大きな相違が存在したことになる。その背景に、矢穴技法を欠く当時の日本

の石工技術の限界を指摘できる。前述したように、飛鳥時代初期（6世紀末）に導入され

た朝鮮半島系の硬質石材の加工技術は、ノミによる敲打（ノミ叩き技法、ノミ連打技法、

ノミ小叩き技法）を基本とする使用面の表面処理に特化したものであり、矢穴技法による

切断工程をともなっていなかったとみられる。朝鮮半島では、既に三国時代には矢穴技法

が存在していたが、まだその使用は恒常化しておらず、7世紀中頃の石材加工の活発化を

待ってようやく同技法が顕在化してくることは前述した通りである。

すなわち、日本、朝鮮半島ともほぼ時を同じくして7世紀中頃に切石の需要が拡大する

1．扶余王興寺金堂基壇 2．王興寺金堂基壇細部 3．益山王宮里庭園遺構 4．益山弥勒寺講堂基壇

1 3

2 4

第 25 図 百済における石造基壇外装の新旧
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が、百済・新羅ではそれ以前に一部で使用されていた矢穴技法を加工工程の中心に据える

ことで、硬質石材を素材に石塔や基壇外装に用いる複雑な石製部材を作り出すことが可能

となった。いや、王宮が置かれた益山や慶州が花崗岩地帯であったからこそ、矢穴技法に

よる石材加工が発達を遂げたといえるかもしれない。

一方、日本では、王宮からさほど遠くない奈良盆地縁辺部に軽量・軟質の石材を求める

ことができたという地質的環境にくわえて、矢穴技法による切断・成形工程を持ちあわせ

ていなかったという技術的制約が大きく、ゆえに7世紀中頃以降の切石の需要拡大に際し

て軟質の二上山凝灰岩でもって対処せざるを得なかったものと考えられる。結果的にこの

時の選択が、古代日本の切石加工における軟質石材主体の路線を決定づけることとなった。

二上山凝灰岩のほかにも、8世紀中頃には平城京東郊の地獄谷周辺の凝灰岩が開発され、

平城宮や京内寺院に供給されたほか、10世紀前半成立の『延喜式』木工寮には、大阪石

（二上山凝灰岩）7920寸と並んで讃岐石6300寸を車載する記述があり、ここでの「讃岐

石」はさぬき市火山産出の白色凝灰岩（火山石）である可能性が高い30。いずれにしても、

日本では13世紀後半に中国・宋人石工が矢穴技法をもたらすまで、中央の国家的造営事業

においても、凝灰岩を中心とする軟質石材主体の生産と消費が継続したのである。

Ｖ．おわりに

以上のように、本論では、矢穴技法の導入や展開の問題を中心に、古代日韓の石工技術

の共通性や差異について検討し、その歴史的意義について論じてきた。従来、日本古代の

石工技術については、十分な検討を経ないまま朝鮮半島との関係が議論されてきたが、今

回の共同研究によって、新羅を中心とする石材加工に対して集中的に実地調査をおこなう

ことができ、少なからず、今後の研究につながるいくつかの新たな認識を提示することが

できたと考える。その一つが、新羅の矢穴技法に対する理解であり、従来、「半島系タイ

プ」とされた縦断面三角形矢穴は、新羅が国家形成を進めるなかで発展させた統一新羅時

代に特有の矢穴型式であること、またその本質は採石よりも成形に主体を置く技法である

ことを明確にできた。さらに副産物として、日本中近世移行期の矢穴形状の変化が、日本

国内の独自の変化ではなく、高麗・朝鮮時代の方形矢穴から影響を受けた可能性も指摘す

ることができた。ただし、ここでの検討成果は現段階で我々が持ちえた情報を合理的に解

釈した結果にほかならず、さらなる追加調査や矢穴技法に対する実験的検討が必要となる

ことはいうまでもない。

とはいえ、日韓の古代国家成立期である7世紀後半に、石材選択を含む技術的対応に差

を孕みつつも、両者でほぼ連動して石材加工が飛躍的に発達を遂げたとする本稿の結論自

体は、今後も修正の必要がないものと確信する。古代国家成立期に寺院・宮殿・古墳とい
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った政治的・宗教的諸施設を精緻に加工した石材で荘厳化する行為、およびその生産体制

が連動して発達していく点は、中華帝国の周辺で国家形成を遂げた日韓両国に共通する現

象の一つとして改めて注目される。その背景として、強大な唐の政治的圧力に対峙すべく、

急ぎ唐の政治・文化的諸制度を受容し、整備していかざるを得なかった日韓に共通した国

際感覚、および国家的課題の存在を読み取ることができよう。
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立羅州文化財研究所、国立加耶文化財研究所、国立慶州博物館、国立益山博物館、（財）

東亜細亜文化財研究院、（財）聖林文化財研究院ほかの、各機関およびご所属の多くの皆
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術が投影された可能性もあろう。新羅王陵では、埋葬施設の構造が判明する事例が乏しいが、十二支

像の特徴から掛陵と同時期の8世紀後半に比定される九政洞方形墳では、石室にも護石と同様の切石

の使用が確認できる。

27 王陵護石の各石材幅については、墳丘の全周距離および石材の配置計画との関係を考慮する必要があ

る。すなわち、定型化段階の統一新羅王陵は、撑石と撑石の間に面石1枚を配置し、上下に置かれる

台石と甲石は撑石の部分で隣り合う石材と接合する構造となる。このため、撑石でもって墳丘全周が

おおよそ等間隔に分割されることになり、墳丘規模に応じて24分割、36分割、48分割の3者が存在す

る。したがって、地台石や甲石の幅は、本来、墳丘全周距離を分割単位数で割った値が計画上の値と

なるはずで、例えば、掛陵では直径22m、全周69.8mで、これを36分割するため、69.8÷36＝1.916

mが地台石・甲石の理想的な幅となり、実際の平均値もほぼこれに近い値となっている。

これに対して、金庚信墓は直径15.9mで、全周49.9mを撑石で24分割する。したがって、地台

石・甲石の幅の計画値は2.08mとなるが、地台石の実際の幅は平均2.15m、最大2.3mで計画値を上
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回る大型石材が多数使用されている。金庚信墓では、そもそも規格にばらつきがあり、1.68mの極
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14.3m、全周44.9mを撑石で24分割するため、地台石・甲石の幅の計画値は1.87mとなるが、実際

には2.35mに及ぶ巨大な地台石が使用されているが、やはり極端に小型の地台石を混用して誤差の

解消を図っている。

以上のような石材のサイズやその規格の変化をみると、石材の大型化は矢穴技法による石材分割技

術の進展として評価できる反面、規格化の崩壊とも表裏の関係にあったことが理解できる。
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とみられる。いずれにしても、平安時代には、二上山凝灰岩、およびそれと同様の軟質石材の使用が

続いたことは間違いない。
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挿図・表出典

第1表 註2文献に掲載のものを改変し作成。
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第1図 奈良文化財研究所提供。

第2図 廣瀬 覚『三次元計測による飛鳥時代の石工技術の復元的研究』平成23～26年度科学研究費（若

手研究Ｂ）研究成果報告書、奈良文化財研究所、2015年より転載。

第3図 註8文献より転載。

第4図 森岡秀人・藤川祐作「矢穴調査報告」『額安寺宝篋印塔修理報告書』大和郡山市文化財調査報告

書第18集、2011年より転載。

第6図 1・2：註14文献、3：註3文献より転載。

第13図 註18文献より転載。

第16図 国立慶州文化財研究所・慶州市『感恩寺発掘調査報告書』、1997年、pp.207－208より転載。

第19・21図 国立慶州文化財研究所・慶州市『新羅古墳 基礎学術調査研究Ⅳ 石造物資料』、2007年より

作成。

第24図 奈良文化財研究所提供。

第25図 1・2：国立扶余文化財研究所『王興寺址Ⅲ 木塔址 金堂址発掘調査報告書』、2009年より転載。

上記以外はいずれも筆者計測・撮影・作成。
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한일 고대국가 성립기의 석공기술 비교연구

廣瀬 覚・高田 祐一（히로세 사토루·다카타 유이치）

요 지지 본고는 고대국가 성립기의 한일 석공기술을 비교하고 공통점과 차이점을 확인하

는 작업을 통하여 고대 한일 석공기술의 발전 과정과 역사적 의의를 추구하였다.

고대 한일 석공기술의 가장 큰 차이점은 쐐기기법에 의한 석재 절단공정（石材切断工程）

의 유무이다. 한반도에서는 삼국시대에 원초적 쐐기기법이 출현하였으나 본격적으로 도입

된 시기는７세기 중반 이후이다. 통일신라시대에는 특징적인 종단면 삼각형의 矢穴이 등

장하며, 고려시대 이후는 다시 방형（方形）矢穴로 되돌아간다. 이러한 점을 통해서도 삼각

형 矢穴의 전개는 신라의 흥망성쇠와 거의 같은 흐름을 보이며, 그 배경에는 국가적인 조

영사업을 통해서 전업화를 이룬 석공집단이 존재하였음을 추측할 수 있다. 또한 신라의 쐐

기기법은 석재의 성형을 주목적으로 하는 것이며, 채석 자체는 자연의 섭리와 전석에 크게

의거하였다. 아스카시대 초기에 한반도에서 전해진 경질석재 가공기술은 한반도에서도 쐐

기기법이 미성숙한 단계로, 자연의 전석 및 괴석을 끌을 이용한 고타（敲打）방식으로 표

면처리를 할 만큼 상대적으로 간이한 것이었다고 보인다. 결과적으로７세기 중반 이후 석

재가공의 복잡화와 소비의 확대에 대해서 한반도는 쐐기기법을 사용하여 경질석재를 성형

한 것이 비해, 동 기법이 없는 일본에서는 경질의 응회암을 중심 소재로 사용하여 대처할

수밖에 없었다고 여겨진다.

그러한 기술적 차이가 존재하는 한편 일본, 한반도 모두 국가의 종교적, 정치적 시설의

조영사업을 통해７세기 후반에 석공기술이 급속히 발달해 나간 점은 일치한다. 그 배경에

는 강대한 당나라의 압력에 대치하기 위해서 정치, 문화 제도를 급히 정비해 나가려고 하

는 한일 간에 공통된 국가적 과제가 존재했다는 것을 알 수 있다.

주제어 :: 석공기술, 쐐기기법, 경질석재, 연질석재, 화강암, 응회암
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Comparative Study of Stone Masonry Techniques between Japan

and Korea in the State Formation Period

Satoru Hirose and Yuichi Takata

Abstracts: This paper compares stone masonry techniques in Japan and Korea by examining the

development and historical significance of methods used during the period of state formation.

In Korea we focused on the punched-out hole method of stone cutting seen on stone monuments

and quarries. Observations confirmed that the punched-out hole technique was used mainly for

shaping stone, while at quarries the exploitation of a natural joint-face or bounding stones was

favoured. In addition, the use of a longitudinal-triangle, punched-out hole is distinctive in the

Unified Silla, and rapidly developed after the mid-seventh century—with an increased demand for

complicated forms and regulated products of hard granite. Stone masonry techniques in Japan,

introduced in the sixth century, predate the development of the punched-out hole techniques of

Korea, and used a simpler surface treatment with a chisel on the natural stone. The punched-out

hole technique was not introduced into Japan but, to cope with an increase in production, they

shifted to the softer stone material of tuff.

Despite these different techniques, the increase and development of stone masonry was

enhanced by the construction of religious and political facilities common to Japan and Korea. This

rapid specialization of stone masonry in both countries indicates the same governmental task: the

consolidation of political and cultural systems to face the mighty Tang dynasty.

Keywords: Stone Masonry Techniques, Punched-out Hole Techniques, Hard Stone Material,

Soft Stone Material, Granite, Tuff.
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古代日韓における古墳築造技法の比較検討
－嶺南・湖南地域と日本の大型封土墳を中心に－

鄭 仁 邰・呉 東 墠・尹 享 準

Ⅰ．はじめに

Ⅱ．嶺南・湖南地域の主な古墳築造技法の事例

Ⅲ．日本の主な古墳築造技法の事例

Ⅳ．古墳築造技法の比較

Ⅴ．まとめ

要 旨 日本では、4～5世紀には封土墳築造以前の金海・釜山と類似した竪穴式石槨や組合式木槨が

使用され、5世紀以降になると、壁石－蓋石の粘土充填とともに主副槨構造が現れる。昌寧、陜川、大邱、

釜山でみられる隔壁構造は、岡山県、長野県で確認され、星州、尚州などでみられる「ㄱ」字形の主副槨

構造は、福岡県、長野県で確認された。また、昌寧、星州、大邱などでみられる板石組構造は、福岡県、

長野県で確認されている。これらの地域では、馬を埋葬する儀式や馬具・装身具や鍛冶具など、特に加耶

と関連する副葬品が共伴している。しかしながら、封土や埋葬施設の規模は小さく、古墳築造技法のなか

で一部が採用されている点が特徴として挙げられる。一方で、高い階層の古墳で採用される横穴式石室は、

百済および栄山江流域石室の影響を受けており、対照的である。

嶺南・湖南地域では、西南海岸で独自的・一時的に倭系古墳が築造され、埋葬施設、葺石、副葬遺物な

どで倭系要素が確認されている。6世紀前後に栄山江流域で造られた前方後円形古墳も墳形、葺石、築造

技法（構築墓壙、土堤）、副葬遺物、儀礼（円筒形土器、埴輪）など、あらゆる面で倭の要素が色濃く現

れている。

日本の蔵塚古墳、人形塚古墳でみられる粘土ブロックを用いた区画盛土は、敷葉工法とともに朝鮮半島

から伝わった技術であると考えられ、3世紀中葉に築造されたホケノ山古墳でみられる木組架構施設は、

金海を経由して朝鮮半島に伝わった可能性がある。

キーワード 封土墳 築造技法 土木技術 区画盛土 技術交流

鄭：国立慶州文化財研究所
呉：国立江華文化財研究所
尹：国立文化財研究所
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Ⅰ．はじめに

古代の韓国と日本は今日と変わらない活発な交流をおこなっており、多くの文物が相互

に伝えられた。それにともない土器や鉄器の製作技術、また、都城・寺院・城郭・墳墓1

などを築く建築技術や土木技術なども相互に影響し合う関係であったことが知られている。

そのなかでも、数世代に渡って長期間存続した国、または集団がもつ葬礼文化を反映す

る墳墓は、ほかのどの遺構よりも保守的な性格をもっているといえよう。戦争、征服、移

住、または特殊な政治的状況などが起こらない限り、簡単に父や祖父時代の葬送儀礼を変

えることは容易ではない。墳墓を構成するさまざまな要素のなかでも、特にその構造、す

なわち、墓制やその築造、遺骸と副葬品を納めながらおこなわれる葬送儀礼は、さまざま

な属性のなかでもっとも保守的で在地的な要素だといえる。一方で、墓を覆う封土、護石、

周溝などの付属施設は、地形的な要因や技術交流などによって多様化することもありうる。

墳墓がもつこのような特性にもとづき、異なる集団がもつ墳墓の属性を比較すれば、当時

の集団間の交流・交渉の実相を解き明かすことができる。

本稿は、韓国国立文化財研究所と奈良文化財研究所が2016～2020年まで共同で実施した

第4次日韓共同研究課題、「日韓古墳築造技法の比較研究」の研究成果である。本研究の

目的は新羅、加耶、馬韓など、朝鮮半島の古代国家および小国（または政治体）と、同時

期の日本でみられる墳墓の築造技法を比較し、当時の韓国と日本の交流・交渉の実相と、

これを通じて朝鮮半島の古代国家および小国の政治・社会像を解き明かす基礎資料を提示

することにある。

検討対象の時期的な範囲は、朝鮮半島南部地域で封土墳2が造られた5世紀から6世紀

までとする3。空間的な範囲は、新羅・加耶・馬韓の文化圏である朝鮮半島の嶺南・湖南

地域と、日本全域である。対象とした古墳は、嶺南・湖南地域の各々の文化圏でも最上位

の大型封土墳で、これと比較する日本の主要古墳も前方後円墳などの大型盛土墳を中心と

する。また「築造技法」では、築造工程、立地、埋葬主体部の構造と築造技術および方法、

封土の盛土技術や方法を含めて検討する4。

Ⅱ．嶺南・湖南地域の主な古墳築造技法の事例

1．嶺南
（1）慶州皇南大塚南墳5

皇南大塚南墳と北墳は瓢箪形の連接墳で、南墳、北墳の順に築造された。平地に位置し、

築造時期は5世紀前葉説（奈勿王陵、または実聖王陵と推定）と中葉説（訥祗王陵と推

定）がある。南墳は東西83m、南北70mの楕円形を呈する。埋葬主体部は地上式で、主

鄭 仁 邰・呉 東 墠・尹 享 準
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槨と副槨は「Ｔ」字形に配置される。床全面には川原石が敷かれる。木槨（外槨）ととも

に、木柱と横木を組み合わせた木組架構施設を設け、これを基準に側壁に石を積み上げて

いる。下部封土6は盛土による。木蓋の架構後、その上部は広範囲で積石をおこない埋葬

主体部を覆う。主槨は外槨を基準にすると東西6.5m、南北4.1m、高さ3.7mで、外槨内

には2基の槨がある。積石部の規模は東西27.2m、南北19.7m、高さ4.1mで、平面形は

楕円形を呈する。上部積石後、上部封土の盛土をおこなう。封土全面の調査はなされてい

ないが、埋葬主体部を調査するトレンチの土層から、垂直または斜線に延びる石列が検出

された。また、護石の上段部に一定間隔で面を揃えた石列が確認されたことから、一定間

隔で区画盛土がおこなわれたと推定される。護石列は、外縁に比較的大型の川原石を置き、

背面には厚く石を詰めており、上段部を基準にすると幅が2.1mに達する。北墳は、南墳

の封土と護石の一部を破壊し埋葬主体部を築いている。北墳の東側は、護石列を南墳護石

列と重ねることで連接させている。

（2）慶州チョクセム44号墳

2007年の廃古墳の調査で初めて確認され、2008～2009年に1次調査を実施し古墳の範囲

や構造を確認した。2014年から現在まで、封土と埋葬主体部などに関する2次調査を実施

している。長軸31m、短軸23mの楕円形墳で、積石部は19m×16.4mである。埋葬主体

部の築造と同時に側壁部に積石をおこない、木柱の跡が一定の間隔で存在していることか

ら、横木が組み合わさっていたと推定される。側壁の積石後、下部封土の盛土と護石を設

置しているが、24の空間に区画して盛土をおこなったと推定される。残存する区画境界に

は、石列、粘土ブロック列が各1列検出され、それ以外の範囲には交互盛土の痕跡のみが

みられる。古墳北側にのみ、護石外面にほぼ接して大壺9点が正置状態で出土し、内部や

周辺から高杯、蓋杯、土玉などが出土した。護石列は2段にわたり、下段は4～6段積み

上げて裏込めをおこなっている。一方、味鄒王陵6区積石木槨墳の周辺からは、護石を巡

らす竪穴内部に馬を埋納した事例が確認された。

（3）大邱不老洞91号墳・93号墳

丘陵尾根上と末端部に大型封土墳が、周辺斜面に中・小型墳が位置する。91号墳は直径

21.5mの円墳で、4回にわたって封土が増築された。いずれも先行する封土を掘削して

築いている。近隣の93号墳は東西18m、南北14.5mの楕円形墳で、護石を巡らす。埋葬

主体部は半地下式で、壁体上段とともに下部封土は外方へ傾斜させて盛土がおこなわれる。

上部封土は護石と周辺を盛土して1次水平面を造成したのち、本格的な築造が始まる。主

軸と斜線方向に石列1基が延び、これを境界に石を多く含む土と砂質粘土が古墳の中心か

ら交互に盛土されていることから、区画盛土が推定される。埋葬主体部は、主槨と副槨が

一つの墓壙内にあり、板石を平積みした隔壁によって仕切られる。副槨は主槨より幅が狭

古代日韓における古墳築造技法の比較検討

4477

2021.03.16 14.21.00 Page 65 ／【Ｋ：】Ｓｅｒｖｅｒ／ｖｅｒ７県外・県内／２６６７４１日韓文化財論集Ⅳ／本文／鄭・呉・尹　　　　　　　ｐ０４５－１１１



く、短壁が隅丸を呈する点が特徴である。主槨には木槨が設置されている。例外的に91－

1号墳は主槨に甕棺を用い、隔壁は板石1枚を立て、天井に蓋石を架構する。91号墳・93

号墳は5世紀中・後葉に築かれたと推定される。

（4）大邱花園城山里1号墳

丘陵末端部の緩やかな斜面に立地する。封土の直径は20mと推定され、護石は確認さ

れていない。異穴主副槨式で、平面「Ｔ」字形に配置されており、埋葬主体部は竪穴式石

槨である。主槨は半地下式構造を有する。床面には川原石を敷き、殉葬者と推定される人

骨が検出された。天井部は蓋石を用いる。主槨は全長4.8m、幅1m、高さ1.5m前後で、

割石を用いて下段は石材を長手方向に、上段は石材を縦に立てて積み上げ構築している。

半地下式の埋葬主体部上段の壁体構築とともに、その周囲に盛土をおこなう。その後外縁

に盛土をおこなっていくが、地形が高い東を除き、平面「Ｃ」字形、断面三角形の土堤を

築き、土堤内部は水平、または内側へ向かって傾斜させて盛土をおこなう。この際、11個

の石列で放射状に区画している。この過程で殉葬槨1基が造られ、そして最後に石槨2基

が同じ封土内に構築された。

（5）大邱達城城下里1号墳

琵瑟山から延びる尾根上に7基の封土墳が分布し、その最末端部に1号墳が位置する。

6世紀前葉に築かれた直径20.4mの円墳である。埋葬主体部の2／3は地上に位置し、

全長6.1m、幅1.3mと細長い。両長壁に4基の木柱が立てられ、横方向に石材が置かれて

いることから、上部に角材を横木として用いていたと推定される。内部空間は3分割され、

木柱は壁体内側に設置されている。両長壁の周縁は、一定の幅で石を敷いて補強している。

入口部下段は、三面の壁体と同時に築かれており、内部に追葬の痕跡は認められない。床

面には木材を置き、中央の屍床は半分は板石、残り半分には小型の割石を敷き、その上に

もさらに小型の割石を全体的に敷く。埋葬主体部の壁体上段と下部封土の構築範囲は、古

墳の外縁まで及ばず、周辺部のみを外方へ傾斜させながら盛土をおこなっている。そして

護石とともに、外縁に断面三角形の土堤を築く。この段階で、墓道の中心に石列が配置さ

れる。そして17の放射状粘土ブロック列によって1次上部盛土がおこなわれるが、入口部

の封土には、墓道壁体を粘土ブロックで構築した墳中墓道が確認された。墓道の壁体も区

画の基準になっていることがわかる。次に、11個の区画列による2次盛土、4個の区画列

による3次盛土がおこなわれ、工程ごとに横方向の区画もなされた。墓道中心の石列を除

き、すべて粘土ブロックを用いた盛土である。

（6）慶山造永洞ＥＩ－1号墳

林堂遺跡は、紀元前2世紀から紀元後7世紀に至る大規模な古墳群、環濠、土城、住居

址、低湿地などが確認された複合遺跡で、新羅服属前は押督国として知られていた。残存
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する大型封土墳は、林堂土城南の丘陵末端部に位置する林堂洞群、遺跡中央にある造永洞

群、北東に延びる尾根の末端部と斜面に位置する夫迪里群に分けられる。造永洞ＥＩ－1

号墳は異穴主副槨式で、平面「昌」字形の配置である。木槨墓17基と甕棺墓4基を構築後、

封土を築いている。岩壙木槨墓で、墓壙床面に木槨を置き、木槨と墓壙間を充填するが、

その上面には器台、高杯など数多くの土器が納められた。墓壙上面は蓋石で覆う。主槨に

は、被葬者とは別に2体と推定される殉葬者が、副槨からは斜方向に置かれた殉葬者1体

が確認された。床面中央からは6基のピットが検出されている。長軸18m、短軸15mの

楕円形墳で、古墳外縁に土堤を設けた後、その内側に傾め方向に盛土をおこない、護石を

巡らす。ＥＩ－1号墳は5世紀中葉に築造されたと推定される。

（7）星州星山洞古墳群

5世紀から7世紀に至るまで約100基に達する大小の封土墳が築かれた。38号墳は平面

「11」字形に主・副槨を配置しており、主槨と副槨は短壁を揃えて並列する。直径17.5m

で、封土に放射状の石列が1列あり、主槨裏込め石から標識石を置き、あるいは土色の異

なる粘土帯で区画境界を表していると報告されている。主槨は全長3.6m、幅1.5～1.7m

の竪穴式石槨で、大型の板石を長手方向に置いたり、縦に立てて積み、その間に小型の割

石を充填する。墓壙と壁体間には幅1.5m前後に厚く石を詰めて裏込めを施し、天井は蓋

石を架構する。副槨は割石積みである。主槨と副槨の間には殉葬槨1基が主軸を揃えて築

かれる。副槨には斜方向に空間があることから、殉葬者の空間とみられる。57号墳は一つ

の墓壙に主槨と副槨が「凸」字形に配置される構造である。床面は主槨が深く、墓壙床面

は段差を設けて掘削されている。58号墳は18m前後の封土墳で、それぞれの墓壙に主槨

と副槨が「11」字形に配置されている。密封後は中心部に石群を置き、11の放射状石列で

区画した。主・副槨の壁体築造は38号墳と同じである。59号墳は主槨と並列し、一直線上

に副槨2基を配置する。日本植民地時代に調査された旧2号墳は、主槨周辺に2基の殉葬

槨が配置されていると報告されているが、そのうちの1号殉葬槨は、平面「ㄱ」字形の構

造をもつ。竪穴式石槨は5世紀中・後葉に造られ、6世紀以降に築かれる旧6号墳と八挑

墳は、横口式石室と推定される。

（8）義城金城山古墳群

金城山古墳群一帯は、『三国史記』に登場する「召文国」の中心地と推定され、塔里古

墳群、大里里古墳群、鶴尾里古墳群で構成される。塔里古墳、大里里2号墳・3号墳・5

号墳は封土内に多くの埋葬主体部が造成されている。護石や周溝は設けられていない。2

号墳は残存径25m前後を測り、Ａ－1号の主槨は全長4.7m、幅1.5mである。Ａ－1号

の主・副槨と封土が先に築かれ、その後、封土の一部を掘削してＢ－1号の主・副槨を設

置し、上部はＡ－1号とともに全体を覆う盛土がおこなわれた。後築する封土には放射状
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の区画石列があり、高さが異なる10基前後の石（垣）列が確認された。特に北西方の石垣

列は粘板岩を用いて20段以上積み上げている。このような例は咸安末伊山13号墳で確認さ

れている。石列を基準に交互盛土がなされ、盛土材は石や岩盤片が混じった砂質土、砂質

粘土に大別される。先築のＡ号墳封土は、区画材、または盛土材に粘土ブロックを用いて

いる。大里里3号墳は、先築した封土との連接部と封土周縁に粘土ブロックを置き、水平

盛土をおこなう状況が確認された。区画境界にも粘土ブロックを置き、交互盛土をおこな

う。

金城山古墳群の封土墳は、主槨は積石木槨墓または、いわゆる「変形積石木槨墓」と呼

ばれる石築壁の積石木槨墓で、副槨は木槨墓であり「11」字形配置を呈すが、造営方位が

あわない場合もある。封土内に主・副槨以外に石槨が追加で造成される多槨式構造である。

大型封土墳の築造時期は5世紀中葉である。「新羅本歴史ジウム造成」事業敷地内遺跡の

Ｍ49号墳は、先行する封土に、護石を備えた封土3基が順に連接する。Ｍ49－2号墓は、

主槨長壁中央に副槨が接続する「凸」字形である。Ｍ49－3号墓も「凸」字形であるが、

片側に偏る。Ｍ48号墳の周溝から犬骨、イノシシの歯など、4個体分の動物骨が出土した。

主・副槨を「凸」字形に配置する型式は、安渓里古墳群、塔洞古墳群など慶州地域の中・

小型積石木槨墳や中山里古墳群、中山洞遺跡、虎渓・梅谷洞遺跡、蓮岩・華峰洞遺跡など

蔚山地域の中・小型石槨にもみられる。

（9）義城後坪里1号墳

南北21m、東西17mの楕円形墳で、埋葬主体部の中心を基準に、岩盤片が多く混在す

る砂質粘土層と粘土層による交互盛土で築造される。護石は二重に巡り、埋葬主体部は地

上式の横口式墓制である。窓形を呈する玄門下段は両長壁と同時に築かれた。屍床は3度

にわたって造成され、追葬がなされたと推定される。玄室は4.9m、2.5mの長方形で、壁

体は内傾し、平天井である。平面形と築造技法が造塔里94年度36－1号、坪八洞1号墳と

類似する。横口部は板石1枚を立てて閉塞している。6世紀前半に推定される。

（10）尚州屏城洞古墳群

尚州市と洛東面の境界にある屏風山に位置し、近くの軒新洞古墳群、城東里古墳群とと

もに大規模の古墳が造営されている。これら3つの古墳群は、長短比が4：1以上である

細長方形の横口式墓制が主流である。一方、青里遺跡、新興里古墳群の石槨墓は、長短比

が2：1～4：1となり異なる。封土の形態は楕円形や円形を呈し、一つの封土に複数の

埋葬主体部が異なる時期に築かれているものもある。また、6世紀以降は先行する石槨入

口部に連結させて石槨を構築する例もある。封土墳は15m以内の中・小型墳である。5

世紀代の横口式墓制には追葬の痕跡がみられない。一方、横穴式石室のうち、尚州青里

Ａ－ナ3号墳は主・副槨が「ㄱ」字形配置をとる。
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（11）釜山蓮山洞古墳群

古墳群は、前段階に大型木槨墓が築かれた福泉洞古墳群と温泉川を挟んで向かい合う。

5世紀中葉以降、尾根上に大型墳、斜面に中・小型墳18基が築かれた。封土の規模は17～

25m、埋葬主体部（主槨）の全長は、Ｍ3号墳は7m、長短比が3：1である。Ｍ3号墳

は、南北に長い地形にあわせて楕円形の封土を築く点が特徴である。墓制は主副槨式の竪

穴式石槨墓であるが、構造が異なる。Ｍ3号墳は別々の墓壙に主槨と副槨を設置するのに

対し、Ｍ4号墳は隔壁を設けて内部を仕切り、Ｍ8号墳は地山による隔壁を設けて主・副

槨を分けるなどの違いをみせる。墓壙は地下式で、石槨規模より広く墓壙を掘削する点が

特徴である。石槨壁体は下部が長手積み、上部が小口積みで、割石と粘土を用いて最大

1.7mほどの広い範囲に裏込めをおこなう。壁体構築後に表面を粘土で塗り、それに密着

して石槨床面に組合式木槨（または、木板）の痕跡が確認された。壁体上部には粘土を貼

り、角材を置くことで天井部の被覆を容易にした。Ｍ3号墳は、上部封土の基底部を粘土

帯や粘土ブロックを用いて平坦に整えたのちに3つの空間に分け、粘土や砂質土など異な

る盛土材を用いて封土を造成した。Ｍ6号墳では南側を除いて断面三角形の土堤を築いた。

石槨の裏込めからは、土器を破砕する祭儀が確認された。隔壁構造は、蔚山中山里古墳群

の中・小型石槨からも確認されている。

（12）梁山夫婦塚

梁山市内の古墳は、夫婦塚がある北亭洞古墳群と、谷を挟んで位置する新基里古墳群、

南に1.5km離れた中部洞古墳群に集中する。これらの封土墳は単槨式で、片方の壁体を

玄門部とする横口式構造である。夫婦塚は直径20mの円墳で、護石が巡る。5世紀後半

以降に編年される。埋葬主体部は全長5.5m、幅2.2mで、長短比が2.5：1の長方形であ

る。埋葬主体部は、三面の壁体と玄門短壁下段および奥壁を同時に築いており、上段に向

かって内傾させて積み上げている。天井は7枚の蓋石を架構する。玄門部は、三面の壁体

上段部が天井石で覆われていることから、天井石の架構後に閉塞したことがわかる。棺台

は奥壁側に寄り、中央には高さ0.8mの屍床台が造られ、左右に段差がある。この段を境

界に、人骨2体が頭位を東にして南北に並んだ状態で検出された。玄門部側の床面には、

殉葬者と推定される人骨3体が、屍床台と直交する形で配置されている。内傾する壁体や

高い棺台の設置は、北亭洞古墳群、新基里古墳群、中部洞古墳群などに共通する特徴であ

る。最近調査された中部洞28号墳は、横口式構造の埋葬主体部を有し、封土墳2基が連接

して築かれたことが確認された。追葬がおこなわれていないことも確認されている。

（13）高霊池山洞古墳群

704基の封土墳が確認された大加耶最高支配集団の墓域で、単一古墳群としては最大規

模の封土墳が分布している。5世紀前葉から6世紀中葉にかけて築かれ、封土の直径は23
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～27m、埋葬主体部（主槨）は全長7～9m、長短比が木槨は2.4：1、石槨は5：1前

後である。墓壙は地下式から半地下式に、主・副槨の配置は同穴主副槨式から異穴主副槨

式に、墓制は木槨墓から竪穴式石槨墓に変遷する。粘板岩を用いて主に長手積みで築かれ

る。天井は木蓋から石蓋に変わる。上部封土は、73・75号墳などの初期の封土墳は基底部

に土手状盛土をおこなったのち、水平盛土をおこなっている。石（垣）列、標識石、石列

＋粘土ブロック列や殉葬槨を基準に区画し、土、粘土ブロック、土＋石など、多様な盛土

材を利用し築造している。封土内には殉葬槨が別途に設けられ、44号墳からは32基の殉葬

槨が確認される。護石は、初期の封土墳は最大で四重に巡らすなどと複数列であったが、

その後は1列に変化している。上部封土の内部や護石外縁から大壺などが、44号墳の封土

内からは馬歯が出土した。

（14）陜川玉田古墳群

多羅国の中心墓域として知られる玉田古墳群は、20数基以上の封土墳と中・小型石槨墓

などで構成される古墳群である。封土は直径20m前後で、高霊、昌寧、咸安などに比べ

て小規模である。半地下式の木槨や竪穴式石槨が主墓制であり、のちに横口式石室、横穴

式石室に変化する。竪穴式石槨は、主・副槨を隔壁で区切り、石槨の規模は9～10m、

長短比は4：1前後である。墓域に木炭、焼土混じりの暗褐色粘土を敷き詰めて整地した

のち、墓壙を掘削する。墓壙は半地上式で、埋葬主体部の上段・護石・下部封土の構築後、

遺骸を安置し、天井を架構・密封したのちに上部封土を造成する。天井部は、石室段階に

入ってからも木蓋を継続して用いる点が特徴である。上部封土は水平盛土を基本とし、Ｍ

3号墳からは石槨と直交する区画石列が確認された。Ｍ3号墳の副槨からは、2匹分の鹿

角が検出され、鹿 2頭をそのまま納めたと推定される。

（15）陜川三嘉古墳群

小加耶圏の中心的な古墳群で、4世紀から7世紀にかけて築造された328基の封土墳が、

丘陵の頂部からいくつにも枝分かれした枝尾根とその斜面で確認された。封土墳は5世紀

中葉から築造を開始し、「木槨墓→石槨墓→石室墓」と徐々に発展していく様相がうかが

える。先行する封土に連接して水平・垂直方向に封土を拡大し、一つの封土に一つの埋葬

主体部をもつ単槨式である。国道33号線の工事区間であるⅡ地区のＭ1号墳は連接現象が

みられないが、埋葬主体部が中心から片側に寄っていることから、連接築造を視野に入れ

た、三嘉古墳群中最古段階の封土墳である。Ｉ地区のＭ7号墳は、固城地域の墳墓配置を

みせる。すなわち、先行する封土と、埋葬主体部周辺を並行、または直交しながら古墳外

縁に沿って取り囲むように石槨を配置する様相は、松鶴洞古墳群、内山里古墳群など、固

城地域における墳墓配置との間に類似性がうかがえる。またＭ10号墳などは、先行する埋

葬主体部の天井部上面を床面として用いているが、このような形態は高霊池山洞古墳群の
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封土をもたない石槨でみられる。最近調査された、6世紀前葉に比定される大型封土墳の

24号墳（直径28m）では、中心部に多量の割石が垂直に積まれた区間や交互盛土が確認

された。1981年に調査された三嘉1号墳では、封土内に板石を積んだ石垣列が確認されて

おり、これも区画石列の可能性がある。24－1号石槨は全長8.3m、幅1.2mと非常に細長

い。両短壁の最上段には溝があり角材を架設したとみられ、壁体間と壁体最上段周辺には、

赤褐色粘質土が塗布されている。

（16）昌寧校洞・松峴洞古墳群

230数基が4つの群を構成しており、時期によって位置を異にしながら（Ⅱ群→Ⅰ群→

Ⅲ群）築造された。Ⅰ・Ⅱ群は高所から低所に、Ⅲ群は低所から高所に移動しながら造ら

れている。封土墳は、5世紀中葉から6世紀前葉にかけて築造された。大型墳の封土規模

は直径25～31mであり、埋葬主体部は単槨式で、全長7～9m、長短比は5：1前後で

ある。大型墳は尾根上や頂上部、または尾根末端部に位置する。埋葬主体部・下部封

土・護石・周溝を設置したのち、遺骸を安置して天井石を架構・密封し、片側の壁体全体、

または一部をのちに構築する横口式構造である。墓域全面を整地後、墓壙を掘削する。傾

斜が急な地点には二重の護石列と周溝を巡らす。墓道の形態は様々であるが、Ⅲ群6号

墳・7号墳・10号墳など、6世紀になるとラッパ状に広がり、墓道壁体を石で構築する形

態が現れる。主に斜面に位置する埋葬主体部は、地上式、半地上式、または地下式である

点が特徴である。壁体は小型の割石を用いて主に小口積みし、石槨横断面は長方形→台形

に変化する。小口積みをおこなう古墳とともに長さ2m前後の大型板石を立てたり、あ

るいは横置きにして壁体を後築するもの、竪穴式石槨墳を連接させたもの、積石木槨墓な

ど、様々な墓制と構造がみられる。封土墳終末期には、横穴石室を墓制とする封土墳も調

査されている。初期の封土墳であるⅡ群3号墳は、壁体を築く際に壁体前面に木柱と横木

などの補助施設を架設している。壁面には、石材表面に直接塗られた朱や、粘土貼付後に

塗られた朱が残る。上部封土は、土堤（Ⅰ群7号墳）、粘土による小丘および平坦面の造

成（Ⅱ群39号墳）、分割築造（Ⅱ群63号墳）など多様な技法が確認された。被葬者足側に

殉葬者が配され、頭向は被葬者と平行→直交へ変化する。Ⅱ群63号墳は封土内で殉葬槨が

確認された。区画境界には石（垣）列、標識石、粘土ブロックを置き、交互盛土をおこな

っている。特にⅠ群7号墳では搗棒痕、排水機能の石列、封土の補修痕跡、Ⅱ群63号墳か

らは、封土の被覆土が整然とした形で確認された。入口部には犬と雁3個体の骨（Ⅰ群7

号墳）、被覆度上面からは馬骨（Ⅲ群7号墳）が検出された。古墳南側でのみ、護石に沿

って一定の間隔で置かれた大壺（Ⅱ群39号墳）も確認された。

（17）昌寧桂城古墳群

加耶圏で高霊池山洞古墳群とともに、もっとも早い時期の5世紀前半頃に封土墳が築造
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される。大型墳は尾根の頂上部と末端部に位置する。大型墳の規模は封土の直径27～32

m、埋葬主体部（副槨含む）は全長9～10m、長短比は3：1程である。埋葬主体部は半

地上式で、墓壙を掘削後、埋葬主体部の下段と下部封土、1次護石を構築し、以後埋葬主

体部上段と下部封土、2次護石を構築している。主・副槨は隔壁で仕切られる。木板、横

木などの補助施設を利用し、小口積みの竪穴式石槨が主となる墓制で、天井部の木蓋使用

が特徴である。時期が下る6世紀前・中葉以降は、横口式石室、横穴式石室が封土墳で造

成される。校洞・松峴洞古墳群と異なり、7世紀まで封土墳の築造は続く。護石は二重に

巡り、護石外側には葺石を施す。石（垣）列による区画があり、土堤を用いた水平盛土が

主に確認される。北5号墳からは「積石骨筋」と報告された石垣状の区画石列が認められ

る。近隣の霊山古墳群では、石槨の平面形や築造技法は似るが、「単独槨式＋石蓋」に変

化しており、多量の石材を盛土材として利用し、粘土ブロックによる区画盛土もみられる。

（18）咸安末伊山古墳群

130数基の封土墳が確認された阿羅加耶支配集団の墓域である。古墳群北部を中心に封

土築造前の木棺墓、木槨墓が数多く確認された。封土墳は、5世紀中葉から6世紀中葉に

かけて築造される。大型墳は封土の規模が27～32m、埋葬主体部は全長10m、長短比は

6：1前後で、非常に細長い形態である。現在までに調査された大型封土墳はすべて単槨

式で、竪穴式石槨を主な墓制として採用している。前段階である木槨墓においても副槨は

確認されていない。地下式で、墓壙を掘削して埋葬主体部を構築し、遺骸の安置後は天井

石を架構する。蓋石上部には、6号墳は石群が、101号墳は石材が置かれており、盛土の

ための標識石とみられる。被覆土がみられない封土墳があるという点も特徴的である。壁

体の構築に初期は割石を用いたが、その後は概ね粘板岩を用いて小口積みする。蓋石の架

構と関連し、四壁に溝を設けて木材の梁を架ける施設は末伊山古墳群だけにみられる特徴

である。埋葬空間は、頭上－屍身－足下－殉葬部で構成され、時期が下ると殉葬部がなく

なり、3空間となる。上部封土は、外縁は土手状盛土、内部は水平盛土をおこなっている。

6号墳でみられるように、初期はドーナツ形の土堤を造成したが、6世紀になると、25号

墳・26号墳のように傾斜が緩やかな下段半分だけに平面「Ｃ」字形の土堤を築き、上部は

水平盛土で封土を築く。石、土、粘土など、異なる材料を区画境界で接するように積む連

接盛土方式が主に用いられた。13号墳では、石垣形態の区画石列と石槨構築のための作業

路も確認された。一方、13号墳では、5番目の蓋石天井面に南斗六星、青龍を示す星座が

表され、注目を浴びている。

（19）山清生草Ｍ13号墳

尾根上に約20基の封土墳が位置し、Ｍ12号墳、Ｍ13号墳が発掘されている。Ｍ13号墳は

23m前後の円墳で、竪穴式石槨の主・副槨はそれぞれ墓壙を穿ち、「11」字形配置をとる。
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主槨は8×3m、副槨は5.6×1.2mで、護石と殉葬槨は確認されていない。石槨上段部は

地上式で下部封土が確認されるが、周辺部にのみ盛土を外傾させて積む。上部封土は大き

く二工程に分けられ、どちらも外縁に土堤を築き、その内部に水平盛土をおこなう。古墳

中心部からは、粘土ブロックの重なりや交互盛土がみられることから、粘土ブロックを基

準にした区画盛土がおこなわれたと推定される。

（20）固城松鶴洞古墳群

固城平野内の突出した小丘陵の頂上部に1号墳が位置し、周辺に8基の小型封土墳が配

置されているが、市街地の造成により築造当時の様子はわからない。1号墳は3基の封土

が連接する。また、ほかの加耶の封土墳と異なり、封土を先に造成した後、墓壙を掘削し

て埋葬主体部を築く墳丘墓の築造方式で築かれている。直径は28～30mである。1Ａ号

墳は竪穴式石槨、1Ｂ号墳、1Ｃ号墳は横穴式石室である。1Ａ号墳は、中央の1Ａ－1

号墳が築造後に造られた10基の石槨が、先行する石槨周辺を平行、または直交しながら取

り囲む。1Ｂ号墳は築造時に繭形の周溝が掘られ、内部からは赤褐色軟質の円筒形土器が

出土した。石室は細長方形の両袖式で、梱石、立柱石、閉塞部を備える。壁体全面に粘土

を貼り、その上に朱塗りする。石室は全長6.7m、幅2mで、奥壁に木製棚があり、側壁

上部からは3組の鉄釘が確認された。石室壁体全面にも朱が塗られている。なお、現在の

行政区域上分かれているが、松鶴洞古墳群に含まれるとみられる基月里1号墳は、埋葬主

体部が削平され残存しないが、封土築造技法に関する情報が多数判明した。標識石（群）、

粘土ブロックなどの区画材による交互盛土、連接盛土の様相が確認されている。

（21）宜寧景山里1号墳

宜寧景山里古墳群では51基が確認され、横穴式石室1基、横口式石室3基を除き、すべ

て竪穴式石槨墓である。封土はほぼ残存しないが、1号墳・2号墳は眉形の周溝と封土の

一部が残る。1号墳は封土の直径が24mで、円墳と推定される。埋葬主体部は横穴式石

室で、いわゆる倭系古墳の要素が多く確認される。全長5m、長短比2：1程の平面長方

形プランの石室で、長い羨道が接続する両袖式に、平天井である。石室奥壁に接して

「ㅍ」字形の石屋形が設置されている。玄門と羨道にはそれぞれ梱石を置き、羨道部は2

枚の大型板石で閉塞している。墓道の平面形はラッパ状で、護石まで延びる。封土には葺

石を施す。玄室壁体は内傾しながら若干穹窿状を呈する。6世紀中葉に築造されたと推定

される。

（22）居昌石岡里Ｍ13号墳

なだらかに延びた尾根とその周辺に21数基の封土墳が位置する。Ｍ13号墳は古墳群の中

心に位置し、立地的にもっとも良い地点に築かれている。直径18mで、竪穴式石槨の主

槨と、両短壁側に副槨が設けられ、平面「工」字形の配置をとる。主槨と副槨の境界に別
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途施設を設けていない。主・副槨の周辺には3基の殉葬槨が配置され、周縁には護石が二

重に巡る。

2．湖南
（1）羅州丁村古墳

丁村古墳は一般的な栄山江流域の古墳とは異なり、丘陵斜面に位置する。封土は東

西33m、南北30mの規模である。5世紀後葉に築造された方墳で、傾斜が急な地点は掘

削し、墓域全体に薄く盛土をおこなって整地層を造成し、1号石室の構築と同時に下部封

土の盛土をおこなう。5号・6号甕棺と木棺は封土と同時に造成する。石室構築、そして

埋葬完了後に上部封土を築造している。封土外縁から約5m内側の傾斜が緩やかな地点

に、平面「Ｌ」字形の石垣施設が確認される。盛土材は、黒褐色と赤褐色の砂質土に区別

され、地点別に盛土材が異なる。1号石室の構築後、4基の石槨、4基の甕棺、2基の石

室が同一封土内に造成され、7世紀前半まで使用されたと考えられる。1号石室の構造は

長軸4.8m、短軸3.6m、高さ3mで、架構式構造の玄門には立柱石と楣石が確認された。

左に偏って接続する羨・墓道は長さ7mで、羨道の天井石が一段ずつ上昇する構造が特

徴的である。羨道を閉塞する閉塞石も確認されており、初葬後に2度の追葬がおこなわれ

ている。羨・墓道からは土器破砕儀礼の痕跡が確認された。主被葬者は木棺に安置され、

一番奥に埋葬された。その後の追葬では、西壁と中央に木棺が安置された。

（2）羅州伏岩里3号墳

伏岩里古墳群は栄山江流域の平地に4基が現存しており、3号墳は東西38m、南北

42mの方形墳である。方形墳の築造前には台形墳と周溝が造られ、甕棺墓12基、木棺墓

1基が確認された。3号墳からは、横穴式石室11基、横口式石室2基、横口式石槨1基、

竪穴式石槨4基、甕棺10基、石槨甕棺1基が検出された。台形墳と3号墳には総41基の埋

葬施設が確認され、3世紀中葉から7世紀前葉にかけての造営とみられる。封土上部は度

重なる増築によって最終的に方台形となり、墳頂平坦面に敷かれた石は葺石に類似する。

封土の平面調査は実施されていないが、土層からは交互盛土が数多く確認され、墳頂上部

の敷石群からは、石列で18の空間に区画する状況が確認された7。3号墳のなかで最初に

築造された’96石室は、5世紀後葉に比定されている。右片袖式の横穴式石室で、全長3.8

m、幅2.6m、高さ2.6mである。閉塞石、立柱石を備え、玄室上段は内傾する。墓道中央

には、排水施設が確認された。石室内の埋葬には4基の甕棺を用いた。

（3）羅州佳興里新興古墳

墳丘規模は南北32.4m、東西の残存幅は27m前後、北は幅21m前後である。封土中央

からは、竪穴系横口式石槨と報告された埋葬主体部1基が確認された。全長2.8m、幅1.2

m、高さ1.4mの石槨で、内部には横木と木柱が架設され、奥壁にも木柱が設置されてい
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た。入口部は西壁にあり、1枚の板石を立てて閉塞した。墳丘は損傷が激しく遺存状況は

良くないが、前方部が短い帆立貝式前方後円墳と報告されている。中心部から放射状に広

がる土列と石列があり、埋葬主体部上段部の構築や上部封土の盛土時に、これを基準に区

画盛土がなされたと考えられる。内部には木棺が安置されたとみられる。5世紀後葉の築

造である。盛土材は砂質土、粘質土のほかに黒褐色の粘土ブロックが使われた。円墳の外

縁に土堤を築いて内部盛土と埋葬主体部下段を同時に盛土している。土堤内側には粘土ブ

ロックを積んでおり、霊岩沃野里古墳の構築墓壙と類似した構造である。

（4）霊岩沃野里古墳

栄山江中・下流地域で5世紀中・後葉に築かれた方墳であり、南北30m、東西26mの

規模をもつ。粘土ブロックで放射状、同心円状などクモの巣状に区画して盛土をおこなう

特徴があり、石室と封土は同時に築かれた。段階別の築造工程として、1段階は墓域の整

地で、旧地表を取り除いて粘土ブロックに似た土を敷く。2段階は、石室の床面まで1次

下部封土の盛土をおこなう段階で、クモの巣状の区画盛土はおこなわず、中心部を「凸」

字形に盛り上げ周りを水平盛土した。外縁は土を削り出すことで高くした。3段階は石室

とともに2次下部封土が造成される段階で、クモの巣状の区画盛土がおこなわれ、外縁に

は周溝を掘削する。4段階は、石室の閉塞とともに上部封土を築いて封土を被覆・完成さ

せる段階である。上部封土を築く際も粘土ブロックを放射状に列状に積み、盛土をおこな

っている。埋葬主体部は竪穴系横口式石室と報告されており、石室内部に木柱が設置され

る点が特徴である。全長3m、幅1.1m、高さ1.4mで、天井石を架構し、上部からは被覆

土が確認された。構築墓壙による墓壙壁面は、3段階の区画盛土時に積まれた粘土ブロッ

クからなる。入口は南側で、斜めに下降する墓道に接続する。石室内での追葬有無は定か

ではない。封土内の石槨墓、木棺墓、甕棺墓は、1号石室および封土築造後に築かれた。

（5）咸平金山里古墳

低丘陵末端部の平地に位置する方形墳で、葺石をもつ封土墳である。出土遺物により5

世紀末、または6世紀初頭の築造と推定される。封土内は全面に葺石がみられ、封土は4

～6段の段築構造である。封土の整地面を基準にすると、全長42m、幅36m、高さ6.4m

に至り、断面「Ｕ」字形の周溝を有する。人物・動物埴輪が出土している。墓域を整地し

た後に周溝を掘削、および1次盛土をおこない方台形の墳丘を築いた。その後、構築墓壙

で内部に埋葬主体部を造り、周辺の裏込めをおこなう。埋葬主体部の構築、積石、閉塞後

は、上部封土とともに封土表面に葺石と段施設を構築する。埋葬施設は2基が確認されて

おり、壁体は割石を積み上げ、厚く裏込めをおこなっている。

（6）光州明花洞古墳

明花洞古墳は、光州月桂洞1・2号墳、潭陽月田古墳、咸平新徳古墳、咸平長鼓峰古墳、
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霊岩チャラボン古墳、海南龍頭里古墳などとともに栄山江流域の代表的な前方後円形古墳

である。墳丘は全長22m、円形部径18m、方形部幅24m、高さ2.7m、連結部の高さ1.8m、

幅12mである。墳丘下段の連結部には円筒形土器が樹立し、周溝も確認された。円墳と

方墳は同時に築造されている。墳丘端部にまず土を積み上げて土堤を造り、その内部を充

填する方式で築く。埋葬主体部は横穴式石室で、6世紀前葉の築造と考えられている。

（7）高興野幕古墳

丘陵に単独で位置し、直径は22mに復元される円墳と推定される。封土は水平盛土で

ある。埋葬主体部（竪穴式石槨）を構築前に1次封土を全面にわたって築き、石槨と同時

に2次封土を構築した後に、上部封土を築いて完成させている。3.3×0.8m規模の石槨の

壁体は粗雑に積み上げられており、内部に木槨を設置したと推定される。石槨背面は2m

以上の範囲で裏込めがなされている。馬山大坪里Ｍ1号墳、福岡県七夕池古墳と類似する。

被葬者足側の短壁には帯金式短甲、衝角付冑が置かれていた。短甲と日本で多く出土する

扁平柳葉形鉄鏃（鳥舌鏃）から、5世紀前葉の築造であると推定される。

（8）長水三峰里・東村里古墳群

長渓盆地に位置し、三峰里古墳群と東村里古墳群は4kmほど離れている。三峰里古墳

群は直径20m前後の大型墳2基を中心に、周辺に直径10～15mの中型墳が16基位置する

など、40数基が分布する。大型墳は楕円形を呈するものが多い。単槨式で封土内に陪葬槨

が後築される。東村里古墳群は、80数基の中・大型封土墳が分布する。東村里1号墳・2

号墳、三峰里3号墳は墓域を整地後、埋葬主体部上段の高さまで1次封土による盛土をお

こない、その後墓壙を掘削する。反面、三峰里6号墳は南原月山里古墳群と同様に、封土

と石槨を同時に築造しており、違いがみられる。護石はない。大型封土墳は5世紀後半か

ら6世紀前半に比定される。竪穴式石槨の壁体背面に裏込めは施さず、三峰里2号墳・3

号墳は、両長壁の前面に4基の木柱を立てている。大型墳の埋葬主体部は全長4～5m

ほどで、長短比は5：1前後である。

Ⅲ．日本の主な古墳築造技法の事例8

1．九州
（1）佐賀県小島古墳

伊万里市山代町に位置する小島の頂上部にある全長約43mの前方後円墳で、後円部径

約22m、高さ約5.2m、前方部長約25m、高さ約3.5mである。外表施設は葺石、埴輪で

ある。埋葬施設は後円部に位置し、南東方向に開口する両袖式の横穴式石室である。玄室

は一辺が3mほどの方形で、高さは3.8m、羨道長は6.4m、幅は約0.5mである。玄室側

壁は内傾しながら積み上げる穹窿状を呈し、天井部は1枚の蓋石による。羨道は斜めに下
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降する構造である。羅州丁村古墳と石室平面形は類似するが、規模は小さい。6世紀中葉

の築造と報告される。

（2）福岡県本郷鶯塚古墳群

福岡県を流れる筑後川の二つの支流に挟まれた独立低丘陵上（標高20m）に位置する。

縄文時代から古墳時代に至るまでの墓や集落が確認された複合遺跡で、本郷野開遺跡と総

称され、墳墓遺跡は本郷鶯塚古墳群と呼ばれる。墓制は竪穴系横口式と報告されており、

1号墳と3号墳は、石室の奥壁部が一方向に拡張した平面「ㄱ」字形プランを呈する。1

号墳の石室壁体は板石を立てて積み上げる。5号墳の南東5m地点からは、内部から馬

骨とともに、1個体のｆ字形鏡板付轡と辻金具、鉸具などの馬具が出土する102号土坑が

確認された。馬具は高霊池山洞44号墳や陜川玉田Ｍ3号墳出土品と類似し、大加耶産と推

定される。

（3）福岡県セスドノ1号墳

福岡県田川市を流れる彦山川東岸に位置する標高45m前後の低台地にある。小谷を挟

んで東には猫迫1号墳が位置する。墳丘は直径37m、高さ5m、周溝の幅5m、周堤の幅

5mの円墳で、周堤を含む全長は76～78mである。埋葬主体部は西に開口する竪穴系横

口式石室、または横穴式石室である。玄室は全長3.2m、幅1.8m、高さ1.9～2mで、平面

形は長方形を呈する。中央に長さ0.65m、幅0.5mの短い羨道が取り付く。羨道の天井は、

長さ0.65m、幅0.5mの蓋石1枚を架構する。玄室は奥壁と両側壁に、天井石まで届く大

型の板石2枚と3枚をそれぞれ立て、天井石と壁体間は割石で充填している。玄門は段を

有し、玄室側の両側には立柱石として板石を立て、その上に割石を5～7段ほど積み上げ

る。1枚の板石を立てて閉塞した。天井は3枚の板石を架構し、羨道両側壁は割石積みで、

楣石を据える。出土遺物のうち、垂飾付耳飾は長鎖式であり、鎖や空玉の中間飾、垂飾端

部の金粒などから大加耶産と考えられる。有蓋短頸壺は新羅土器である。古墳の築造時期

は石室の構造と耳飾、土器などから、5世紀後葉と推定される。

（4）福岡県猫迫1号墳

福岡県彦山川右岸の丘陵上に位置する。セスドノ古墳から北西に約180mの距離にある。

帆立貝式前方後円墳と考えられる。後円部径は28mと確認されたが、前方部長と幅は不

明である。造出の長さは約5mで、墳丘の周囲には幅5～6mの浅い周溝が巡る。埋葬

主体部は後円部の中央に位置し、西に開口する竪穴系横口式石室、または横穴式石室であ

る。石室は全長2.8m、幅2.1m、高さ1.6mで、平面プランは長方形で、壁体は四面すべ

てが内傾する。両側壁の中央部に、床面から天井まで至る大型の板石1枚をそれぞれ立て

ているのが特徴である。奥壁とそれに接する右側壁には腰石を置き、それ以外の壁体は割

石を積み上げている。両袖式で、玄門部に板石2枚を立柱石とする。上部は攪乱を受けて

古代日韓における古墳築造技法の比較検討

5599

2021.03.09 13.49.26 Page 77 ／【Ｋ：】Ｓｅｒｖｅｒ／ｖｅｒ７県外・県内／２６６７４１日韓文化財論集Ⅳ／本文／鄭・呉・尹　　　　　　　ｐ０４５－１１１



いるが、楣石とみられる板石が残存する。天井は3枚の板石を架構し、床面は川原石を敷

く。玄室は赤色顔料が塗布される。玄室と羨道には0.25mの段を有し、側壁を割石で積

み上げた短い前庭部が取り付く。玄門は1枚の板石を立てて閉塞している。出土遺物のな

かには加耶土器とみられる短頸壺がある。築造時期は、初期須恵器や短頸壺から5世紀前

葉と推定される。

（5）熊本県二軒小屋古墳

熊本市西区、金峰山南裾の渓谷から南に広がる平野と坪井川と白川を眺望する地点に位

置する。直径15mの円墳で、横穴式石室である。割石を7～8枚ほど積み上げて羨道と

前室部の側壁を築き、玄室の壁体は石屋形石棺上部から内傾し、天井石1枚で覆う持ち送

り式である。玄門、羨門、前室と羨道側壁の一部、玄室の側壁は1～1.5m大の板石を長

手方向に立てて積む。石屋形石棺の蓋石は、古墳主軸方向に直交して置かれる。両袖式で、

羨道は外側に向かい徐々に開く。羨道の側壁と連結する形で護石が巡る。

2．中国・四国
（1）岡山県天狗山古墳

天狗山古墳は、高梁川と支流の小田川が合流する地点の南にある丘陵尾根の先端部に位

置する。直径46.5m、高さ9.7mの後円部に、長さ17m、最大幅約22.7m、高さ1.6mの前

方部を有する全長約57mの帆立貝式前方後円墳である。葺石は後円部に二段にわたり葺

かれる。円筒埴輪は周堤、一段目の外縁、墳頂平坦面外縁を取り囲むように三重に配する。

埋葬主体部は後円部中央に築かれた竪穴式石槨で、全長3.8m、幅1.18m、高さ0.72mで

ある。鎹を用いた組合式木棺や壁体と天井石間に充填した粘質土などが確認された。ｆ字

形鏡板付轡、剣菱形杏葉は大加耶産で、胡簶金具、Ｕ字形鍬鋤先、板状鉄斧、鹿角製刀子

柄などは加耶および新羅から出土するものと類似する。蓋杯は栄山江流域産と推定されて

いる。

（2）岡山県牛文茶臼山古墳

岡山県長船町の平野南東部の丘陵上に位置する。直径約33.2mの後円部と長さ14.8m、

幅16mの前方部からなる、全長約48mの帆立貝式前方後円墳である。埋葬主体部は竪穴

式石槨で、全長約2.7m、幅約1.1m、高さ1mを測り、床面は礫敷で、赤色顔料が残存す

るという。石槨内は、南側の1／3を石列で区切り、主槨と副槨に分ける点が特徴として

挙げられる。出土遺物のうち、獅噛文帯金具は高霊池山洞5号墳（旧39号墳、かつての錦

林王陵）と類似し、斜線文や垂飾の鈴に両耳が付着する点などは、池山洞44号墳出土馬具

と類似する。

（3）香川県相作馬塚古墳

香川県高松平野西部の微高地に位置する古墳で、直径16mの帆立貝式前方後円墳であ
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る。外表施設として、円墳と方形部のくびれ部に円筒埴輪と馬形埴輪が配される。古墳は

埋葬施設の構築後、盛土をおこない墳丘を完成させる墳丘後行型で、1次墳丘で多くの土

囊を用いている。埋葬施設は全長3.2m、幅0.6～0.8m、高さ0.6mの竪穴式石槨で、天井

石と壁体間には粘土を充填する。石槨床面には小型の板石が全面に敷かれる。鎹の出土に

より組合式木棺、または木槨が安置されていたとみられる。出土遺物から、5世紀後半の

時期が考えられる。

（4）香川県川上古墳

香川県さぬき市に位置し、丘陵の先端部にある直径22mほどの円墳である。埋葬主体

部は川原石を用いた竪穴式石槨で、全長3.65m、幅1.1～1.3m、高さ0.74mである。壁体

は割石積みである。石槨床面の四周には石を巡らせており、赤色顔料が一部残る。蓋石が

確認されていないことから木蓋の可能性がある。石槨の平面形と築造技法は、釜山加達古

墳群、金海上徳亭・下徳亭遺跡と類似する。出土遺物において、大加耶産のｆ字形鏡板付

轡、朝鮮半島産の鉄斧、鉄鑿、鉇などが確認された。また、埋葬主体部内の土器副葬など

も、この時期の日本では稀である。

3．近畿
（1）兵庫県宮山古墳

兵庫県姫路市を流れる市川中流域の左岸に位置し、小富士山から北方に登る尾根上に立

地する。丘陵末端部に位置する直径30m、高さ6mの円墳である。墳頂部に並行する1

号・2号竪穴式石槨と、墳頂部から1.9m離れた地点に3号竪穴式石槨が位置するなど、

計3基の石槨がある。3号→1号→2号の築造順序が推定される。2号石槨は全長3.2m、

幅1.2mで、床面は川原石を敷く。内部から鎹が検出されたことから、木槨の設置が推定

される。鎹は3号石槨からも出土している。石槨内部には、須恵器、土師器などの土器が

副葬された。被葬者空間とは別に、東短壁付近から、金製小環耳飾や玉類が出土しており、

ほぼ未盗掘である点を考慮すると、殉葬者がともに埋葬された可能性がある。出土遺物の

うち、細鎖型で空玉の中間飾に、垂飾外縁の刻目文装飾や端部に金粒を付す金製垂飾付耳

飾は、大加耶産と考えられる。また、心葉形金銅製帯金具、鉄矛、鉄釘は新羅産、装飾大

刀と馬具は百済産である可能性がある。このほかにも、池山洞30号墳・75号墳、福泉洞22

号墳のような火焔型装飾のある金銅製胡籙金具、銀製指環、小環頭大刀、鎹、曲刃鎌、Ｕ

字形鍬鋤先、鉄斧なども朝鮮半島産とみられる。

（2）兵庫県見手山古墳

見手山古墳は兵庫県豊岡市に所在する。海岸線から約15km内陸に入った丸山川西岸に

あり、豊岡盆地を臨む場所に位置する前方後円墳である。周辺には4基の円墳があり、前

方後円墳を中心に古墳群が形成されている。墳丘は全長35m、後円部径21.5m、前方部幅
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13mと、比較的小型の前方後円墳である。外縁には周溝が巡るが、葺石や埴輪は確認さ

れていない。埋葬主体部は中央に羨道が取り付く両袖式で、平面細長方形の竪穴系横口式

石室である。後円部に単独で造られた。両側壁は、横口部の短壁の幅より長い。横口部の

短壁下段は両長壁とともに積み上げられ、短壁上方に横口部を設け、埋葬後に閉塞した。

石槨内部からは白蛤が入った蓋杯2組が出土した。須恵器型式から、6世紀中葉に比定さ

れる。

（3）兵庫県小山3号墳

兵庫県にある大師山古墳群の西、円山川の向かい側に位置する古墳群で、標高131mの

尾根上に5基の古墳が立地する。3号墳は尾根最末端部に築かれた古墳で、埋葬施設は竪

穴式石槨である。石槨規模は全長4.5m、幅1mであり、古墳周辺から蓋石と推定できる

石材が確認されないことから、天井部は木蓋であったと判断されている。全長に対して幅

が比較的広い石槨内から、鉄刀、高杯や壺などの須恵器が出土した。石槨に木蓋、長福比

が大きいという点から、洛東江流域東岸の釜山華明洞古墳群、右岸の金海加達古墳群など

の竪穴式石槨と類似する。出土遺物から、5世紀後葉に比定されている。

（4）兵庫県平荘湖古墳群

加古川工業用水ダムとして建設された平荘湖によって水没した地域にある。古墳時代中

期から後期にかけて100基を超える古墳が築造された、加古川下流地域最大の群集墳であ

る。池尻2号墳は墳丘が破壊されているものの、全長4.51m、幅1.8m、高さ0.61mの竪

穴式石槨が確認された。石槨は長短比が広く、鎹で組み合わせた木棺（槨）の使用、鉄矛、

鉄釘、鉄斧、Ｕ字形鍬鋤先、刀子、轡など、加耶または新羅産の鉄製品を数多く副葬する

という特徴がある。石槨内に土器が副葬されたことから、朝鮮半島南部地域の墓制に影響

を受けたと考えられる。カンス塚古墳は直径30mの円墳で、円筒埴輪列で囲繞する、長

さ7m、幅1.2mの祭祀場が設けられている。全長4.4m、幅1.2mの竪穴式石槨は池尻2

号墳と類似した形態である。出土遺物のうち、金製垂飾付耳飾は鎖や中間飾の空玉、垂飾

外縁の刻目文装飾と、端部に付される金粒から大加耶産とみられる。また、鍛冶具、砥石、

鉄鑿なども朝鮮半島と関連が深い遺物である。この古墳群から出土した鉄矛、鉄釘、鉄斧、

Ｕ字形鍬鋤先、馬具などは加耶および新羅圏から出土するものと類似することから、当時、

朝鮮半島と活発な交流をしていた集団の墓域と捉えることができる。

（5）和歌山県岩橋千塚古墳群

和歌山市の岩橋山に848基以上の古墳が分布する、和歌山県内最大の群集墳である。花

山、大谷山、大日山、千塚山の南・北斜面の尾根と谷部に位置する井辺地区、寺内地区、

前山Ａ・Ｂ・Ｃ地区などからなり、現在は「紀伊風土記の丘」史跡公園内に含まれる。前

方後円墳は全長70m以上が3基あり、30m級は6基と最多である。埋葬主体部は横穴式
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石室が200基以上でもっとも多く、次に竪穴式石槨、粘土槨、粘土床、礫槨、箱式石棺な

どである。横穴式石室には、玄室内部に石棚や石梁が単独、あるいは両方が設けられる。

天王塚古墳には石棚と8つの石梁があり、将軍塚古墳など3基の横穴式石室には羨道部分

にも石梁が設置されている。このような石棚と石梁施設は、横穴式石室を堅固に構築・維

持するためのものと推定されるが、石棚の上に玉類、鉄鏃、雲珠などを副葬する事例もあ

る。古墳群の出土品と伝わる短頸壺と「く」字状に巡る幼虫文が施文される蓋は咸安地域、

台脚倒置形のつまみと幼虫文が施文された蓋と高杯は昌寧地域の土器と類似する。また、

大日山35号墳出土の波状文が施文された鉢形器台、花山6号墳出土の金製垂飾付耳飾は加

耶地域と、大日山70号墳出土の縄蓆文短頸壺と鍛冶具は栄山江流域、花山6号墳出土の印

花文台付碗は新羅土器に類例をみることができる。大谷山17号墳からは鉄矛と鎹が出土す

る。石梁施設は、高句麗の天王地神塚でみられる横架構造物と類似し、固城松鶴洞1号墳

Ｂ号石室の平面形と木棚が、この地域の古墳と関連する点が注目される。

（6）大阪府蔵塚古墳

蔵塚古墳は、羽曳野市飛鳥段丘の末端部に位置する全長69mの前方後円墳である。自

動車道建設により古墳の全面発掘がおこなわれた、日本では極めて珍しい事例である。前

方後円墳の多様な築造技法があきらかとなったことから、注目されている。古墳は、墓域

周縁に周溝を掘削し、掘削時に生じた土を用いて墳丘基底部を造成する。後円部の内円丘

は、放射状に10等分した境界に土嚢列を並べ、その内側に盛土をおこなう。墳丘斜面の端

部にも土嚢を積み上げている。後円部の外円丘は、全体の半分の高さまで盛土した後、周

縁に土嚢を積み、その内側に盛土をおこない後円部を完成させている。前方部はくびれ部

を造成した後、前方部内円丘の墳丘段を土嚢列で区画した。すなわち、くびれ部に土嚢列

を巡らせて方形の墳丘段を築き、その内側を盛土した後、全面にわたって盛土をおこなっ

ている。前方部外円丘法面にも盛土をおこない墳丘全体が完成となる。土嚢1個の平均的

な大きさは34×24cmで、厚さは13cmである。また、盛土層内から落ち葉の痕跡が確認

されたことから、敷葉工法を用いていたことがわかる。埋葬施設は削平されていたが、墳

丘上から出土した須恵器から、6世紀中葉に比定されている。

（7）奈良県ホケノ山古墳

奈良盆地東南部の三輪山周辺には、大和古墳群、柳本古墳群、纏向古墳群など、古墳時

代成立期の巨大前方後円墳が日本で初めて築かれた。古墳群は、3世紀中葉から4世紀中

葉にかけて造営された。ホケノ山古墳は箸墓古墳の北に位置する。全長80m、後円部径

60m、高さ8.5m、前方部長20m、高さ3.5mを測り、前方部が短い帆立貝式前方後円墳

である。埋葬主体部は全長10m、幅6m、深さ1.1mの墓壙内に、全長6.7m、幅2.7mの

木槨が設置され、その内部に全長5.3m、幅1.3mの木棺を安置する構造である。ホケノ山
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古墳では木槨背面の広い範囲にわたり積石をおこなっており、加耶の竪穴式石槨と類似し

た壁体構造を有する。また、木槨内部には壁面と床面に木柱と横木を架設した構造物が確

認されている。このような例は、金海良洞里98号墳や昌寧校洞3号墳、大邱城下里1号墳、

霊岩沃野里1号墳などの朝鮮半島南部地域でみられ、注目される。鉄製サルポも朝鮮半島

南部産と考えられる。近隣に位置するメスリ山古墳からは農工具類が、黒塚古墳からはＹ

字形有刺利器なども出土している。

（8）奈良県寺口忍海古墳群

葛城山東山麓に位置し、170数基の古墳が東西1.2km、南北1kmにわたって築かれた

群集墳である。5世紀末から6世紀にかけて築造され、大部分は直径20m前後の横口式

石室と横穴式石室を埋葬主体部とする円墳である。Ｈ37号墳は一辺の短壁を玄門部にして

おり、昌寧校洞・松峴洞古墳群と類似する構造をみせる。また、Ｅ12号墳は石室内部に多

量の土器を副葬する点が特徴的である。Ｈ16号墳とＤ27号墳からは、高霊池山洞古墳群、

固城内山里28－1槨出土品と類似した鉄製内湾楕円形鏡板付轡が出土している。Ｈ32号墳

からは、唐草文装飾が施されるなど池山洞古墳群と類似する鉄地金銅張楕円形鏡板付轡が

出土しており、大加耶産馬具とみられる。Ｈ5号墳の鋳造鉄斧、Ｈ16号墳の鉄釘、鍛冶具

（鉄鉗、鉄床、砥石）、鍛造鉄斧、Ｈ39号墳の鎹、Ｅ12号墳とＥ30号墳の鑷子形鉄器など、

朝鮮半島産の鉄製品が大量に確認された。Ｅ8号墳からは鉄滓が確認されている。

4．中部・関東
（1）長野県飯田古墳群

飯田古墳群は、長野県飯田市の天竜川が一望できる万才台地に位置しており、50数基の

古墳が分布している。高岡1号墳は全長72.3m、後円部径41.9m、高さ5.5m、前方部長

40m、高さ8mの前方後円墳である。葺石と周溝を備えており、人物や器財形の形象埴

輪が採集されている。埋葬施設は全長5.6m、幅2.0m、高さ1.7m規模の横穴式石室で、

板石を立てて築いている。6世紀前半頃に比定される。畦地1号墳は直径19.8m、高さ

5.5mの円墳で、埋葬主体部は残存長7.85m、玄室長6.67m、幅1.7mの横穴式石室である。

石室は玄門に立柱石を配し、両側壁と奥壁は縦長の板石を立て、上段を積み上げている。

玄室内、左側壁の奥壁沿いに副葬空間とみられる副室を設けている。畦地1号墳から出土

した銀製垂飾付耳飾は、鎖、中間飾の空玉の形態とともに、垂飾外縁の刻目文、垂飾中央

にガラス玉を嵌め込む点、垂飾端部を銀粒で飾る点などから大加耶産である可能性が高い。

金銅製胡籙金具は、山字形装飾が施された大輪形で、大加耶産とみることができ、象嵌ガ

ラス玉も朝鮮半島を経由して移入したと考えられる。

（2）長野県北本城古墳

長野県飯田市を流れる天竜川の支流である土曽川、南大島川と接した段丘の東に位置す

鄭 仁 邰・呉 東 墠・尹 享 準

6644

2021.03.09 13.49.26 Page 82 ／【Ｋ：】Ｓｅｒｖｅｒ／ｖｅｒ７県外・県内／２６６７４１日韓文化財論集Ⅳ／本文／鄭・呉・尹　　　　　　　ｐ０４５－１１１



る。墳丘は長さ24m、高さ2.3mの前方後円墳で、周溝が巡り、葺石と埴輪が確認されて

いる。埋葬主体部は全長6m、幅1.7m、高さ1.4mの横口式石室である。石室は玄門に立

柱石を置き、両側壁と奥壁は縦長の板石を立て、その上を平積みで構築する。壁体の板石

の隙間には小型の割石を充填する。玄門部に段を有する。出土馬具から6世紀初頭に比定

されている。出土品のうち、楕円形鏡板付轡は大加耶産系と評価される。

（3）長野県森将軍塚古墳

有明山から北に延びる標高490mの尾根上に立地しており、千曲川とその流域の広大な

台地が一望できる場所にある。墳丘は全長約100m、後円部径約40m、高さ約9m、前方

部幅約35m、高さ約5mで、長野県最大の前方後円墳である。古墳の形態は前方後円墳

であるが、狭い尾根という地形的な影響から、後円部は楕円形を呈する。前方部は一段、

後円部は二段築成である。墳丘には葺石が葺かれ、後円部周縁に沿って円筒・壺形・朝顔

形埴輪を配し、墳頂部には家形埴輪を樹立した。前方部には合子形埴輪を配する。前方部

の調査で、整然と延びる横・縦方向の区画石（垣）列が検出されている。埋葬主体部は後

円部の中心部に位置し、二段墓壙中に墳丘主軸と並行する、全長7.6m、幅2m、高さ

2mの竪穴式石槨である。石槨は扁平割石積みで、壁面には赤色顔料が塗られる。床面

には粘土槨を設けて割竹形木棺を安置した痕跡がある。前方部にも2基の竪穴式石槨が造

られている。古墳の初築時期は4世紀後葉で、5世紀前葉まで埋葬主体部の構築が続いた

とみられる。出土遺物のうち、初期須恵器の大甕は加耶土器の影響を受けたものと考えら

れる。

（4）長野県桜ヶ丘古墳

長野県松本市浅間の桜ヶ丘から突出した丘陵先端部に位置する。直径30m、高さ6m

の円墳で、埋葬主体部は墳頂部の東側に偏って築かれた竪穴式石槨である。石槨は主軸を

東北－西南にとり、平面形は細長方形を呈する。石槨は中央を石列で区切り、西南側を主

槨、東北側を副槨とした。主槨は破壊されているが、全長2.5m、幅1.2mと推定される。

副槨は長さ1.85m、幅0.6m、高さ0.3mで、床面は主槨より10cm高い。副槨から出土し

た金銅冠に施された立飾花形装飾と波状列点文が高霊池山洞32号墳出土冠と類似し、共伴

する鉄矛とともに大加耶系と考えられる。

（5）千葉県人形塚古墳

千葉市椎名崎町を流れる村田川北岸の台地上に位置する。6世紀後半頃の築造と推定さ

れる前方後円墳である。全長41mで、後円部径25m、高さ3.5m、前方部は最大幅30m、

高さ3mの規模である。墳丘基底部の調査で、後円部内には二重の同心円状の粘土帯、

前方部には墳丘側面と並行して延びる粘土帯などが確認されたことから、区画盛土、ある

いは墳丘設計時の痕跡と考えられている。人形塚古墳より北方に位置する四街道市の清水
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遺跡、30m級の前方後円墳である物井古墳群Ｓ16号墳でも、縮小型ではあるものの、前

方後円形の粘土帯が基底部で確認されている。

Ⅳ．古墳築造技法の比較

1．立地と墳形
（1）立地

5世紀以降、新羅・加耶・馬韓圏域で築造される大型封土墳は、それ以前の墓とは大き

な違いをみせる。大型封土墳は被葬者、または築造集団の階級を反映した人工構造物とし

て、集団の埋葬儀礼と土木技術の産物といえよう。このような封土墳の特徴を検討するに

あたっては、墓を造る過程、すなわち築造工程を理解し、各工程における築造技術や方法

を把握することが重要である。各工程における築造技術は、墓域の選定（立地）、墓域の

造成、墓壙の掘削、埋葬主体部の構築、埋葬儀礼、護石・周溝の設置および封土盛土時の

区画盛土の有無と盛土材、区画材、盛土技法などを主な属性として分類することができる。

埋葬主体部の構築は、さらに壁体の構築技術、床面施設、平面・断面形態と埋葬空間の構

成、空間別の遺物副葬様相など、埋葬儀礼と関連した属性で分けられる。これらの属性は、

古墳の位階性、時間性、空間性をそれぞれ表しているが、一つの属性に複数の特性が複合

的に現れることもある。

まず封土墳の立地についてその特徴をみると、加耶圏では、概ね各集団の中心地にある

丘陵を利用して古墳群を形成している。大型封土墳は主に丘陵尾根上と末端部に位置し、

その周囲に中・小型封土墳が分布するのが一般的である。また、大型封土墳は一定のパ

ターンで線状に移動する。大加耶圏の池山洞古墳群は末端部から始まり、丘陵頂上部の尾

根に沿って築かれ、昌寧校洞・松峴洞古墳群は高所から低所へ、尾根に沿って移動しなが

ら築かれる。咸安末伊山古墳群は北から南へ移動しながら築かれているが、単位群集内に

おける古墳の立地は枝尾根に沿って列状に、群自体は主尾根に沿って列状に移動する。以

第1図 池山洞古墳群北群の封土墳の現況
（大東文化財研究院2010）

第2図 末伊山古墳群の封土墳の現況
（慶南発展研究院2014）
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低位置

中位置

高位置

柱状図位置

古墳
湧泉川
湿地・畑

上のような加耶圏における立地的な特徴は、慶州を除く新羅圏、または新羅と加耶の境界

地域である大邱不老洞古墳群、星州星山洞古墳群、釜山蓮山洞古墳群、慶山林堂洞古墳群、

梁山北亭洞古墳群などでみられる。

新羅の中心地である慶州では、封土墳が慶州盆地内の広い平地に高い密度で分布する特

徴がある。日本植民地時代から最近までに調査された新羅古墳は、2000数基ほどと推定9

されており、積石木槨墓は400数基が確認・調査10されたと伝えられている。新羅王京が

位置した慶州盆地は大規模な単一扇状地で、扇頂から扇端まで4.5km、比高差約40cm、

地形面の傾斜が0.5°前後の緩やかな地形である11。高塚古墳は、そのなかでも湿地を避け、

相対的に土地が高く、下部土壌の状態が堅固な微高地を中心に立地するという研究結果が

ある12。この一帯が湿地であることについては、日本植民地時代の地籍図および1960年代

の航空写真などで判明しており、その根拠にもとづいている。ただし、このような事実は

積石木槨墓などの高塚が相対的に微高地に立地したことを保証するものではない。むしろ、

高塚が造られたことでこの地点が相対的に高くなったために、周辺の湿地化がより際立っ

てみえるだけである。慶州チョクセム地区では、積石木槨墓の護石下段と、同時期に築造

された木槨墓上面の標高に有意な高低差はみられない13。それどころか、堆積条件や堆積

状況、堆積層内の基質などを総合すると、高塚古墳が造成された原地形面は、湧泉川、ま

たは開析谷であり、そこを埋め立てて古墳を築造した可能性が高い14。

一方、積石木槨墓の立地には、特定の配置原理と企画意図があった可能性が高い。既に、

第3図 慶州の地形、扇状地の地形面
（황상일2008）

第4図 日本植民地時代の地籍図
（심현철2014）
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皇南大塚
（98号墳）

皇南大塚をはじめとする王陵級の超大型墳の配置には、皇南大塚を中心に築造順序と間隔

などに特定の企画性があるという研究結果がある15。また、チョクセム地区の遺構配置図

には、積石木槨墓の密集度が高い区域と、空閑地がある区域が明確に表れている。おそら

く身分の優劣に応じて埋葬空間や墓制を定める葬法の規制があったと思われる16。

馬韓地域における最古期の封土墳は、羅州丁村古墳、沃野里古墳、伏岩里3号墳などで

みられる方台形墳である。丘陵斜面や頂部に単独で立地しており、加耶や新羅とは異なる。

麗水、高興、海南、新安などの海岸地域では、5世紀前葉以降から独立丘陵に円墳、方墳

などの封土墳が築造される。これらは、加耶圏の巨済長木古墳、馬山大坪里Ｍ1号墳など

とともに、海岸地域に築かれた倭系封土墳とみられる。6世紀前後には光州、咸平、羅州

を中心に前方後円形墳が造られ、また、咸平金山里古墳などでは葺石がある超大型の方台

形墳が築造された。これらは、羅州を中心にした方台形墳および海岸地域の倭系古墳とは

また異なる様相をみせている。

日本の封土墳、すなわち盛土墳は、基本的には独立した場所に単独で立地する。新羅・

加耶のように多数の封土墳が群をなすことも多いが、その大部分は中・小型封土墳でのみ

確認される。そのなかでも、新羅・加耶のように大型封土墳が尾根上に、中・小型封土墳

がその周囲に分布する場合もある。代表的な遺跡として、奈良県新沢千塚古墳群、和歌山

県岩橋千塚古墳群がある。そのなかでも新沢千塚古墳群126号墳は5世紀中葉の方墳で、

内部には金製龍文透彫帯金具、金・銀製の布、垂飾付耳飾、金製指環、ガラス碗、青銅製

熨斗など、日本国内の古墳において最多となる新羅産遺物を副葬している。109号墳から

は、大加耶産金製垂飾付耳飾が、500号墳からは金海－倭の交流を象徴する筒形銅器とと

もに朝鮮半島産である鉄製農工具、鉄矛などが出土していることから、この古墳群は朝鮮

第5図 慶州チョクセム地区の遺構配置図
（국립경주문화재연구소2019a） 第6図 超大型墳配置の企画性（최병현2014）
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半島南部地域と密接な関係をもっていたと考えられる。岩橋千塚古墳群からも新羅・加

耶・馬韓系土器や大加耶産の金製垂飾付耳飾、鍛冶具、鉄矛、鎹などが出土し、朝鮮半島

南部地域との関わりがうかがえる。

（2）墳形と連接

封土の平面形態は「墳形」と呼称され、嶺南・湖南地域では円墳、楕円墳、方墳、前方

後円墳の形態がみられる。加耶と新羅は、ともに円墳と楕円形墳が確認され、なかでも積

石木槨墓は主に楕円形墳が多く、特に20m以上の大型墳で顕著である。

積石木槨墓の墳形は、埋葬主体部が主・副槨の形態から単槨への変化にあわせて楕円形

から円形に変わったと認識されてきた17。しかし、墳形と封土墳の設計原理に関する最新

の研究結果では、積石木槨墓の封土墳は楕円形が基本形態であること、楕円の概念と作図

を正確に理解した設計原理にもとづいて築造されていたことが解明された。封土墳の規模、

墓域の範囲と空間的な限界などにより若干の変形がくわわることもあるが、設計原理は積

石木槨墓が築造された全時期を通じて同様に適用されている18。

慶州を除く新羅・加耶圏では円形系が多数を占めるが、主・副槨を直線上に細長く配置

する慶山林堂造永洞Ｃ1号・Ｅ1号、不老洞93号墳、釜山蓮山洞古墳群、陜川玉田Ｍ3号

第7図 海南龍頭里古墳群全景
（国立光州博物館2011）

第8図 巨済長木古墳群全景
（慶南発展研究院2006）

第9図 新沢千塚古墳群
（橿原考古学研究所2003）

第10図 岩橋千塚古墳群
（和歌山県立紀伊風土記の丘2008）
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墳・Ｍ6号墳、尚州新興里ラ－1号墳と、地形の影響を受けた咸安末伊山13号墳・21号

墳・100号墳・101号墳、昌寧霊山1号墳は楕円形を呈する。しかしながら、これらの楕円

形墳は慶州積石木槨墓の設計原理とは合致しない。このことから、慶州を除く新羅・加耶

圏では円形を基本にし、地形や主・副槨配置の関係で楕円形を呈するものが例外的に発生

したとみられる。

馬韓圏では、5世紀代は方形、6世紀前後では前方後円形の大型封土墳が築造される。

5世紀の大型封土墳は、前段階の墳丘墓形式である台形墳と関連するものであり、以後登

場する前方後円形は、倭と密接なつながりをもっていたと推定される。6世紀以降に加

耶・馬韓圏の南海岸と西海岸でみられる倭系古墳が円形を呈する点と異なる。

日本における古墳時代の墳形は非常に多様化している。最大規模をもつ前方後円墳をは

じめとして前方後方墳、双円墳、帆立貝式古墳、双方中円墳、双方中方墳など、二つ以上

の墳丘をともに築造した形態や、円墳、方墳、四隅突出形墳、上円下方墳、六角墳、八角

墳は単一盛土によるものなど、多様な形態が現れる。そのなかでも前方後円墳、円墳が

もっとも多く造られた形態である。

先行して造営した封土に付け足す形で封土を積み上げる形態、すなわち連接墳は、加耶、

新羅、馬韓圏で確認される。「瓢形墳」と呼ばれる慶州の連接墳のうち、主・副槨式では、

埋葬主体部の主軸方向と並行し、後築する封土の約半分を連接する。この場合、先行する

封土墳の護石と封土の一部を壊し、埋葬主体部が造られることが多い。

6世紀以後、慶州の中・小型の単槨式連接墳や林堂洞古墳群、不老洞91号墳、汶山里古

墳群では、先行する封土墳の護石や封土を破壊することなく増設したり、または2基以上

の封土が連接する形態が確認される。昌寧校洞・松峴洞古墳群、梁山中部洞24号墳は、前

第11図 チョクセムG地区積石木槨墓群の封土墳設計（심현철2018）
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者の慶州の大型封土墳が連接する様相と類似する。固城松鶴洞1号墳も3基の封土が連接

する形態で慶州式であるが、封土を破壊することなく増設しており、最終封土が2基の封

土墳の間に位置する点は独特である。これと異なり、高霊池山洞古墳群、昌寧桂城古墳群

では、先行する封土墳に隣接して築造する場合に、二つの封土間に大壺を正置し祭祀をお

こなった痕跡がある。また、二つの封土に連接して石槨を設置したり、二つの封土をとも

に被覆するなど、慶州式とは異なるが、親縁関係を示す方法をみせる。

一方、陝川三嘉古墳群では前述した平面拡大概念とは異なり、垂直に封土を重ねていく

第14図 校洞・松峴洞Ⅲ群6・7号墳
（국립가야문화재연구소2011a）

第15図 不老洞91号墳の連接状況
（慶尚北道文化財研究院2004）

第16図 松鶴洞1号墳
（東亜大学校博物館2005）

第17図 三嘉Ⅰ－M10号墳
（東西文物研究院2004）

第12図 蓮山洞M3号墳の墳形
（釜山博物館2014）

第13図 末伊山21号墳の墳形
（慶南発展研究院2017b）
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様相がみられる。このような様相は、羅州新村里9号墳、伏岩里3号墳の垂直増築形態と

類似し、注目される。しかし、三嘉古墳群は最終的な封土形態が不整形を呈するが、新村

里9号墳、伏岩里3号墳は方形である。特に伏岩里3号墳は、在地的な封土形態の台形が

増築によって最終的に方形へと変化したと推定されるため、異なる。

以上、封土を連接する形態とは異なり、先行する封土の一部を掘削して埋葬主体部を築

き、封土の連接状況はみられない類型がある。これには一定のパターンにもとづいて配置

第18図 池山洞73・74号墳の儀礼土器
（大東文化財研究院2012）

第19図 桂城2・3号墳連接部の被覆土
（慶南発展研究院2017a）

第20図 東村里2号墳
（全州文化遺産研究院2017）

第21図 屏城洞・軒新洞18－1号墳
（韓国文化財保護財団2001）

第22図 池山洞44号墳
（慶北大学校博物館ほか2009）

第23図 池山洞518号墳
（국립가야문화재연구소2016）
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される場合と、それがない場合とがある。前者は固城松鶴洞1－Ａ号墳、固城内山里古墳

群、陜川三嘉Ｍ7号墳などでみられ、先行する埋葬主体部の周囲で「直交＋並列配置→封

土外縁に円周状の配置」の形態をみせる。後者は義城金城山古墳群、尚州屏城洞古墳群、

長水東村里・三峰里古墳群でみられる。尚州屏城洞・軒新洞古墳群と城東里古墳群では、

先行する横口式構造の石槨入口部に石槨を連接し、構築する形態も確認される。

そのほかにも、封土内に同時に造られた石槨が規模、位置、副葬品などで階層差が顕著

な場合は「殉葬槨」と表現される。高霊池山洞古墳群、高霊本館洞古墳群、陜川磻渓堤

カ－Ａ号墳、咸陽白川里古墳群、居昌石岡里古墳群などの大加耶圏、昌寧校洞・松峴洞古

墳群19、大邱花園城山1号墳などで確認されている。池山洞44号墳は、32基に達する殉葬

槨が封土に造られていた。池山洞518号墳の発掘結果を鑑みると、小加耶圏の陪葬墓配置

パターンと似た殉葬槨配置パターンがあったと考えられる。一方、羅州丁村古墳群でも封

土築造時に造られた甕棺墓2基と木棺墓1基がある。この例も中心埋葬主体部である石室

とは階層差がみられる点から、甕棺墓と木棺墓の被葬者の性格について再検討が必要であ

る。

日本では、前述したような垂直増築、水平増築の事例はほとんどみられず、一つの封土

に2基以上の埋葬施設が配置される場合が多い。これを同時、または陪葬と捉えることが

可能な資料がある。同時築造の場合は、構造や規模などにおいて階層が等しい様相が多数

確認されるため、嶺南圏の殉葬槨とは異なる。

（3）外表施設

外表施設は、封土墳の表面や周縁に設置して墓域を示し、封土の散逸を防ぐ役割をする。

護石（外護列石）、周溝、葺石、被覆土などが挙げられる。

護石は、新羅・加耶圏で数多く確認されており、慶州、大邱、慶山、梁山、高霊、昌寧、

陜川で主にみられる。その反面、阿羅加耶圏の末伊山古墳群、小加耶圏の松鶴洞古墳群と

三嘉古墳群、大加耶圏のなかでも山清、長水、南原、順天などでは護石は設置されない。

池山洞古墳群と桂城古墳群では二重以上に巡らすことが多く、桂城2号墳・3号墳では護

石外の表面に石を葺く形態も現れる。

最近調査された校洞・松峴洞Ⅱ群39号墳では、南側の護石に密接して、多数の大壺底部

片が一定間隔で据え置かれた様相が確認された。古墳築造後におこなわれた儀礼行為の痕

跡とみられる。これらの大壺は、底部や胴部の一部が安定的に正置した状態であったこと

から、口縁部などが後代の堆積によって破損したと考えられ、儀礼後に持ち帰ったりその

場で壊さず、次の儀礼行為時に再度利用した可能性が高い。これは、密接する護石面が露

出状態であったことを反証する資料でもある。しかし同じ封土墳でも、斜面下部にある護

石列は面が揃っていないことから、護石列が一律的に露出していたということに関しては
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疑問である。また、池山洞古墳群、桂城古墳群で多くみられる二重以上の護石は、古墳表

面の角度や盛土などからみると、最下段の護石以外は盛土材、あるいは被覆土で覆われて

いた可能性が高い。これは、校洞・松峴洞Ⅱ群39号墳によって被覆土が良好な状態で残存

する63号墳では、傾斜の急地点は部分的に二重の護石列を巡らすが、上段の護石は被覆土

が覆い、下段は露出する状況からもうかがい知ることができる。63号墳の調査で、被覆土

を造成する方法も新たに判明した。被覆土は全面を一度に施すのではなく、上部封土に盛

土をおこなう際、周縁に粘土ブロックを置いて整えている。その際、層の上面ごとに粘土

帯を巡らせている。このような様相は、先行する2槨の封土を一部掘削して1槨を構築す

る大里里3号墳の連接部でもみられる。

これ以外にも、校洞・松峴洞Ⅰ群7号墳、Ⅲ群10号墳において被覆土が確認されるが、

その大部分は後代の攪乱によって遺存状況は良くない。一方、Ⅰ群7号墳からは封土を補

修したと推定される痕跡があった。

湖南圏では護石がほとんど確認されないが、丁村古墳には、封土基底部の上段に石垣施

設が確認された。傾斜が緩やかな地点にのみ巡る。この施設は3段階の工程に分けられ、

封土築造に関連して護石列のような機能を果たしたとみられる。

周溝は墓域の範囲を示し、古墳築造時や築造後の雨水などによる封土の流出を防ぐ排水

機能を有する。また、周溝の掘削にともなう土は封土基底部に利用される場合が多く、盛

第24図 校洞・松峴洞Ⅱ群63号墳の被覆土構築
状況（국립가야문화재연구소2019a）

第25図 大里里3号墳の被覆土構築状況
（慶北大学校博物館2006）

第26図 池山洞75号墳の護石
（大東文化財研究院2012）

第27図 皇南大塚南墳の護石
（文化財管理局1984）
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土材の供給という役割も担っていた。周溝内からは大壺などの大型土器類が大量に出土す

る場合が多く、古墳造営後の埋葬儀礼の空間として使われていたと推定される。末伊山6

号墳・8号墳では、周溝や古墳周囲から柱穴群が確認されており、祭祀と関連する施設が

あった可能性を示している。

昌寧校洞・松峴洞古墳群Ⅱ・Ⅲ群など、傾斜面に位置する大型封土墳や、咸安地域の末

伊山6号墳・100号墳・101号墳や陝川三嘉古墳群などからも周溝が一部確認されているが、

地形が高い側にのみ造られ、眉形に巡る。松鶴洞古墳群1－Ａ・1－Ｂ号墳、基月里1号

墳、海南龍頭里古墳、海南長鼓峰古墳、咸平新徳古墳、咸平チュンラン古墳、羅州新村里

9号墳、霊岩チャラボン古墳などからは蚕形の周溝が確認された。この周溝は全周してお

らず、排水の機能というよりは祭祀的な要素がより強いとみることができる。栄山江流域

の前方後円形墳である光州月桂洞1・2号墳、光州明花洞古墳は、封土外縁を一周する盾

形周溝を有する。

葺石は、概ね日本の盛土墳でみられるもので、墳丘表面の装飾性を高め、墳丘の流出を

防ぐ機能を果たしたとみられる。嶺南・湖南地域では主に倭系古墳で確認されており、咸

平新徳古墳、海南龍頭里古墳、咸平金山里古墳、海南新月里古墳、羅州伏岩里3号墳など

の栄山江流域と、高興野幕古墳、宜寧景山里1号墳、馬山大坪里Ｍ1号墳などの南海岸に

分布している。景山里1号墳と新徳古墳は、傾斜面の一部のみに葺かれる。葺石ではない

ものの、霊山1号墳は封土背面、護石内側に石築壇がある。このように多数の石材が盛土

材として使われた古墳は、霊山1号墳や高霊本館洞古墳群などがある。近年調査された宜

寧景山里Ｍ2号墳からも葺石と推定される石列が報告されているが、封土表面に葺かれた

とはいいがたく、二段の列をなしていることから霊山1号墳のような施設の可能性もある。

第28図 校洞・松峴洞Ⅱ群39号墳の護石
（국립가야문화재연구소2019）

第29図 校洞・松峴洞Ⅱ群63号墳の被覆土
（국립가야문화재연구소2019a）
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2．封土の築造技法
（1）築造工程

封土の築造工程は、加耶、新羅、馬韓および倭で異なる。加耶・新羅圏は、墓域の整地

後に墓壙を掘削し、地下式の場合は埋葬主体部を、半地下式の場合は埋葬主体部の上段と

下部封土を同時に盛土がおこなわれる。慶州、大邱、高霊、昌寧、陜川などで確認される

第31図 丁村古墳の石垣施設
（국립나주문화재연구소2017）

第30図 校洞・松峴洞Ⅰ群7号墳の
封土補修痕跡（우리문화재연구원2014）

第32図 校洞・松峴洞Ⅲ群6号墳の周溝
（국립가야문화재연구소2011b）

第33図 龍頭里古墳の蚕形周溝
（国立光州博物館2011）

第34図 金山里古墳の葺石
（全南文化財研究院2019）

第35図 景山里1号墳の葺石
（慶尚大学校博物館2004）
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護石と、咸安、昌寧、固城などで確認される周溝は、下部封土の段階で設置される。その

後、遺骸の安置・覆蓋・密封した後、上部封土を積み上げる。その反面、固城松鶴洞古墳

群、内山里古墳群、栗岱里古墳群では、封土の造成後に封土の一部を掘削して墓壙を設け、

埋葬主体部を築く。

馬韓地域では、墓域の整地後に1次下部封土を積み上げるが、埋葬主体部床面の高さま

で盛土をおこなう。そして埋葬主体部を構築するが、丁村古墳、伏岩里3号墳、明花洞古

墳などは、2次下部封土の盛土と同時におこなっている。霊岩チャラボン古墳は、先行す

る1次下部封土を掘削して墓壙を設けた後、埋葬主体部あるいはその上段と同時に2次下

部封土を積み上げる。一方、2次下部封土を埋葬主体部より先に築くこともある。この場

合、埋葬主体部を築く空間を空けて封土を積み上げる方式が確認される。埋葬主体部を築

く空間の側壁が粘土ブロックによって充塡される例は、海南万義塚1号墳、霊岩沃野里古

墳、羅州佳興里新興古墳があり、粘土ブロックを用いない事例としては、高興吉頭里雁洞

古墳がある20。日本では、このような築造技術を「構築墓壙」と呼ぶ。盛土をおこないな

がら埋葬主体部を同時に構築する方式で、古墳時代前期中葉に竪穴式石室から粘土槨へ移

行する時期の古墳である、大阪府南河内郡の玉手山古墳1号墳・5号墳・6号墳、真名井

古墳、駒ケ谷北古墳、宮山古墳前方部1号粘土槨、ヌク谷北塚古墳、庭鳥塚古墳などで確

認される。これらは木棺を安置するための墓壙構造として採用されているが、栄山江流域

とは若干の違いがある21。

日本の盛土墳は基本的に馬韓圏と類似する。工程としては、墓域の整地後に1次墳丘を

造成し、埋葬主体部を2次墳丘と同時に構築する場合、墳丘を掘り込み構築する場合、先

述の事例のごとく構築墓壙の技法で構築する場合に大別される。

第37図 吉頭里鴈洞古墳の築造工程
（全南大学博物館ほか2010）

第36図 池山洞30号墳の築造工程
（국립가야문화재연구소2013a）
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（2）土堤

嶺南・湖南地域の封土墳に共通する盛土技法は、土堤、区画盛土、粘土ブロックの使用

などが挙げられる。土堤は土手状盛土技法とも称され、嶺南圏では昌寧校洞・松峴洞Ⅰ群

7号墳、高霊池山洞73号墳・75号墳、咸安末伊山6号墳・13号墳・25号墳・26号墳、山清

生草Ｍ12号墳・Ｍ123号墳、釜山蓮山洞Ｍ6号墳・Ｍ10号墳、大邱花園城山里1号墳、慶

山造永洞Ｅ1号墳、大邱城下里1号墳などで確認される。土堤は下部封土、または上部封

土の基底部でみられ、平面形は「Ｏ」形、「Ｃ」形、「（」形および、断面凸レンズ形、三

角形など多岐にわたる。

土堤は埋葬主体部構築後におこなわれる本格的な封土盛土工程のなかで、最初におこな

われる工程である。以後、その内側を内傾、または水平盛土をおこないながら平坦面を整

える。そして上部にも水平盛土や、再度土堤を築いて盛土をおこなう場合がある。土堤は

外縁を全周するドーナツ状の平面「Ｏ」形が一般的である。その代表例の高霊池山洞73号

墳・75号墳では、封土外縁の基底部に土堤を築いているが、「土留石列」という、土堤内

側床面に石（築）列を設けて盛土をおこなっている。一方、傾斜の緩やかな地点をまず

「（」形に造成した後、傾斜の急な残り半分を造成する形態は、咸安末伊山25号墳・26号墳

が代表的である。

末伊山13号墳、生草Ｍ12号墳では、上部封土基底部の造成やその上段の封土の盛土など、

幾度にわたって土堤の設置とその内部に盛土がおこなわれた様子が良好な状態で確認でき

る。一方で、昌寧校洞・松峴洞Ⅰ群7号墳では、上部封土の基底部造成後の工程で土堤が

築かれている。

馬韓圏では、埋葬主体部構築前の1次下部封土盛土時に土堤が築かれることがあり、光

州明花洞古墳、羅州佳興里新興古墳、月桂洞古墳、咸平新徳古墳、霊岩秦澗里チャラボン

古墳、海南龍頭里古墳などでみられる。そのなかでも羅州佳興里新興古墳は、傾斜の急な

箇所を除き土堤を巡らすもので、土堤は平面「Ｃ」形を呈する。

日本における盛土技法には、西日本的工法として土手状盛土、東日本的工法として墳丘

中央部分におこなう盛土、いわゆる「小丘」を造る技法があると説明されている。日本で

墳丘外縁の土堤が観察できる事例は、福岡県三国の鼻1号墳、大分県免ケ平古墳、大阪府

百舌鳥大塚山古墳などで、小丘がみられる古墳は静岡県松林山古墳、長野県森将軍塚古墳

などである。そして古墳時代前期末以降、西日本的工法が東日本に波及する過程で、両者

が結合した形態が、千葉県大厩浅間様古墳などで確認される22。

東日本的工法と類似する事例が、霊岩沃野里古墳、咸安末伊山6号墳である。霊岩沃野

里古墳は墳丘中央を盛り上げ、周辺は平坦に盛土をおこなっている。また、これとは工程

が異なるが、咸安末伊山6号墳では埋葬主体部上段部と下部封土を築く際、埋葬主体部を
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第38図 林堂Ｅ1号墳の土堤（嶺南大学校博物館2000）

第39図 池山洞73号墳の土堤（左）と土塁石列（右）（大東文化財研究院2012）

第40図 校洞・松峴洞Ⅰ群7号墳の土堤
（우리문화재연구원2014）

第41図 末伊山26号墳の土堤築造手順
（우리문화재연구원2018）

第42図 佳興里新興古墳の土堤築造手順（대한문화재연구원2015a）
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中心に、いわゆる「中核」を造成後、外縁を拡張していく方式で盛土をおこなっている。

（3）区画盛土と区画材

中型墳以上の封土墳築造においてもっとも普遍的に確認されるのが、一定空間を区画し

て盛土材を両側から交互に盛土（交互盛土）したり、あるいは連結させて盛土（連接盛

土）する現象である。区画盛土とは、分割盛土と混用されることもあるが、中・大型封土

墳は、築造前の墓域の選定、墓壙の掘削、埋葬主体部の構造にあわせて封土を築造するた

め、盛土前に予め計画し築造するという意味が含まれる「区画」という用語が適切と思わ

れる。本稿で検討する3つの圏域においても区画盛土が確認されている。埋葬主体部の中

心から放射状に区画境界を設けて区画材を用い、その両側で交互盛土、あるいは他区画境

界まで一方向に盛土をおこなうのが一般的である。交互盛土以外にも、区画材が基底部か

ら上部まで重なり合う場合や、盛土材を区画材に重ねて築く場合がある。

新羅・加耶圏では、区画境界に石列、標識石、粘土ブロック列などの区画材を置き、交

第43図 チャラボン古墳の土堤（대한문화재연구원2015b）

第44図 日本列島の盛土技法（青木敬2003）

第45図 沃野里古墳の盛土技法（국립나주문화재연구소2004b）
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互盛土、あるいは連接盛土をおこなう。石列による区画盛土は、紀元前6～7世紀頃の中

国遼寧省の崗上墓と楼上墓でその事例23をみることができるが、時期的な差が大きい。

嶺南・湖南圏の封土墳における区画石列は、2つの形態に分けられる。一つは、盛土空

間の基底部に放射状の石列を設け、それを基準に盛土をおこなうもので、慶州仁旺洞Ｃ－

1号墳、星州星山洞38号墳・58号墳、大邱花園城山里1号墳、高霊池山洞30号墳・518号

墳、陜川玉田Ｍ3号墳など、多数の古墳で確認される。校洞・松峴洞Ⅰ群7号墳は石列の

幅が広く、古墳の外方へ傾斜して積まれていることから、封土築造時、または築造後の排

水機能を兼ねていたと推定される。もう一つは、石列を石垣状に構築後、その左右にも石

積みをおこなうもので、義城大里里2号墳、咸安末伊山13号墳、昌寧桂城北5号墳で確認

され、高霊池山洞75号墳でも部分的に認められる。

放射状区画以外にも、埋葬主体部の周囲を一周する横方向の区画が確認される場合があ

る。区画境界に用いられる区画材は盛土空間を分ける基準となるが、盛土過程で古墳の中

心と埋葬主体部の位置を示す指標にもなる。一方で、封土基底部から墳頂部までの区画境

界が同一のものもあるが、各単位工程によって区画境界が異なることもある。

日本では、長野県森将軍塚古墳で前方部の各段および放射状に造成された石垣列がみら

れ、池山洞75号墳と類似した形態として注目される。森将軍塚古墳を除き、盛土の基準と

して石列が用いられる例は極めて稀である。しかし、佐賀県久保泉丸山 ST001号墳のよ

うに、葺石部分に一定間隔で列を揃える石列がたびたび確認されており、伏岩里3号墳墳

頂部の上部葺石の区画と同様の性格をもつ。

皇南大塚南墳では、埋葬主体部調査時に設定した封土中央のトレンチの壁で、斜線また

は垂直に下る小型石材で区画された砂利層が観察された。前述した石垣形態の石列とは石

の大きさに違いがあることから、区画境界に列を揃えて整然と積んだ砂利層とみられ、区

画盛土との関連性がうかがえる。

馬韓圏では区画と関連する石材はそれほど確認されていないが、羅州佳興里新興古墳で

第46図 校洞・松峴洞Ⅲ群7号墳の区画標識石
と交互盛土（국립가야문화재연구소2011b）

第47図 末伊山6号墳の連接盛土
（東亜細亜文化財研究院2008）
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は、封土内の区画境界石列が調査されている。

区画標識石は古墳外縁に置かれる石材で、これを基準に交互盛土をおこなう。高霊池山

洞518号墳、昌寧校洞・松峴洞Ⅲ群7号墳などでみられる。一方で、護石上段にも一定間

隔で面を揃えた石列がある場合があり、慶州皇南大塚南墳、慶州仁旺洞C－1号墳などで

確認されている。仁旺洞C－1号墳では、護石とは区別される石列と封土内部の区画石列

が一致することから、上部封土を築くための一種の標識石列とみることができる。

次に粘土ブロック列による盛土をみると、最近の封土墳の調査によると、多様な形態が

第48図 星州星山洞58号墳
（啓明大学校行素博物館2006）

第49図 校洞・松峴洞Ⅰ群7号墳の排水機能を
もつ石列（우리문화재연구원2014）

第52図 森将軍塚古墳の区画石垣列
（千曲市森将軍塚古墳館2015）

第53図 池山洞75号墳の区画石垣列
（大東文化財研究院2012）

第50図 末伊山13号墳の区画石垣列
（東亜細亜文化財研究院2019）

第51図 大里里2号墳の区画石垣列
（慶尚北道文化財研究院2012）
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確認され、土嚢、粘土塊、土塊、粘土ブロックなどと呼ばれている24。粘土ブロックは区

画材だけでなく盛土材、埋葬主体部の壁体構築など多様に使用され、朝鮮半島以外に、中

国、日本などでも城郭、堤防の築造など多方面で使用された痕跡が確認されている。

高霊池山洞518号墳では下段に板石列を敷き、土塀のように粘土ブロックを積み上げな

がら左右に盛土をおこなう。粘土ブロックは築造工程ごとに粘性が弱くなり、色調も薄く

なる。大邱城下里1号墳と霊岩沃野里古墳では、縦・横方向に粘土ブロックを置き、クモ

の巣状に盛土をおこなっている。昌寧校洞・松峴洞Ⅱ群3号墳は、粘土ブロック列ととも

に区画標識石、護石外側の木柱などによって20以上の空間に区画し、盛土をおこなってい

る。最近調査が進んでいるチョクセム44号墳からも、側壁の積石後、護石と封土築造の段

階で、区画石列による大区画とともに粘土ブロック列や交互盛土の様子が確認されている。

日本では盛土材として、粘土ブロックまたは土嚢の使用が古墳時代前期からみられるが、

区画材として列状をなすようになるのは5世紀以降で、大阪府百舌鳥・古市古墳群をはじ

めとして、静岡県瓦屋西古墳群、鳥取県晩田山古墳群などで確認されている25。6世紀に

は蔵塚古墳の基底部において、後円部では放射状、前方部では主軸と並行して粘土ブロッ

ク列が確認された。蔵塚古墳では、墓域整地層において、軟弱地盤を補強する敷葉工法も

調査されている。古墳築造の企画に際しては基底部に粘土ブロックを用いた事例もみられ、

第54図 久保泉丸山古墳における葺石内の石列
（佐賀県教育委員会1986）

第55図 伏岩里3号墳における葺石内の
区画状況（曺永鉉2010）

第56図 皇南大塚南墳の砂利層
（文化財管理局1984）

第57図 皇南大塚南墳における護石内の
区画石列（文化財管理局1984）
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第58図 池山洞518号墳の粘土ブロック列の
重積状況（국립가야문화재연구소2016）

第59図 霊岩沃野里古墳の横方向の
粘土ブロック列（국립나주문화재연구소2014b）

第60図 校洞・松峴洞Ⅱ群3号墳の区画盛土
（東亜大学校博物館1992）

第61図 蔵塚古墳の区画盛土
（大阪府文化財調査研究センター1998）

第62図 人形塚古墳
（千葉県教育振興財団2006）

第63図 物井古墳群S16号墳
（千葉県教育振興財団2009）
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千葉県人形塚古墳と物井Ｓ16号墳では、墳丘基底部に同心円・扇形の粘土ブロック列、ま

たは粘土帯が確認されている。

高霊を中心とする大加耶圏の封土墳では、封土内に殉葬槨が別途設けられているが、池

山洞518号墳の調査で、殉葬槨は構築工程が異なっていることがあきらかとなった。殉葬

槨の壁体が区画境界に位置することから、ある種の区画基準を示す役割をしていたとみら

れる。

区画境界における区画材の使用例としては、昌寧校洞・松峴洞Ⅱ群での粘土ブロック列、

星州星山洞58号墳、高霊池山洞75号墳、昌寧桂城北5号墳での区画石列などがあり、多数

の空間を細分する状況が確認されている。しかし、それ以外の古墳では、大きく区画され

た境界の1ヵ所に石列、または粘土ブロック列で示したり、または異種の盛土材によって

交互盛土をおこなった様子が明瞭に観察される。これを「大区画線」と称されることもあ

る。義城後坪里1号墳では埋葬主体部中心の交互盛土区間を境界に、風化岩盤片が大量に

混在する褐色粘砂質土と、粘土の高い明褐色砂質粘土に大別される。義城大里里2号墳は、

後続するＢ－1号石槨封土は複数の区画石列によって空間が細分されているが、やはり埋

葬主体部中心を境界に左右に大別される。そして上部封土の2次工程時に、先行するＡ－

1号墳の封土をともに覆う過程で、中心を移動して交互盛土をおこなっている。

（4）盛土材

封土の大部分をなす盛土材は、土材、粘土ブロック、表土ブロック、土材＋石材、石材

など多様である。高霊池山洞518号墳では埋葬主体部の密封後、封土基底部表面に粘土ブ

第64図 義城後坪里1号墳の交互盛土（慶尚北道文化財研究院2017）

第65図 義城大里里2号墳の交互盛土（慶尚北道文化財研究院2012）
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ロックを幅広く敷いている。このような様相は大阪府蔵塚古墳でも確認されている。

校洞・松峴洞Ⅰ群7号墳では、土材とともに粘土ブロックを使用し、異なる盛土材間の

凝集力を高めるために木棒で搗いた痕跡も確認された。搗棒痕跡は7世紀の奈良県キトラ

古墳や高松塚古墳でも確認されており、特に版築による盛土とともに注目されている。

表土ブロックは古墳築造時に旧地表を掘削し盛土材として利用したもので、植物遺体が

残存するほか、被熱痕がみられることもある。馬韓圏の霊岩チャラボン古墳、日本では奈

良県六道山古墳、鳥取県晩田山28・29・30号墳26、大阪府堺市グワショウ坊古墳27などで

第66図 池山洞518号墳における盛土材の
粘土ブロック（국립가야문화재연구소2013b）

第67図 蔵塚古墳の盛土材の粘土ブロック
（大阪府文化財調査研究センタ－1998）

第68図 校洞・松峴洞Ⅰ群7号墳の
粘土ブロック（우리문화재연구원2014）

第69図 校洞・松峴洞Ⅰ群7号墳の搗棒痕跡
（우리문화재연구원2014）

第70図 高松塚古墳の搗棒痕跡
（文化庁ほか2017）

第71図 高松塚古墳の版築状況
（文化庁ほか2017）
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確認される。

昌寧霊山1号墳では、断面「Ｕ」字状の空間に小型割石と大型割石を敷き詰めた石材の

盛土区間があり、盛土材の需給問題や築造技術力の差などを考慮した、盛土材の選択とも

みる余地がある。このような形態は、高霊池山洞古墳群より低い階層の墓域とみられる高

霊本館洞古墳群でも確認される。

一方、校洞・松峴洞古墳群Ⅱ群63号墳からは、封土の築造分岐点が確認されている。入

口部の短壁上段の天井石を中心に、平面「Ｕ」字形、断面斜線の築造区分線が検出され、

被覆土の造成と同様に先築封土の周縁に置かれた粘土ブロックも確認された。また、被覆

第72図 チャラボン古墳の表土ブロック
（대한문화재연구원2015b）

第73図 晩田山古墳の表土ブロック
（淀江町教育委員会2000）

第74図 霊山1号墳の石材による盛土区間
（국립가야문화재연구소2014）

第75図 本館洞63号墳の石材による盛土区間
（啓明大学校博物館1995）

第76図 校洞・松峴洞Ⅱ群63号墳の築造区分線（左）と同1号の築造区分線（右）
（국립가야문화재연구소2019a、東亜大学校博物館1992）

古代日韓における古墳築造技法の比較検討

8877

2021.03.09 13.49.26 Page 105 ／【Ｋ：】Ｓｅｒｖｅｒ／ｖｅｒ７県外・県内／２６６７４１日韓文化財論集Ⅳ／本文／鄭・呉・尹　　　　　　　ｐ０４５－１１１



土造成と同時に水平盛土をおこないながら、一層ずつ積み上げている。以前発掘がおこな

われたⅡ群1号墳の土層図にもこのような状況が確認されることから、封土の分割盛土は、

校洞・松峴洞古墳群の初期段階における封土墳築造技法とみることができる。一方、昌寧

校洞・松峴洞Ⅱ群39号墳では、上部封土の中心には粘土を、周縁には砂質土を用いて封土

の流失や埋葬主体部の保護を図った。また、工程ごとにシルトを用いることで盛土材の凝

集力を高めている。

3．埋葬主体部の構築技法
（1）封土墳築造以前の墓制

嶺南・湖南地域の大型封土墳は、埋葬主体部の墓制と構造、築造技法において、地域ご

とに様々な様相が確認される。墓制とは、各封土墳の中心となる埋葬主体部の構造や埋葬

方法を称する用語で、木槨墓、竪穴式石槨墓、横口式石室墓、横穴式石室墓に分類される。

また、別途設けられた副葬空間である副槨の有無や、墓壙および配置から分類することも

できる。

封土墳築造以前、金官加耶の故地である金海では、3世紀代に副葬空間を別途有する大

型の主副槨式木槨墓が登場する。4世紀以降も大型木槨墓が築造されるが、中・小型墳墓

では竪穴式石槨墓が出現する。4～5世紀に築造された釜山加達古墳群、釜山華明洞古墳

群、金海竹谷里古墳群、金海上徳亭・下徳亭遺跡など、釜山・金海地域における竪穴式石

槨墓は、墓壙上面より下方に天井部があり、木蓋を用いる。墓壙と石槨間に厚く裏込めを

第77図 加達5号墳（釜山市立博物館1993） 第78図 宮山2号墳（姫路市教育委員会2016）

第79図 小山3号墳（兵庫県立考古博物館2009） 第80図 川上古墳（長尾町教育委員会1991）
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おこなうのが特徴である。同様の埋葬主体部構造が、香川県川上古墳、兵庫県宮山古墳、

兵庫県小山3号墳、兵庫県平荘湖古墳群内の池尻2号墳、カンス塚古墳など、四国と近畿

西部で主に確認されている28。特に宮山2号墳は殉葬者が埋葬された可能性があり、金製

垂飾付耳飾（大加耶）、金銅製帯金具・鉄矛・鉄釘（新羅）、装飾大刀・馬具（百済）、胡

籙金具・指環・小環頭大刀・曲刃鎌・Ｕ字形鍬鋤先（新羅・加耶）など、朝鮮半島と関わ

りのある遺物が大量に出土し注目される。川上古墳では、大加耶産馬具の出土や石槨内に

は土器が副葬されている。小山3号墳でも石槨内に土器の副葬、平荘湖古墳群では耳飾、

鍛冶具、鉄器などの出土というように、新羅・加耶系遺物の副葬が多くみられ、出土遺物

の性格や副葬においても朝鮮半島と密接な関連をみせる。

（2）木槨から石槨への変化

校洞・松峴洞古墳群Ⅱ群2号墳と3号墳では、壁体間に木柱を立てることで、天井石に

よる荷重を分散させ、壁体の崩壊を防いでいたと推定される。このような形態は、大邱城

下里1号墳、霊岩沃野里1号墳、羅州佳興里新興古墳でみられる。校洞3号墳と城下里1

号墳、佳興里新興古墳では、床面に木柱と組み合う横木も確認された。

一方で、木柱が壁体内ではなく壁体に沿って設けられる場合があり、金海良洞里93・

304号墳、長水三峰里2号墳・3号墳で確認されている。この構造は、壁体を造るために

木板を設置するなど、壁体の構築との関連性が想定される。

日本の近畿地方において、古墳時代開始期の帆立貝式前方後円墳である奈良県ホケノ山

古墳では、木柱が壁体内側に設置される例であり、これは木槨を支える用途であると考え

られている。床面には横木があり、床面の敷石は割石ではなく壁体と同じ大きさの石材が、

木槨周辺で確認されている。このような様相は城下里1号墳と類似する。また、木蓋の使

用は良洞里93号墳と共通する。

ホケノ山古墳は3世紀中・後葉、良洞里93号墳・304号墳は4世紀後半の築造であるが、

第81図 校洞・松峴洞Ⅱ群3号墳
（東亜大学校博物館1992）

第82図 佳興里新興古墳
（대한문화재연구원2015a）
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良洞里304号墳からは倭系遺物である筒形銅器が出土し、ホケノ山古墳からは金海大成洞

88号墳・91号墳から出土する土師器系土器や銅鏃と類似した形態が出土しており、この時

期における近畿地方と金海地域との交流に関連したものである可能性を指摘できる29。し

かし、類似する構造の三峰里2号墳・3号墳は、5世紀後葉から6世紀前葉に属し、石槨

構築と天井石の架構をともに考慮した構造の校洞・松峴洞古墳群Ⅱ群3号墳（5世紀中

葉）、霊岩沃野里1号墳（5世紀後葉）、大邱達城城下里1号墳（6世紀前葉）など、長期

間にわたって築造され続けた点などを勘案すると、封土墳内に石槨を築く際の普遍的な構

第87図 ホケノ山古墳平面図（左）と復元図（右）（橿原考古学研究所2008）

第85図 良洞里93号墳
（東義大学校博物館2008）

第86図 三峰里2号墳
（全州文化遺産研究院2015）

第84図 沃野里1号墳
（국립나주문화재연구소2012）

第83図 城下里1号墳（大東文化財研究院2015）
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築技術であったとみることができる。また、構造は異なるが、昌寧桂城古墳群の木板－横

木施設、咸安末伊山古墳群、陜川三嘉24号墳でみられる壁体上段の横架施設なども同一意

図のもと設けられた可能性が高い点も、これを裏付けている30。

（3）主副槨構造と配置

封土墳の築造段階については、圏域別に多様な墓制が確認されている。特に嶺南地域と

全羅南道東部地域では、副槨を設ける場合が多く、その構造と配置方式は多岐にわたる。

慶州では、大型封土墳は「異穴／同穴主副槨式（「目」字形）＋積石木槨＋木蓋」から

「単独槨式＋積石木槨＋木蓋」に変化し、中・小型封土墳は主副槨配置が「明」字形、

「凸」字形など多様である。慶山は「異穴主副槨式（「昌」字形）＋岩壙木槨＋石蓋」であ

る。

大邱では、不老洞古墳群は「同穴主副槨式（隔壁）＋竪穴式石槨＋石蓋」、花園城山里1

号墳は「異穴主副槨式（「Ｔ」字形）＋竪穴式石槨＋石蓋」、達城城下里1号墳は「単槨式

＋横口式（追葬なし）＋石蓋」である。星州星山洞古墳群は「竪穴式石槨＋石蓋」で、異

穴主副槨式（「明」字形）、同穴主副槨式（「凸」字形／「ㄱ」字形）が造られる。義城は

「異穴／同穴主副槨式（「11」字形／「凸」字形）＋（変形）積石木槨＋木蓋」で、6世紀以

降には「単槨式＋横口式石室＋石蓋」も確認される。尚州は、「単槨式＋横口式（追葬な

し）＋石蓋」から「単槨式＋横口式石室＋石蓋」に変化する。

釜山蓮山洞古墳群は、「同穴主副槨式（隔壁）／異形主副槨式＋竪穴式石槨＋石蓋」、「単

槨式＋竪穴式石槨＋石蓋」で、梁山北亭洞・中部洞古墳群は、「単槨式＋横口式（追葬な

し）＋石蓋」である。

高霊では、初期は「同穴主副槨式（「Ｔ」字形）＋木槨（または、石囲い木槨）＋木蓋」

の構造であり、以後「異穴主副槨式（「Ｔ」字形）＋竪穴式石槨＋石蓋」→「異穴主副槨式

（「11」字形）＋竪穴式石槨＋石蓋」→「単槨式＋横穴式石室＋石蓋」へ変化する。大加耶

圏の山清生草古墳群、南原酉谷里－斗洛里古墳群、咸陽白川里古墳群は「異穴主副槨式

（「11」字形）＋竪穴式石槨＋石蓋」で、居昌石岡里M13号墳は「同穴主副槨式（「工」字

形）＋竪穴式石槨＋石蓋」である。一方で、陜川磻渓堤古墳群、長水三峰里・東村里古墳

群、南原月山里古墳群、順天雲坪里遺跡は、副槨をもたない「単槨式＋竪穴式石槨＋石

蓋」である。

陜川玉田古墳群は「同穴主副槨式（隔壁）＋竪穴式石槨＋木蓋」で、墓制は単槨式の横

口式・横穴式へ変化する。陜川三嘉古墳群と苧浦里古墳群は、「単槨式＋竪穴式石槨＋石

蓋」である。

昌寧桂城古墳群は「同穴主副槨式（隔壁）＋竪穴式石槨＋木蓋」→「単槨式＋横口式石

室＋石蓋」に、校洞・松峴洞古墳群は、「単槨式＋横口式（追葬なし）／竪穴式石槨＋石
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蓋」→「単槨式＋横穴式石室＋石蓋」に変化し、「単槨式＋積石木槨＋木蓋」も1基確認

される。桂城古墳群の南に位置する霊山古墳群は、「単槨式＋竪穴式石槨＋石蓋」である。

咸安末伊山古墳群は「単槨式＋竪穴式石槨＋石蓋」で、6世紀以降の築造と推定される

南門外古墳群は「単槨式＋横穴式石室＋石蓋」である。固城松鶴洞1号墳、宜寧景山里1

号墳は単槨式で、前者は竪穴式石槨から横穴式石室へ移行し、後者は横穴式石室である。

以上をまとめると、慶州、慶山、義城を中心に木槨墓、それ以外の地域は石槨墓が造ら

れ、石槨墓のなかでも、追葬がおこなわれない横口式構造が昌寧（校洞）、大邱（達城）、

梁山、尚州で確認される。主槨と副槨を縦に細長く配列する形態は、慶州（大型）、大邱、

高霊、昌寧（桂城）、釜山、慶山、居昌、陜川（玉田）で、並列配置は慶州（中・小型）、

高霊、星州、義城、山清、南原（酉谷）、咸陽で確認される。一方で、単槨式は昌寧（校

洞）、陜川（三嘉・磻渓堤）、長水、南原、順天、咸安、梁山でみられる。このように、一

部の地域を除けば、主副槨式構造は新羅・加耶圏域の大型封土墳で共通して採用されてい

たとみることができる。以後6世紀になると、墓制は追葬をおこなう横口式、あるいは横

穴式に、主副槨式から単槨式に変化する。

湖南地域の封土墳はすべて単槨式が確認されている。栄山江流域の初期封土墳である羅

州丁村古墳、羅州伏岩里3号墳’96号石室は横穴式石室、霊岩沃野里古墳、羅州佳興里新

興古墳、霊岩チャラボン古墳は横口式石室、または竪穴系横口式石室を墓制とする。6世

紀以後に造られる前方後円形封土墳の光州明花洞古墳、光州月桂洞1号墳・2号墳、咸平

新徳古墳、咸平長鼓峰古墳、霊岩チャラボン古墳、海南龍頭里古墳は横穴式石室を墓制と

する。西・南海岸に位置する高興野幕古墳、高興吉頭里雁洞古墳、海南外島1号墳、海南

月松里造山古墳、新安ベノルリ3号墳、務安新基古墳は、竪穴式石槨を墓制とする。

日本では、大型盛土墳が築造される3世紀中葉以後、木槨墓（または、石囲式木槨墓）

が一部確認されるが、竪穴式石槨（室）、粘土槨、横口式石室、横穴式石室が主な墓制と

して採用されている。その大部分が単槨式、または同時構築による多槨式とみられるが、

一部、嶺南圏でみられる主副槨式構造が確認されており注目される。

まず、昌寧桂城1～4号墳、陜川玉田古墳群、大邱不老洞91号墳、釜山蓮山洞Ｍ4号墳

などでみられる、障壁で区画する主副槨式構造が、岡山県牛文茶臼山古墳と長野県桜ヶ丘

古墳で確認される。牛文茶臼山古墳は石槨平面形が長方形を呈し、小型である点で異なる

が、天井石を用いる点は不老洞91号墳、蓮山洞Ｍ4号墳と共通している。桜ヶ丘古墳は比

較的細長方形を呈する。牛文茶臼山古墳出土の獅噛文帯金具と桜ヶ丘古墳出土の金銅冠と

鉄矛は、いずれも大加耶系とみられ、朝鮮半島との関連が看取される。

次に、平面「ㄱ」字形の主副槨式構造は、福岡県本郷鶯塚1号墳・3号墳と長野県畦地

1号墳でみられ、片方の側壁側面に副葬空間を別途設けている。日本植民地時代に調査さ
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第88図 桂城3号墳（慶南発展研究院2017a） 第89図 蓮山洞M4号墳（안춘배1989）

第90図 牛文茶臼山古墳（亀田修一1998） 第91図 桜ヶ丘古墳（本郷村教育委員会1966）

第92図 本郷鶯塚1号墳
（大刀洗町教育委員会1994）

第93図 畦地1号墳（長野県1983）

第94図 星山洞旧2号墳の2殉葬槨
（朝鮮総督府1931）

第95図 青里A－ナ3号墳の石室
（文化財保護財団1998）
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れた星州星山洞旧2号墳の2殉葬槨、尚州青里Ａ－ナ3号墳など、中・小型殉葬槨や石室

で確認される形態である。

（4）板石組構造と横口部の形態

先述した平面「ㄱ」字形の主副槨式構造をもつ本郷鶯塚1号墳と畦地1号墳は、いずれ

も板石を立てて埋葬主体部の壁体を築いている。この板石組構造は、福岡県セスドノ1号

墳、猫迫1号墳、長野県高岡1号墳、北本城古墳でも確認されており、墓制は竪穴系横口

式、または横穴式である。このような構造は、星州星山洞古墳群、昌寧校洞・松峴洞古墳

群をはじめとして大邱達西古墳群、漆谷若木古墳、亀尾黄桑洞古墳群、金泉東部洞1号墳

など、昌寧、大邱および大邱北部地域で主に確認され、墓制は竪穴式、横口式（または竪

穴系横口式）である。

時期としても、昌寧校洞・松峴洞古墳群、星州星山洞古墳群が5世紀中葉、福岡県本郷

鶯塚古墳が5世紀後葉、長野県畦地1号墳が6世紀前葉と連続する。本郷鶯塚古墳群から

は、高霊池山洞古墳群や陜川磻渓堤古墳群で確認される、馬の埋葬土坑と大加耶系の馬具

が出土し、畦地1号墳でも大加耶系耳飾や胡籙金具が出土している。一方、畦地1号墳が

第96図 校洞・松峴洞Ⅱ群39号墳
（국립가야문화재연구소2019a）

第97図 達城古墳群37号墳
1槨（国立大邱博物館2015）

第99図 北本城古墳
（松戸市立博物館2003）

第98図 校洞旧89号墳（左）、旧116号墳（右）
（国立金海博物館2015）

第100図 高岡1号墳
（국립가야문화재연구소2019b）
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位置する飯田古墳群、北本城古墳周辺の茶柄山古墳群、物見塚古墳、新井原古墳群、溝口

の塚古墳、宮垣外遺跡などでも、土坑から馬骨と馬に装着したままの大加耶系馬具などが

出土し注目される。慶州味鄒王陵地区からも馬の埋葬竪穴が確認されているが、遺物の特

徴とあわせて考えると、高岡1号墳、畦地1号墳、北本城古墳が築造された長野県飯田地

域は、大加耶および昌寧・大邱北部地域と密接なつながりを有していたと推定される。

昌寧校洞・松峴洞古墳群は、片側の短壁を入口として埋葬をおこなう特殊な構造で、6

世紀以降に盛行する横口・横穴式墓制とは異なり、追葬はおこなわれていない。入口部を

遺骸と副葬品を納めるための機能的な空間と捉える見解がある31。日本でもこれと類似す

る形態が確認されている。兵庫県見手山古墳では、両側壁が玄門部の短壁よりはるかに長

く、玄門短壁下段は両側壁と同時に築き、上段のみを埋葬終了後に、別途積み上げている。

石槨内部からは白蛤が入った蓋杯2組が出土しており、朝鮮半島との密接な関連性がうか

第102図 校洞・松峴洞
Ⅲ群6号墳の玄門部
（국립가야문화재연구소

2011b）

第101図 校洞・松峴洞Ⅱ群1号墳（東亜大学校博物館1992）

第105図 びくに古墳
（兵庫県立考古博物館2009）

第104図 見手山古墳
（豊岡市立郷土資料館

1983）

第103図 寺口忍海
H37号墳（新庄町教育
委員会ほか1988）
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がえる。兵庫県養父市びくに古墳も細長方形の石槨で、片側の短壁上方に入口部を設け、

両側壁は入口側の短壁よりも長い。奈良県寺口忍海古墳群Ｈ37号墳も同様の構造で、入口

床面は傾斜する。寺口忍海古墳群からも大加耶産馬具や鍛冶具、および朝鮮半島産と推定

される鉄器が多数出土した。

（5）粘土と朱

壁面に粘土を塗布した痕跡が、池山洞73号墳・74号墳、桂城Ⅱ－1号墳、校洞・松峴洞

古墳群Ⅰ群7号墳とⅡ群39号墳で確認され、さらに古衙洞壁画古墳では、壁画が描かれた

第106図 池山洞73号墳西殉葬槨の粘土塗布
（大東文化財研究院2012）

第107図 池山洞518号墳の壁石間粘土
（국립가야문화재연구소2016）

第108図 蓮山洞M3号墳の角材痕跡
（釜山博物館2014）

第109図 池山洞74号墳南殉葬槨天井石上部の
粘土（大東文化財研究院2012）

第110図 天狗山古墳の石槨
（岡山大学ほか2014）

第111図 相作馬塚古墳
（高松市教育委員会2017）
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壁体からも確認されている。これ以外にも、金海大成洞古墳群、釜山蓮山洞古墳群、梁山

夫婦塚など、嶺南地域の多くの古墳でみられる。池山洞518号墳では、区画材として用い

られる粘土ブロックを壁体の構築に使っているが、これは密着性を高めるためのセメント

機能として用いられた例である。

釜山蓮山洞Ｍ3号墳では、壁体上部に角材を置いた粘土痕があり、高霊池山洞74号墳の

南殉葬槨など池山洞古墳群の多くの封土墳では粘土を敷いている。これらは天井石を載せ

る用途とみられる。日本ではこのような例は稀であるが、岡山県天狗山古墳、香川県相作

馬塚古墳などで、蓋体と壁体上段間に粘土を敷く例が確認されている。天狗山古墳は竪穴

式石槨で、内部から鎹、大加耶産馬具、加耶・新羅系鉄器、栄山江流域産蓋杯などが出土

している。また、相作馬塚古墳からも鎹が出土しており、朝鮮半島南部地域との関連性の

高さがうかがえる。

一方、嶺南・湖南地域の封土墳では埋葬主体部の側壁と天井に朱塗りの痕跡がみられる

が、日本に比べると確認事例は多くない。朱は水銀朱（HgS）とベンガラ（Fe2O3）に分

けられるが、韓国の出土事例は分析がおこなわれていないため、その成分が不明な場合が

多い。現在まで、金海竹谷里36号墳で水銀朱が確認されている。これまで朱が確認された

事例は、慶州皇南大塚南墳、天馬塚、金鈴塚など、大型積石木槨墳で数多くみられる。さ

らには、昌寧校洞・松峴洞6号墳・7号墳・39号墳・63号墳、固城松鶴洞1Ｂ－1号墳、

羅州伏岩里3号墳、羅州大安里方頭古墳、高興吉頭里雁洞古墳、霊岩チャラボン古墳、光

州明花洞古墳、海南長鼓峰古墳、海南新月里方台形古墳、咸平新徳1号墳などで確認され

た。日本では石室内に水銀朱とベンガラの両方が使われる例も多く確認されている32。

（6）南海岸地域の倭系古墳

加耶圏の宜寧、高霊、巨済、泗川、昌原からは、倭系古墳と称される封土墳が確認され

る。宜寧景山里1号墳は、石屋形石棺、細く長い羨道、有段の玄門上段に板石を立てて閉

塞する構造、梱石の複数配置などに倭系要素がみられる。これらと類似する形態の古墳は、

佐賀県潮見古墳である。また、最近調査された景山里2号墳も、二段の段をもつ玄門上段

第112図 松鶴洞1B－1号石室天井部の朱（東亜大学校博物館2005a）
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に板石を立てて閉塞する点は倭系要素とみることができるが、短い羨道と石室の平面形は、

固城、昌原などと似ており加耶的な要素と思われる。

宜寧雲谷里1号墳は、胴張りの平面形、石棚、「コ」字形の屍床配置などが倭系要素と

みられており、福岡県日岡古墳と類似する。

固城松鶴洞1Ｂ－1号墳は細長形の石室で、九州系石室として知られる群馬県前二子古

墳と類似している。南側壁上部から出土した鉄釘は、帳などをかける用途であったと推定

第114図 前二子古墳（前橋市教育委員会2015）

第115図 大坪里M1号墳
（慶南発展研究院2011）

第116図 高興野幕古墳
（국립나주문화재연구소2014a）

第117図 七夕池古墳
（志免町教育委員会2001）

第113図 松鶴洞1B－1号墳の石室と棚
（東亜大学校博物館2005b）
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され、同様の事例は、高句麗の横穴式石室、日本の群馬県前二子古墳、観音塚古墳などで

確認されている。武寧王陵からも、羨道に置かれた鎮墓獣の左右の壁体から鉄釘が各2点

出土した。また、木製棚は、和歌山県岩橋千塚古墳群の棚施設などの事例から、倭系要素

と考えられる。

巨済長木古墳は、独立丘陵上に単独で立地し、平面羽子板形の玄室、玄門架構施設、ラ

ッパ状に開く羨道と墓道、玄室奥壁の腰石などが倭系要素とされ、佐賀県関行丸古墳との

関連性が指摘される。

泗川香村洞Ⅱ－1号墳は、立柱石と梱石を備える架構式の玄門で、平面長方形の玄室に

3基の棺を「コ」字形に配置する。このような形態は、熊本県小坂大塚古墳と高い共通性

をみせる。泗川船津里古墳は、立柱石と楣石を備えた玄門施設が確認され、腰石に似た石

材利用がみられる点、独立丘陵上に単独立地する点を倭系要素とみている。

馬山大坪里Ｍ1号墳は、巨済長木古墳、泗川船津里古墳のように、丘陵頂上部に単独で

造られている点や封土の葺石、石槨壁体から多量の倭系鉄鏃が出土する点などを倭系要素

と評価されている。また、竪穴式石槨の形態が、高興野幕古墳、福岡県七夕池古墳と類似

する33。

（7）栄山江流域圏と日本の九州中北部地域における横穴式石室の構造比較

現在、日本の古墳時代における横穴式石室が、百済との関係下で導入され、盛行してい

くという見解に異論を唱える研究者はいない。百済－栄山江流域－倭へとつながる一連の

横穴式石室文化圏を設定することが可能であり、このような観点からみると、倭には百済

石室の要素が反映されつつ地域の特性がくわわったといえよう。換言すると、栄山江流域

圏の横穴式石室にも倭の地域様式と百済石室の要素が混在しているという事実を示す。状

況によっては、栄山江流域圏でまた異なる変異が生じることも有りうる。このため、栄山

江流域圏における熊津期の石室は、多様な構造を有していたと考えられる。

石室構造の類似性を検討するため、錦江・漢江流域圏（百済中央）、栄山江流域圏（馬

韓）、洛東江西部内陸と南海岸圏（加耶）、日本の九州中北部地域（福岡県、佐賀県、熊本

県）の石室を比較した（第118・119図）。

まず、4世紀第4四半期から5世紀第1四半期に、馬韓百済圏では華城旺林里石室のよ

うな方形墳をはじめとして、公州水村里、原州法泉里古墳群のような平面長方形プランの

石室が共存していた。一方日本では、割石板石を用いた平面長方形プラン、玄室横断面が

三角形や台形を呈する石室が築かれた。長方形の羨道を築く方法は独特で、玄門部に段を

もつ点は馬韓百済圏と異なるが、石室の平面形は類似する。

5世紀第2四半期から5世紀第3四半期は、錦江・漢江流域圏では平面方形で、穹窿状

天井の石室が漢江上流と錦江中上流地域に拡散する。栄山江流域圏においては、玄室は平
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面長方形であるが、玄門は楣構造ではない、この地域最古相の高敞鳳徳里1号墳5号石室

と霊岩内洞里双墓1号石室が造られる。この時期から蓋杯と有孔広口小壺を代表器種とす

る須恵器系土器が副葬され始める。日本の九州中北部地域で類似する形態の須恵器が副葬

された石室の構造をみると、細長台形プランで壁体割石積みの両袖式である。玄門の段構

造は著しく減少し、あるいは段構造をもたなくなり、玄門に立柱石を置く。このことから、

玄門に楣石と立柱石を設ける伝統は、九州の中北部地域で始まったことがわかる。

5世紀第4四半期には、百済の公州遷都にともない、公州宋山里古墳群を中心に平面方

形の穹窿状天井を有する石室が築かれる。栄山江流域圏では、羅州伏岩里丁村古墳がこの

時期に該当すると考えられる。平面形が方形に近い長方形を呈し、羨道は非常に長く左片

袖である。玄門に立柱石を置く点は日本の九州中北部地域と共通するが、石室規模は2倍

ほど大きい。この時期の九州中北部地域は、前段階とほぼ同じ構造であるが、佐賀県瓢塚

古墳では異なる様相も確認される。瓢塚古墳の玄室平面形は方形に近い長方形で、玄門の

段構造はない。両袖式石室で、玄室には大型の切石を用いている。この石室から出土した

䭯は、羅州伏岩里丁村古墳1号石室出土品とほぼ同時期か、時期が若干早い可能性がある

（第118図）。

6世紀第1四半期は、百済中央では平面細長方形で穹窿状天井の石室が流行する。武寧

王陵の造営とともに、玄室の平面形態にも変化が生じたと推測される。特に公州梧谷里、

牛禁峙32、南山麓2、金鶴洞89－2号石室は、羨道の位置、細部の属性で異なるが、壁体

を積み上げて天井を構成する構造は、栄山江流域圏の石室と高い共通性をみせる。栄山江

流域圏では、羅州伏岩里3号墳’96石室が築造されるが、隣接する丁村古墳に比べて平面

プランは細長方形化し、天井の面積が拡大するとともに、壁体の内傾度は緩やかになる。

海南地域では平面細長方形で、合掌式天井の石室が造られる。武寧王陵のアーチ型天井を

除き、石室比率と形態がほぼ一致する（第119図）。

同時期の日本の九州中北部地域では、熊本県域で平面方形プランの両袖式の玄室に長大

な羨道が取り付く石室が盛行し、前段階に比べ、はるかに大型化した石室が造られた（二

軒小屋古墳、釜尾古墳）。出土遺物がないため時期の比定は難しいが、公州宋山里5号墳

と武寧王陵の属性が混在する特徴をみせる。二軒小屋古墳は大型の切石を用い、釜尾古墳

は扁平な割石のみを用いて構築している。佐賀県小島古墳と潮見古墳は、羅州伏岩里丁村

古墳と構造的にほぼ一致する。小島古墳は天井石が1枚のみの穹窿状天井であるが、平面

形はほぼ同じで、大型の切石を用いている。両袖式石室で、玄門部に一段ほどの段をもち、

羨道は緩やかに上昇する。潮見古墳は平面プランがより細長方形化し、天井石は2枚程度

であったとみられる。両袖式で、長大な羨道が取り付くが段構造はない。出土遺物として

は方頭釘、扁平化が進んだ蓋杯、丁村古墳出土品と一部同じ属性をもつｆ字形鏡板などが
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ある。丁村古墳が6世紀第1四半期に至るまで継続していたことを考えると、造営開始時

期は丁村古墳のほうが早いが、存続時期は重なっていたと判断される。玄室の面積は丁村

古墳より1.5ほど程小さいなどの差異をみせる。

このほか、福岡県番塚古墳は平面長台形で、栄山江流域圏には同じ構造の石室はないが、

羨道の構造や壁体構築方法、規模の面で巨済長木古墳とほぼ一致する。玄室が長台形プラ

ンの石室は日本の九州中北部地域で5世紀第2四半期頃から登場することから、この地域

第118図 漢城期後半の馬韓百済圏と日本の九州中北部地域の石室比較
（日本資料 : 九州前方後円墳研究会1999を部分引用）
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の伝統的な石室構造であると評価できる（第119図）。

6世紀第2四半期には、百済中央では細長いトンネル状の石室が引き続き流行する。栄

山江流域圏では、上流地域に長鼓形封墳を有する石室が造営される。この石室は切石を用

いない合掌式と推定され、海南地域石室や武寧王陵と属性部分で高い共通性をみせる。装

飾が極大化した有孔広口小壺が副葬される。日本の九州中北部地域でも玄室が細長方形プ

ランの石室では、同形態の䭯が出土しており、前段階とは明確な違いをみせる（第119図）。

洛東江西部の内陸地域では、5世紀第4四半期頃に平面方形で穹窿状天井の石室が導入

される。その後、6世紀第1四半期頃からは、公州宋山里古墳群周辺と同様、平面細長方

形の穹窿状天井石室が山清、高霊、陜川などの地域で造られた。南海岸地域では、既存の

細長方形を呈する竪穴式石槨の伝統に横穴式石室の構造がくわわり、局地的に流行したと

考えられる。

錦江・漢江流域圏－栄山江流域圏－洛東江西部内陸と南海岸圏－日本の九州中北部地域

の石室構造を比較した結果、栄山江流域圏と日本の九州中北部地域の石室には、大きな時

差なく構造や出土遺物において共通する変遷を遂げていることがわかった。この二地域の

石室は、基本的に百済中央の石室構造の変化と軌を一にする。

つまり、玄門に立柱石を配し、壁体に大型の切石を配する石室構築技法は、あきらかに

日本の九州中北部地域の伝統によるものだが、それ以外の属性については、ある地域の伝

統が一方的に流入したとはいいがたい点が多い。むしろ、百済中央の石室構造の変化が栄

山江流域圏の地域社会に流入し、これに倣っていくなかで新たな構造が生まれたと判断す

るのが妥当であろう。この過程で、主に交流があった日本の九州中北部地域の石室構築要

素がくわわったと考えられるのである。

先行研究では、栄山江流域圏の石室は日本の九州中北部地域の石室様式の影響を大いに

受けており、その過程で現れた多様性を「移植・導入・創出・発展・複合」という用語で

説明してきた34。

日本の九州中北部地域の石室と栄山江流域圏の石室を比較すると、立柱石を用いるとい

う点では共通し、時期的にもこの属性は、日本の九州中北部地域が一定程度早く出現する

のは事実である。ところが、壁体の切石使用はほぼ同時期であると考えられる。特に、平

面長台形プランの石室は栄山江流域圏ではみられないもので、なおかつ石室規模も日本の

九州中北部地域は基本的に小さく、それに比べて栄山江流域圏は、1.5倍ほどの大きさを

もつという特徴がある。以上のように、現時点での資料をみる限り、栄山江流域圏と日本

の九州中北部地域の石室との関連において、少なくとも「移植形」といえる石室はないと

考えられる35。

百済中央の石室と比較すると、栄山江流域圏の石室が日本の九州中北部地域に比べて構
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公州地域 栄山江流域圏

日本・九州地域

第119図 公州－栄山江流域圏－日本の九州中北部地域の石室比較
（日本資料 : 九州前方後円墳研究会1999を部分引用）
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造的に類似する点が多い。石室の構築に磚を用いて穹窿状に積み上げることで天井を高く

する技術を同様に具現しえず、玄門の構築方法に相違点があるだけで、平面・断面形の基

本設計には類似性が高い。また、武寧王陵築造以前と以後の栄山江流域圏における石室構

造の変化も注目される。3ｂ式にあたる光州月桂洞と海南月松里造山古墳、龍頭里昌里古

墳では、その構造的な特徴が明瞭に現れているからである。

その反面、日本の九州中北部地域では平面方形プランの玄室に、穹窿状天井をもち、武

寧王陵のように両袖式であるなど、百済中央の石室構造の変化が時間差もなく混在して現

れている。

すなわち、泗沘期以前の百済－栄山江流域－洛東江西部・南海岸－倭の地域で造られた

石室の構造は、基本的に百済中央の石室構造の変化がそのまま反映されたとみることがで

きる。このような大きな流れのなかで、局地的な地域間交流によって2次拡散した細部の

属性が採用される場合や、採用されない場合があった。興味深いことに、栄山江流域圏と

異なり加耶圏の石室には、九州中北部地域における石室の代表的特徴である玄門立柱石を

用いる例は2基に過ぎない。歴史的な脈絡36を俎上に載せずとも、栄山江流域圏は百済に

とって日本に渡る拠点としての役割を持続的に果たしており、加耶圏は百済が東部内陸に

通じる交通路確保の過程上にあったことを物語っている。

Ⅴ．まとめ

以上、嶺南・湖南地域と日本において、5～6世紀にかけて築造された大型封土墳を中

心に築造技法を比較・検討した。各政治体が独自の墳墓構造と築造技法、葬送儀礼を有し

ながら周辺勢力の影響を受けて変化・発展する様子が確認された。

封土墳の立地において、加耶と新羅周辺部では丘陵の尾根と末端部に大型墳が、周辺の

斜面に中・小型封土墳が造成される。慶州は平地に密集して分布し、馬韓圏と日本では、

大型封土墳が単独で立地する場合が多い。

封土と埋葬主体部の築造技法をみると、慶州では積石木槨墓という独特な墓制と楕円形

の墳形、封土の連接技術、「側壁積石→封土盛土」など、慶州封土墳ならではの築造技法

があり、周辺の大邱、義城、慶山、昌寧、梁山などに影響を与えた。新羅の周辺地域であ

る大邱、慶山、義城、尚州では、多様な配置の主副槨式が採用され、竪穴式石槨、岩壙木

槨、横口式構造の石槨、そして慶州の影響を受けた積石木槨基などの墓制が確認される。

慶州と同様に、先行する封土の一部を掘削、あるいは追加して構築したり、埋葬施設のみ

を封土内に後築する例、先行する埋葬施設に連結して構築する例などが確認された。封土

築造に際して大邱、慶山は断面三角形の土堤を、義城は粘土ブロックを盛土材として多用

した。
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新羅－加耶の境界地域と加耶圏では、主副槨式と単槨式がともに確認され、昌寧、梁山、

固城では慶州式の連接築造も確認される。墓制は竪穴式石槨が多数を占めており、横口式

構造の石槨も築かれた。多様な形態の土堤、小丘の造成、分割築造、墳丘先行型、排水・

作業路などの築造技法が確認された。封土の連接については、慶州およびその周辺地域で

みられるように多様である。高霊、昌寧、大邱（達城）、固城では粘土ブロックの使用が

目立ち、高霊、昌寧、陜川、居昌、大邱（花園）、星州では殉葬槨が別途設けられる。新

羅・加耶圏は、共通して石列、粘土ブロックによる区画盛土がおこなわれており、6世紀

前後には単槨式で、追葬が可能な横口・横穴式墓制へ変化する。

馬韓圏は単槨式で、多様な墳形がみられる。初期の封土墳は方（台）形墳であったが、

徐々に円（台）形墳、前方後円墳などと多様化する。陪葬墓は先行する封土を掘削し、そ

の墳頂部に造成された。埋葬施設は横口・横穴式石室が中心で、海岸沿いでは竪穴式石槨

がみられる。粘土ブロックを用いた構築墓壙とクモの巣状盛土と土堤、封土と埋葬施設の

同時築造など、さまざまな築造技法が確認される。日本では単槨式、または2基以上の埋

葬施設が同時に構築され、墳丘の形態が非常に多様な点が特徴である。埋葬施設は竪穴式

石槨、粘土槨、横口式石室を経て、早い時期に横穴式石室が採用される。土手状盛土、小

丘築造技法から、6世紀前後には粘土ブロックによる区画盛土、葺石部の区画石列などが

確認される。

日本では、4～5世紀には封土墳築造前の金海・釜山の竪穴式石槨に類似した石槨や、

組合式木槨が確認され、5世紀以降には、壁体－天井石の粘土充填とともにこれまでみら

れなかった主副槨構造が現れる。昌寧、陜川、大邱、釜山でみられる隔壁による主副槨式

構造が岡山県、長野県で確認され、星州、尚州などでみられる「ㄱ」字形の主副槨構造が、

福岡県、長野県で確認される。また、昌寧、星州、大邱などでみられる板石組構造は、福

岡県、長野県で確認されている。これらの地域では、馬を埋葬する祭儀や馬具・装身具な

どの遺物、鍛冶具など、特に加耶と関連する副葬品が共伴する。しかし、封土や埋葬施設

の規模が小さく、古墳築造技法のなかで一部が採用されている点が特徴である。一方で、

高い階層の前方後円墳に築かれる横穴式石室の場合、4世紀末の百済圏の公州水村里古墳

群や原州法泉里古墳群の長方形石室と平面形態などと類似する。5～6世紀には百済と栄

山江流域における石室の変化を受容・反映させた形態が九州を中心に現れていることと対

照的である。

嶺南・湖南地域では、西南海岸で独立的・一時的に倭系古墳が築造され、埋葬施設、葺

石、副葬遺物などから倭系要素が確認される。6世紀前後に栄山江流域で造営される前方

後円形古墳も墳形、葺石、築造技法（構築墓壙、土堤）、副葬遺物、祭儀（円筒形土器、

埴輪）など、あらゆる面で倭の要素が色濃く現れている。
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冒頭でも述べたように、埋葬施設と葬送儀礼には保守的な性格があるため、相互間の影

響と変化は非常に政治的な要素として捉えることができる。これまで述べてきたように、

相互作用が一律的ではなく、時・空間的に異なるということは、当時の様々な集団間の関

係が政治的に複雑に絡み合っていたことを示唆している。

一方、日本では、近畿地方の蔵塚古墳、関東地域の人形塚古墳などで粘土ブロックによ

る定型化した区画盛土が6世紀以降に確認される。蔵塚古墳では、盛土層内に落ち葉が混

入していることから、敷葉工法が採用された可能性がある。敷葉工法は、脆弱な地盤を補

強し城壁や堤防などを築く古代土木技術で、中国では良渚古城などで紀元前から出現する。

百済はソウル風納土城、扶余羅城、金堤碧骨堤で、新羅は咸安城山山城、蔚山薬泗里堤防

遺跡、尚州恭倹池で、加耶は咸安伽耶里堤防遺跡でそれぞれみられるなど、朝鮮半島全域

で確認される。日本では、蔵塚古墳より先行する亀井遺跡で初めて敷葉工法が確認され、

7世紀前半に築造され、近代に至るまで運用された狭山池堤防遺跡でも確認されている。

特に狭山池堤防遺跡では土嚢が多用されており、日本における初期の堤防築造技術が蔵塚

古墳など古墳築造技術と密接に結びついていたことを裏付けている。

以上のような粘土ブロックによる区画盛土や敷葉工法などの土木技術は、前段階に土

器・鉄器製作、馬の飼育が伝来した事例などを鑑みれば、時期的に先行する朝鮮半島の影

響を受けたとみられ、7世紀に築造された高松塚古墳の版築盛土技法も百済、新羅など、

朝鮮半島の築造技術の影響を受けたと推定される。その反面、3世紀中葉のホケノ山古墳

でみられる木組架構施設は、時期的に嶺南・湖南地域より先行し、4世紀に日本と活発な

交流があった金海地域で類似した形態が半島内で最初に現れることから、日本から半島へ

伝わった技術の可能性もある。一方で、封土墳盛土技法の一つである土堤は、日韓両国の

古墳に限定すると、4世紀の前方後円墳などは日本が時期的に先行するが、百済圏のソウ

ル風納土城、ソウル夢村土城、曽坪杻城山城などで土堤による盛土技法が広範囲で確認さ

れていることから、嶺南・湖南地域の封土墳における土堤は、朝鮮半島内の技術交流によ

って生じたとみるのが妥当であろう。

近年、嶺南・湖南地域で大型封土墳とともに城郭遺跡の発掘がおこなわれ、古代土木技

術を解き明かす多様な資料が確認されている。昌寧校洞・松峴洞Ⅱ群39号墳でみられる粘

土による小丘、平坦面、粘土ブロックを用いた細部の盛土作業区画などは、蔚山薬泗里堤

防遺跡、咸安伽耶里堤防遺跡など、同時期の堤防遺跡でみられるものと類似する37。また、

咸安伽耶里伝土城の推定城壁でみられる、整地面形成過程での木炭層、盛土作業と関連し

た木柱痕、咸安安谷山城の木柱ピットなどから、同時期の末伊山古墳群の築造技術との関

連性を検討した事例もある38。以上より、5～6世紀の嶺南・湖南地域と日本は、古墳、

堤防、城郭など土木構造物の築造において、それぞれの工人集団間、政治体間で先端技術
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情報を交換しながら工事に採用していたことが類推される。

註

1 本稿の検討対象となる三国時代の墳墓は、一般的に「古墳」と呼ばれる。日本でも3世紀中葉以降か

ら7世紀にかけて築造された墳墓を「古墳」と称し、古墳が造られた時代を「古墳時代」という。

2 一般的に「高塚」または「高塚古墳」と呼ばれ、嶺南・湖南地域で5世紀から本格的に築造された封

土をもつ墳墓である。封土の有無と規模の違いは、被葬者の階層性を反映しているとみることができ

る。

3 新羅圏では7世紀にも封土墳が築かれるが、5～6世紀の大型封土墳とは築造技法に大きな違いがあ

るため、本稿では除外する。また、封土墳ではないものの、日本列島で築造された封土墳と類似性が

ある4～5世紀の古墳を一部含めることとした。

4 本稿の主題、主要論点、論旨の展開方法などは、鄭仁邰、呉東墠、尹享準が合同で検討した。原稿は、
Ⅰ・Ⅱ・Ⅴ章とⅣ章の加耶・新羅周辺圏を鄭仁邰、Ⅳ章の馬韓圏を呉東墠、Ⅳ章の新羅中心圏（慶
州）を、尹享準が作成した。Ⅲ章は、第4次日韓共同研究の一環として2016～2019年に3度にわたっ

て実施した日本圏域別の資料調査内容をもとに鄭仁邰が作成した。

5 Ⅱ・Ⅲ章の築造技法の事例は、発掘調査報告書および現場説明会資料にもとづいて作成した。各報告

書・資料は、参考文献に提示し別途の脚註は省略する。

6 嶺南・湖南地域の封土墳で、埋葬主体部と封土が同時に築かれる場合、埋葬主体部の垂直的位置によ
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鄭 仁 邰・呉 東 墠・尹 享 準
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고대 한일 고분 축조기법 비교 검토

-영·호남과 일본열도의 대형 봉토분을 중심으로-

정 인 태·오 동 선·윤 형 준

요 지지 일본에서는４∼５세기 봉토분 조성 이전의 김해·부산 수혈식석곽과 유사한 형태

및 조합식 목곽 사용이 확인되고,５세기 이후에는 벽석-개석 점토 충진과 함께 주부곽 구

조가 나타난다. 창녕, 합천, 대구, 부산에서 보이는 격벽 구조가 오카야마, 나가노에서, 성

주, 상주 등에서 보이는‘ㄱ’자형 주부곽구조가 후쿠오카, 나가노에서 보인다. 또 창녕, 성

주, 대구 등에서 보이는 판석조 구조는 후쿠오카, 나가노에서 확인된다. 이들 지역에는 말

매장과 같은 제의, 마구·장신구 등 유물, 단야구 등 특히 가야와 관련되는 자료가 함께 공

반되지만, 봉토나 매장시설의 규모가 작고 고분 축조기법 중 일부만 채용되는 점이 특징이

다. 반면 높은 위계의 횡혈식 석실은 백제 및 영산강유역 석실의 영향을 받은 점에서 대조

된다.

영·호남에서는 서남해안에 독립적·일시적으로 왜계고분이 축조된다. 매장시설, 즙석,

부장유물 등에서 왜계 요소가 확인된다.６세기 전후로 영산강유역에 축조되는 전방후원형

고분도 분형, 즙석, 축조기법（구축묘광, 토제）, 부장유물, 제의（원통형 토기, 하니와）등

모든 면에서 왜의 색체가 강하게 나타난다.

일본열도의 구라즈카고분, 닌교즈카고분의 점토블록을 이용한 구획성토는 부엽공법과

함께 한반도에서 전래된 기술로 볼 수 있고,３세기 중엽 호케노야마고분의 목조가구시설

은 김해를 거쳐 한반도로 전래되었을 가능성이 있다.

주제어 :: 봉토분, 축조기법, 토목기술, 구획성토, 기술교류
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Comparative Study on Ancient Tomb Construction Technique of

Korea and Japan : With a focus on large tumuli in Yeongnam and

Honam regions

Jung Intae, Oh Dongsun, Yun Hyoungjun

Abstracts: In Japan, it is confirmed that a similar type to stone-lined pit grave and assemblage

wooden chamber found in Gimhae and Busan prior to the construction of tumuli in the 4 th and 5

th centuries was used. After the 5 th century, a tomb structure consisting of main and

subordinate outer coffins appears along with the use of clay to fill the spaces between the wall

stones and covering stones appeared. Compartment structure found in Changnyeong, Hapcheon,

Daegu and Busan are found in Okayama, and Nagano, while ‘ㄱ’- shaped main and subordinate

outer coffins found in Seongju and Sangju are observed in Fukuoka and Nagano. Furthermore,

stone slab structure found in Changnyeong, Seongju and Daegu is confirmed in Fukuoka and

Nagano. In these areas, objects related to Gaya including those used for ritual ceremony such as

horse burial, artifacts such as horse gears, accessories and smith’s gear were also unearthed, but

the grave mounds or burial facilities are small, employing only some of ancient tomb construction

techniques. Contrastingly, the high-ranking stone chambered tombs with tunnel entrance were

influenced by stone chambers from Baekje and those constructed in the Yeongsan River basin.

Japanese style tombs were constructed independently and temporarily along the south and west

coast of Yeongnam and Honam regions. Japanese elements are identified in the burial facilities,

stones placed on the tombs and funerary objects. Keyhole shaped tombs constructed around the 6

th century along the Yeongsan River basin also have a definite Japanese style in all aspects such

as type of tombs, stones placed on the tombs, construction techniques (burial pit, earthen bank

around the pit), funerary objects and objects for ritual use (cylindrical earthenware, Haniwa).

The study shows compartment building using clay blocks in the Kurazuka Tomb and

Ningyozuka Tomb in Japan along with Buyeob technique that places tree branches underneath to

reinforce the structure were passed from the Korean peninsula, while wooden furniture facilities

of the Hokenoyama Tomb were likely introduced to the Korean Peninsula via Gimhae in the mid-

3rd century.

Keywords: grave mound, engineering technique, compartment with different materials,

skills exchange

古代日韓における古墳築造技法の比較検討
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新羅の銅鋺
－佐波理鋺出現への予察－

諫 早 直 人

Ⅰ．はじめに

Ⅱ．銅鋺と佐波理鋺

Ⅲ．新羅寺院出土銅鋺の検討

Ⅳ．佐波理鋺出現への予察

Ⅴ．おわりに

要 旨 奈良の東大寺正倉院には「佐波理」と呼ばれる熱処理型高錫青銅製品が多数納められている。

西域に起源をもつこれらの有力な製作地候補として、朝鮮半島の新羅が想定されて久しく経つが、新羅で

いつから佐波理がつくられ、いつ頃から、そしてどのくらい日本（倭）にもたらされたのかについてはい

まだ十分な検討が及んでいない。本稿では、新羅の王都、慶州を代表する大寺院である皇龍寺と四天王寺

から出土した銅鋺の調査成果をもとに、佐波理の出現について予察を試みた。その結果、7世紀代の新羅

寺院出土銅鋺のなかに正倉院宝物佐波理鋺によく似た化学組成をもち、熱処理がおこなわれたものが確実

に存在すること、遅くとも6世紀末には三元系高錫青銅や二元系高錫青銅に準ずる化学組成の銅鋺が、そ

して7世紀第4四半期には正倉院宝物佐波理鋺と同じ二元系高錫青銅の銅鋺が製作されていたであろうこ

となどがあきらかとなった。文献史料をみる限り良好とはいいがたい時期のほうが長い日羅関係において、

遅くとも6世紀末以降、少なくとも8世紀に至る長期にわたって、化学組成などを微妙に変化させながら

も、新羅から似たような形態の銅鋺が宮都やその近傍にある大寺院はもちろん、朝鮮半島から遠く離れた

東日本にまでもたらされていたことが改めて浮き彫りとなった。

キーワード 高錫青銅 皇龍寺 佐波理 四天王寺 新羅 銅鋺

京都府立大学（奈良文化財研究所 客員研究員）
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Ⅰ．はじめに

シルクロードの終着点、奈良の東大寺正倉院には「佐波理」1と呼ばれる銅製品が多数

納められている2。同じく奈良の法隆寺に伝わり、明治11年（1878）、宮内省に献納され

た法隆寺献納宝物のなかにも、2組の「響銅八重鋺」をはじめとする佐波理製品の存在が

知られるところである3。創建以来の法灯を護る両寺院で長年にわたって大切に保管され

てきたこれらの伝世品は、概して遺存状態が極めて良好であり、かつこれらがいつからか

は別として「サハリ」と呼ばれていた確実な証拠でもある。一方でこれらの伝世品は、一

部の例外を除くと製作時期を細かく限定することが難しいという弱点をもっている。

筆者はこれまで、藤原宮・京や平城宮・京などの発掘調査で出土した銅鋺について調査

をおこない、降幡順子とともに非破壊による蛍光X線分析を実施してきた4。その結果、

宮都出土銅鋺のなかに、正倉院宝物佐波理鋺と製作技術や化学組成の近似する資料が一定

量存在することがあきらかとなった。これらの宮都出土資料の多くは破片であり、遺存状

態については伝世品と比ぶべくもないが、かなりの精度で廃棄年代を絞り込める資料が存

在する点において、伝世品とはまた違う意味をもっている。毛利光俊彦らが試みてきたよ

うに古墳副葬資料や中国・朝鮮などの他地域出土資料も含め、時代や地域、学問分野によ

って細分化された個々の研究成果を総合

することで、「佐波理」の出現や展開に

ついて、資料にもとづいた議論をするこ

とも可能な段階にある。

もちろん、関根真隆によって正倉院南

倉の佐波理加盤5（第15号四重鋺第4号

鋺）に「朝鮮の古文書らしきものが付属

している」ことが指摘されて以来6（第

1図）、「佐波理」の有力な製作地候補と

して、朝鮮半島の新羅が想定されてきた

ことは承知している7。しかしながらこ

の定説は、第一に新羅文書という文字資

料に依拠したものであり、慶州月池（雁

鴨池）の発掘成果など、様々な間接的証

拠によって裏付けられてはいるものの、

正倉院宝物以外の由来も同じであった保

証はどこにもない。また、新羅でいつか第1図 正倉院南倉佐波理鋺（加盤）と附属文書

諫早 直人
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ら「佐波理」がつくられ、いつ頃から、そしてどのくらい日本にもたらされていたのか、

といった問いに対してはまったく別のアプローチを必要とする。本稿では日韓共同研究の

一環で実施した慶州皇龍寺と四天王寺から出土した銅鋺の調査成果をもとに、佐波理鋺の

出現について予察を試みたい。

Ⅱ．銅鋺と佐波理鋺

そもそも「佐波理」とはどのような製品を指すのだろうか。「佐波理」という和語が確

実に用いられるようになるのは近世以降であり、岡村秀典らによれば漢語「響銅」8の古

語である「鈔鑼（沙羅）」が朝鮮語の「사발（沙鉢 sabal）」や和語の「佐波理」に転訛し

ていった可能性が高いという9。この、のちに「佐波理」と呼ばれる製品は、奈良・平安

時代には「白銅」と呼ばれていたことがわかっており、これにくわえて天平勝宝4年
そう ら

（752）の「買新羅物解」に「白銅五重鋺」とともにみえる「迊羅五重鋺」も、「佐波理」

に相当するものとみられている10。ただし、「白銅鋺」と「迊羅鋺」にどのような違いが

あったのかについてまではよくわかっていない。

呼称の問題はひとまず措くとして、「佐波理」と呼ばれる銅製品はどのような特徴を

もっているのだろうか。かつては銅・錫・鉛を主成分とする合金と考えられていたが11、

正倉院宝物の佐波理製品に対する蛍光X線分析が進展した結果、その多くが80％程度の

銅に20％程度の錫を含む黄銅色ないし灰銅色の合金、いわゆる二元系高錫青銅で、鋳造の

際に急冷する、あるいは鋳造後に焼き入れなどの熱処理12をしたのち、切削または鍛造す

るという特徴をもつことがあきらかとなっている13。本稿が主に扱う無台鋺についても、

ほとんどが同じような化学組成をもつことがわかっている14（第2・3図、第1表）。

またその系譜については、ユーラシア大陸の広範な地域から出土する二元系高錫青銅製

品を体系的に整理した清水康二によれば、紀元前1千年紀前半のインド亜大陸、もしくは

その周辺に求められる可能性が高いという15。また東アジアでは中国が古く、岡村らはま

ず東晋代に銅・錫・鉛からなる在来の三元系合金の鋳造技術に轆轤挽きや熱処理といった

新たな技術が組み合わさり、その後、太和5年（481）の紀年をもつ河北省定州北魏石函

出土舎利容器（銅鋺）を嚆矢として銅・錫からなる二元系合金が出現、6世紀代に両者が

併行して普及したとみる16。二元系高錫青銅の出現時期や普及時期については今後も資料

に即した議論を必要とするが17、正倉院宝物佐波理鋺や、韓国・北朝鮮で今も伝統的な食

器として使われている유기（鍮器）は、化学組成や製作技術だけでなく器種組成や個々の

器形、箸・匙をともなう食事様式などからみて、この西域由来、中国経由の二元系高錫青

銅の延長線上にある。

このように正倉院宝物佐波理鋺に共通する特徴や系譜があきらかとなる一方で、前後す
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第2図 正倉院宝物佐波理鋺（1） 1：3
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る時期の古墳や宮都、寺院などから出土した銅鋺の化学組成が多様であることもあきらか

となってきている18。この事実は、正倉院宝物佐波理鋺が伝世品としては奇跡といってよ

い一括性を保っていることを担保すると同時に、当時、日本列島に流通していた銅鋺が正

倉院宝物佐波理鋺で代弁することのできない多様性をもっていたことを意味する。その多

様性のもつ意味を時間軸と空間軸に分けて整理する上で、出土品はたとえ破片であれ、伝

第3図 正倉院宝物佐波理鋺（2） 1：3

新羅の銅鋺
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世品に勝るとも劣らない価値をもっているといえよう。

正倉院宝物を基準に佐波理鋺の特徴についていま一度整理しておくと、銅鋺のなかでも

80％程度の銅に20％程度の錫を含み、鋳造時、あるいは鋳造後、熱処理をおこない19切削

加工をした熱処理型高錫青銅鋺20ということになる。化学組成も熱処理の有無も肉眼観察

だけではわからないが、器面に残る轆轤挽きの痕跡やその結果達成された1mm以下の極

めて薄い器壁は、二元系高錫青銅ないしそれに準ずる化学組成である可能性や、鋳造時、

あるいは鋳造後に熱処理がなされた可能性を強く示唆するものである。したがってこれら

の特徴は、佐波理鋺を肉眼観察で抽出する上で、第一の手がかりとなる。化学組成や熱処

理の有無のあきらかな資料が氷山の一角に過ぎない現状においては、ひとまず銅を主成分

とする鋺21を「銅鋺」とした上で、形態だけでなく化学組成や製作技術などに正倉院宝物

との共通性が認められるものに限って、「佐波理鋺」と呼ぶのが妥当であろう。それでは

次に、今回調査をおこなった新羅寺院出土銅鋺についてみてみよう。

Ⅲ．新羅寺院出土銅鋺の検討

1．皇龍寺出土銅鋺
皇龍寺は慶尚北道慶州市九黄洞に所在する三国時代から高麗時代の寺院遺跡である。真

興王14年（553）に創建された新羅最大の寺院であり、慶州盆地のほぼ中央、芬皇寺（善

第1表 正倉院宝物佐波理鋺（無台鋺）の金属成分

諫早 直人

112200

2021.03.08 17.18.59 Page 138 ／【Ｋ：】Ｓｅｒｖｅｒ／ｖｅｒ７県外・県内／２６６７４１日韓文化財論集Ⅳ／本文／諫早直人　　　　　　　　ｐ１１５－１４４



徳王3年（634）創建）の南方、東宮と月池（雁鴨池）（文武王14年（674）造営）の東北

方に位置し、寺域の範囲は東西288m、南北281mに及ぶ。『三国史記』や『三国遺事』な

どによれば、真興王30年（569）に伽藍造営が一段落した後も、真平王6年（584）に金堂

が三金堂につくりかえられたり、善徳王14年（645）に九重木塔が建立されるなど、寺域

内は変化し続けたようであり、そのことは後述する発掘調査によっても確かめられている。

高麗時代に入っても、睿宗元年（1105）に国家主導のもとに大々的な修理がなされるなど

栄華を誇ったが、高宗25年（1238）にモンゴルの侵攻によって全焼し、685年間護られて

きた法灯は完全に断たれた。

皇龍寺に対する調査研究は戦前から既にみられるが、本格的な開始は慶州観光総合開発

計画の一環で、1976～1983年にかけておこなわれた文化財管理局文化財研究所（慶州古蹟

発掘調査団）による発掘調査を待たねばならない22。韓国では初めてとなる寺域全体に対

する全面的な発掘調査を通じて、伽藍の構造や規模、変遷過程など様々な事実があきらか

となった23。今回調査をおこなった銅鋺が出土した九重木塔は、『三国遺事』によれば唐

から帰国した慈蔵の発願で、貞観17年（643）、百済から名匠・阿非知を招聘して建立が始

まり、『三国史記』によれば善徳王14年（645）24に完成した新羅最大の木塔である。聖徳

王17年（718）の落雷記録を嚆矢として度重なる地震や火災を受け、記録に残るだけで6

回もの修理記録がある。また1238年の全焼後も心礎舎利孔に埋納されたままであった金銅

製舎利内函「皇龍寺刹柱本記」（872年）をはじめとする舎利荘厳具が、1964年に盗掘され

るという悲劇も起こっている25。木塔基壇は東西29.5m、南北29.1m、高さ1.4m、朝鮮半

島の古代寺院のなかでも最大規模で、基壇造成前に東西32.5m、南北30.5mの範囲を1.5～

2.3mほど掘削し、掘り込み地業をおこなっていたことが発掘調査によってあきらかとな

っている26。

1978年の木塔心礎周辺の発掘調査の際に、塔心礎下部から20数個体分の無台鋺をはじめ

とする各種銅製容器が出土した。銅製容器のほかにも中国製の白磁小壺や金銅製太環耳飾、

ヒスイ製勾玉など3000点を超える遺物が出土しており、出土層位から①上層：心礎底面よ

り上、②中層：心礎底面より下、根石層より上、③下層：根石層より下（基壇土内）に分

けることができる27。①・②と③の埋納のタイミングに一定の時間差があった可能性もあ

るが、どれも塔の起工された643年から、完成した645年ないし646年に埋納時期を限定す

ることが可能である。報告書には重鋺状態で出土した3点の無台鋺と、1点の有蓋高台付

鋺、鋺蓋2点が図示されており（第4図－1～3、8～11）、無台鋺については形態のわ

かるもの12点の計測値一覧も付されているが（第2表）28、表と報告文の対応関係が不分

明で、個々の資料がどこから出土したのかについては上述の3点の無台鋺が根石の間から

出土したことを除いてよくわからない。4～7は、国立慶州博物館皇龍寺室で常設展示さ

新羅の銅鋺

112211

2021.03.08 17.18.59 Page 139 ／【Ｋ：】Ｓｅｒｖｅｒ／ｖｅｒ７県外・県内／２６６７４１日韓文化財論集Ⅳ／本文／諫早直人　　　　　　　　ｐ１１５－１４４



0 10㎝

７

４

５

６

１

２

３

８

９

10

11

れている資料で29、今回新たに図化をおこなった。以下、観察によって得られた知見を記

しておく。

4は無台鋺で、器高4.1cm、口径11.4cmである。底部は丸底である。表面は全体に緑

青が析出しているものの、一部に黄銅色の金属光沢が認められる。口縁部はなだらかに肥

厚し、厚さ1.5mmで、下方に向かって徐々に厚みを減じ、もっとも薄いところは0.5mm

である。轆轤による横方向の切削痕跡が部分的に観察され、とりわけ外面底部付近に明瞭

に確認できる。計測値からみて、報告書の「青銅盌11」にあたるとみられる。

5は無台鋺で、器高4.7cm、口径12.3cmである。底部は平坦面をもつが、胴部との間

に明確な境界をもたないため、ここでは丸底とみておく。土圧によって押しつぶされたの

か表面の劣化が著しいものの、一部に黄銅色の金属光沢が認められる。口縁部はなだらか

に肥厚し、厚さ2.0mmで、下方に向かって徐々に厚みを減じ、もっとも薄いところは

0.5mmである。内外面の一部に轆轤による横方向の切削痕跡が観察される。計測値や底

第4図 皇龍寺木塔心礎下部出土銅鋺 1：3

諫早 直人
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部にひび割れがあることから、

報告書の「青銅盌6」にあたる

とみられる。

6は完形の無台鋺である。器

高4.7cm、口径12.7cmで、底部

は平坦面をもつが、胴部との間

に明確な境界をもたないため、

ここでは丸底とみておく。表面

の遺存状態は良好で、一部に緑

青が析出しているものの、内外

面の一部に黄銅色の金属光沢が認められる。口縁部はなだらかに肥厚し、厚さ2.0mmで、

下方に向かって徐々に厚みを減じ、もっとも薄いところは0.7mmである。口縁部外面に

2条、内面に1条の浅い凹線をめぐらせている。内外面全面に轆轤による横方向の切削痕

跡が観察される。計測値からみて報告書の「青銅盌12」の可能性がある30。

7は口縁部の一部が欠けているもののほぼ完形の無台鋺である。器高5.4cm、口径

13.2cm、底部は丸底である。表面の遺存状態は極めて良好で、内外面全面に黄銅色の金

属光沢が認められる。口縁部はなだらかに肥厚し、厚さ2.1mmで、下方に向かって徐々

に厚みを減じ、もっとも薄いところは0.5mmである。口縁部内面に1条の浅い凹線をめ

ぐらせている。内外面全面に轆轤による横方向の切削痕跡が観察され、とりわけ外面底部

および内面に明瞭に確認できる。計測値からみて、報告書の「青銅盌4」にあたるとみら

れる。

なお皇龍寺ではほかにも木塔心礎舎利孔や講堂東側建物や西金堂基壇土内から銅製容器

の出土が報告されている。これらのうち、西金堂基壇土内からはトレンチ調査にもかかわ

らず、銅製容器19個体分31にくわえて、金銅製太環耳飾やヒスイ製勾玉をはじめとする多

数の遺物が出土した。木塔心礎下部出土遺物と共通性が認められることなどから、報告者

は木塔建立とほぼ同時期に西金堂が基壇ごとつくりかえられた際の鎮壇具とみている32。

報告書に図示されたのは有蓋高台付鋺と高台付鋺の蓋の2点にとどまるが（第5図－1～

3）、報告書の写真や記述から少なくとも7点以上の無台鋺が確認され、大多数を占めて

いたことがわかる。これらは木塔心礎下部出土銅鋺同様に丸底で、口縁部に凹線をもつも

のともたないものの両方が認められるようである。なお、『特別展 皇龍寺』には西金堂

出土品として2点の無台鋺の写真が紹介されており、そのうち1点は、凹線をもたない丸

底の無台鋺である33。また第5図－4～6は『遺物로 본 新羅 皇龍寺』のなかで高麗時代

のものとして紹介された銅製容器である34。詳細な出土位置などについてはあきらかでな

第2表 皇龍寺木塔心礎下部出土銅鋺

新羅の銅鋺
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いが、参考資料として提示しておく。

2．四天王寺出土銅鋺
四天王寺は慶尚北道慶州市排盤洞に所在し、慶州盆地の南東部、狼山南麓の段丘上に立

地する統一新羅時代から高麗時代の寺院遺跡である。『三国史記』に文武王19年（679）完

成と伝わる新羅を代表する護国寺院で、新羅における最初の双塔式伽藍として知られる。

2006～2012年に国立慶州文化財研究所によって全面的な発掘調査がおこなわれ、金堂、東

西両木塔、講堂をはじめとする伽藍の全貌があきらかとなった35。四天王寺の造営開始時

期については、『三国遺事』の創建説話から唐との対立が深刻化する670年以降と考える意

見が一般的であるが36、報告者の一人である許俊亮は、金堂基壇がつくりかえられている

という発掘調査成果にもとづいて文献史料を再検討し、先行金堂と東西両塔については

661～667年には造営が始まっていたとみる37。

西塔（基壇一辺12.9m、高さ1.4m）基壇土内、心礎下部（南東四天柱の根石周辺）で

みつかった小土坑から完形の無台鋺が1点出土している（第6図）。小土坑および周辺か

らほかの遺物は出土しておらず、報告者は鎮壇具とみている38。器高4.6cm、口径12.8cm、

重さ87.25gで、底部は丸底である。土中に埋蔵していたこともあり遺存状態は良くない

が、一部に黄銅色の金属光沢が認められる。口縁部はなだらかに肥厚し、厚さ2.0mmで

ある。下方に向かって徐々に厚みを減じ、もっとも薄いところは0.5mmである。報告書

の図面は無文であるが、口縁部外面に3条以上、内面に1条の浅い凹線がめぐっているこ

とを確認した。一部に轆轤による横方向の切削痕跡が観察され、とりわけ外面に明瞭に視

認することができる。

第5図 皇龍寺西金堂基壇土内出土銅鋺ほか 1：3 1～3：西金堂基壇土内 4～6：高麗時代
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0 5cm

保存処理の際に資料の一部破壊をともなう理化学的

分析がおこなわれており、エネルギー分散型Ｘ線分光

器（EDS）による元素分析の結果、銅約80％、錫約

18％、鉛約2％であることがあきらかとなっている。

また走査電子顕微鏡（SEM）によってMartensite の

双晶を含むα層が観察され、分析者は586～799度で焼き入れがなされたと推測する39。

なお四天王寺からはこのほかにも銅製容器片が数点出土しているが、廃棄時期の絞り込

めるものはない。

3．小結
最後に両寺院出土銅鋺の基本的特徴を整理しておこう。まず、毛利光俊彦の銅鋺分類40

に従って無台鋺についてみると、皇龍寺木塔心礎下部出土例（第4図）は3が器壁外面に

多数の凹線をめぐらせる無台鋺AⅠa類、1・2・6が口縁部のみに凹線をめぐらせる無

台鋺AⅠb類、4・5・7が凹線をめぐらせない無台鋺AⅠc類に、皇龍寺西金堂基壇土

内出土例のうち1点は無台鋺AⅠc類、そして四天王寺西塔心礎下部出土例（第6図）は

無台鋺AⅠb類にそれぞれ該当する。毛利光は平底鋺（毛利光のＢ類）もみられるとする

が、現時点で確認できた資料と報告書の記述による限り、底部と胴部の境界に稜をもつあ

きらかな平底鋺は存在しない41。

毛利光はこれらの前後関係について、主として日本列島の古墳から出土した年代を推測

できる資料をもとに、「6世紀代～7世紀前半にまずAⅠaの盛行があり、一部これと重

なってAⅠbが出現して7世紀後半～8世紀に盛行し、さらにAⅠcが7世紀後半に出現

することになったのであろう」と推測した42。しかしながら、今回の調査によって645年

ないし646年に埋納の下限を抑えられる皇龍寺木塔心礎下部で既にすべての型式が出そろ

っていることがあきらかとなった。個々の出現年代については別途の議論が必要だが、少

なくとも7世紀中葉の新羅において、三者は併存していたと考えるべきだろう。

無台鋺についてはもう一つ注目すべきことがある。四天王寺西塔心礎下部出土例の理化

学的分析の成果である。とりわけ走査電子顕微鏡（SEM）によって熱処理（焼き入れ）

の可能性を示唆する証拠が確認されたことは、厚さ0.5mmの器壁や轆轤挽きの痕跡とと

もに、Ⅱで述べた佐波理鋺の特徴と一致する。約2％の鉛のもつ意味については改めて議

論するとして、化学組成も正倉院宝物佐波理鋺と近似しており43（第1表）、少なくとも二

元系高錫青銅に準ずる合金とみることは許されよう。器形だけでなく、化学組成や製作技

術においても、正倉院宝物佐波理鋺とほとんど変わらない熱処理型高錫青銅製品が、679

年以前の新羅に存在したことが初めて確かめられた意義は大きい。

次いで、高台付鋺についてみると、皇龍寺木塔心礎下部出土例（第4図－8・9）は高

第6図 四天王寺西塔出土銅鋺 1：3

新羅の銅鋺
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台付鋺AⅡ類、西金堂基壇土内出土例（第5図－2・3）は高台付鋺AⅠ類に該当する。

鋺蓋については半球形のAⅠ類と（第4図－11・第5図－1）と、笠形のB類44（第4図－

10）が確認され、いずれも高台付鋺にともなう可能性が高い。毛利光は西金堂基壇土内出

土遺物の埋納年代を574～584年とみた上で、蓋が高く宝珠形鈕をもち、高台が直線的に開

く西金堂基壇土内出土例が、蓋がやや浅く宝瓶形鈕をもち、高台が八字形に広がる皇龍寺

木塔心礎下部出土例よりも古いとみた45。また桃﨑祐輔も西金堂を574年着工、584年落成

とした上で、基壇土内出土例を6世紀後半の基準資料とみる46。宝珠形鈕が特殊な宝瓶形

鈕よりも先行して出現していることは確かであり、両者の製作に時間差があった可能性は

否定できないが、報告者が指摘するように木塔心礎下部出土遺物と西金堂基壇土内出土遺

物には共通性が顕著に認められる（第3表）47。出土遺物の全容が公開されていない現時

点においては、両者にあきらかな時期差をもつ遺物が確認されていない以上、埋納時期

（基壇造成時期）に関しては報告者の見解に従い、ほぼ同時期とみておきたい。

Ⅳ．佐波理鋺出現に関する予察

1．皇龍寺・四天王寺出土銅鋺の系譜
まずは朝鮮半島や中国の金属製容器の変遷における皇龍寺・四天王寺出土銅鋺の位置づ

けを確認し、その系譜をあきらかにしてみよう。新羅は慶州月城路カ－13号墳（4世紀後

半）から出土した金製と銀製の無蓋丸底鋺を嚆矢とし48（第7図－1・2）、朝鮮三国で

もっとも金製・銀製の容器が出土しているが、これらはいずれも鍛造である。慶州皇南大

塚南墳（5世紀中葉）以降は、金製・銀製容器にくわえて鍛造の金銅製容器や鋳造・鍛造

の銅製容器も副葬されるようになるが、銅製容器の多くは韓国で「盒」と呼ばれる低平な

幅広高台をもつ有蓋高台付鋺（第7図－4）で、無台鋺は慶州飾履塚（5世紀後葉）から

第3表 皇龍寺木塔心礎下部および西金堂基壇土内出土遺物一覧
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無蓋の平底鋺が確認されている程度である。

飾履塚出土例（第7図－3）は鋳造後、器壁外面に凹線をめぐらす点で、凸線を一体鋳

造する新羅の一般的な銅製容器とはまったく系譜を異にする。全体的な器形も含めて新羅

古墳出土銅製容器のなかで皇龍寺や四天王寺の無台鋺ともっとも類似するが、器壁が厚く、

内面に文様を毛彫りするなど無視しがたい差異もある。時間的懸絶を勘案すれば、現時点

で直接的な関係を想定することは難しい。飾履塚出土例は、馬目順一が内面文様の詳細な

検討を通じてあきらかにしたように、同時期の中国南朝（南斉）との関係で理解すべき舶

載品であろう49。有蓋高台付鋺は高句麗からも類例が出土しており、慶州壺杅塚（6世紀

前葉）出土「乙卯年国岡上広開土地好太王壺杅十」銘有蓋高台付鋺（第7図－4）のよう

に確実な高句麗製品も存在することから、新羅における金属製容器盛行の背景には高句麗

の直接的な影響があったとみられている50。飾履塚はそういった高句麗系の銅製容器と、

1・2：慶州 月城路カ－13号墳 3：慶州 飾履塚 4：慶州 壺杅塚
第7図 新羅古墳出土金属製容器 1：3 ＊1・2 は金・銀製、3・4は銅製

新羅の銅鋺
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それとはあきらかに系譜を異にする無台鋺が共伴する点で注目されるが、後者に関しては

発掘から100年近く経った今日においてもなお、孤立した存在にとどまっていることも付

言しておきたい。

新羅における金属製容器副葬は6世紀前半には終焉を迎え、残念ながらその後の足どり

を辿ることはできない。しかしながら、6世紀前半以前の金製・銀製容器は器形を問わず

鍛造で、高句麗系の銅製容器は鋳造・鍛造ともにみられるが、轆轤挽きによる切削加工は

おこなわない。皇龍寺や四天王寺の無台鋺や高台付鋺は、器形だけでなく製作技術からみ

ても、新羅古墳副葬金属製容器の延長線上にストレートに位置づけることが難しい。

次に周辺地域をみてみると、加耶において5世紀後半以降、陜川玉田M3号墳（5世

紀後葉）、高霊池山洞44号墳主石室（5世紀末）、宜寧景山里2号墳（6世紀前葉）と、大

加耶王陵や各地の有力首長墓から無蓋丸底の銅鋺が出土しており、注目される（第8図－

1・2・4・5）。胴部が内彎する器形から、毛利光は「鉄鉢形」ないし「盂」に分類す

るが51、口縁部が肥厚する点や薄い器壁、器壁外面にめぐらされた凹線など、皇龍寺・四

天王寺出土無台鋺との共通点は多い。池山洞44号墳出土例（第8図－1）は底部外面中央

に同心円状の痕跡があり、報告者は轆轤に設置した際の痕跡とみる52。また、第8図－3

は「皿（접시）」と報告されている資料ではあるが、蛍光X線分析によって銅75％、錫

24％、鉛、鉄、ニッケル、亜鉛をごくわずかに含む二元系高錫青銅であることがあきらか

となっている53。熱処理の有無はあきらかでなく、また残る2点の無台鋺（第8図－1・

2）について分析がなされていない点は惜しまれるが、5世紀末の時点で既に加耶にまで

二元系高錫青銅製容器がもたらされていることがあきらかとなった意義は大きい。

高台付鋺については皇龍寺出土例と酷似する資料が出土している。晋州水精峯2号墳

（6世紀中葉）から出土した有蓋高台付鋺がそれで、皇龍寺西金堂基壇土内出土例と同じ

高台付鋺AⅠ類、内面には轆轤挽きによる切削加工の痕跡も認められる（第8図－6・

7）。毛利光は両者を同時期の製作とみているが54、高台内面を分厚く削り残している点

は皇龍寺西金堂基壇土内出土例よりも古相を示すものと理解すべきだろう。水精峯2号墳

出土例と同じく高台内面を削り残した高台付鋺AⅠ類が、同じく6世紀中葉（MT85型式

期）の築造とみられる埼玉県埼玉将軍山古墳から出土していることもそのような変遷観を

後押しする（第8図－8・9）。共伴する無台鋺AⅠa類（第8図－10・11）も含め、日

本列島での製作は考えがたく、舶載品とみることに異論はない。轆轤挽きによる切削加工

を明瞭に確認できることも付言しておきたい。

百済については新羅ほど金属製容器の副葬が盛行した形跡は見出せないが、加耶とほぼ

同時期にあたる熊津期（475～538年）以降はいくつか資料が出土している。なかでも公州

武寧王陵（王は525年、王妃は529年埋葬）からは9点の銅鋺が出土していて55、そのうち
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8点は短い高台をもつ無蓋鋺（毛利光の高台付鋺D類）で、口径8～9 cmの小型品

（第9図－1～5。報告書の「盞」）5点と、口径12～15cmの大型品（第9図－6～8。

報告書の「盌」）3点からなるが、いずれも皇龍寺・四天王寺出土無台鋺とは器形がまっ

たく異なる。もう1点は「鉢」と報告され、毛利光が「盂」に分類するもので、平底とさ

れる点56を除けば上述の加耶の諸例とよく似ている（第9図－11）。武寧王陵からはこの

1～3：高霊 池山洞44号墳主石室 4：陜川 玉田M 3号墳 5：宜寧 景山里2号墳
6・7：晋州 水精峯 2号墳 8～11：埼玉県 埼玉将軍山古墳

第8図 加耶古墳出土銅鋺と埼玉将軍山古墳出土銅鋺 1：3

新羅の銅鋺
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ほかにも銅托銀盞や銅皿3枚が出土している。

これらの化学組成についてはこれまであきらかでなかったが、最近刊行された再報告書

において銅托銀盞に対する蛍光X線分析の成果が公表され、銅托（第9図－10）が銅77.

5％、錫21.5％で、鉛や亜鉛、鉄、ニッケル、マンガン、アンチモンをわずかに含む二元

系高錫青銅であることがあきらかとなった57。黄銅色の金属光沢が認められ、器壁内面に

は蹴り彫りによって蓮華文などを表す。現時点において百済最古の二元系高錫青銅製品と

いうことになるが、熱処理の有無はあきらかでなく、銅托（承盤）であるためか器壁を薄

く削り込んだ形跡もみられない。なお、再報告書では銅托銀盞について、高台や鈕を一体

鋳造ではなく別づくりにする点などから百済製の可能性が高いと結論づけているが58、こ

のアプローチだと武寧王陵出土例に先行する高廠鳳徳里1号墳4号石室出土例も含めて、

第9図 公州 武寧王陵出土銅鋺ほか 1：3 ＊9・10は銀盞銅托
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百済出土品はすべて百済製品となってしまう。製作地については、中国から出土している

類例の製作技法にバラエティが無いか確認した上で、慎重に結論を下す必要があるだろう。

また器形はまったく異なるものの、百済寺院出土事例についても触れておきたい。まず

扶余王興寺木塔心礎舎利孔出土舎利外容器は、円筒形の身に外被せの宝珠形鈕付笠形蓋か

らなる盒で、「丁酉年（577）」をはじめとする銘文が身の外面に毛彫りされている（第10

図－1）。緑銅色の金属光沢が認められ、外面には凹線をめぐらせているが、器壁を薄く

削り込んだ形跡は認められない。蛍光X線分析の結果、蓋は銅12.5～13.5％、錫84～85％、

鉛2.5%前後、身は銅23～25%、錫72～75%、鉛2.5%前後と複数箇所で錫が異常に高く検出

された。報告者は鋳造過程で融点が低い錫がまず冷却され表面に凝集する「スズ汗」と呼

ばれる現象、あるいは光沢を出すために「錫鍍金」がなされた可能性を指摘している59。

次いで益山弥勒寺西石塔出土銅製盒6点は、いずれも円筒形の盒で、サイズや細部の特

徴は多様であるが、基本的な形状はよく似ている（第10図－2～7）。それぞれのなかに

は様々な舎利荘厳具が納められていた。遺存状態の良いものはいずれも黄銅色の金属光沢

が認められ、外面には凹線をめぐらせているが、器壁を薄く削り込んだ形跡は認められな

い。外面に銘文や文様を毛彫りするものもある。蛍光X線分析の結果、遺存状態の悪い

1点（第10図－4）を除いて銅74～83％、錫12～20％、鉛5～15%の三元系高錫青銅であ

ることがあきらかとなった60。なお、一緒に納められていた金製「舎利奉迎記」の記載内

第10図 扶余王興寺木塔出土舎利外容器（1）と益山弥勒寺西石塔出土銅製盒（2～7） 1：3
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容から、弥勒寺西石塔は皇龍寺木塔に先立つ639年に建てられたことが判明しており、埋

納年代の下限が押さえられている。以上をみてもあきらかなように、百済において皇龍寺

や四天王寺から出土している無台鋺や高台付鋺が主体的に製作された形跡は認められない。

最後に中国についても簡単にみておきたい。まず無台鋺については、前漢代に出現して

以来、長期にわたって製作された器種である。朝鮮半島や日本列島の事例を参考にすれば、

器壁の厚さや、器壁外面をめぐる横線が一体鋳造の凸線か、鋳造後に轆轤回転で施された

凹線かといった違いが時間性を反映している可能性が高いが、図面や写真では判断しがた

いものが多い。そのようななか、近年、岡村秀典らを中心に日中共同で進められた響銅製

容器に対する一連の調査成果は注目に値する。それらによれば、南朝では元嘉16年

（439）の紀年銘磚を用いている江蘇省句容元嘉十六年墓出土銅鋺（平底鋺）・銅托のなか

に二元系高錫青銅に準ずる化学組成をもつものが既にみられる（第11図－1・2）61。ま

た、550～579年に埋納されたと推定されている江蘇省江都大橋窖蔵出土銅製容器のなかに

は多数の二元系高錫青銅製品が含まれ、そのなかには大型の銅鋺（丸底鋺）や、毛利光が

「鉄鉢形」ないし「盂」と呼ぶものが含まれている（第11図－6・7）。北朝においても太

和5年（481）の紀年をもつ河北省定州北魏石函出土舎利容器（銅鋺）から、5世紀後半

には銅・錫からなる二元系合金が出現しており62（第11図－3）、遼寧省北票馮素弗墓か

らさらに遡る事例も報告されている63。これら南北朝にみられる響銅製容器の系譜を引く

とみられる隋代から初唐の無台鋺（毛利光の丸底碗Ⅳ類やⅤb類）（第11図－4・5）に

ついては、化学組成や細かな製作技術こそあきらかでないが、加耶で出土している「鉄鉢

形」や「盂」よりも皇龍寺・四天王寺出土無台鋺と似たかたちをしており、直接的な影響

を受けている可能性がある。その一方で、高台付鋺AⅠ類については、毛利光は「中国

南朝の影響が百済から伽耶、そして新羅に波及したと推測」しているが64、中国からまだ

直接的な関係を想定できる資料が出土していない。

以上の検討を通じて、皇龍寺や四天王寺の無台鋺や高台付鋺は、器形からみても製作技

術からみても、高句麗に系譜をもつ新羅古墳副葬金属製容器の延長線上にストレートに位

置づけがたいことが確かめられた。現状における類例は日本列島を除くと、無台鋺につい

ては南北朝から初唐の中国と5世紀後半から6世紀前半の加耶、高台付鋺については6世

紀中葉の加耶から出土している。とりわけ後者に関しては、加耶と新羅を跨いだ型式組列

が想定可能なほど酷似していることは先述の通りである。無台鋺と高台付鋺が系譜を異に

する可能性はもちろんあるが、埼玉県埼玉将軍山古墳など6世紀中葉以降の日本の後期古

墳において両者がしばしば共伴することを踏まえれば、少なくとも6世紀中葉以降に関し

ては両者をセットで製作する地域が東アジアのどこかにあったとみるべきだろう。現在の

資料状況をみわたす限り、そのもっとも有力な製作地候補は加耶ということになり、562
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年の大加耶滅亡などを契機として新羅にも広まっていった可能性が高い。この場合、毛利

光が想定しているように中国南朝－百済－加耶という関係性のなかでもたらされたのか、

479年の加羅王荷知（＝嘉悉王）による南斉への遣使記録（『南斉書』）から垣間見える大

加耶と中国南朝との直接的な関係のなかでもたらされたのかが問題となるが65、いずれに

せよ加耶と百済にほぼ同時に二元系高錫青銅製品がもたらされていることに変わりはない。

2．新羅における佐波理鋺の出現時期
次に、新羅における佐波理鋺の出現時期について考えてみたい。Ⅰでも述べたように新

羅に正倉院宝物とよく似た形態の佐波理製品が存在することは慶州月池（雁鴨池）の発掘

調査以来、広く認知されてきたところであり、化学組成や製作技術に共通性が認められる

1・2：江蘇省句容元嘉十六年墓（439年） 3：河北省定州北魏石函（481年）
4：河北省景県高潭墓（582年）5：広西チワン族自治区欽州隋唐墓M 6 6・7：江蘇省江都大橋窖蔵

第11図 中国出土銅製容器 1：3
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ものも存在する66。しかしながら、数少ない発掘資料である慶州月池から出土した資料は、

『三国史記』から文武王14年（674）に造池の開始年代を押さえることはできるものの、

個々の出土遺物の廃棄年代を厳密に絞り込むことは難しく、正倉院宝物などとの対比から

製作年代を類推するほかない。また、1973～1976年に発掘調査がおこなわれ、1978年には

報告書が刊行されたこともあって、理化学的分析などについては今後の課題として残され

たままである。出土状況からみて679年以前に製作・埋納時期を限定することが可能であ

る四天王寺西塔心礎下部出土例は、佐波理鋺とほとんど変わらない熱処理型高錫青銅製品

が、7世紀第3四半期の新羅に存在したことを物語る基準資料といえよう。

埋納時期がこれをさらに遡る皇龍寺木塔心礎下部や西金堂基壇土内から出土した無台鋺

に関しても、極めて薄い器壁や轆轤挽きの痕跡など、四天王寺出土例と同様の形態的特徴

が認められ、少なくとも肉眼観察による限り、両者に明確な差は見出しがたい。これらに

ついても四天王寺出土例と同じような評価をできるかもしれないが、化学組成があきらか

でない現状では、三元系高錫青銅の可能性も十分ある。まずは四天王寺出土例から7世紀

第3四半期の新羅に正倉院宝物佐波理鋺とほとんど変わらない熱処理型高錫青銅製品が確

実に出現していること、そして皇龍寺出土例からその出現時期は第2四半期にまで遡る可

能性があることを確認しておこう。

蛍光X線分析や鉛同位体比分析などの理化学的分析が盛んな日本列島出土事例からは、

以上のような筆者の想定を補強する成果が既に得られている。澤田秀実らによる一連の研

究によれば、朝鮮半島産原材料を用いた銅鋺（無台鋺）の化学組成は、銅、錫にくわえて

20％ほどの鉛を含む三元系高錫青銅から、銅、錫からなる二元系高錫青銅へと変化すると

第4表 日本列島出土銅鋺と四天王寺出土銅鋺の金属成分
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いう67（第4表）。その転換点は現状では岡山県定北古墳出土鋺蓋（第12図－5）から皇

龍寺出土例と同じ7世紀中葉に求められ、定北古墳出土例は特殊な宝瓶形鈕をもつ点から

も朝鮮半島製の可能性が高いとする。また、朝鮮半島産原材料を用いた無台鋺（第12図－

1・2）は丸底鋺であるのに対し、日本列島産原材料を使った初期の無台鋺（第12図－

3・4）は平底鋺であることも浮き彫りとなった。

今後さらに資料数を増やし、精度を高めていく必要性はあるものの、実証的なデータに

もとづいた説得力のある見解といえよう。また皇龍寺出土例や四天王寺出土例については

鉛同位体比分析がおこなわれておらず、中国など他地域で製作された輸入品の可能性も残

されていたが、6世紀末から7世紀初の日本列島出土無台鋺AⅠa類やAⅠb類に朝鮮半

島産原材料が用いられていることから、それより時期の下る皇龍寺出土例や四天王寺出土

例について隋や唐など中国での製作を積極的に想定する必要がなくなった点も重要である。

ここまでの議論を踏まえてあえて澤田らの一連の成果に付言するならば、澤田らのいう

「朝鮮半島」は「新羅」に限定して考えることが可能であろう68。定北古墳出土例の宝瓶

形鈕は皇龍寺木塔心礎下部出土例を嚆矢とし、慶州月池や法隆寺五重塔心礎埋納舎利容器、

法隆寺献納宝物の鋺蓋にしか類例がないもので、鉛同位体比分析の結果とあわせてその製

1：岡山県 殿田古墳 2：鳥取県 黒本谷古墳 3：岡山県 荒神西古墳 4：広島県 横大道8号墳
5：岡山県 定北古墳 6：奈良県 藤原宮 SD 170 7：群馬県 白山古墳 8：群馬県 富士山古墳

第12図 日本列島出土銅鋺 1：3
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作地を新羅に限定する強い根拠となる。また無台鋺については朝鮮半島では加耶と新羅が

有力な製作地候補となるが、加耶滅亡（562年）からしばらく経った6世紀末以降の出土

事例に関しては、その製作地を新羅に限定してみても差し支えない。鉛同位体比分析はお

こなわれていないものの、6世紀末から7世紀初に位置づけられている群馬県八幡観音塚

古墳から、二元系高錫青銅およびそれに準ずる化学組成をもつ銅鋺が出土していることを

踏まえれば69、6世紀末から7世紀初を上限とし、7世紀中葉を下限とする時間幅のなか

で、新羅において轆轤挽きによる薄造りを可能とする二元系高錫青銅を志向する動きが起

こっていた可能性が高い。

もう一つ注目したいのが、定北古墳出土例の化学組成である。銅73.4％、錫23.4％、鉛

1.7%と、微量とはいいがたい量の鉛を含んでいる点は、四天王寺出土例と同じである。澤

田らは定北古墳出土例について典型的な「佐波理」とみており70、確かに正倉院宝物佐波

理鋺のなかにも2～3%の鉛を含むものはあるが、第1表をみる限り「典型的」という評

価は当てはまらないだろう。すなわち、鉛をほとんど含まない熱処理型二元系高錫青銅の

前段階に2～3%の鉛を含む熱処理型三元系高錫青銅による銅鋺製作があり、両者はその

後も何らかの理由で併存していた可能性が高い。なお、藤原宮・京やそれとほぼ並行する

時期の古墳から出土した無台鋺のなかにも正倉院宝物佐波理鋺にみられるような熱処理型

二元系高錫青銅が存在することを確認しており（第12図－6～8）、鉛をほとんど含まな

いため鉛同位体比分析はおこないえないが、筆者はこれらについても形態や製作技術、ヒ

素をほとんど含まない点などから新羅からの舶載品の可能性が高いとみている71。すなわ

ち、新羅において熱処理型二元系高錫青銅製銅鋺の製作が本格化するのは、現状では四天

王寺出土例よりもあと、7世紀第4四半期以降とみるべきだろう。正倉院宝物佐波理鋺は、

いまみたような6世紀後半に起点をもつ新羅の銅鋺製作の延長線上にある。

Ⅴ．おわりに

ここまで、新羅寺院出土銅鋺に対する実地調査の結果をもとに、「佐波理」の出現につ

いて予察を試みた。結果として、7世紀代の新羅寺院出土銅鋺のなかに正倉院宝物佐波理

鋺によく似た化学組成をもち、熱処理がおこなわれたものが確実に存在すること、それが

前代の新羅古墳副葬金属製容器の延長線上にストレートに位置づけられないこと、新羅に

おいて遅くとも6世紀末には三元系高錫青銅、あるいは二元系高錫青銅に準ずる化学組成

の無台鋺が、そして7世紀第4四半期には正倉院宝物佐波理鋺と同じ二元系高錫青銅の無

台鋺が製作されていたであろうことなど、様々な事実があきらかとなった。新羅寺院から

出土しているすべての銅鋺を調査したわけでもなく、得られた結論の多くも、実のところ

日本国内でおこなわれた理化学的分析を含む既往の知見にもとづくところが大きい。韓国
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において蛍光X線分析や鉛同位体比分析を含めた既知の資料の再評価がおこなわれるよ

うになれば、製作時期や製作地についてより確かな議論が可能となることはいうまでもな

い。本稿を予察にとどめた最大の理由は、ここにある。ところで本稿で扱おうとした資料

のなかにはいまだ図面すらない資料が多数存在する。「既知の資料の再評価」とは、決し

て理化学的分析だけを指すわけではない。出土状況の吟味はもちろん、実測図や写真の提

示などによる考古学的情報の基礎資料化をあわせておこなうことによって、理化学的分析

の成果はより一層豊かな歴史を語る材料となることも付言しておきたい。

本稿の検討を通じて遅くとも6世紀末以降、少なくとも8世紀に至る長期間、化学組成

や形態を変化させながらも、新羅から似たような形態の銅鋺（無台鋺）が宮都やその近傍

にある大寺院はもちろん、朝鮮半島から遠く離れた東日本にまでもたらされていたことが

改めて浮き彫りとなった。桃﨑祐輔は日本列島における銅鋺生産開始について、百済や隋

の影響を強調しているが、少なくとも7世紀中葉には確実に存在する日本列島製無台鋺に

関しては、新羅との関係を第一に想定すべきであろう。文献史料をみる限り良好とはいい

がたい時期のほうが長い日羅関係において、新羅製品がこれだけ長期にわたって、持続的

に輸入された理由は一体何だろうか。その理由はもちろん一つではなかったであろうが、

遺跡から出土する個々の銅鋺に対する様々な角度からの地道な検討の積み重ねこそが、そ

の答えにたどり着くための確かな道だと信じ、本稿を擱筆する。

謝 辞 本稿は石橋茂登氏、廣瀬覚氏、高田祐一氏と実施した日韓共同研究の成果の一部

である。鄭仁邰先生、呉東墠先生、尹亨準先生、崔智燕先生をはじめとする韓国国立文化

財研究所の皆様には、資料調査の随行などで大変お世話になりました。また、資料調査や

文献収集などでご協力いただいた下記の方々、各機関にもこの場を借りて改めて謝意を表

します。なお本稿には JSPS 科研費26770276・18K01083の成果を一部含む。
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女雅博 角田真弓 藤井恵介 細川晋太郎 溝口泰久 向井佑介

国立慶州文化財研究所 国立慶州博物館 東京大学建築史研究室 東京大学総合研究博

物館

註

1 佐波利、砂張、白銅、響銅などとも書くが、みな「サハリ」と読む（中野政樹「用語解説・金 工

佐波理」『MUSEUM』104号、東京国立博物館、1959年など）。

2 正倉院宝物には皿約700点、加盤が鋺と蓋をあわせて約430点、匙約350点などの佐波理製品がある

（正倉院事務所『正倉院の金工 宮内庁蔵版』、日本経済新聞社、1976年）。

3 中野政樹「法隆寺献納宝物 響銅加盤について」『MUSEUM』114号、東京国立博物館、1960年。東
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京国立博物館『法隆寺献納宝物目録』、1959・1973年。東京国立博物館が所蔵する法隆寺献納宝物以

外に、法隆寺がいまも所蔵する銅製品のなかにも佐波理製品の存在が知られる（毛利光俊彦・村上 隆

「付編 法隆寺所蔵銅製容器の分析・研究」『古代東アジアの金属製容器（朝鮮・日本編）』、奈良文化

財研究所、2005年など）。

4 諫早直人・降幡順子「藤原宮・京出土の佐波理鋺」『奈良文化財研究所紀要 2015』、2015年。諫早直

人・降幡順子2016「平城宮・京出土の銅容器」『奈良文化財研究所紀要 2016』、2016年。諫早直人・

大江克己・金宇大・降幡順子・吉澤 悟「群馬県白山古墳出土品の研究1」『鹿園雑集』第19号、奈良

国立博物館、2017年。諫早直人・大江克己・金宇大・降幡順子・山口欧志・吉澤 悟「群馬県白山古

墳出土品の研究2」『鹿園雑集』第21号、奈良国立博物館、2019年。

5 加盤とは3～10口の鋺を入れ子にしたいわゆる重鋺のこと。無台鋺からなるものと高台付鋺からなる

ものがある。

6 関根真隆「奈良時代の厨房用具」『奈良朝食生活の研究』、吉川弘文館、1969年、p.314。

7 東野治之「鳥毛立女屏風下貼文書の研究－買新羅物解の基礎的考察－」『史林』第57巻第6号、史学

研究会、1974年。鈴木靖民「正倉院佐波理加盤付属文書の基礎的研究」『朝鮮学報』85輯、朝鮮学会、

1977年（鈴木靖民『古代対外関係史の研究』、吉川弘文館、1985年に再録）。李蘭暎「統一新羅의 銅

製器皿에 대하여－雁鴨池 出土品을 中心으로－」『美術資料』第32号、国立中央博物館、1983年（武

末純一訳「統一新羅の銅製器皿について－雁鴨池出土品を中心に－」『大宰府古文化論叢』下巻、吉

川弘文館、1983年）。李成市『東アジアの王権と交易 正倉院宝物が来たもう一つの道』、青木書店、

1997年など。

なお、関根真隆をはじめとする多くの研究者が新羅文書は当初から加盤の緩衝材で、新羅から一緒

にもたらされたとみており、とりわけ鈴木靖民は天平勝宝4年（752）の新羅王子金泰廉一行の来日

時に一括でもたらされた可能性を指摘しているが、新羅文書が当初から加盤の緩衝材であったとする

見解については異論もある（中野政樹「正倉院宝物の佐波理加盤鋺」『MUSEUM』368号、東京国

立博物館、1981年）。

8 明和8年（1771）の和刻本『天工開物』には「響銅」に「サハリ」というルビがふられており、江戸

時代には「響銅」が和語の「佐波理」にあたると考えられていたことがわかる（薮内清『天工開物』、

渡辺書店、1972年）。

9 岡村秀典・廣川 守・向井佑介「六世紀のソグド系響銅－和泉市久保惣記念美術館所蔵品の調査か

ら－」『史林』第95巻第3号、史学研究会、2012年。林 謙三はサンスクリット語の jhal-lari/rillari

が「鈔鑼」の語源とみており（林 謙三「仏典に現れた楽器・音楽・舞踊－主としてその用語につい

て」『唐代の楽器』、音楽之友社、1968年）、岡村らも仏具として用いる銅器の伝来にともなってサン

スクリット語が「鈔鑼」に転訛した蓋然性が高いとみる。

10 成瀬正和「正倉院の銅製品－化学的調査から－」『金属博物館紀要』第14号、日本金属学会附属金属

博物館、1989年。成瀬正和『正倉院宝物の素材』、至文堂、2002年など。

11 中野政樹「用語解説・金工 佐波理」（前掲註1）。小林行雄「Ⅵ 鋳銅」『古代の技術』、塙書房、

1962年など。なお、これらの見解は朝比奈貞一、山崎文男、山崎一雄による正倉院宝物佐波理製容器

3点に対するラジオアイソトープを線源とし、ガイガー計数管を計測器とするβ線後方散乱測定の成

果を受けたものだが（大賀一郎ほか「昭和28・29・30年度 正倉院御物材質調査」『書陵部紀要』第8

号、宮内庁書陵部、1957年）、後年、同一製品（佐波理皿第16号）に対しておこなわれた蛍光 X線分

析によって、銅約80％、錫約20％の二元系高錫青銅であることが判明している（三宅久雄・西川明

彦・成瀬正和「四 佐波理製品」『正倉院年報』第17号、宮内庁正倉院事務所、1995年）。

12 熱処理とは「鋳造・鍛造した錫青銅や炭素鋼などの合金が冷えて常温の固体になってからのち、再度
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加熱・保温・冷却したり、加工をくわえたりして、その内部の組織体を変化させる」行為で、焼き入

れ、焼き戻し、焼きなましや熱間鍛造、冷間鍛造などの方法がある（西村俊範「錫青銅の熱処理につ

いて」『史林』第83巻第5号、史学研究会、2000年、pp.184－185）。これにより靱性・強度が大きく

なるとともに硬度が下がり、轆轤を用いて器面を切削し、器壁を非常に薄く仕上げることが可能とな

る。

13 成瀬正和「正倉院の銅製品－化学的調査から－」（前掲註10）。成瀬正和『正倉院宝物の素材』（前掲

註10）など。

14 木村法光・成瀬正和・西川明彦「（五）佐波理加盤」『正倉院年報』第12号、宮内庁正倉院事務所、

1990年。木村法光・成瀬正和・西川明彦「四 佐波理加盤」『正倉院年報』第13号、宮内庁正倉院事

務所、1991年。三宅久雄・西川明彦・成瀬正和「四 佐波理製品」（前掲註11）。

15 清水康二「佐波理伝来－二元系高錫青銅器の来た道－」『アジアの高錫青銅器－製作技術と地域性－』、

富山大学芸術文化学部、2010年。

16 岡村秀典・廣川 守・向井佑介「六世紀のソグド系響銅－和泉市久保惣記念美術館所蔵品の調査か

ら－」（前掲註9）。

17 清水康二は河南省南陽斗王廟出土銅舟が二元系高錫青銅であるという分析結果から、漢代には既に西

方から技術が伝わっていた可能性を指摘している（清水康二「佐波理伝来－二元系高錫青銅器の来た

道－」（前掲註15）、p.20）。また、被葬者の没年（415年）が判明している遼寧省北票馮素弗墓（西官

営子1号墓）では、近年、銅74.4％、錫24.4％の二元系高錫青銅で焼き入れ（淬火処理）が施された

無蓋丸底の銅鋺（M1：56）が報告されている（遼寧省博物館『北燕馮素弗墓』、文物出版社、2015

年）。

18 たとえば法隆寺所蔵銅製容器については、形態的特徴や化学組成から、古代から近世に至る様々な銅

製容器の集積であると考えられている（毛利光俊彦・村上 隆「付編 法隆寺所蔵銅製容器の分析・

研究」（前掲註3））。

19 佐波理加盤第1号（高台付鋺）に対しておこなわれた X線回析によって、Cu-Sn系合金のα相とβ

相にもとづく回析線が確認され、熱処理がおこなわれたことが判明している（西川明彦・三宅久雄・

成瀬正和「2 佐波理」『正倉院紀要』第24号、宮内庁正倉院事務所、2002年）。

20 長柄毅一は錫10％以上16％未満を低高錫青銅、錫16％以上25％未満を中高錫青銅、錫25％以上を高高

錫青銅とし、「佐波理」のような中高錫青銅は成型後の研磨、使用時の脆性を除去するために熱処理

をおこなうことを特徴とする「熱処理型高錫青銅」とみている（長柄毅一「補遺 高錫青銅の錫比

率」『Heat Treatment and Casting Techniques of Asian High-tin Bronze Wares』、富山大学芸術

文化学部、2008年。長柄毅一「現代のインド、韓国における高錫青銅器の加工と熱処理－熱間加工温

度と熱処理温度の調査報告－」『アジアの高錫青銅器－製作技術と地域性－』、富山大学芸術文化学部、

2010年など）。

21 本稿では毛利光俊彦に従い、銅鋺を無台鋺、高台付鋺、高脚付鋺に大別される様々な形態の銅製容器

の総称として用いる（毛利光俊彦「古墳出土銅鋺の系譜」『考古学雑誌』第64巻第1号、日本考古学

会、1978年。毛利光俊彦「10 青銅製容器・ガラス容器」『古墳時代の研究』第8巻、雄山閣、1991

年）。これには韓国で盞、盌、鉢、盒などと呼ばれる多様な器種が含まれている。なお、毛利光はそ

の後、中国の研究成果を参考に口径10cm前後の小型品を「杯」、口径15cm前後の中型品を「碗」、

それより大型品を「鉢」と呼び分け、それぞれ別々に型式分類をおこなっているが（毛利光俊彦『古

代東アジアの金属製容器（中国編）』、奈良文化財研究所、2004年、p.5。毛利光俊彦『古代東アジア

の金属製容器（朝鮮・日本編）』、奈良文化財研究所、2005年、p.77）、重鋺の存在を例に挙げるまで

もなく、口径値にもとづく機械的な区分を器種分類の基準とすることは難しい。
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22 皇龍寺に関する研究史については以下の論文を参照のこと。梁正錫「皇龍寺址에 대한 研究 成果와

向後 課題」『遺物로 본 新羅 皇龍寺』、国立慶州文化財研究所、2013年。梁正錫「皇龍寺址 調査와 研

究,100年의 軌跡」『特別展 皇龍寺』、国立慶州博物館、2018年。

23 文化財管理局文化財研究所『皇龍寺遺蹟発掘調査報告書Ⅰ』、1984年。国立慶州文化財研究所『遺物

로 본 新羅 皇龍寺』、2013年。国立慶州博物館『特別展 皇龍寺』、2018年。国立慶州文化財研究所

『皇龍寺 発掘調査報告書Ⅱ－東回廊 東辺地区』、2019年。

24 塔心礎舎利坑に納められていた「皇龍寺刹柱本記」には善徳王14年（645）に建立が始まり、明年

（646）に完成したと書かれており、『三国史記』の記載より1年完成が遅い。

25 1964年12月17日に盗掘を受けたが、2年後に盗掘者は逮捕、舎利孔埋納遺物も回収されている。また

再発掘調査がおこなわれ残された遺物も取り上げられているが（秦弘燮「皇龍寺 塔址 舎利孔의 調

査」『美術資料』11、国立中央博物館、1966年）、正確な出土状況を知りえないことはもちろん、盗掘

者から回収された遺物がすべてこの舎利孔から出土したものなのかについても確証を得ることができ

ない。

26 文化財管理局文化財研究所『皇龍寺遺蹟発掘調査報告書Ⅰ』（前掲註23）。国立扶余文化財研究所

『韓・中・日 古代寺址比較研究Ⅰ－木塔址編－』、2009年（奈良文化財研究所編『韓・中・日古代寺

址比較研究（Ⅰ）－木塔址編－（日本語版）』、2017年）。

27 文化財管理局文化財研究所『皇龍寺遺蹟発掘調査報告書Ⅰ』（前掲註23）。한정호「皇龍寺 9層塔 仏

舎利荘厳具」『遺物로 본 新羅 皇龍寺』、国立慶州文化財研究所、2013年など。本稿では한정호に従い、

報告書の心礎上面から128cmまでの深さ（心礎下面のレベルまで）を上層、128cmから168cmまで

の深さ（根石最下部のレベルまで）を中層、それ以下を下層とする。

28 文化財管理局文化財研究所『皇龍寺遺蹟発掘調査報告書Ⅰ』（前掲註23）、p.311をもとに作成。

29 国立慶州文化財研究所『遺物로 본 新羅 皇龍寺』（前掲註23）、p.139：下段。国立慶州博物館『特別

展 皇龍寺』（前掲註23）、p.139：081など。

30 銅鋺12と口径が異なる点が留意されるが、完形でもっとも近似することからひとまず同一個体と判断

した。完形で口径が近似する銅鋺5の器高5.7cm（第2表参照）が4.7cmの誤記の可能性もあるが、

これについては、全資料を実見できていないので判断を保留したい。

31 本文中には19個体分が出土したとされ（p.289）、11ヵ所の出土位置ごとにそれぞれに説明がなされて

いるが、表は12ヵ所から21点が出土としており（p.302）、記載内容に齟齬がある（文化財管理局文化

財研究所『皇龍寺遺蹟発掘調査報告書Ⅰ』（前掲註23））。

32 文化財管理局文化財研究所『皇龍寺遺蹟発掘調査報告書Ⅰ』（前掲註23）、p.303。

33 国立慶州博物館『特別展 皇龍寺』（前掲註23）、p.185：157。

34 国立慶州文化財研究所『遺物로 본 新羅 皇龍寺』（前掲註23）、p.162。

35 国立慶州文化財研究所『四天王寺Ⅰ 金堂址 発掘調査報告書』、2012年。国立慶州文化財研究所『四

天王寺Ⅱ 回廊内廓 発掘調査報告書』、2013年。国立慶州文化財研究所『四天王寺Ⅲ 回廊外廓 発

掘調査報告書』、2014年。

36 東 潮・田中俊明『韓国の古代遺跡 1 新羅篇（慶州）』、中央公論社、1988年、pp.180－181。

37 許俊亮「考古資料와 文献을 통해 본 四天王寺의 創建時期 検討」『四天王寺Ⅲ 回廊外廓 発掘調査報

告書』、国立慶州文化財研究所、2014年。

38 国立慶州文化財研究所『四天王寺Ⅱ 回廊内廓 発掘調査報告書』（前掲註35）、p.93。

39 정민호・이보현・박도현「四天王寺址 出土 遺物의 保存処理 및 科学的 分析」『四天王寺Ⅱ 回廊内

廓 発掘調査報告書』、国立慶州文化財研究所、2013年。

40 毛利光俊彦「古墳出土銅鋺の系譜」（前掲註21）。毛利光俊彦「10 青銅製容器・ガラス容器」（前掲
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註21）。なお毛利光はその後、中国・朝鮮・日本の金属製容器に関する集大成を上梓するなかで、既

存の銅製容器分類とはまったく異なる分類案を提示しているが（毛利光俊彦『古代東アジアの金属製

容器（中国編）』（前掲註21）。毛利光俊彦『古代東アジアの金属製容器（朝鮮・日本編）』（前掲註

21））、註21でも述べたように本稿では旧稿の分類に従う。

41 毛利光は皇龍寺木塔心礎下部出土銅鋺（第4図－1～3）について「AⅠa・b、BⅠb」とみている

が（毛利光俊彦「10 青銅製容器・ガラス容器」（前掲註21）、p.195）、何をもって AⅠ類（丸底）と

BⅠ類（平底）を区別しているのか図をみても俄かに判断しがたいところがある。本稿では後述する

澤田秀実らによる理化学的分析との対応関係を参考に、底部と胴部の境界に稜をもつものに限って平

底鋺と呼ぶこととする。

42 毛利光俊彦「10 青銅製容器・ガラス容器」（前掲註21）、p.193。

43 清水康二は二元系高錫青銅を鉛1％未満のものに限定することを提案しており、「佐波理」の起源を

追究する上では有効な定義と考える（清水康二「佐波理伝来－二元系高錫青銅器の来た道－」（前掲

註15））。一方で、正倉院南倉の佐波理加盤第39号五重碗は銅80％、錫20％の二元系高錫青銅（1・5

号鋺）と銅80％、錫15％、鉛2～3％の三元系高錫青銅（2～4号鋺）が同じ重鋺を構成することか

らみて（第1表）（木村法光・成瀬正和・西川明彦「四 佐波理加盤」（前掲註14）、p.80）、正倉院宝

物佐波理鋺の実体と対応する定義ではない。また、群馬県鳥羽遺跡出土銅鋺の復元実験で銅80％、錫

17.5％、鉛2.5％の比率で復元品を鋳造し、厚さ4mm程度の器壁を焼き入れすることなく0.3～

0.6mmまで切削することに成功していることからみて（桜岡正信・神谷佳明「金属器模倣と金属器

指向」『研究紀要』15、群馬県埋蔵文化財調査事業団、1998年。三船温尚「現代アジアの高錫青銅器

製作技術の比較」『アジアの高錫青銅器－製作技術と地域性－』、富山大学芸術文化学部、2010年、p.

5）、2％程度の鉛が含まれていても、轆轤挽きによる切削加工は可能であったとみられる。

44 第4図－10は報告書では蓋のみが報告されたが、『遺物로 본 新羅 皇龍寺』や『特別展 皇龍寺』で

はこの蓋と報告書図版233－3のどちらかと思しき高台付鋺がセットで紹介されている（国立慶州文

化財研究所『遺物로 본 新羅 皇龍寺』（前掲註23）、p.139：上段。国立慶州博物館『特別展 皇龍

寺』（前掲註23）、p.139：080）。国立慶州文化財研究所の金東河氏のご教示によれば、どちらも木塔

心礎下部中層から出土しているが、出土時点からセットであったのかについてはわからないとのこと

である。

45 毛利光俊彦「10 青銅製容器・ガラス容器」（前掲註21）、p.195。毛利光俊彦『古代東アジアの金属

製容器（朝鮮・日本編）』（前掲註21）、p.40・68・付図3。

46 桃﨑祐輔「風返稲荷山古墳出土銅鋺の検討」『風返稲荷山古墳』、霞ヶ浦町教育委員会、2000年。桃﨑

祐輔「六 金属容器」『モノと技術の古代史 金属編』、吉川弘文館、2017年、p.238。

47 文化財管理局文化財研究所『皇龍寺遺蹟発掘調査報告書Ⅰ』（前掲註23）、한정호「皇龍寺 9層塔 仏

舎利荘厳具」（前掲註27）をもとに筆者作成。

48 金製鋺と複数の銀製鋺が重鋺状態で出土している。2セット出土しているが、出土位置が異なるため、

報告者は異なる被葬者にともなうものとみている（国立慶州博物館・慶北大学校博物館『慶州市月城

路古墳群』、1990年）。

49 馬目順一「慶州飾履塚古新羅墓の研究－非新羅系遺物の系統と年代－」『古代探叢』、早稲田大学出版

部、1980年。

50 小田富士雄「日本の古墳出土銅鋺について－武寧王陵副葬遺物に寄せて－」『百済研究』第6輯、忠

南大学校百済研究所、1975年。緒方 泉「朝鮮半島南部地方における高句麗文化」『考古学と地域文

化』（同志社大学考古学シリーズⅢ）、1987年。李蘭暎『韓国古代金属工芸研究』、一志社、1992年。

朴光烈「新羅 瑞鳳塚과 壺杅塚의 絶対年代考」『韓国考古学報』41、韓国考古学会、1999年。李恩碩
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「韓半島 統一新羅以前의 高錫青銅器」『アジアの高錫青銅器－製作技術と地域性－』、富山大学芸術

文化学部、2010年など。

51 毛利光俊彦『古代東アジアの金属製容器（朝鮮・日本編）』（前掲註21）、p.29・42。

52 慶北大学校博物館・慶北大学校考古人類学科・高霊郡大加耶博物館『高霊 池山洞44号墳－大伽耶王

陵－』、2009年、p.53。

53 姜廷武「高霊 池山洞44号墳 主石室 出土 金属製 접시 成分 分析」『慶北大学校博物館 年報2007』、

慶北大学校博物館、2008年。

54 皇龍寺西金堂基壇土内出土高台付鋺 AⅠ類について毛利光は伝世品の可能性が高いとみている（毛利

光俊彦『古代東アジアの金属製容器（朝鮮・日本編）』（前掲註21）、pp.40－41）。

55 大韓民国文化財管理局（永島暉臣慎訳）『武寧王陵』、学生社、1974年。李漢祥「武寧王陵出土品追報

（2）－銅製容器類－」『考古学誌』第6輯、韓国考古美術研究所、1994年。

56 国立公州博物館『武寧王陵을 格物하다』、2011年、p.46・229。

57 国立公州博物館『武寧王陵 新報告書Ⅴ－出土遺物2（金属類）－』、2019年、p.192。

58 国立公州博物館『武寧王陵 新報告書Ⅴ－出土遺物2（金属類）－』（前掲註57）、p.183。

59 国立扶余文化財研究所『王興寺址Ⅲ 木塔址 金堂址 発掘調査 報告書』、2009年、pp.163－164。

60 国立文化財研究所『益山 弥勒寺址 石塔 舎利荘厳』、2014年、p.214。

61 銅鋺（3号）は銅71～78％、錫20～25％、鉛1～2％、銅托（4号）は銅約71％、錫24～25％、鉛2

～3％で、器壁はいずれも0.8～1.2mmと薄い（賀雲翺・翟忠貨・夏根林・岡村秀典・廣川 守・向

井佑介「三至六世紀東西文化交流的見証：南朝銅器的科技考古研究」『南方文物』2013年第1期、江

西省文物考古研究所、2013年）。

62 河北省文化局文物工作隊「河北定県出土北魏石函」『考古』1966年第5期、1966年。銅鋺は厚さ約

1.5mm、銅約93％、錫約7％で鉛と鉄をわずかに含む（韓立森・朱岩石・胡春華・岡村秀典・廣川

守・向井佑介「河北省定州北魏石函出土遺物再研究」『考古学集刊』第19集、中国社会科学出版社、

2011年。向井佑介『中国初期仏塔の研究』、臨川書店、2020年、p.133）。

63 前掲註17参照。

64 毛利光俊彦『古代東アジアの金属製容器（朝鮮・日本編）』（前掲註21）、pp.67－68。

65 毛利光俊彦『古代東アジアの金属製容器（朝鮮・日本編）』（前掲註21）、p.66。

66 崔炷・金秀哲「統一新羅時代의 그릇에 대한 金属学的 考察」『美術資料』第32号、国立中央博物館、

1983年。朴長植「古代 韓国의 青銅器 技術体系」『熱処理工学会誌』17巻3号、熱処理工学会、2004

年。朴長植「咸安 城山山城의 古代 金属 製作技術 研究」『咸安 城山山城 古代環境復元研究 結果報

告書』、国立加耶文化財研究所、2012年など。

67 澤田秀実・齋藤 努・長柄毅一・持田大輔「6～7世紀における古墳出土銅鋺の理化学的研究」『アジ

ア鋳造技術史学会 研究発表概要集』5号、アジア鋳造技術史学会、2011年。持田大輔「六～七世紀

の銅製品の生産について－古墳出土銅鋺を中心に－」『奈良美術研究』第13号、早稲田大学奈良美術

研究所、2012年。澤田秀実「国産銅鉛原材料の産出地と使用開始時期」『青銅器の考古学と自然科学』、

朝倉書店、2018年。澤田秀実・齋藤 努・長柄毅一・持田大輔「中国四国地方で出土した銅鋺からみ

た国産銅鉛原材料の産出地と使用開始時期」『国立歴史民俗博物館研究報告』第213集、国立歴史民俗

博物館、2019年など。

68 百済においては武寧王陵出土例や弥勒寺西石塔出土例から、新羅よりもはるかに早くから二元系高錫

青銅が導入され、長期にわたって三元系高錫青銅と併存していた可能性があるが、器形上、澤田らが

とりあげた銅鋺（無台鋺）との関係性は稀薄である。

69 無台鋺 AⅠa類は銅76％、錫20％、鉛3％、承台をともなう高台付鋺 BⅠ類は蓋が銅75％、錫20％、
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鉛4.5％、身が銅74％、錫25％、承台が銅85％、錫14％、鉛1％で、二元系高錫青銅ないしそれに準

ずる化学組成であることがあきらかとなっている（長柄毅一・杉山秀宏・清水康二・三船温尚「蛍光

Ｘ線分析データからみた群馬県出土銅製品の製作方法」『FUSUS』Vol.5、アジア鋳造技術史学会、

2013年）。

70 澤田秀実・齋藤 努・長柄毅一・持田大輔「中国四国地方で出土した銅鋺からみた国産銅鉛原材料の

産出地と使用開始時期」（前掲註66）、p.37。

71 諫早直人・降幡順子「藤原宮・京出土の佐波理鋺」（前掲註4）。諫早直人・大江克己・金宇大・降幡

順子・山口欧志・吉澤 悟「群馬県白山古墳出土品の研究2」（前掲註4）。

挿図出典

第1図 奈良国立博物館『第70回 正倉院展』、2018年

第2図 木村法光ほか「四 佐波理加盤」『正倉院年報』第13号、1991年。三宅久雄ほか「四 佐波理製

品」『正倉院年報』第17号、1995年

第3図 木村法光ほか「（五）佐波理加盤」『正倉院年報』第12号、1990年

第4図 1～3・8～11：文化財管理局文化財研究所『皇龍寺遺蹟発掘調査報告書Ⅰ』、1984年 4～

7：筆者実測（国立慶州博物館）

第5図 1～3：文化財管理局文化財研究所『皇龍寺遺蹟発掘調査報告書Ⅰ』、1984年 4～6：筆者実

測（国立慶州文化財研究所）

第6図 筆者実測（国立慶州文化財研究所）

第7図 1・2：国立慶州博物館ほか『慶州市月城路古墳群』、1990年 3：馬目順一「慶州飾履塚古新

羅墓の研究」『古代探叢』、1980年 4：金載元『壺杅塚과 銀鈴塚』、1948年
第8図 1～3：慶北大学校博物館ほか『高霊 池山洞44号墳－大伽耶王陵－』、2009年 4：慶尚大学校

博物館『陜川 玉田古墳群Ⅱ M3号墳』、1990年 5：慶尚大学校博物館『宜寧景山里古墳群』、

2004年 6～10：筆者実測（東京大学総合研究博物館） 11：埼玉県教育委員会『埼玉将軍山古

墳《史跡埼玉古墳群整備事業報告書》』、1997年

第9図 1～8・11：李漢祥「武寧王陵出土品追報（2）－銅製容器類－」『考古学誌』第6輯、1994年

9・10：国立公州博物館『武寧王陵 新報告書Ⅴ－出土遺物2（金属類）－』、2019年

第10図 1：国立扶余文化財研究所『王興寺址Ⅲ 木塔址 金堂址 発掘調査 報告書』、2009年 2～7：

国立文化財研究所『益山 弥勒寺址 石塔 舎利荘厳』、2014年

第11図 1・2・6・7：賀雲翺ほか「三至六世紀東西文化交流的見証：南朝銅器的科技考古研究」『南

方文物』2013年第1期、2013年 3：向井佑介『中国初期仏塔の研究』、2020年 4：河北省文

管処「河北景県北魏高氏墓発掘簡報」『文物』1979年第3期、1979年 5：広西壮族自治区文物

工作隊「広西壮族自治区欽州隋唐墓」『考古』1984年第3期、1984年

第12図 1・3：澤田秀実・持田大輔・白石 純「津山市油木北 殿田1号墳の研究」『くらしき作陽大

学・作陽短期大学 研究紀要』第42巻第2号、2009年 2：智頭町教育委員会『中河原古墳・黒

本谷古墳発掘調査報告書』、1983年 4：藤田 等・本村豪章「竹原周辺の考古学的考察」『竹原

市史』2、1963年 5：岡山大学考古学研究室『定北古墳』、1995年 6：筆者実測（奈良文化

財研究所） 7：筆者実測（奈良国立博物館） 8：群馬県教育委員会『富士山Ⅰ遺跡1号古

墳』、1992年

第1～4表 筆者作成
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付記 本稿脱稿後、以下の3本の論文に接した。文献①石橋茂登・降幡順子『東アジア金属工芸史の研究

19 寺院関連金属製品の調査』、奈良文化財研究所飛鳥資料館、2017年。文献②：齋藤 努・中井 歩「埼

玉県内出土銅鋺の鉛同位体比分析について」『埼玉県立史跡の博物館紀要』第12号、埼玉県立さきたま史

跡の博物館、2019年。文献③：桃﨑祐輔「金鈴塚古墳出土銅鋺の検討」『千葉県木更津市 金鈴塚古墳出

土品再整理報告書 第2分冊 考察篇』、木更津市教育委員会、2020年。

文献①には、筆者らが以前に検討をおこなった奈良県坂田寺跡 SK160出土銅鋺に対する鉛同位体比分

析の結果が報告されており、本銅鋺に朝鮮半島産鉛が使用されていることがあきらかとなった。鉛65％、

錫31％、鉛2.1％でヒ素、銀、鉄を若干含有する二元系高錫青銅に準ずる化学組成をもつ本銅鋺は、8世

紀末以降の地鎮具とみられている（諫早直人・降幡順子「藤原宮・京出土の佐波理鋺」（前掲註4））。毛

利光分類 BⅠb類に該当する本銅鋺の製作時期については、四天王寺出土例のような7世紀代の新羅製品

が伝世した可能性と、8世紀代の新羅において二元系高錫青銅に準ずる化学組成をもつ銅鋺生産が引き続

きおこなわれていた可能性の二つを考えておく必要があるだろう。

文献②は本稿で扱った埼玉県埼玉将軍山古墳を嚆矢とする埼玉県内出土銅鋺に対する鉛同位体比分析結

果の報告である。埼玉将軍山古墳出土品は有蓋高台付鋺1組と無台鋺2点にくわえて馬具などについても

分析がおこなわれている。測定結果から、本論文第8図－10の無台鋺は朝鮮半島南部地域産と推定し、第

8図－11の無台鋺は朝鮮半島南部地域産か中国華中～華南産か判別がしにくいとするが、第8図－9・10

の有蓋高台付鋺は鉛の濃度が低く鉛同位体比分析がおこなえなかったとしている。文献②では個々の資料

の具体的な鉛濃度は示されておらず、鉛濃度が低い原因についても特に言及していないが、文献③ではそ

れを受けて埼玉将軍山古墳出土有蓋高台付鋺を「鉛を含まない二元系合金（佐波理）」とみなし、朝鮮半

島製ではなく、中国製（北朝製）の可能性が高いとこれまでの桃﨑の考えを大きく変更している（文献③、

p.141）。銅鋺以外の容器の器形にも注意を払う桃崎の議論は傾聴に値するところが多いが、齋藤らの分析

した埼玉将軍山古墳出土資料のなかには八角稜鈴のような鋳造馬具にも鉛濃度が低い資料が含まれるなか、

有蓋高台付鋺のみを取り出して佐波理のような二元系高錫青銅製品とみなし、製作地の傍証とする議論に

はいささかの不安を覚える。

いずれにせよ二元系高錫青銅製品を含む（すなわち原料に鉛を含まない製品を含む）銅鋺の製作地を理

化学的に追究する上では、本稿でも示したように材質（化学組成）を把握することが第一であり、微量と

はいえ破壊分析である鉛同位体比分析に先行して（少なくとも同時に）、蛍光Ｘ線分析などによる非破壊

の材質分析がおこなうことが望ましいと考える。 （2021年2月1日追記）
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신라의 동완（銅鋺）

-사하리완（佐波理鋺）출현에 관한 예찰-

諫早 直人（이사하야 나오토）

요 지지 나라 도다이지（東大寺）쇼소인（正倉院）에는‘사하리（佐波理）’라는 열처리형

고석청동（高錫青銅）제품이 다수 존재한다. 원래 서역이 기원인 이 제품의 유력한 제작지

후보로는 한반도 신라라고 예전부터 알려져 있다. 그러나 신라에서 언제부터 사하리가 만

들어지고 언제 즈음부터, 그리고 어느 정도로 일본（왜）에 들어 왔는지에 대해서 여전히 충

분한 검토가 이루어지지 않고 있다. 본고에서는 신라의 왕도, 경주를 대표하는 대사원인

황룡사와 사천왕사에서 출토된 동완（銅鋺, 놋그릇）의 조사 성과를 바탕으로 사하리의 출

현에 대해서 예찰해 보았다. 그 결과,７세기에 신라 사원 출토 동완 중에 쇼소인 보물 사하

리완과 매우 유사한 화학 조성을 가지고 열처리가 이루어진 것이 확실하게 존재한다는 점,

늦어도６세기말에는３원계 고석청동이나２원계 고석청동에 준하는 화학 조성을 가진 동완

이 생산되었다는 점, 그리고７세기 ４/４분기에는 쇼소인 보물 사하리완과 같은２원계 고

석청동의 동완이 제작되었을 가능성도 유추할 수 있었다. 문헌사료만 살펴보았을 때 양국

의 관계가 양호하였다고 볼 수 없는 시기가 길었던 일본-신라 관계에서, 늦어도６세기말

이후, 적어도 ８세기에 이르는 오랜 기간에 걸쳐서 화학 조성 등은 미묘하게 변화시키면서

도, 신라와 비슷한 형태의 동완이 도성 또는 그 근방에 있는 대사원은 물론이고 한반도에

서 멀리 떨어진 동일본 지역까지 분포하였다는 점이 새롭게 부각되었다.

주제어 :: 고석청동, 황룡사, 사하리（佐波理）, 사천왕사, 신라, 동완（銅鋺）
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Bronze Bowls in Silla:

a Reconnaissance for the Emergence of Sahari Bowls

Naoto Isahaya

Abstracts: This paper investigates bronze bowls excavated from temple sites in Silla to examine

the background of the emergence of Sahari bowls — a binary, high-tin bronze ware originating

from the West. Many Sahari bowls are stored in the Shosoin Repository of Todaiji temple in Nara,

Japan. Although Sahari bowls are thought to be produced in Silla, when that production was

started, or even when and how much were introduced to Japan (Wa), has not been thoroughly

explored. Here, we examine the shapes and material composition of excavated bronze bowls from

Hwangnyong-sa and Sacheonwang-sa temples in Gyeongju, Korea. Results confirm that those

from the seventh century showed a similar chemical compound to Sahari in the Shosoin, which

were heat-treated. Also, by the sixth century at the latest, trinary high-tin bronze wares were

being produced, while binary high-tin bronze wares, the same as Sahari in the Shosoin, were

being produced in the last quarter of the seventh century. In the historical record, the

relationship between Japan and Silla has been negative for a long time. In spite of this, the

author has revealed that bronze bowls from Silla were widely distributed in Japan from the end

of the sixth to eighth centuries.

Keywords: High-tin Bronze, The Hwangnyong-sa Temple, Sahari wares, The Sacheonwang-sa

temple, Silla, Bronze bowls
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前近代東アジア窯業技術系統論
－ロクロの回転方向を視座として－

尾 野 善 裕

Ⅰ．はじめに

Ⅱ．陶磁器生産におけるロクロの回転方向に関する研究史

Ⅲ．朝鮮半島における陶磁器製作技術の二大系統

Ⅳ．施釉陶磁器生産への転換とロクロの回転方向

Ⅴ．おわりに

要 旨 陶磁器の成形に用いられるロクロの回転方向は、陶磁器の製作技法を研究する上で、ごく単純

かつ基礎的な分析視点であったにもかかわらず、これまで研究者の注目度が概して低かった。そうしたな

かで、日本列島と朝鮮半島・中国大陸におけるロクロの回転方向に顕著な地域差があることを指摘した内

藤匡の研究と、内藤が指摘した現象の歴史的背景にまで論及した津田武徳の研究は、先駆的であると同時

に画期的でもあったが、なお未解決の問題を残している。

こうした研究動向を踏まえ、本研究では日本・朝鮮半島・中国の伝世・出土古陶磁を対象として、陶磁

器生産におけるロクロ回転方向の調査を進めるとともに、その系統的理解に努めた。その結果、桃山時代

に朝鮮半島から渡来してきた陶工が開窯したにもかかわらず、これまで一般的な朝鮮陶磁とは異なるとさ

れてきた薩摩焼のロクロ回転方向が、朝鮮陶磁のなかでも「甕器」と呼ばれる一群の陶器の成形技術に由

来すると考えられるとの結論に至った。また、初期には中国陶磁と同じロクロ回転方向で成形されていた

高麗青磁や白磁が、次第に朝鮮半島に特有のロクロ回転方向で成形されるようになる現象を指摘し、その

背景に三国時代以来の陶質土器生産と磁器生産技術の結合を読み取ることができるのではないかとの見通

しを示した。

キーワード 中国大陸 朝鮮半島 日本列島 陶磁器 ロクロ 回転方向 技術系統

京都国立博物館（元奈良文化財研究所 都城発掘調査部）
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Ⅰ．はじめに

本研究は、陶磁器生産における成形技法、とりわけロクロの回転方向に着目し、日本列

島から朝鮮半島、さらには中国大陸を射程に入れて、製陶技術の伝播と発達の歴史的過程

をあきらかにしようとするものである。

平面的な円運動であるロクロの回転方向には、時計回りともいうべき右回転と、逆時計

回りの左回転があるが、ここでは記述が煩瑣になることを避けるため、時計回り（右回

転）をＲ、逆時計回り（左回転）をＬと略記することとする。

陶磁器の製作（成形）におけるロクロ回転は、同一個体であっても、

①水挽き成形

②ロクロからの切り離し

③切り離し後の底裏のケズリ調整（仕上げ）

という工程の違いで、回転方向を変えていることがある。唐物すなわち中国製とみせかけ

るという意図の下に、Ｒ水挽き成形であるにもかかわらず、意図的にＬ糸切りされている

御室焼の茶入1など、例外もまったくないわけではないものの、概して②工程の回転方向

は①工程の回転方向と一致することが一般的で、③工程の作業によって痕跡が消されてし

まうことも珍しくない。このため、以下では多くの個体において痕跡を観察可能な①工程

と③工程のロクロ回転方向を組み合わせて、

①Ｒ水挽き成形・③Ｒケズリ調整を、ＲＲ技法

①Ｒ水挽き成形・③Ｌケズリ調整を、ＲＬ技法

①Ｒ水挽き成形・③ケズリ調整なしを、Ｒ0技法

①Ｌ水挽き成形・③Ｒケズリ調整を、ＬＲ技法

①Ｌ水挽き成形・③Ｌケズリ調整を、ＬＬ技法

①Ｌ水挽き成形・③ケズリ調整なしを、Ｌ0技法

と表記することとしよう。

Ⅱ．陶磁器生産におけるロクロの回転方向に関する研究史

陶磁器の成形に用いられるロクロの回転方向に着目した研究としては、古く中山平次郎

による初期高取焼の窯跡出土品に関する論考2があり、論文公表は大正4年（1915）にま

で遡る。この論文のなかで中山は、高取焼の永満寺宅間窯と内ヶ磯窯の出土陶片に分析を

くわえ、それらがＲＬ技法で製作されていることを指摘すると共に、蹴ロクロの使用を推

定した。

管見の限り、その後しばらくの間、ロクロの回転方向に注目した研究は見当たらないが、

尾野 善裕
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内藤匡は昭和19年（1944）に公刊した著書3のなかで、陶磁器成形時のロクロ回転に次の

ような地域色があることを指摘した。

・中国…………………………………………………………………………………ＬＬ技法

・日本…………………………………………………………………………………ＲＲ技法

・日本（肥前・九谷）………………………………………………………………ＲＬ技法

・朝鮮半島……………………………………………………………………………ＲＬ技法

・一部に例外………………………（薩摩：ＬＬ技法、朝鮮半島北部の一部：ＲＲ技法）

この内藤の研究は、ロクロの回転方向と産地の間に密接な関係があることを指摘した点

で、すこぶる先駆的かつ画期的な研究であった。しかし、現象面の指摘にとどまっており、

現象を惹起せしめた歴史的背景の考察には至っていない。

昭和41年（1966）には田辺昭三が、陶邑古窯跡群（陶邑窯）出土の須恵器杯・杯蓋に施

されているケズリ調整に分析をくわえ、初期（TK208型式）にはＲとＬが混在しつつも

Ｌが主流であるが、次第にＲが増加してゆき、最終的（TK209型式以降）にはＲに統一

されることを指摘している4。ただし、田辺が論及したのは③工程のケズリ調整について

だけで、水挽き成形やロクロからの切り離しの際の回転方向には触れていない。

陶邑窯に関する田辺の研究以後、陶磁器成形時のロクロ回転についての言及を発掘調査

報告書や研究論文のなかに散見するようになるが、高取焼茶入についての尾崎直人の研

究5をはじめとして、いずれも地域・産地を絞って論じていることが特徴である。

こうした研究動向のなかで、平成6年（1994）に発表された津田武徳の論文6は、時代

を近世（江戸時代）に限ってはいるものの、内藤の研究視点を継承し、日本のみならず朝

鮮半島・中国からベトナムの陶磁器までを対象とした意欲的研究であった。津田は生産地

ごとの詳細な検討を踏まえた上で、陶磁器成形時のロクロ回転方向には次のような地域性

があるとした。

・日本（瀬戸・美濃・京都・信楽）……………………………ＲＲ技法

・日本（三田）……………………………………………………ＲＲ技法・ＲＬ技法混在

・日本（肥前・高取・上野・九谷・南紀男山）………………ＲＬ技法

・日本（萩）………………………………………………………ＲＬ技法・ＬＬ技法混在

・日本（肥後・薩摩・沖縄）……………………………………ＬＬ技法

・朝鮮半島…………………………………………………………ＲＬ技法

・中国………………………………………………………………ＬＬ技法

さらに、この分析結果を踏まえて、肥前・高取・上野などのＲＬ技法が朝鮮半島起源と

考えられることと共に、水挽きとケズリの回転方向が一致しないＲＬ技法には、手廻しロ

クロよりも回転方向の自由度が高い蹴ロクロの使用が推定できることを指摘している。ま

前近代東アジア窯業技術系統論
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た、九谷と南紀男山については、朝鮮半島系のＲＬ技法が肥前を介して二次的に波及した

とみなし、三田でのＲＲ技法とＲＬ技法の共存については、ＲＲ技法の京都とＲＬ技法の

肥前からそれぞれに工人を招聘したという古文献に記された歴史的事実を反映するもので

あると解釈した7。

津田論文は、肥前（唐津・有田）・高取・上野・萩・薩摩といった西日本の諸窯が、文

禄・慶長の役（壬辰戦争）を通じて桃山時代に来日した朝鮮人陶工によって開かれたとい

う歴史的経緯を、物的証拠から裏付けた研究として高く評価できる。ただし、朝鮮半島系

の蹴ロクロが導入されている肥後・薩摩・沖縄のＬＬ技法については不可解であるとし、

萩でＲＬ技法とＬＬ技法が混在することについての歴史的背景についても論及がないなど、

依然として未解決の問題が残されている。

Ⅲ．朝鮮半島における陶磁器製作技術の二大系統

東京国立博物館での開催を封切りとして、平成22年（2010）から日本国内（京都・九州

国立博物館）を巡回した特別展覧会『細川家の至宝－珠玉の永青文庫コレクション－』の

準備にあたり、当時京都国立博物館に勤務していた筆者は、永青文庫の所蔵品を調査する

機会に恵まれた。その際、茶の湯の世界で「高麗茶碗」と呼んで珍重されている朝鮮半島

製の喫茶碗のなかでも、「柿の蔕茶碗」（第1図）と呼ばれているもののなかに、ＬＬ技法

での製作痕跡が残されていることに気がついた8。

これは、一部地域（朝鮮半島北部）におけるＲＲ技法の存在が指摘されているものの、

それまで基本的にＲＬ技法であると考えられてきた朝鮮陶磁の成形技術のなかに、ＬＬ技

法が存在していたことを示唆するものであった。この事例から筆者は、萩・薩摩など桃山

時代に文禄・慶長の役（壬辰戦争）で渡来した朝鮮人陶工が開いた窯や、上野・薩摩の技

術が二次的に波及したことが確実視される肥後・琉球（沖縄）に認められるＬＬ技法も、

朝鮮半島系技術の伝播として説明できるのではないかとの着想を得るに至った。

そうした問題意識を持ちつつ、伝世・出

土古陶磁の調査を継続していたところ、近

世日本の対朝鮮外交僧である以酊庵輪番僧

を輩出した建仁寺の塔頭（両足院・正伝永

源院・大中院）に、朝鮮古陶磁が多数伝来

しており9、そのなかでも甕器（オンギ）

と呼ばれる一群（第2図）の頸部・口縁部

がＬ水挽き成形されていることに気がつい

た10。甕器は、同じく朝鮮陶磁ではあって（註 8文献より転載）
第1図 永青文庫所蔵「柿の蔕茶碗」
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3（両足院189）2（大中院18）

１（両足院70）

5（両足院254）

7（両足院190）

4（両足院101）

6（両足院216） 8（両足院217）

9（正伝永源院269）

12（両足院211）
10（両足院214） 14（両足院213）

11（両足院215） 13（両足院212） 15（正伝永源院270）

第2図 建仁寺塔頭（両足院・正伝永源院・大中院）伝来の朝鮮甕器
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もＲＬ技法のロクロ水挽き成形を基本とする青磁・白磁・粉青沙器とは異なり、胴部は粘

土紐・タタキ成形で、頸部から口縁部のみをＬ水挽き成形している点に大きな特徴がある。

つまり、朝鮮陶磁は成形技法によって大きく二区分できるのだが、朝鮮半島では青磁・

白磁・粉青沙器の製作工人を「沙器匠」、甕器の製作工人を「甕匠」と呼び、生産機構を

異にする集団として文化的に区別するという11。これを踏まえた上で、「高麗茶碗」のな

かに日本からの注文によって製作された特注品が少なからず存在しているという指摘12を

考え合わせるならば、「柿の蔕茶碗」は日本からの注文によって「甕匠」が製作したもの

ではないかとの推測が可能となろう。

ただし、建仁寺に伝来した甕器をみる限り、甕器の基本的な製作技術はＬ0技法であっ

て、ＬＬ技法ではない。しかし、「甕匠」が通常はおこなわないケズリ調整をあえて器物

（製作品）に施す場合、口縁部や頸部を水挽き成形するのと同じ方向にロクロを回転させ

るならば、現象面的にはＬＬ技法となる。そうした観点から、伝世の「柿の蔕茶碗」を5

例調査したところ、過半の3個体がＬＬ技法で製作されていることと共に13、外面体部下

半や内面底部（見込み）に明瞭なロクロ目が認められない事例が少なからず存在している

ことが判明した（第1表）。

この事実は、「柿の蔕茶碗」の多くが基本的に甕器と同じ粘土紐からの成形によって製

作されたものであることを暗示しており、先に示した「甕匠」製作説を補強するものとい

える。また、肥前地域の窯のなかでも最初

期に位置づけられる岸岳古窯跡群からの出

土陶片を調査したところ、小型の碗・皿類

を中心に多くの器物がＲＬ技法で製作され

ている一方で、徳利などタタキ成形の壺・

瓶類は基本的にＬ0技法での製作であるこ

とが確認できた（第3図）14。

これらの調査事例から、同じく桃山時代

に朝鮮半島から渡来した陶工によって開か

れた窯場であっても、渡来陶工の出自が

第1表 「柿の蔕茶碗」観察表

第3図 岸嶽古窯跡群（飯洞甕下窯）
出土のタタキ成形の瓶頸部内面
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「沙器匠」か「甕匠」だったかによってロクロの回転方向に差が生じたのではないかとの

推測が可能となる。つまり、薩摩をはじめとして肥前（唐津）・萩・肥後・沖縄などの西

日本諸窯に認められるＬＬ技法やＬ0技法を、桃山時代に朝鮮半島から渡来した「甕匠」

に起源するものとする考え方15である。これは、西日本諸窯が朝鮮人陶工によって開窯さ

れたという歴史的事実や伝承とも符合しており、窯構造・窯道具やタタキ成形という製作

技法の共通性から、薩摩焼や沖縄の壺屋焼の技術的源流として朝鮮半島の甕器を想定する

見解16とも整合性が高い。ＲＬ技法を主流としつつも、肥前（唐津）・上野・高取などで

ＬＬ技法との共存が認められるのは、唐津焼について既に指摘17があるように、朝鮮半島

では分業化していた「沙器匠」と「甕匠」が、日本においては同一の窯場で協業していた

ことを示しているのではないか。

これまで、朝鮮陶磁が基本的にＲＬ技法で製作されていると考えられてきたのは、調

査・研究対象が専ら青磁・白磁・粉青沙器といった「沙器匠」による製作品に偏っていた

ことが原因であろう。高麗時代以降の古陶磁研究は、韓国でも日本においても美術史研究

者が牽引してきたという歴史的経緯があるが、美術品とは認識されない「甕器」が研究対

象から外されてしまった結果、間違いとまではいえないが、偏りのある認識が流布してし

まったと考えられる。

Ⅳ．施釉陶磁器生産への転換とロクロの回転方向

1．日本における灰釉陶器生産への転換
よく知られているように、日本における平安時代の灰釉陶器生産や鎌倉・室町時代の古

瀬戸系施釉陶器の生産は、その源流を尾張の猿投山西南麓古窯跡群（猿投窯）における須

恵器生産に求めることができる18。猿投窯においても初期（古墳・飛鳥時代）の須恵器生

産では、陶邑窯と同様に水挽き成形・ケズリ調整ともＲ・Ｌが混在していた19。しかし、

奈良時代の間にＲＲ技法への画一化が進み、猿投窯の流れを汲む瀬戸・美濃の成形技法も

津田が指摘した通り、ＲＲ技法である。そして、文禄・慶長の役（壬辰戦争）を通じて、

桃山時代に朝鮮半島系のＲＬ（沙器系）・ＬＬ（甕器系）技法がもたらされるまで、日本

で生産された施釉陶器（灰釉陶器・古瀬戸系施釉陶器）は、ほぼ例外なくＲＲ技法で製作

されていた20。

灰釉陶器生産開始直前期の尾張における須恵器生産が、既に灰釉陶器と同じＲＲ技法で

画一化されていることは、灰釉陶器の成形技法が在来の須恵器生産を基盤としていること

を示していると考えられよう。かつて、平安時代初期に猿投窯で始まる日本の灰釉陶器生

産は、中国の青磁生産技術の未熟もしくは部分的な導入と評価されていた21。しかし、既

に別の機会に論じたことがあるように、灰釉陶器生産の開始に際して新たな大陸（中国・
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朝鮮半島）系窯業技術が導入された徴証はなく、施釉技法を含めすべての灰釉陶器生産技

術の要素を、奈良時代以前の日本に存在していた製陶技術の枠組みで説明することが可能

である22。また、成形技法が日本在来の須恵器生産技術を基盤としていることは、灰釉陶

器生産の開始にあたって、新たな大陸系窯業技術の導入はなかったという私見ともよく一

致する。

一方、朝鮮半島から陶質土器の製作技術が伝えられて間もない古墳時代の日本の須恵器

に、水挽き成形・ケズリ調整共にＲ・Ｌが混在していることからは、三国時代の朝鮮半島

における陶質土器の成形にかかるロクロ回転も同様であったとの推測が可能である。しか

し、のちに施釉陶磁器生産へと移行してゆく過程で、ＲＲ技法が主流となった日本に対し

て、朝鮮半島では沙器でＲＬ技法、甕器でＬ0技法が主流化するという異なった道筋を辿

っている。既に指摘があるように、回転が一方向に固定化されやすい手廻しロクロに対し

て、蹴ロクロは回転方向を自在に変えられるという特性があることから23、辿った道筋の

違いはロクロの構造変化・発達過程とも深く関連しているのではないかと考えられる。

2．朝鮮半島における磁器生産への転換－中国渡来技術と在来製陶技術の融合－
いわば日本で自生した平安時代の灰釉陶器生産とは異なり、朝鮮半島で高麗時代に始

まった磁器生産の技術的起源については、製品の形質的類似性や窯道具・窯構造（磚築

窯）の共通性から、陶工の移動をともなう中国からの技術導入説が古くから有力視されて

おり24、現在では定説化した感がある25。とりわけ、初期高麗青磁に関しては中国浙江省

にある越州窯からの技術的影響が想定されており、技術者集団自体が移動していたならば、

中国系の成形技術であるＬＬ技法が導入されていると考えることが自然であろう。

それにもかかわらず、内藤や津田も指摘するように、高麗青磁やその流れを汲む粉青沙

器の圧倒的に多くは、ＲＬ技法で製作されているという現実が厳然として存在する。一体、

なぜこのような現象が生じたのだろうか。

そうした問題意識の下、東京国立博物館に所蔵されている高麗時代初期26の青磁・白磁

20点（第4図）を重点的に調査したところ、11世紀以前のものであることが確実視される

事例の多くはＬＬ技法で製作されていることが判明し、確かなＲＬ技法の事例は見出され

なかった。その一方で、11～12世紀のものとされる事例のなかには、ＲＬ技法での製作例

を複数見出すことができ、朝鮮半島での磁器生産は12世紀頃からＲＬ技法への転換が進む

のではないかという見通しが得られた（第2表）。また、窯跡出土陶片については充分に

悉皆的な調査を実施できていないが、京畿道廣州郡二東面西里（第5図）・全羅北道鎮安

郡聖寿面道通里など高麗時代の比較的初期とされる窯跡出土品のなかに、ＬＬ技法で成形

されているものの存在を見出すことができる27。

これらの事実は、窯道具や窯構造の共通性から推測されているように、高麗青磁の生産
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1（TG-39） 4（TG-2892）
3（TG-2392）

5（TG-2893）
2（TG-68）

6（TG-38）

9（TG-61）

8（TG-54）
11（TG-87）

7（TG-40）

12（TG-2692）

10（TG-65）
15（TG-58）

13（TG-8）

16（TG-81）

18（TG-102）

14（TG-17） 20（TG-2151）19（TG-2051）17（TG-85）

第4図 東京国立博物館所蔵の初期高麗青磁・白磁
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技術が当初は成形手法も含めて中国から一体的に導入されたことを示していると考えられ

よう。それにもかかわらず、のちに高麗青磁やその流れを汲む粉青沙器の成形手法がＲＬ

技法へと転換しているのは、朝鮮半島に定着した磁器生産技術が次第に在来の製陶技術で

ある陶質土器の成形技法と結合したためではなかろうか。すなわち、三国時代以来の陶質

土器生産工人は、ある時期（高麗時代か）にタタキ成形を得意とし、Ｌ0技法を採用した

第2表 東京国立博物館所蔵の初期高麗青磁・白磁観察表

第5図 京畿道広州郡二東面西里窯跡出土陶片（浅川伯教蒐集・京都国立博物館蔵）
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技術者集団と、ロクロ水挽き成形を得意とし、ＲＬ技法を採用した技術者集団に分化し、

のちに前者が甕匠、後者が磁器生産者（沙器匠）へと転換していった、という仮説であ

る28。

そこで、この仮説の検証を主たる目的として、東京国立博物館と京都国立博物館に所蔵

されている三国時代から高麗時代にかけての陶質土器や、その流れを汲むと考えられる高

麗時代の焼締陶器6例について、ロクロの回転方向を調べてみた（第6図）。

・事例1：高杯（5～6世紀）京都国立博物館蔵（J甲60－8） ＲＬ技法

・事例2：壺（5～6世紀）京都国立博物館蔵（J甲60－13） Ｒ0技法

・事例3：高杯（6世紀）京都国立博物館蔵（J甲60－9） Ｌ水挽き

・事例4：印花文有蓋碗（7～8世紀）京都国立博物館蔵（J甲60－20） Ｌ0技法

・事例5：波状文扁壺（13世紀）京都国立博物館蔵（J甲60－22） Ｒ0技法

・事例6：象嵌瓶（13～14世紀）東京国立博物館蔵（TG－2076） ＲＬ技法

3（J甲60-9）
2（J甲60-8）

1（J甲60-13）

6（TG-2076）5（J甲60-22）4（J甲60-20）

第6図 東京国立博物館・京都国立博物館所蔵の陶質土器と焼締陶器
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いささか調査事例が少な過ぎる憾みはあるものの、先に推定したように、三国時代から

統一新羅時代にかけての陶質土器にＲ水挽き（ＲＬ技法・Ｒ0技法）とＬ水挽き（Ｌ0技

法）が混在していることを事例1～4より確認することができる。その一方で、扁壺とい

う形態や象嵌といった装飾技法の点で高麗青磁と高い共通性を示す事例5・6が、いずれ

もＲ水挽きで成形されていることは、同時期の高麗青磁が基本的にＲＬ技法で成形されて

いることとも共通する29。したがって、朝鮮半島における磁器・粉青沙器生産のロクロ回

転方向が中国陶磁と異なっている原因に、在来の陶質土器生産の成形技術の影響を考える

仮説が成立する可能性は、充分にあるといえるだろう。

Ⅴ．おわりに

以上、小稿では日本・朝鮮半島・中国の伝世・出土古陶磁を対象として、陶磁器生産に

おけるロクロ回転方向を進めるとともに、その系統的理解に努めた。その結果、統一新羅

時代以前の朝鮮半島における陶質土器生産に認められた多様なロクロ回転方向のうち、Ｒ

Ｌ技法が高麗時代に中国渡来の磁器生産と結合し、Ｌ0技法が朝鮮時代の甕器生産に継承

されていくとの見通しを得ることができた。また、薩摩をはじめとして西日本の諸窯に認

められるＬＬ技法の存在を、Ｌ水挽き成形という点での共通性に着目し、朝鮮半島の甕器

系製陶技術に由来するという考え方を示した。いささか疎漏があることを承知の上で、こ

の結論を敢えて単純化して図示するならば、日本と朝鮮半島における陶磁器成形技術の伝

播・系統は、おおよそ第7図のようにまとめることができる。

もちろん、調査・検討事例数が著しく少ないため、今後さらに調査・検討事例を増やし

て検証を進める必要性があることは論を俟たないし、小稿は技術の継承・伝播の大きな流

れを仮説的に示しただけで、予察の域を超えるものではない。しかし、朝鮮半島の磁器生

産におけるＬＬ技法からＲＬ技法への転換過程を詳細に辿る作業は、高麗時代に朝鮮半島

へ渡来した中国系磁器生産技術と、統一新羅時代以前に遡る朝鮮半島在来の製陶生産技術

の融合過程を解明するための大きな一助となるに違いない。
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第7図 中国・朝鮮半島から日本への陶磁器成形技術の伝播に関する系統的理解
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27 京畿道廣州郡二東面西里窯跡出土品については、浅川教蒐集朝鮮古窯跡出土陶片（京都国立博物館

蔵）で確認した。全羅北道鎮安郡聖寿面道通里出土品については、平成12年に文部省の在外研究員と

して韓国国立中央博物館へ長期出張した際、同館所蔵の窯跡出土陶片を実見した時の調査記録にもと
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28 朝鮮半島における磁器生産の技術的変遷という観点からは、磁器生産に陶質土器生産技術が取り込ま

れたと表現することができる一方、陶質土器生産の技術的変遷という観点からは、陶質土器生産工人

が磁器生産技術を獲得したと表現することも可能である。

29 事例5は、ＲＬ技法ではなくＲ0技法によって製作されているが、ＲＬ技法を得意とする工人の製作

であっても、底裏（外面底部）のケズリ調整を省略すればＲ0技法となるので、そのような事例とし

て解釈することも可能である。

付記 本校脱稿後、実物調査を通して正倉院三彩が日本製であると断定された際に、右回転のロクロによ

る成形であることが主要な論拠とされていることに気づいた（小山冨士夫「総説」『正倉院の陶器』日本

経済新聞社、1971年。藤岡了一「正倉院の陶器」『日本の美術』第128号、至文堂、1977年）。朝鮮陶磁が

一概に左回転での成形とされているなど、事実関係には訂正すべき点もないではないが、小山が西日本諸

窯に認められるＬ水挽きを文禄・慶長の役による朝鮮陶工の来日と関連付ける視点を示していることは注

目に値する。
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전근대 동아시아 요업기술계통론

－녹로 회전방향의 관점에서－

尾野 善裕（오노 요시히로）

요 지지 도자기 성형에 사용되는 녹로 회전 방향은 도자기의 제작 기법을 연구하는 데 있

어서 극히 단순하고 기초적인 분석 관점임에도 불구하고 지금까지 연구자들의 주목을 대

체적으로 받지 못하였다. 이러한 가운데 일본열도와 한반도 및 중국 대륙의 녹로 회전방향

에 대해서 지역 차이가 현저하게 나타난다는 점을 지적한 나이토 타다시（内藤匡）의 연구

와, 나이토（内藤）가 지적한 현상의 역사적 배경에 대해서 언급한 츠다 타케노리（津田武

徳）의 연구는 선구적이면서도 획기적이었으나 아직 해결되지 않은 문제점을 갖고 있다.

이러한 연구 동향을 바탕으로 본 연구에서는 일본, 한반도, 중국의 시대별 흐름, 출토된

옛 도자기를 대상으로 도자기 생산에 있어서 녹로의 회전방향에 대한 조사를 추진하고, 이

와 함께 그 계통적 이해를 추구하였다. 그 결과, 모모야마（桃山）시대에 한반도에서 도래

한 도공이 개요（開窯）했음에도 불구하고, 지금까지 일반적인 조선 도자기와는 다르다고

알려진 사츠마 야키（薩摩焼）의 녹로 회전방향이, 조선 도자기 중에서도 옹기라 불리는 일

련의 도기 성형기술에서 유래된다는 결론에 이르렀다. 또한 초기에는 중국 도자기와 같은

녹로 회전방향으로 성형되었던 고려청자나 백자가 차츰 한반도 특유의 녹로 회전방향으로

성형된 현상을 지적하며, 그 배경에 삼국시대 이래의 도질토기 생산과 자기 생산기술이 결

합되었을 수 있다는 전망을 제시하였다.

주제어 :: 중국 대륙, 한반도, 일본열도, 도자기, 녹로（ロクロ）, 회전방향, 기술계통
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Inter-regional Relationships of Ceramic Technology in Premodern

East Asia: Focusing on the rotational direction of the potters’

wheel

Yoshihiro Ono

Abstracts: The potters’ wheel is a simple, fundamental, and important aspect of ceramic

production but research on its rotational direction has not received sufficient scholarly attention.

Exceptions to this are the pioneering and ground-breaking studies by Takenori Tsuda and

Tadashi Naito. The former pointed out significant regional differences between Japan, Korea, and

China, while the latter pursued the historical background of these differences. However, some

problems remain unresolved.

This paper aims to examine excavated and inherited ceramics to systematically understand the

rotational direction of the potters’ wheel in Japan, Korea and China across different time periods.

Results revealed that the rotary orientation of Satsuma-yaki—initiated by immigrant Korean

potters—was influenced by production techniques of Korean Onngi pottery, contrary to previous

studies which regarded Satsuma-yaki as different to Korean ceramic traditions. Further, Korea

gradually changed the orientation away from that used in Chinese ceramics, which might indicate

the integration between indigenous Dojil pottery and Chinese porcelain production techniques.

Keywords: The Chinese Continent, The Korean Peninsula, The Japanese archipelago, Ceramics,

Potters’ Wheel, Rotational Direction, Technological Tradidtion
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調理容器と調理対象物分析による
韓国古代食生活パターンの研究

－考古学的観察と自然科学的分析の総合的考察－

韓 志 仙・姜 素 英・鄭 修 鈺・庄 田 慎 矢

Ⅰ．はじめに

Ⅱ．遺物の分析

Ⅲ．時期ごとの炊事行為の変化

Ⅳ．おわりに

要 旨 去る5年間（2016～2020）、古代において飲食物の調理と保管、移動といった役割の大部分を

担った土器に注目し、韓国内ではほとんど試みられていなかった、調理用土器の使用痕分析（考古学）と

付着炭化物分析（自然科学）を組み合わせた古代食文化復元研究を遂行した。この目標のため、日韓共同

研究グループは、新たな分析方法に対する模索と交流、踏査などを進めた。そして、原三国時代から漢城

百済期の中部地域の集落遺跡3ヵ所を選定し、調理用土器を選別して試料を採取、分析をおこなった。使

用痕分析の結果、原三国時代の硬質無文土器では共通して水分のある流動式の調理がおこなわれたことや、

炭素・窒素安定同位体分析の結果、調理対象物の候補としてアワ、キビ、ヒエなど雑穀類を含むＣ4植物

群が主であることがあきらかになった。また、漢城百済期に持続的に使用された硬質無文土器においても

同様の使用痕と調理対象物群が確認され、雑穀などの調理法は原三国時代以来、同一の方法が維持されて

いたことを確認した。以後、漢城百済期にはカマドに長卵形土器や甑をのせておこなう蒸し調理が主な調

理法として定着したが、これはイネ・ムギ類などの作物栽培の活性化とともに、三国時代以後へと続く画

期的な調理法の変化をもたらした。

キーワード 食文化 使用痕分析 調理対象物分析 炭素・窒素安定同位体分析 炊事施設 炊事方式

韓：国立中原文化財研究所
姜：国立文化財研究所
鄭：国立完州文化財研究所
庄田：奈良文化財研究所 企画調整部
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Ⅰ．はじめに

最近の韓国考古学界では、出土遺物の編年や型式学的研究を脱した多様な研究が試みら

れている。食文化に関連する部分では、飲食物の調理と保管、移動といった役割の大部分

を担った土器の機能的側面に注目し始めてからは日が浅いものの、土器内面の付着炭化物

や古生物遺体（古人骨、動物骨）の安定同位体分析などを利用した当時の食料に対する調

査は、最近になり事例が少しずつ蓄積されてきた。考古学分野では古代人の資源獲得方式

と農耕生産などの生業をあきらかにし、土器に残された使用痕を通じて調理法などを簡単

に紹介した初期の研究1以後、晋州大坪遺跡出土の炊事容器に対する分析2がおこなわれ

たり、先史と古代の食生活をテーマにした特別展3が開催されたりした。そして韓国内で

食文化関連研究会が組織され、土器のなかから機能的に炊事容器を区分し、具体的な分析

方法と使用方式を詳細に紹介した単行本4が出版されもした。これ以外にも、食料加工と

調理および先史・古代の炊事道具と使用方法、配食器など食生活に関わる土器文化を復元

した研究5などにも注目せずにはいられない。さらに、古墳から出土した供献飲食物に対

する分析6、遺跡で確認される穀物資源に対する同定7と植物遺体に対する分析8なども注

目される。

一方、自然科学分野では、早くに土壌や土器に残る脂質を対象にした残存有機物分析を

もとに、遺跡の性格を究明する研究がおこなわれた9。最近では古生物遺体に残るタンパ

ク質のコラーゲンの炭素・窒素安定同位体分析を通じて、当時の人々が摂取した食料候補

群と摂取比率を推定する研究が活発に進められており10、ストロンチウム安定同位体分析

によって人間と動物の移動の様相をあきらかにしうる方法論を提示した研究11もある12。

また、土器内壁から剥がしとった付着炭化物や器壁の胎土に残っている有機物を抽出し、

脂質の炭素安定同位体と生物指標（biomarker）化合物の分析を通じて、食料候補群につ

いての具体的な情報を確認できるようになった13。

土器の機能に着目した研究は、欧米および日本でより古くに始まった14。特に、1990年

代に土器使用痕分析の研究方法論が日本の研究者によって韓国に伝えられ、関連する研究

が触発される契機ともなった。ただし、考古学と自然科学そして文献史学などの各分野で

独立的な研究を遂行していたために、限界があった。考古学では炊事容器の認定や使用痕

分析を通じた調理方法の検討は可能であるが、実際に調理した食料と関係づけることはで

きなかった。また、自然科学分野でも多様な分析を通じて食料候補群を推定することはで

きるが、食料の摂取方式や時期別の様相に対する綿密な検討はおこなわれなかった。のみ

ならず、炊事容器に対する区分なく軟質土器を研究対象に選んだため、効率的に結論を導

くことができなかったという問題点も提起された。このような問題を克服しようと、今次
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の共同研究では、土器の使用方式分析に関する考古学的な分析と、調理された食料候補群

の推定のための自然科学的分析を組み合わせて、より具体的な古代の食生活パターンを復

元することを主な目標とし、これと関連した新しい分析方法に対する模索と交流、踏査な

どをおこなった。

本研究は、まず原三国時代から三国時代にかけての代表的な遺跡と遺構を選定し、各遺

跡から出土した土器のうち調理容器を区分する。このうち土器内面に付着炭化物が残って

いたり、土器の内・外面にスス・コゲが確認されたりする土器を研究対象にした。そして、

土器に残された痕跡を中心とした使用痕分析を通じて調理方式を復元し、自然科学的分析

によって食料候補群の情報を獲得し、時期別の調理方式と調理対象食料に対する変遷過程

を確認する。

Ⅱ．遺物の分析

本研究のため、日韓の考古学者と自然科学者で構成される研究グループを構成し、韓国

と日本を行き来しながら関連試料の収集や分析方法の検討、試料の分析、結果の解釈およ

び考察過程を共有し、研究を進めた。日本側については多数の研究結果が蓄積されている

反面、韓国では関連する研究が不足している状況を鑑みて、韓国側の試料をより具体的に

分析し、その結果を導出することに両国の研究者がともに参加するという点を重視した。

特に、奈良文化財研究所で炊事容器の器壁から試料を採取する方法に初めて触れた後、考

古学者と自然科学者が一緒に遺物を選別し、試料を採取するだけでなく、分析の全工程に

関わったことは、結論を導く重要な土台となり、この点には以前の研究とは差別化される

意義がある。
カピョンハンサリ

古代人の食生活パターンを確認するために、まず原三国時代の遺跡として加平項沙里遺
チュンチョンジュンドドン プンナプ

跡と春川中島洞 遺跡、そして三国時代の遺跡として同じく加平項沙里遺跡とソウル風納

土城遺跡の、3ヵ所の遺跡を研究対象に選定した。まず、各遺跡の概要と分析対象遺物を

あきらかにし、調理容器に残された使用痕

分析と自然科学的分析の結果をそれぞれ提

示した後、それを総合して原三国時代から

三国時代までの食文化の様相をあきらかに

する。

1．原三国時代から漢城百済期の住居
および調理容器の概要

中部地域では原三国時代以来、この地域

に独特の住居様式といえる「呂字形」およ 第1図 共同研究の構成員
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原三国時代１

（炉単独）

原三国時代２

（壁暖房+炉）

過渡期

（カマド+炉）

漢城百済期

（｢一」字形カマド）

原三国時代の炊事施設(炉)と炊事容器 漢城百済期の炊事施設(カマド)と炊事容器

び「凸字形」住居跡が築造され、原三国時代の代表的な土器様式である「硬質無文土器」

が主な炊事容器として使用された。これ以外にも打捺文土器壺類などが共伴するが、観察

の結果、調理と関連した土器としては硬質無文土器が主流をなしていることを確認した15。

第2図 原三国時代から漢城百済期への住居跡の変遷

第3図 原三国時代から漢城百済期の炊事施設と炊事容器の比較
（左下：오승환2012、右下：한지선2000より転載）

韓 志 仙・姜 素 英・鄭 修 鈺・庄田 慎矢

116688

2021.03.09 13.11.04 Page 182 ／【Ｋ：】Ｓｅｒｖｅｒ／ｖｅｒ７県外・県内／２６６７４１日韓文化財論集Ⅳ／本文／韓・姜・鄭・庄田　　　　ｐ１６５－１９７



カ地点

ナ地点

漢城百済期になると「呂/凸字形住居跡」という平面形態は継承されるが、建築技術の発

達と炊事施設の変化、炊事および貯蔵容器をはじめとした土器文化の発展などにより、大

きな差をみせるようになる。特に、炊事容器は湯を沸かす専用容器としての長卵形土器と、

その上にのせて蒸し調理をおこなう甑、そしてカマドの前で熾火で調理する深鉢などがあ

る。本稿の内容と関連して、上記のような様相を概観する。なぜならば、住居内の炊事施

設の変化は、土器に残された痕跡を異なるものにし、時期による農作物の変化、そしてそ

れを摂取する方式の変化もともなうためである。

この時代の住居跡は、上述の通り「呂／凸」字形住居跡であるが、その内部にある炊事

施設に、原三国時代では炉、漢城百済期ではカマドを使用する点がもっとも大きな違いで

ある。特に、原三国時代には壁暖房（チョックドゥル）が確認されるが、これが炊事に用

いられた痕跡はほとんどみられず16、大部分の土器では炉での使用痕のみが確認される。

本稿の分析対象となる遺跡のうち、春川中島洞遺跡は原三国時代に該当し、加平項沙里

遺跡は原三国時代から漢城百済期にかけての遺跡、そしてソウル風納土城遺跡は大部分が

漢城百済期に該当する。このような時期的変遷をもっともよくみせている遺跡から、付着

炭化物やコゲがよく残っている土器を分析対象に選んだ。

2．加平項沙里遺跡
（1）遺跡の概要

加平項沙里遺跡17は、原三国時代から漢城百済期にかけて形成された大規模集落遺跡で

あり、住居跡47軒と土坑66基、溝状遺構など多数の遺構が確認された。特に、原三国時代

からの長期にわたる存続により、時期ごとの変化相がよく見て取れる。分析対象遺構はカ

（가）－10号住居跡、ナ（나）－9・11・17・20号住居跡である。このうちナ－9号とナ－

20号住居跡は壁暖房と炉がともに確認される原三国時代の住居跡に該当し、ほかは漢城百

済期に属する。漢城百済期のナ－11号住居跡の分析対象が短頸壺であるのを除けば、ほか

の分析遺物はすべて硬質無文土器である。

分析対象遺構と共伴遺物、分析遺物を示し

たのが第5図である。

（2）使用痕分析

分析対象遺物は、硬質無文土器6点と短

頸壺1点である。このうち硬質無文土器は、

先史時代以来、住居内の炉に正置して使用

していた土器伝統を引き継いでいる。以後、

長卵形土器が炊事容器としてこれにとって

かわるとともに次第に消滅するが、伝統が
第4図 加平項沙里遺跡カ（가）、ナ（나）地点
遺構配置図（塗りつぶした箇所が分析対象遺構）

調理容器と調理対象物分析による韓国古代食生活パターンの研究

116699

2021.03.09 13.11.04 Page 183 ／【Ｋ：】Ｓｅｒｖｅｒ／ｖｅｒ７県外・県内／２６６７４１日韓文化財論集Ⅳ／本文／韓・姜・鄭・庄田　　　　ｐ１６５－１９７



長かっただけに消滅時期も4世紀代まで下ることが確認されており、特に地方の遺跡ほど

こうした共存様相が目立つ。加平項沙里遺跡も同様であり、カ－10号住居跡とナ－11・17

号住居跡も漢城百済期に該当するが、炊事容器として、硬質無文土器を長卵形土器と甑、

第5図 加平項沙里遺跡における分析対象遺構と分析対象遺物・共伴遺物
（□で囲んだものが分析対象遺物）

第6図 風納土城出土の硬質無文土器炊事容器とその使用方式（右 :오승환2012より転載）
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番号 遺物番号 出土位置 炊事痕跡 観察内容

① 34-②
カ10号

住居跡

②
ナ9号

住居跡
118-③

①スス：胴中部以上にススが一律に確認、頸部

のくびれ部に少なく、口縁部までススがつ

く。

②コゲ：底部内面を除き胴中部以下に濃いコゲ

が観察される。炭化物も胴下部側に付着。

③焼失部：胴中部以下で外面酸化痕跡確認、内

面コゲと位置が対応する。

①スス：ススが全面に不規則に付着する。二次

加熱による不規則な被熱痕観察。

②コゲ：底部内面を除き胴下部～底部に濃いコ

ゲが観察される｡炭化物も胴下部側に付着。

③焼失部：二次加熱による不規則な酸化面を確

認。

深鉢などとともに使用している。

硬質無文土器は、炉の上に正置した後、周辺に燃料を配置して火にかけ調理するのが基

本的な使用方法である。そのため外面には、胴上部に付着したススが、胴下部に継続的な

炎との接触による酸化面が確認される。ほとんどの硬質無文土器は調理方式が同一である

ため、使用痕のパターンにもやはり類似性が多く認められる。

加平項沙里遺跡では硬質無文土器炊事容器6点と短頸壺1点を選別したが、使用痕分析

に関してはほかの遺跡との相対的な比較のために硬質無文土器を主たる対象に選定した。

まず、原三国時代に該当する番号②の土器は、胴下部外面の酸化部と対称をなす濃いコゲ

と炭化物が胴下部に密集して付着している。番号⑤と⑥は小型土器で、外面全体に火を強

く受けて剥落した面が確認され、内面にも口縁端部までコゲが広く、高く付着している。

何らかの飲食物を満たした状態で調理したものと推定される。

一方、漢城百済期に該当するものとして、番号①の土器は胴下部でコゲがスス酸化面と

対応関係をみせながら付着している。大型土器は、原三国時代には湯沸かしのみの用途に

使用された可能性が高いが18、漢城百済期にはその役割を長卵形土器が代替するにつれて

硬質無文土器の大型のものも一部調理容器として使用されたことが知られる。番号③と④

は中型土器で、外面は二次加熱のためにその痕跡が一定でなく、調理痕跡は確認できない

第1表 加平項沙里遺跡出土の炊事容器にみられる使用痕
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③ 158-②
ナ17号

住居跡

④ 158-③
ナ17号

住居跡

⑤ 172-④
ナ20号

住居跡

⑥ 172-⑥
ナ20号

住居跡

炊事痕跡出土位置遺物番号番号 観察内容

①スス：外面は胴部上半で不規則なスス付着、

二次加熱によりススが消失した可能性あり｡

②コゲ：底部内面を除き胴上部(1/3地点)以下

に濃いコゲが観察される。炭化物も胴中部

以下に広く付着。

③焼失部：外面二次加熱により不規則に確認さ

れる。

①スス：胴中部より上で赤い焼結部を多数確

認、二次加熱により不規則な被熱痕観察。

②コゲ：底部内面を除き、胴下部に広く、そし

て中部に約 2 cmの厚さのコゲ層が確認され

る。付着炭化物は胴下部に集中。 

③焼失部：おおむね胴上部1/3より下で外面酸

化痕跡を確認。

①スス：すぼまった頸部を除き胴部と口縁部ほ

ぼ全面にスス付着。

②コゲ：頸部以下全面にコゲが非常に濃く確認

される。

③焼失部：全面にススが多く付着、酸化面はよ

くみえない。

①スス：胴中部以上でススと表面剥落面確認。

②コゲ：頸部より下の全面にコゲが非常に濃く

確認される｡ 特に付着炭化物は下部に集中｡

③焼失部：おおむね胴中部以下で外面酸化痕跡

を確認。
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118-③

172-⑥

158-②_1 172-④_1

158-②_2 172-④_2

が、内面の場合中位または中下位に極めて広い範囲にコゲが確認されている。特に番号④

の土器では下部のコゲ以外に上部にも帯状のコゲが確認されており、反復的な使用ととも

に、内容物を中・上位まで入れて調理した痕跡をみることができる。以上の分析内容を簡

単に整理したのが、第1表である。

（3）自然科学的分析

加平項沙里遺跡から出土した土器の付着炭化物の食料候補群を推定するために、炭素・

窒素安定同位体分析（bulk stable isotope analysis）をおこなった。分析試料の準備のた

め、付着炭化物をめのう乳鉢で細かく粉砕し、このうち約1.0－1.5mgを錫のカプセルに

入れて、元素分析計（Flash2000organic elemental analyzer, Thermo Scientific）を連結

した連続フロー型安定同位体質量分析計（Delta V isotope ratio mass spectrometer,

Thermo Scientific）により分析をおこなった。炭素と窒素の安定同位体比（δ13C，δ15N）

は、次の式を利用して計算した。

δ（‰）＝［（Rsample/Rstandard）－1］×1000

ここで‘R’は13C／12C、15N/14N比を意味し、‘Rstandard’は国際標準試料にもとづいて

δ13Cは VPDB（Vienna Pee Dee Belemnite）、δ15NはAIR を使用した。すべての試料

は2回分析した平均値を表記し、±0.2‰の正確度をもつ。

加平項沙里遺跡から出土した土器の付着炭化物を土器内面から採取したが、調理容器と

第7図 加平項沙里遺跡出土炊事容器の付着炭化物試料採取位置
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番号  試料番号  遺物番号 δ13C(‰) δ15N(‰) 時代 

② 

原 

三 

国 

時 

代 

⑧ 

2. 2

⑤ 

① 

2. 9

漢 

城 

百 

済 

期 

2. 5

③ 

④ 

⑥ 
OR010 ナ20号住居跡 172-⑥-14 35. 8 19. 8

OR011 4. 4 28. 9 21. 9

⑦ OR007 ナ11号住居跡 135-⑦ 15. 4

Amt%C Amt%N C/N

OR006 

OR017 

OR016 

OR005 

OR004 

OR003 

OR002 

OR001 

OR019 

OR018 

OR015 

OR014 

OR013 

OR012 

OR009

OR008

4. 4

3. 4

4. 3

2. 3

3. 6

2. 1

2. 4

2. 0

3. 7

3. 9

2. 0

1. 8

2. 0

2. 3

-18. 73

-12. 0

-12. 8

-16. 6

-16. 5

-17. 8

-20. 4

-17. 8

-18. 0

-20. 0

-16. 7

-16. 3

-14. 8

-23. 3

-24. 0

-24. 7

-24. 7

-17. 0

-19. 0

39. 2

49. 9

39. 5

43. 2

47. 6

48. 6

46. 7

45. 5

41. 2

41. 0

44. 3

41. 6

25. 6

33. 9

45. 2

39. 6

39. 5

1. 5

. 0

2. 1

2. 9

1. 8

2. 2

2. 6

2. 2

2. 1

2. 6

1. 7

1. 9

2. 6

2. 7

1. 8

2. 4

2. 4

2. 5

1. 9 2. 8

20. 4

25. 7

22. 8

21. 6

25. 5

25. 9

20. 1

28. 7

24. 9

20. 2

17. 9

16. 5

16. 7

21. 8

18. 2

16. 2

ナ20号住居跡 172-⑥-2

ナ17号住居跡 158-③

ナ17号住居跡 158-②-1

ナ17号住居跡 158-②-1

カ10号住居跡 34-②-5

カ10号住居跡 34-②-4

カ10号住居跡 34-②-3

カ10号住居跡 34-②-2

カ10号住居跡 34-②-1

ナ20号住居跡 172-④-1

ナ20号住居跡 172-④-1

ナ9号住居跡 118-⑤-4

ナ9号住居跡 118-⑤-3

ナ9号住居跡 118-⑤-2

ナ9号住居跡 118-⑤-1

ナ9号住居跡 118-③-2

ナ9号住居跡 118-③-1

第2表 加平項沙里遺跡住居跡出土土器付着炭化物の炭素・窒素安定同位体分析の結果
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推定される8点の土器から付着炭化物の多い部分を中心に1～5部位に分けて採取した。

前処理をおこなわない状態で、14点の付着炭化物の炭素・窒素安定同位体分析を実施した

結果、平均δ13C＝－17.3±2.0‰、δ15N＝3.0±0.9‰（n＝14）と確認された。土器ごとに分

類すると、カ10号住居跡34－②付着炭化物の平均値はδ13C＝－18.6‰、δ15N＝2.4‰（n＝

5）と確認され、ナ17号住居跡158－③付着炭化物はδ13C＝－16.6‰、δ15N＝2.3‰（n＝

1）を示した。ナ11号住居跡135－⑦付着炭化物はδ13C＝－18.7‰、δ15N＝4.3‰（n＝

1）と確認され、ナ9号住居跡118－③付着炭化物はδ13C＝－18.0‰、δ15N＝2.1‰（n＝

2）となった。ナ20号住居跡172－⑥付着炭化物はδ13C＝－12.4‰、δ15N＝4.4‰（n＝

2）であり、ナ9号住居跡118－⑤付着炭化物の平均値はδ13C＝－24.2±0.7‰、δ15N＝

2.0±0.2‰（n＝4）である。ナ17号住居跡158－②付着炭化物の平均値はδ13C＝－17.2‰、

δ15N＝3.5‰（n＝2）であり、ナ20号住居跡172－④付着炭化物の平均値はδ13C＝

－15.5‰、δ15N＝3.8‰（n＝2）である。また、付着炭化物に含まれる炭素と窒素の比

（Ｃ／N）は15.4～28.7に分布した（第2表、第8図）。一般的にイネ、オオムギ、コムギ、

ダイズ、アズキなどの作物類と果実類を含むＣ3植物群のδ13Cの値は－33～－22‰に分

布し、アワ、ヒエ、キビなどの雑穀類を含むＣ4植物群のδ13Cの値は－20～－10‰に分

第8図 加平項沙里遺跡出土土器内部から採取した付着炭化物の炭素・窒素安定同位体分析の結果
白：原三国時代の土器、黒：三国時代の土器
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布することが知られている19。炭素安定同位体分析の結果、付着炭化物のδ13Cは－24.7～

－12.0‰に分布するが、118－⑤のδ13Cが－24.7～－23.3‰であることを除けば大部分は

－20.4～－12.0‰に分布し、これを通じてＣ4植物類が主に調理されていたことが知られ

る。一方上記のように、118－⑤土器から採取した付着炭化物は4部位すべてがＣ3植物

群の範囲に含まれており、ほかの土器とは異なりＣ4植物類よりもＣ3植物類の調理がお

こなわれていた可能性が高い。後述するが、加平や南楊州一帯の原三国時代の集落からイ

ネ炭化種子が出土した事例が報告されており、これと関連する可能性があるが、原三国時

代から漢城百済期にかけて硬質無文土器で多数調理された食料候補群はアワ、キビ、ヒエ

などの雑穀類を含むＣ4植物群であった。ほかにも窒素安定同位体の分析結果、δ15Nが

1.8～4.4‰と幅広く分布するが、これはマメ科を除いた植物の窒素安定同位体の平均値で

ある4‰前後に類似する。よって、動物性タンパク質の反映可能性は低いものと確認さ

れた。

3．春川中島洞遺跡
（1）遺跡の概要

中島洞遺跡は江原道春川市中島洞560－0番地一円に位置する遺跡で、北漢江流域に立

地しており、昭陽江と合流する地点にある。このような特徴から肥沃な沖積低地が発達し、

北漢江流域でも遺跡の密集度がもっとも高い場所である。旧石器時代から朝鮮時代までの

生活・墳墓遺跡が確認されている。

第9図 春川中島洞遺跡A 4区域住居跡配置図 第10図 春川中島洞遺跡A 5区域住居跡配置図
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 番号 
遺物番号 

(報告書番号) 
出土遺構 炊事痕跡 観察内容 

① 
736 

(771) 

A4-6号 

住居跡 

② 
828 

(879)

A4-20号 

住居跡 

③ 
843 

(888) 

A4-27号 

住居跡 

①スス：外面胴上部から底部、片側に部分的に胴

部と底部下端部のみに観察される。底部にス

スが部分的に観察される。

②コゲ：底部内面を除いて胴下部から底部に濃い

コゲが観察される。

③焼失部：土器外面の底部側にススが焼失した部

分が確認され、内面のコゲと対応する。

①スス：土器外面の胴部に部分的にススが観察さ

れる。

②コゲ：胴部に帯状に観察される。

①スス：肩部と胴部の外面の一部にススが観察さ

れる。底部にはススが部分的に観察される。

②コゲ： 2 ヵ所に分かれ、胴上部側に帯状に観察

され、胴上部から底部までコゲが観察され

る。底部内面にはコゲがない。

③焼失部：胴部から底部に確認される。

この遺跡は2013年から2017年まで、試掘および発掘調査がおこなわれたが、調査地域は

河中島の南側と北側の一部を除いた全域にわたり、7つの調査機関が参加した。調査の結

果、青銅器時代から三国時代までの生活遺跡、墳墓遺跡など数百基の遺構が確認された大

規模複合遺跡である。よって本稿では分析試料の空間的範囲を（財）漢江文化財研究院が

発掘調査した区域20を対象とし、時間的範囲は原三国時代に限定した。

原三国時代の住居跡は合計4区域で確認された。A1区域では住居跡1軒、A3区域で

6軒、A4区域で34軒、A5区域で47軒が調査された。このうち分析試料はA4区域の住

居跡および土坑出土の6点の硬質無文土器とA5区域の住居跡から出土した4点の硬質

無文土器など合計10点を分析対象に選んだ。

第3表 春川中島洞遺跡出土炊事容器の使用痕
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番号 
遺物番号 

出土遺構 炊事痕跡 観察内容 

④ 
912 A4-31号 

土坑 

⑤ 
962 A4-108号 

土坑 

⑥ 
1025 A4-29号 

埋納遺構 

⑦ 
1189 A5-16号 

住居跡 

(1257) 

(1312)

(1419)

(1063)

(報告書番号)

①スス：外面の口頸部から底部までススが観察さ

れる。底部にはススが部分的に観察される。

②コゲ： 2 ヵ所に分かれる。胴上部側に帯状に観

察され、胴下部から底部までコゲが観察され

る。底部内面にはコゲがない。

③焼失部：胴部と底部に部分的に楕円形の焼失部

が確認される

①スス：口頸部、肩部、胴部にススが観察され

る。底部にススが部分的に観察される。

②コゲ： 2 ヵ所に分かれる。胴上部側に帯状に観

察され、胴下部から底部までコゲが観察され

る。底部内面にはコゲがない。

③焼失部：胴下部から底部側にスス焼失部が確認

され、内面のコゲと対応する。

①スス：胴部にススが観察される。底部にはスス

が部分的に観察される。

②コゲ： 2 ヵ所に分かれる。胴上部側に帯状に観

察され、胴下部から底部までコゲが観察され

る。底部内面にはコゲがない。

③焼失部：底部側にスス焼失部が確認され、内面

のコゲと対応する。

①スス：口頸部から底部までススが観察される。

底部にススが部分的に観察される。

②コゲ：胴上部から底部まで濃いコゲが観察され

る。底部内面にはコゲがない。

③焼失部：底部側にスス焼失部が確認される。
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番号 
遺物番号 

(報告書番号)
出土遺構 炊事痕跡 観察内容 

⑧ 
1191 

(1064)

A5-16号 

住居跡

⑨ 
1304 

(1202)

A5-46号

住居跡

⑩ 
1305 

(1200)

A5-46号

住居跡

①スス：口頸部、肩部、胴部にススが観察され

る。底部にススが部分的に観察される。

②コゲ： 2 ヵ所に分かれる。胴上部側には楕円

形、胴下部から底部までには幅広のコゲが観

察される。底部内面にはコゲがない。

③焼失部：胴下部から底部側にスス焼失部が確認

され、内面のコゲと対応する。

①スス：底部にススが部分的に観察される。

②コゲ：帯状のコゲが観察される。底部内面には

コゲがない。

①スス：肩部から胴部に観察される。

②コゲ： 2 ヵ所に分かれ、胴上部側には楕円形に

観察され、胴下部側にコゲが観察される。

③焼失部：胴下部から底部側にスス焼失部が確認

され、内面のコゲと対応する。

（2）使用痕分析

中島洞遺跡の住居跡内炊事施設としては、石敷炉が共通して備わっているが、炊事容器

の使用痕からも炉による調理のパターンが観察された。試料を採取した10点の硬質無文土

器は器高が20～30cm前後の炊事用土器であり、すべて炉の上に置いて使用されたものと

観察された。20cm前後の小型と、28cm前後の中型に区分される。10点の硬質無文土器

の使用痕を観察した結果は、第3表の通りである。

番号①、②の土器は、外面は底部側面を除いて胴部と肩部まで、あるいは口頸部の一部

までススが上っていたことが観察され、底部側面はススが焼失し観察されない。底部外面

にはドーナッツ形の痕跡が観察されるが、ススというよりも炉の床面にあった灰に埋まっ

ていたためにススのようにみえるものとみられる。内面にはコゲが2ヵ所に分かれて観察

されるが、胴上部に帯状あるいは楕円形にコゲが残っており、胴上部や、胴下部から底部

にかけて濃いコゲが残っている。底部内面にコゲが観察される例はない。
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番号③、④、⑧の土器の場合には、外面にススが口頸部まで残っている。これには二つ

の可能性が考えられる。一つ目は、炎が胴部まで上がり、その上部の煙により口頸部にま

でススが付着した可能性である。二つ目は、流動式の調理対象物が炉の上で調理されて吹

きこぼれた痕跡が残っている可能性である。③、④、⑧の土器では、このような二つのパ

ターンがともに観察される。特に、3点すべてにおいて、片側に濃いコゲのような痕跡が

口頸部から胴部にかけて観察されるため、飲食物を調理する過程で生じた吹きこぼれ痕跡

と考えられる。一方、番号④の土器では胴下部から底部に円形のスス焼失部が3、4ヵ所

観察される。これは、焼失した部分の側に火が当たっていたことから、側面加熱をおこな

った痕跡と判断される。

そして、すべての遺物の底部内面には使用痕がまったくなく、きれいな状態である。こ

れは、炉の炎が当たらなかったためであろう。そして水分のある飲食物を調理し、かつ調

理対象物が底部付近にまで煮詰まる調理方式ではなかったためとみられる。

また、番号②を除き、観察した土器すべてから濃いコゲが観察された。完形土器におい

ては、コゲが2ヵ所に分かれて観察されることもあった。厚いコゲが部分的に土器壁面に

付着しているが、調理時に土器の胴下部から底部に火が直接当たっていたためと考えられ

る。このような痕跡は、粥のような料理を調理する際に生じる痕跡であり、数次にわたっ

て炊事容器として使用されていた痕跡である21。よって、中島洞遺跡から出土した硬質無

文土器は、主に炉の上に置いて流動性の飲食物を煮炊きするのに用いられたものと判断さ

れる。

観察内容を総合すると、中島洞遺跡の炊事容器はみな炉の上で調理をしており、燃料は

土器の底部よりも底部側面側に置かれていたものとみられる。また、このように土器のま

わりを囲うように燃料を置く調理方式によって、土器の外面底部側面ではススが焼失し、

内面では濃いコゲが生じるものと判断される。そして、吹きこぼれ痕跡と内面のコゲの様

相を考慮すると、粥のような流動性の飲食物を煮炊きする調理方式であったことが復元さ

れる。

（3）自然科学的分析

春川中島洞遺跡から出土した土器の内面に遺存する付着炭化物試料について、加平項沙

里遺跡資料と同様に炭素・窒素安定同位体分析をおこなった。めのう乳鉢で細かく粉砕し

た付着炭化物約1.5mgを元素分析計と連結した連続フロー型安定同位体質量分析計で分

析した。付着炭化物試料は2回測定後、平均値を表記しており、±0.2‰の正確度をもつ。

春川中島洞遺跡の住居跡と土坑から出土した調理容器11点の内面から、付着炭化物試料

を採取した。ほとんどの付着炭化物の量が多くはなく、土器内面数ヵ所の付着炭化物を集

めて分析したが、例外的に付着炭化物の量が多い番号①の土器からは、5つの部位に分け
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① 

2. 6

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

番号 試料番号 遺物番号 δ13C(‰) δ15N(‰) Amt%C Amt%N C/N

OR024

OR025

OR026

OR027

OR028

OR029

OR030

OR031

OR033

OR034

OR035

OR037

OR036

OR032

OR023

A4-6号 住居跡 771-1

A4-6号 住居跡 771-2

A4-6号 住居跡 771-3

A4-6号 住居跡 771-4

A4-6号 住居跡 771-5

A4-20号住居跡 879

A4-27号住居跡 888

A4-31号 土坑 1257

A4-108号 土坑 1312

A4-29号 埋納遺構 1419

A5-16号 住居跡 1063

A5-16号 住居跡 1064

A5-46号 住居跡 1202

A5-46号 住居跡 1200

A2-青

-17. 5 2. 5 52. 6 3. 0 20. 5

19. 0

20. 0

20. 8

17. 6

16. 9

16. 7

15. 2

17. 9

17. 3

19. 4

17. 5

18. 9

17. 8

19. 5

3. 2

2. 8

2. 7

3. 1

2. 8

3. 2

3. 3

2. 9

2. 4

2. 7

3. 0

2. 6

1. 7

0. 2

52. 3

47. 8

48. 9

46. 5

40. 4

46. 2

42. 4

45. 0

35. 0

44. 7

44. 7

42. 0

25. 3

3. 3

2. 3

2. 4

2. 3

2. 9

3. 6

2. 2

3. 1

3. 5

3. 8

2. 5

2. 0

2. 8

5. 8

-18. 1

-18. 1

-18. 2

-18. 7

-18. 6

-19. 4-19. 4

-18. 8

-14. 5

-16. 5

-15. 1

-20. 4

-16. 2

-17. 6

-26. 7

て試料を採取した。付着炭化物15点の炭素・窒素安定同位体分析の結果、炭素と窒素の含

有量比が低い243番の土器（番号⑪）付着炭化物は、分析結果から除外した（Amt%Ｃ3.

3，Amt%N0.2）。14点の付着炭化物の安定同位体分析の平均値はδ13C＝－17.7±0.0‰、

δ15N＝2.8±0.0‰ （n＝14）であり、土器別にみると番号①の付着炭化物はδ13C＝－18.1

±0.4‰、δ15N＝2.3±0.1‰（n＝5）、番号②の付着炭化物はδ13C＝－18,6‰、δ15N＝
第4表 春川中島洞遺跡住居跡出土土器付着炭化物の炭素・窒素安定同位体分析の結果
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2.9‰（n＝1）、番号③の付着炭化物はδ13C＝－19.4‰、δ15N＝3.6‰（n＝1）である。

番号④の付着炭化物はδ13C＝－18.8‰、δ15N＝2.2‰（n＝1）、番号⑤の付着炭化物は

δ13C＝－14.5‰、δ15N＝3.1‰（n＝1）、番号⑥の付着炭化物はδ13C＝－16.5‰、δ15N

＝3.5‰（n＝1）、番号⑦の付着炭化物はδ13C＝－15.1‰、δ15N＝3.8‰（n＝1）であ

った。番号⑧の付着炭化物はδ13C＝－20.4‰、δ15N＝2.5‰（n＝1）であり、番号⑨の

付着炭化物はδ13C＝－16.2‰、δ15N＝2.0‰（n＝1）、番号⑩の付着炭化物はδ13C＝－

17.6‰、δ15N＝2.8‰（n＝1）である。付着炭化物内の炭素と窒素の比（Ｃ／N）は、

番号⑪の付着炭化物を除けば16.9～20.8の範囲に分布した（第4表、第11図）。炭素安定同

位体分析の結果、付着炭化物のδ13Cは－20.4～－14.5‰に分布し、加平項沙里遺跡の付

着炭化物と類似した範囲をみせるが（加平項沙里遺跡δ13C＝－24.7～－12.0‰）、これは

Ｃ4植物の範囲内におさまる22。窒素安定同位体分析の結果は、δ15Nは2.0～3.8‰であり、

項沙里遺跡と比較すると範囲が0.6‰狭い。春川中島洞河中島遺跡から出土した原三国時

代の土器付着炭化物5点の炭素・窒素安定同位体分析の結果、δ13Cの平均は－14.7‰

（－18.4～－8.7‰）、δ15Nは6.0‰（4.4～7.6‰）と確認されている23。河中島遺跡の結果

を今回の結果と比較すると、δ13Cは3.0‰低く、δ15Nは3.3‰高く出ているが、食料の

炭素・窒素安定同位体比の分布を考慮すると、これら2遺跡から出土した土器は、ともに

第11図 春川中島洞遺跡出土土器内部から採取した付着炭化物の炭素・窒素安定同位体分析の結果
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主としてＣ4植物類を主とした調理がおこなわれていたものと推定される。

4．ソウル風納土城
（1）遺跡の概要

風納土城は漢城百済期の都城として知られるが、先史時代から近世までの多様な遺構が

確認されている。1925年（乙丑年）の大洪水の際に、南側の城壁の下から青銅鐎斗2点が

第12図 風納土城発掘調査（1996～2011年）現況図
（国立文化財研究所2014、図中の8が分析対象とした未来マウル敷地）

調理容器と調理対象物分析による韓国古代食生活パターンの研究

118833

2021.03.16 14.38.01 Page 197 ／【Ｋ：】Ｓｅｒｖｅｒ／ｖｅｒ７県外・県内／２６６７４１日韓文化財論集Ⅳ／本文／韓・姜・鄭・庄田　　　　ｐ１６５－１９７



番号 器種 出土遺構 番号 器種 出土遺構

① 深鉢 壺 

③ 碗 ④ 長卵形土器 

⑤ 長卵形土器 

ナ地区グリッド184 ナ-154号土坑カマド内

ラ-109号土坑87ラ-109号土坑78

ラ-109号土坑88

② 

発見されたことで、この遺跡が世間の注目を集めるようになった。以後、1964年にソウル

大学校によって風納土城北壁下段に対する発掘調査がおこなわれて以来、小規模な発掘が

続いたのち、1997年に城内のアパート再建築の工事現場から多様な土器片が収集されたこ

とから、国立文化財研究所によって緊急発掘調査が実施された。これは、風納土城の城内

に対する最初の本格的な発掘調査であり、数十軒の住居跡、土坑とともに城壁の築造以前

の段階に使用されていた三重の環壕が確認された24。この調査を契機に、漢城期百済都城

の研究が画期を迎えることになり、それまで夢村土城に集中していた漢城期百済の物質文

化資料が豊富になった。

本稿では、国立文化財研究所で発掘調査した未来マウル連立敷地（風納洞197番地）グ

第5表 風納土城出土炊事容器の使用痕分析目録
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粘土付着痕
上のスス

粘土

焼失部

支脚痕

コゲ

スス

スス

焼失部

リッドおよび土坑から出土した遺物のうち、未報告遺物を対象に分析に適した試料を収集

した。

（2）使用痕分析

風納土城から出土した炊事容器には深鉢、長卵形土器、甑があり、長卵形土器は甑と

セットでカマドにかけて使用された。甑は長卵形土器の上にのせて使われるため、使用痕

がほとんど残っておらず、使用痕観察対象からは除外した。

選別した資料は、風納土城未報告遺物のうち使用痕跡が良好なものである。器種は深鉢、

長卵形土器と、調理用に使用されたものと推定される碗・壺である。合計5点で、それぞ

れの資料は第5表の通りである。調理痕跡について、深鉢と長卵形土器を中心に既存の研

究を引用しながらその特徴を説明する。

まず、長卵形土器はカマドにかけて調理するため、コゲ、スス、外面粘土付着痕跡、支

脚痕跡などが観察される。コゲは、長卵形土器ではほとんど観察されない。ススは調理時

に燃料が燃えることで生じる煙が炊事容器の外面に付着した黒色の痕跡である。長卵形土

器では主に胴部に確認され、カマドの掛け口に土器を固定し、隙間を埋めた粘土付着部位

までススが観察される。長卵形土器の底部には熱を受けたスス焼失部と支脚痕跡がともに

第13図 長卵形土器（左）・深鉢（右）の内・外面の炊事痕跡（鄭修鈺2018: p.176、p.181より加工転載）
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確認される。スス焼失部は底面よりは底部の側面近くに残る場合が多いが、これはすなわ

ち焚き口側にあった燃料の火を正面から受けた部分である。つまり、カマドにかかってい

た時にカマドの入り口側を向いていた面であることを意味する。支脚痕跡は底部外面に確

認され、中央よりも一方にやや偏って残っている場合が多い。支脚はカマドの焚き口の床

面に石や土器などを用いてその上に長卵形土器をのせるためのものである。すなわち、長

卵形土器が、それを支えていた支脚と当たっている底部の接触部分にはススが付着せず、

円形や楕円形のススのない部分が観察される（第13図）。

第14図は、ナ－10号住居跡から出土した長卵形土器である。外面のスス、底部の焼失部、

支脚痕跡がすべて確認された。特に焼失部が確認された側にはススが頸部まで上がってお

り、内面にも灰色の変色部位が残っている。最後にカマドで使用した際に強い火をうけた

ために底部外面の焼失部と内面の炊事痕跡が残され、ススも肩部まで上ったことがわかる。

第14図 長卵形土器をカマドで使用したために生じた粘土痕跡および内面（鄭修鈺2018：p.183）

第15図 深鉢の外面にみられる吹きこぼれ痕跡（鄭修鈺2018：p.177）
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深鉢の使用痕を観察すると、長卵形土

器とは異なりカマドよりは炉のような炊

事施設で調理した痕跡が観察される。第

15図の深鉢の炊事痕跡をみると、胴上部

にススが観察され、胴下部から底部まで

スス焼失部が観察される。そして、底部

外面にはススのような痕跡が部分的に観

察されるのみであり、ほとんど痕跡がな

い。内面には外面のスス焼失部と対応す

る胴下部から底部まで、濃いコゲが観察

される。これは、原三国時代の硬質無文土器で観察される炊事痕跡の様相と極めて類似す

る。住居跡内のカマドの焚き口手前側に石敷炉様の施設が設けられているが、この施設で

深鉢を用いた調理をおこなったものと考えられる。

また、深鉢は長卵形土器とは異なり、特徴的な濃いコゲがみられる場合が多く、その形

は帯状、楕円形などである。吹きこぼれ痕跡が観察されることもある。これは、飯や流動

性の飲食物を調理する際に生じる現象であり、上にみた硬質無文土器と類似する様相であ

る。吹きこぼれ痕跡は土器内部にあった調理対象物が強い加熱などによって吹き上がり、

外面に溢れ出して、様々な形態で残る。吹きこぼれて炭化した痕跡の全面が黒色（コゲ）

に残っている場合と、黒色の吹きこぼれ痕跡と同じ形態であるが輪郭部分のみ炭化してい

る場合25とがある（第15図）。

（3）自然科学的分析

ソウル風納土城遺跡から出土した土器の有機物分析は、加平項沙里遺跡、春川中島洞遺

跡の試料の分析とは異なり、土器片の内部器壁に吸収された状態で残存している残存物を

含むと想定される土器脂土試料とした。土器片の器壁は歯科用研磨機を使用して表面に残

る不純物を約0.5～1.0cm除去したのち、分析用試料を削り出した。採取した試料は上記

と同一の方法で炭素と窒素安定同位体分析を実施し26、分析結果は2回の平均値を表記し

たが、±0.2‰の正確度をもつ。

分析の結果、ナ－154カマド内で出土した164番土器（壺）と、ラ－109号土坑87番土器

（長卵形土器）を除く3点でδ13Cとδ15Nを測定することができたものの、残存物内の窒

素の含有量を検討すると、5点の試料すべてが0.1%以下であり、分析結果は有効とはい

えない。今後、胎土試料からの脂質抽出をおこなった上で、土器残存物のガスクロマトグ

ラフ/質量分析計（GC-MS）、ガスクロマトグラフ安定同位体質量分析計（GC-c-IRMS）

を用いた残存物の分析をおこなう必要がある。

第16図 試料採取の様子
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① OR039 ナ地区グリッド184 0. 35 0. 06 6. 51

② OR038 0. 40 0. 06 7. 75

③ 

④ 

OR040 

OR041 

- -

-

0. 24

0. 43

-

-

-

-

⑤ OR042 0. 61 0. 08 9. 41

ナ-154カマド内164

ラ-109号土坑78

ラ-109号土坑87

ラ-109号土坑88

番号 試料番号 遺物番号 δ13C(‰) δ15N(‰) Amt%C Amt%N C/N

-21. 01

-21. 81

-25. 1

-21. 9

1. 9

1. 2

9. 6

Ⅲ．時代ごとの炊事行為の変化

1．使用痕からみた時代による炊事容器の変化
上記のように、原三国時代から漢城百済期に該当する加平項沙里遺跡、春川中島洞遺跡、

風納土城遺跡の炊事容器の使用痕跡を検討した。その結果、使用痕から炊事方式の変化が

あったことを知ることができた。すなわち、炉で流動性の飲食物を煮る方式からカマドで

蒸す調理をおこなう炊事方式へのあきらかな変化を確認することができ、炉とカマドでの

調理用土器の使用痕上の区分が明確であることを確認できた。

原三国時代を代表する炊事容器である硬質無文土器は、野焼きによる焼成品であって焼

成温度が低いため、飲食物を入れて煮炊きするのに用いられた。三国時代の土器よりも器

壁内面の有機物の吸着ないしコゲ、付着炭化物が残存する頻度が高い。また、調理内容上

でも水分の多い料理を調理するため、長時間の加熱によって上記の痕跡はさらに鮮明に残

ることになる。

使用痕分析の結果、全般的に、原三国時代から漢城百済期にかけての硬質無文土器の使

用方式がほぼ同一であることが確認され、原三国時代以来、硬質無文土器による炊事方式

を継承していることが確かめられる27。ただし、大型土器のもともとの用途が湯沸かしで

あったのが、漢城百済期には湯沸かし釜の機能が長卵形土器にとってかわられたことで、

調理容器として使用された痕跡がみられ、大型→中型→小型土器となるにつれて器高に比

してコゲの付着程度が広くなっており、飲食物の調理量とコゲの厚さがそれぞれ異なるこ

とからみて、大きさのグループごとに炎と飲食物、水分量の相関性が存在するものと推定

される。

第6表 ソウル風納土城遺跡住居跡出土土器付着炭化物の炭素・窒素安定同位体分析の結果
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使用方式  炊事容器の使用方式の復元(飲食考古研究会 2011) 

長

卵

形

土

器

甑

深

器

鉢

形

土

①ススとコゲが良く残る。

②中・小型硬質無文土器と類似

したスープ状の炊事痕。

③容量はやや少ない。

(鄭修鈺 2006）

①ススがあり、コゲはない。

②大型の硬質無文土器と類似し

た痕跡。

③カマドがけにともなう粘土付

着痕。

(食文化探究會 2008）

①内・外面に炊事痕跡がほとん

どみられない。

②甑と長卵形土器は米や蔬菜、

魚などの食材を蒸すための

炊事容器。

(飲食考古研究会 2011）

カマドが本格的に導入される前まで、先史時代の住居内炊事施設は炉であった。炊事容

器においても、深さのある甕類が使用されており、容量群別に小型、中型、大型に区分さ

第7表 漢城百済期の炊事容器と炊事施設（鄭修鈺2018：p.187）
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れるのみであった。しかし、原三国時代からカマドが導入され、甑が普及したことで炊事

方式の新しい変化が始まったとみることができる。それまでの煮る調理方式へ、蒸す調理

法が新たに導入されたのである。

これにくわえて、土器製作技術の発達により器種の多様化がおこり、炊事容器として使

用された甕類は深鉢と長卵形土器へと発展した。これらの器種は、それぞれカマドと炉で

使用できるように形態が変化したものである。すなわち、長卵形土器はカマドにのせられ

るように器高が高く、底部は丸底で、熱効率が高い。そして、深鉢は炉の上に置けるよう

に平底で、長卵形土器より少ない容量である。そして二器種ともに炎が器壁に直接当たる

ため、簡単に壊れないように粗い胎土で製作されるのが特徴である。

カマドと甑、長卵形土器、深鉢などは一時に普及したのではなかった。すなわち、カマ

ドと打捺文土器が導入された後にも、炊事容器としての硬質無文土器の使用は続いた。カ

マド施設の形態においても、焚き口部に炉が繋がって造られる方式が過渡期的形態として

確認される。南楊州長峴里遺跡2852号・56号住居跡では、カマドの焚き口に敷石をする形

態の炊事施設が確認された。また、炊事施設に硬質無文土器がそのまま置かれた状態で出

土した。さらに、華城発安里1号住居跡では硬質無文土器（壺）が、カマドのかけ口には

まった状態で出土している。こうした事例は、原三国時代から漢城百済期へ移行する過程

で、それまで炉で使用された平底の硬質無文土器がカマド施設や土器の叩き技術が導入さ

れた後にもしばらく持続して用いられていた証拠とみることができる。

炊事施設における炉からカマドへの変化は、煮る炊事方式から蒸す炊事方式への変化を

意味し、それだけ炊事方式が多様化したことを意味する。飲食物を煮たり湯がいたりする

単純な方式から、甑にのせられて、穀物だけでなく多様な飲食物を蒸して食べられるよう

になったのである。そして、炉からカマドへ転換しながら、①炎や熱気の外部流出を遮断、

②遮断による熱効率の向上、③煙の外部流出遮断などが可能になった29。このような炊事

方式の多様化は、百済の政治・社会的変化とともに多様な料理を発展させたであろう。

2．安定同位体分析からみた時代による食生活の変化
春川中島洞遺跡と加平項沙里遺跡から出土した土器付着炭化物の安定同位体分析の結果

をもとに、時代による食生活の様相を比較した。本研究以前におこなわれた、春川中島洞

遺跡出土の原三国時代の土器から採取した付着炭化物の安定同位体分析結果を、これにあ

わせて考察する30。

上記の2遺跡から出土した原三国時代の土器付着炭化物31点（春川中島洞遺跡23点、加

平項沙里遺跡8点）の安定同位体比の平均値はδ13C＝－17.3±3.8‰、δ15N＝3.7±1.7‰

（n＝31）であり、漢城百済期の土器付着炭化物11点（加平項沙里遺跡11点）の安定同位

体比の平均値はδ13C＝－17.6±1.7‰、δ15N＝3.0±0.7‰（n＝11）である（第17図）。2
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春川中島洞遺跡（原三国）

加平項沙里遺跡（原三国）

加平項沙里遺跡（漢城百済）

遺跡の平均δ13Cは類似するが、原三国時代の土器付着炭化物の範囲（－24.7～－8.7‰）

が漢城百済期の土器付着炭化物の範囲（－20.4～－14.8‰）よりも大きい。

Ｃ3植物群（イネ、オオムギ、アズキなどの作物類、果実類）のδ13Cは－33～－22‰

に分布し、Ｃ4植物群（アワ、ヒエ、キビなどの雑穀類）のδ13Cは－20～－10‰に分布

することを考えると31、これらの遺跡では、主にＣ4植物群を土器による調理対象として

いた可能性が高い。δ15Nも同様に、原三国時代と漢城百済期の平均値が類似するが、

δ15Nの分布範囲において差がみられる（原三国時代1.8～7.6‰. 漢城百済期2.0～4.3‰）。

マメ科を除く植物類の平均δ15Nは4‰、マメ科植物群の平均δ15Nが1.5‰であることを

考慮すると、漢城百済期の土器で調理された食料は植物が主であったとすることができる

が、一部原三国時代の土器（ナ－9号住居跡118－③）では、分析結果の事例からみて、

漢城百済期よりも多様な種類の食材が調理されていた可能性がある。今後、多数の試料を

蓄積して検証する必要がある。そのほか、6～8‰の高い窒素安定同位体比を通じて、動

物性タンパク質の調理有無も検討する必要がある。今後、これらの遺跡から出土した炭化

物と動物骨を通じて、具体的な食料候補群を想定した上で、調理容器別の土器付着炭化物

について安定同位体分析が実施されれば、原三国時代から三国時代にかけての食生活に対

する幅広い理解が可能になるであろう。

第17図 春川中島洞遺跡と加平項沙里遺跡から出土した土器付着炭化物の時代別比較
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原 

三 

国 

時 

代 

嶺西 

華川原川里 ○ ○ ○ ○ 

施善礼美里 ○ ○ ○ 

洪川城山里 ○ ○ ○ 

春川牛頭洞 ○ ○ ○ ○ ○ 

春川中島洞 ? ○ ○ ○ ○ ○ 

京畿北部 

漣川江内里 ○ ○ ○ ○ ○ 

抱川射亭里 

加平大成里 ○ 

○ 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

ソウル 風納土城 ○ ○ ○ ○ 

京畿南部 
華城発安里 ○ ○ ○ ○ 

龍仁高林洞 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

漢 

城 

百 

済 

嶺西
華川原川里 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

洪川下花渓里 ○ ○ ○ 

京畿北部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

京畿南部 
風納土城 ○ ○ ○ 

龍仁高林洞 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - ○ ○ 

○ ○ ○ ○ ○ 

-

南楊州長峴里 

南楊州長峴里 

時
代

地
域

遺
跡

イ
ネ

オ
オ
ム
ギ

コ
ム
ギ

ム
ギ
類

ダ
イ
ズ

ア
ズ
キ
属

ア
ワ

ヒ
エ

キ
ビ

雑
穀

ア
サ

3．時代別・地域別の作物の変化と新しい炊事方式の出現
中部地域の原三国時代から漢城百済期の遺跡を対象に、炭化穀物を分析した研究32を、

本稿で分析した内容と比較し、時期別・地域別の摂取穀物の変化および炊事方式について

考察する。

第8表 中部地域における原三国時代から漢城百済期の遺跡別出土作物比較表
（이희경・이형원2016、이희경2017より加工・編集して転載）
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まず、原三国時代の京畿道と江原道の嶺西地域の出土穀物のうち、もっとも比重の高い

作物は雑穀（アワ・キビ）であった。また、特に嶺西地域ではマメ類の比重が高い。嶺西

と京畿北部地域まではイネやオオムギ、コムギなどのムギ類はほとんど確認されていない

が、京畿南部ではイネとムギ類が出土している点が特徴的である。これに対しては、中部

地域内での環境的な差と各穀物の環境適応性によるものと理解されている。すなわち、土

壌適応性はマメ類や雑穀において高いため、寒冷地でも安定した栽培が可能だというので

ある33。また、イネとムギ類が京畿南部でのみ確認されているという点も、農業活動の環

境適応性をよくみせているといえる。つまり、中部地域の原三国時代の農業は雑穀とマメ

類が主であり、イネとムギ類は限られた環境でのみ栽培されるという、極めて環境適応的

な傾向をみせる34。

一方、漢城百済期になると嶺西と京畿北部、そして京畿南部まで、大々的にイネとムギ

類、マメ類の比重が高くなる。特に嶺西地域にイネが確認され、ほかの遺跡も原三国時代

に比べイネの比重が高くなる。おそらく、古代国家成立以後、生産性を増大させることの

できる組織と道具の発達、租税の貢納のような強制的な義務などがこうした穀物組成の変

化を牽引したのであろう。

穀物出土様相の変化は、食料の利用方式、特に炊事方式の変化もともなう。上で検討し

たように、原三国時代の炊事施設としての炉から、漢城百済期のカマドへの変化は、こう

した炊事方式の変化に決定的な要因となったであろう。それにもかかわらず、雑穀やマメ

類については原三国時代以来の調理方式を固守した可能性が高いが、加平項沙里遺跡にお

いて原三国時代の硬質無文土器と漢城百済期の試料の自然科学的分析の結果、食料候補群

においてはほとんど差が見出せなかった。よって、長い期間摂取してきた穀物の場合、そ

の摂取方式も長期間にわたって維持・継承されていた可能性がある。ここでいう調理方式

とは、上記の使用痕分析結果でもあきらかなように、硬質無文土器に多量の水と内容物を

入れて、煮て食べる方式である。よって、漢城百済期の硬質無文土器の鉢にとってかわる

打捺文土器深鉢においてこのような類似の様相が確認される可能性を念頭に置き、試料を

採取して分析を実施したが、惜しくも十分な分析結果を得ることができなかった。今後、

脂質分析など、ほかの方法も含めた試料分析をさらに蓄積すれば、比較対象とする内容が

得られるであろう。

一方、既に言及したように、漢城百済期から増加するイネ、ムギ類の摂取において、新

しい方式が導入された。安承模35は、篠田統が編集した『中国食文化史』に依拠し、中国

古代人がムギ類の摂取方式として、一度蒸してから擦ったり砕いたりして粥を作ったり、

水を入れてふやかしてから食べたものと推定した。このような蒸す方式は、長卵形土器と

甑の結合炊事容器の使用が三国時代以後、急激に増加したことと関連する。長卵形土器は

調理容器と調理対象物分析による韓国古代食生活パターンの研究
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湯を沸かす専用土器26であり、その上に甑をのせて蒸し調理に使用する結合式炊事容器で

ある。惜しくも風納土城出土の長卵形土器と深鉢、碗などの試料から情報を得ることはで

きなかったが、関連試料の検討内容37（정수옥2006）と考古学的証拠を通じて、十分に

類推が可能である。

Ⅳ．おわりに

本研究は、日韓両国において、関連研究資料の収集および分析方法の伝授、分析内容と

結果を検討、解釈する過程をともにする共同研究者がいたからこそ可能であった。冒頭で

述べたように、考古学と自然科学的分析がそれぞれ領域を別にして研究を進めたために遺

物の選別と解釈において結論を導く際に不十分な部分が多かった。本稿はこうした限界を

乗り越えて学際的研究のあるべき方向を提示しようと試み、また中部地域の原三国時代か

ら漢城百済期の炊事容器の使用痕分析、そして付着炭化物試料に対する炭素・窒素安定同

位体分析を通じた食料候補群の推定、最後にこれらを総合した時期ごとの食生活パターン

とその特徴をあきらかにしようと試みた。

その結果、原三国時代以来の主たる調理用土器である硬質無文土器では、共通して水分

のある流動性の飲食物の調理がおこなわれていたと考えられるが、安定同位体分析の結果、

その食料候補群はアワ、キビ、ヒエなどの雑穀類を含むＣ4植物群が主をなしていた。ま

た、漢城百済期に持続的に使用された硬質無文土器にも同一の使用痕と食料候補群が確認

され、雑穀などの調理法について、原三国時代から三国時代まで同一の調理法が維持され

たことを確認した。ただし、硬質無文土器のように平底で炉での使用が可能な深鉢におい

ても同一の結果が導かれるのか確認すべく分析を試みたが、有意な結果が得られなかった

ため、今後さらなる分析が必要である。以後漢城百済期には、カマドで長卵形土器や甑な

どを使用した蒸し調理が主たる調理法として定着するが、これはイネ、ムギ類などの作物

栽培の活性化と関連した三国時代における画期的な調理法の変化といえる。

本研究は学際研究を通じた古代食文化の復元研究の第一歩である。今後、持続的な関連

研究と資料の蓄積を通じ、朝鮮半島の先史・古代食文化をあきらかにする努力を続けてい

きたい。

謝 辞 本稿で分析した遺物の観察の機会と試料を提供してくださった（財）高麗文化財

研究院の金秉模院長をはじめとする関係者の方々、（財）漢江文化財研究院の申淑静院長

をはじめとする関係者の方々に感謝いたします。また、韓国国立文化財研究所で長年発掘

してきた風納土城の未報告資料のうち、良好なものを選別して分析できるようにご協力く

ださった林承慶所長（当時考古研究室長）と関係者の方々にも深く感謝いたします。

韓 志 仙・姜 素 英・鄭 修 鈺・庄田 慎矢

119944

2021.03.09 13.11.04 Page 208 ／【Ｋ：】Ｓｅｒｖｅｒ／ｖｅｒ７県外・県内／２６６７４１日韓文化財論集Ⅳ／本文／韓・姜・鄭・庄田　　　　ｐ１６５－１９７



註

1 李弘鍾 「韓國 古代의 生業과 食生活」『韓國古代史硏究』12、韓國古代史學會、1997年。

2 金春英『調理用 無文土器 硏究』慶南大學校大學院碩士學位論文、2001年。國立晋州博物館『靑銅器

時代의 大坪・大坪人』、2002年。

3 福泉博物館『선사·고대의 요리』（圖錄）、2005年。漢城百済博物館 『백제의 맛, 음식이야기』（圖

錄）、2012年。

4 食文化探求会『炊事의 考古學』、서경문화사、2008年。飲食考古研究会 『炊事實驗의 考古學』、서경

문화사、2011年。

5 金壯錫「韓國 先史時代의 食糧加工과 調理」『先史・古代의 生業經濟』、福泉博物館、第9回學術發

表會、2005年。朴敬信 「韓半島 先史 및 古代 炊事道具의 構成와 變化」『先史・古代의 生業經濟』、

福泉博物館、第9回學術發表會、2005年。鄭修鈺『風納土城 炊事用土器 硏究』高麗大學校大學院碩

士學位論文、2006年。鄭修鈺『漢城期 百濟土器의 生産과 流通 및 使用에 대한 硏究』高麗大學校大

學院博士學位論文、2018年。韓志仙「원삼국시대 토기를 통해 본 조리방식의 검토」『百濟硏究』第

41輯、忠南大學校 百濟硏究所、2009年。

6 權珠賢「加耶人의 生活文化－食文化를 中心으로」『韓國古代史硏究』16、韓國古代史硏究會、2000年。

7 이희경「백제 국가형성에 따른 중부지방의 농업 양상의 변화」『한국고고학보』103、한국고고학회、

2017年。정유진「식물유체를 통해 본 원삼국시대 도작의 성격」『한국상고사학보』69、한국상고사

학회、2010年。

8 안승모「식물유체로 본 선사고대 견과류 이용의 변화」『호남고고학보』40、호남고고학회、2012年。

안승모「고고학으로 본 복숭아 재배와 의례적 기능」『마한백제문화』26、마한백제문화연구소、2015年。

9 이상수·안병찬·유혜선「부여 능산리 출토 등잔 기름분석」『고고학지』9、1998年。유혜선·안승

모「진안 갈머리 유적 집석유구 토양에 대한 잔존지방산 분석」『한국신석기연구』3、한국신석기연

구회、2001年。윤은영·유혜선·김규호「용유도 남북동유적 야외노지에 대한 잔존지방분석」『보존

과학회지』20、한국문화재보존과학회、2007年。

10 신지영·이준정「인골 추출 콜라겐의 탄소·질소 안정동위원소 분석을 통해 본 경산 임당 유적 고총

군 피장자 집단의 식생활」『한국고고학보』70、한국고고학회、2009年。강소영·권은실·문은정·

조은민·서민석·김윤지·지상현「조선시대 인골에 대한 생화학적 분석의 유용성 : 서천군 옥남리

회곽묘 출토 인골을 중심으로」『보존과학회지』26（1）、한국문화재보존과학회、2010年。김헌석

「대포패총출토 인골의 연대와 식성에 관해서」『韓國新石器硏究』20、2010年。이준정 「作物 섭취량

변화를 통해 본 農耕의 전개 과정 : 한반도 유적 출토 人骨에 대한 안정동위원소 분석 결과를 중심으

로」『한국상고사학보』73、한국상고사학회、2011年。신지영·강다영·김상현·정의도「부산 가덕

도 장항 유적 출토 인골의 안정동위원소 분석을 통해 본 신석기시대의 식생활 양상」『분석과학』26

（6）、한국분석과학회、2013年。강소영·김윤지·조은민·김수훈「조선시대 회곽묘 출토 인골의

안정동위원소 분석을 통한 아산 명암리 피장자의 식생활 복원」『문화재』49（4），국립문화재연구소、

2016年。

11 최경철「한반도 출토 인골의 황 안정동위원소를 통해 본 선사시대 사람들의 이주와 식단 연구」『한

국고고학보』109、한국고고학회、2018年。

12 海岸に位置する釜山東三洞遺跡は海洋性の食料を摂取し、内陸の金海礼安里古墳群と栄州邑内里古墳

では陸上食料を利用していたことや、泗川勒島で出土した動物が内陸から移動した可能性が提起され

た。このように、必然的にもみえる結果ではあるものの、自然科学的分析を通じた多様な研究領域の

拡大を図る成果が得られている。

13 강소영·지상현·김윤지·장홍선「춘천 중도 유적에서 출토된 토기 탄착물에 대한 화학적 분석」

調理容器と調理対象物分析による韓国古代食生活パターンの研究

119955

2021.03.16 14.41.44 Page 209 ／【Ｋ：】Ｓｅｒｖｅｒ／ｖｅｒ７県外・県内／２６６７４１日韓文化財論集Ⅳ／本文／韓・姜・鄭・庄田　　　　ｐ１６５－１９７



『보존과학회지』29（4）、한국문화재보존과학회、2013年。Kwak, S. K., & Marwick, B. What did

they cook? A preliminary investigation into culinary practices andpottery use in the central

part of the Korean Peninsula during the mid to late Holocene, Journal of Indo-Pacific

archaeology 37, 25–32,2015年。Heron, C., Shoda, S., Breu Barcons, A., Czebreszuk, J., Eley, Y.,

Gorton, M., Kirleis, W., Kneisel, J., Lucquin, A., Müller, J., Nishida, Y., Son, J.-H., & Craig, O.

E. First molecular and isotopic evidence of millet processing in prehistoric pottery vessels.

Scientific Reports, 6, 38767.,2016年。Kwak, S. K., Lee, G-A. & Kim, G. T. Beyond rice farming :

evidence from central Korea revealed wide resourceutilization in the Songgukri culture in the

Late Holocene, Holocene 27, 1092–1102.,2017年。Shoda, S., Lucquin, A., Ahn, J.-H., Hwang, C.-

J., & Craig, O. E. Pottery use by early Holocene hunter-gatherers of the Korean peninsula

closely linked with the exploitation of marine resources. Quaternary Science Reviews, 170, 164–

173.,2017年。곽승기·신숙정「토기 내 잔존유기물을 활용한 한반도 선사·고대의 토기 사용과 식

생활에 관한 연구」『문화재』52（3）、국립문화재연구소、2019年。Kwak, S. K., Obata, H. & Lee,

G-A. Broad-spectrum foodways in southern coastal Korea in the Holocene : Isotopic and

archaeobotanical signatures in Neolithic shell middens. The Journal of Island and Coastal

Archaeology, DOI : 10.1080/15564894.2020.1776427.,2020年。

14 Skibo, J. M. Pottery function : A use-alteration perspective. New York : Plenum.,1992年。小林

正史（編）『土器使用痕研究』、北陸学院大学、2011年。

15 한지선「백제의 취사시설과 취사방법−한성기를 중심으로」『百濟學報』第2輯、百濟學會、2009年。

16 中部地域でカマドにかけられた状態で出土した硬質無文土器の事例は、坡州永松里3号住居跡（漢陽

大學校博物館『영송리 선사유적 발굴조사보고서』、1995年）と華城発安里1号住居跡（（財）畿甸文

化財硏究院『華城 發安里 마을遺蹟』、2007年）の2例があるのみである。

17（財）高麗文化財硏究院『加平 項沙里遺蹟』、2010年。

18 註15文献。

19 Bender, M.M. Variations in the 13C/12C ratios of plants in relation to the pathway of

photosynthetic carbon dioxide fixation. Phytochemistry, 10, 1239–1244.,1971年。

20 （財）漢江文化財研究院『春川 中島洞遺跡』、2020年。

21 飲食考古研究会『炊事實驗의 考古學』（前掲註4）。

22 前掲註19。

23 강소영·지상현·김윤지·장홍선「춘천 중도 유적에서 출토된 토기 탄착물에 대한 화학적 분석」

（前掲註13）。

24 国立文化財研究所『風納土城Ⅰ』、2001年。

25 吹きこぼれ痕跡のなかの部分は、表面張力により水分が集積するため、炭化しない。

26 元素分析計安定同位体質量分析計による分析では、試料を燃焼させて得られるガスを測定対象とする

ため、無機物を多く含む土器胎土そのものを直接測定することは有効でない可能性が十分考えられた。

しかし、今回は対象とする土器付着物がみられなかったため、このような分析を試みた。

27 前掲註15。

28（財）中央文化財硏究院『南楊州 長峴里遺蹟』、2010年。

29 鄭修鈺『漢城期 百濟土器의 生産과 流通 및 使用에 대한 硏究』（前掲註5）。

30 前掲註23。

31 前掲註19。

32 이희경·이형원「원삼국∼한성백제기 작물의 저장, 소비, 폐기의 일양상」『한국상고사학보』９２、한

韓 志 仙・姜 素 英・鄭 修 鈺・庄田 慎矢

119966

2021.03.16 14.41.44 Page 210 ／【Ｋ：】Ｓｅｒｖｅｒ／ｖｅｒ７県外・県内／２６６７４１日韓文化財論集Ⅳ／本文／韓・姜・鄭・庄田　　　　ｐ１６５－１９７



국상고사학회、2016年。이희경「백제 국가형성에 따른 중부지방의 농업 양상의 변화」（前掲註7）。

33 이희경「백제 국가형성에 따른 중부지방의 농업 양상의 변화」（前掲註7）。

34 前掲註33。

35 안승모「長興 上芳村 炭火穀物의 經濟的 解釋」『한국상고사학보』54、한국상고사학회、2006年。

p.97。

36 한지선「백제의 취사시설과 취사방법-한성기를 중심으로」（前掲註15）。

37 鄭修鈺『風納土城 炊事用土器 硏究』（前掲註5）。

参考文献

오승환「백제 사함들의 밥 짓기와 음식조리」『백제의 맛, 음식이야기』（圖錄）한성백제박물관、2012年。

調理容器と調理対象物分析による韓国古代食生活パターンの研究

119977

2021.03.16 14.41.44 Page 211 ／【Ｋ：】Ｓｅｒｖｅｒ／ｖｅｒ７県外・県内／２６６７４１日韓文化財論集Ⅳ／本文／韓・姜・鄭・庄田　　　　ｐ１６５－１９７



한국 고대 조리용기와 조리대상물 분석을 통해 본 식생활 패턴 연구

-고고학적 관찰과 자연과학적 분석의 종합적 고찰-

한 지 선·강 소 영·정 수 옥·庄田 慎矢

요 지지 지난５년（２０１６~２０２０）간 고대 음식문화와 관련해 음식 조리와 보관, 이동의 대부

분을 담당하는 토기에 주목하고자, 국내에서는 거의 시도되지 않았던 조리용 토기의 사용

흔 분석（고고학）-탄착물 및 탄화물 분석（자연과학）이 결합된 고대 식문화 복원 연구를

수행하였다. 이러한 목표를 위해 한국과 일본의 공동연구자들은 새로운 분석방법에 대한

모색과 교류, 답사 등을 진행하였다. 원삼국시대~한성백제기 중부지역 취락 유적 ３곳을

선정하여 조리용 토기를 선별하고 잔존 시료를 채취, 분석을 실시하였다. 그 결과, 주된 토

기인 원삼국시대 경질무문토기에서 공통적으로 수분이 있는 유동식의 조리가 행해졌으며,

탄소와 질소 안정동위원소 결과 식료후보군으로 조, 피, 기장 등 잡곡류를 포함하는 C４식

물군이 주류를 이루었다. 또한 한성백제기에 지속적으로 사용된 경질무문토기에서도 동일

한 흔적과 식물군이 확인되어 잡곡 등의 조리법은 원삼국시대 이래 동일한 조리법이 유지

되었음을 확인했다. 이후 한성백제기에는 부뚜막에서 장란형토기, 시루 등을 사용한 찌는

요리가 주 조리법으로 안착되었는데, 이는 쌀, 맥류 등의 작물 재배의 활성화를 통해 삼국

시대 이후 획기적인 조리법의 변화를 가져온다.

주제어 :: 음식문화, 사용흔 분석, 조리대상물 분석, 탄소·질소 안정동위원소 분석, 취사

시설, 취사방식
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A Study of Ancient Korean Dietary Patterns through the Analysis

of Cooking Vessels and Cooking Objects : A synthesis of

archaeological observation and natural scientific analysis

Han Jisun, Kang Soyeong, Jung Suock, Shoda Shinya

Abstracts: Over the past five years (2016-2020) we have analysed ceramics used for cooking,

storage, and food transfer to reconstruct the ancient food culture of Korea. We applied scientific

methods to cooking pottery (archeology) and charred food remains (natural science). Since this has

rarely been attempted in Korea, our goal was a collaboration between Korean and Japanese

researchers to engage in new ways of analysis, communication, and site exploration. After

selecting three settlement sites in the central region of the Proto-Three Kingdoms Period to

Hanseong Baekje Period, we took samples from selected cooking vessels for investigation. Results

from use-wear analysis showed that liquid-food was cooked in the hard-plain pottery widely used

in the Proto-Three Kingdom Period. Carbon and nitrogen stable isotope analysis suggested the

use of C4 plants, such as millet. The same traces and plant remains were confirmed in the hard-

plain pottery of the Hanseong Baekjae Period—indicating that this recipe continued from the

Proto-Three Kingdom Period. Also, steaming foods with a long-oval type pot and steam pot at the

fireplace was adopted as the main cooking method during the Hanseong Baekjae Period. This

brought about a dramatic change to cooking methods after the Three Kingdoms Period when the

cultivation of certain crops, such as rice and barley, became popular.

Keywords: food culture, use-wear analysis, Cooking object analysis, carbon/nitrogen stable

isotope analysis, cooking facilities, cooking method

調理容器と調理対象物分析による韓国古代食生活パターンの研究
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斜方向軒瓦の基礎的研究

清 野 孝 之

Ⅰ．はじめに

Ⅱ．各地の斜方向軒瓦とその特徴

Ⅲ．斜方向軒瓦の使用方法

Ⅳ．おわりに

要 旨 本稿では、東アジアのいくつかの地域に認められる、瓦当部が丸・平瓦部に斜位に取り付く瓦

（本稿では「斜方向軒瓦」と呼称）について分析をおこなった。まず、それぞれの地域の事例について、

形状、文様などの特徴をあきらかにし、その分布について検討した。斜方向軒瓦は、統一新羅時代の慶州

地域において軒丸瓦の出土例が数多く知られるほか、渤海、高句麗、ウィグル、日本に類例が存在し、唐

にも存在した可能性がある。このうち日本の事例は時期がかなり下がり、形状や文様の有無も異なるため、

系譜が異なるものと考えられる。それ以外の事例については、6～8世紀における東アジアの都城、宮殿

などから出土しており、何らかの関係が推定されることを指摘した。

次に、斜方向軒瓦の使用方法について、これまで指摘されてきた諸説を紹介しながら検討した。①谷瓦

説は、日本の谷瓦を参考に、屋根の入隅の谷どい部分に瓦当面を向けて葺いたとする説である。②軒隅付

近軒瓦説は、軒反りの強い屋根の軒隅付近に使用されたとする説である。③掛瓦説は、中国後漢代の建築

明器の屋根表現を参考に、屋根の流れに対して斜めに掛瓦として葺いたとする説である。本稿では、③掛

瓦説の蓋然性がもっとも高いものと考えたが、これらの説はいずれも一長一短があり、良好な資料を分析

するなどして今後も引き続き検討が必要である。

キーワード 斜方向軒瓦 統一新羅 渤海 高句麗 ウィグル 使用方法 建築明器

奈良文化財研究所 都城発掘調査部
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Ⅰ．はじめに

2016～2020年度の日韓共同研究において、日本の瓦研究チームは3回訪韓し、慶州地域

や扶余地域の瓦を調査した1。うち慶州地域では、国立慶州文化財研究所、国立慶州博物

館が所蔵する東宮・月池（雁鴨池）、皇龍寺、四天王寺、芬皇寺、金丈里瓦窯などから出

土した特殊な形状の道具瓦などの調査をおこなった。本稿では、このうち瓦当部が斜めに

取り付く瓦を検討する。通常の軒瓦は、瓦当部が丸瓦部ないし平瓦部の主軸方向に対して

垂直、約90°の角度で取り付くが、本稿で取り上げるのは、瓦当部がそれらの主軸方向に

対して斜位に取り付くものである。以下、本稿では瓦当部の角度を表現する場合、通常の

軒瓦に比べ瓦当面がどれだけ斜めに振っているのかを示すため、通常の軒瓦の瓦当部方向

（丸瓦部ないし平瓦部の主軸に対する垂直方向）に対する角度を指すこととする。なお、

角度については報告書などに記載がほとんどなく、実物を調査した慶州出土のいくつかの

事例および日本民藝館所蔵の明器を除き、多くは報告書などに所載の図・写真から読み取

った参考値である。

この種の瓦は東アジアのいくつかの地域に認められるが、韓国の慶州地域で多くの事例

が知られており、韓国では一般的に「楕円瓦当」などと称されている。しかし、高正龍は、

瓦当部が楕円形ではなく円形をなすものもあることを指摘し、「斜方向丸瓦当」と呼ぶこ

とを提案している2。この種の瓦のもっとも重要な要素は、瓦当部が斜めに取り付く点に

あるので、高正龍の名称のほうが適していると考えるが、丸瓦当という名称は日本では一

般的でない。一方、本稿の後半で検討するように、これらは軒先以外の場所に葺かれた可

能性が考えられるため、軒瓦と呼ぶことにも問題がある。しかし、これらの形状や特徴を

理解する上では、軒瓦と比較しつつ、軒瓦の各部名称を用いて説明することがもっとも簡

便かつイメージしやすい。そこで、この種の瓦の使用方法が確定するまでの便宜上の仮称

として、軒瓦以外の用途も十分に考慮した上で、本稿においては「斜方向軒丸瓦」、「斜方

向軒平瓦」と呼称し、両者をあわせて「斜方向軒瓦」と総称することとする。

Ⅱ．各地の斜方向軒瓦とその特徴

1．韓国慶州地域の斜方向軒瓦
斜方向軒丸瓦 まず、数多くの事例が知られている韓国慶州地域の斜方向軒丸瓦について、

その形状の特徴を列記する（第1図）。なお、以下の記載は、日本の瓦研究チームが日韓

共同研究において調査を実施した東宮・月池、皇龍寺、四天王寺、芬皇寺、金丈里瓦窯な

どの出土瓦の調査所見を中心としている。高正龍は、斜方向軒丸瓦のなかに雁鴨池の創建

瓦（679年）をアレンジしたものがあることを指摘しており3、統一新羅時代でも早い段
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第1図 東宮・月池出土斜方向軒丸瓦 1：4（写真を除く）

斜方向軒瓦の基礎的研究
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階から存在していたと考えられる。

・丸瓦部の先端に、丸瓦部主軸に対して左または右斜位に瓦当部が取り付く。丸瓦部主軸

に対する瓦当部の角度が大きく40°以上のものが多いが、角度が30°程度ないしそれ以下

で若干斜めになる程度のものもある。

・同じ遺跡から出土する斜方向軒丸瓦は、丸瓦部と瓦当部の角度に大きな違いがない場合

が多い。ただし、通常の軒丸瓦に紛れ込み見落とされている事例が多い可能性も考えら

れるため、今後、良好な出土資料による検討が必要である。

・同じ遺跡から出土する類似した文様の斜方向軒丸瓦でも、丸瓦部主軸に対して瓦当部が

右斜めに取り付くものと左斜めに取り付くものがあり、対になって使用された可能性が

ある。

・瓦当部の形状は、丸瓦部主軸に対する瓦当部の角度が大きい（約40°以上）ものはいず

れも楕円形をなす。報告書や図録類にみえる類例も同様に楕円形をなすものが多い。し

かし、井内功、高正龍が指摘している通り、慶州地域には瓦当部がほぼ円形のものがあ

る4。

高正龍は、瓦当部の形状と瓦当面の角度の関係について、斜め方向に大きく丸瓦を截断

すると、必然的に楕円形にしなければ瓦当面をふさぐことができず、後述する渤海東京城

の資料など角度が小さいものは、周縁部分を少し補足すれば円形の瓦当部をそのまま使用

できるとし、瓦当部の形状の違いは丸瓦部との接合角度にあると指摘している5。確かに、

慶州地域や後述する各地の斜方向軒丸瓦のうち、瓦当部が円形に近いものは丸瓦部主軸に

対する瓦当部の角度が小さい傾向があり、高正龍の指摘は当を得ているものと考える。

・丸瓦部に瓦当部を斜めに接合するため、接合部付近は丸瓦部の形状が歪むものがあるが、

それらの点を除けば、丸瓦部の形状、直径などは通常の軒丸瓦の丸瓦部と大きく変わら

ない。したがって、通常の丸瓦部の端部を斜めに成形し、さらに粘土を継ぎ足すなどし

て、瓦当部を斜めに接合したものと考えられる。

・慶州の東宮・月池出土の斜方向軒丸瓦には、丸瓦部中軸線から約45°振れた位置に、焼

成後に直径0.6～0.8cmの釘穴を穿孔しているものがある（第1図2）。

斜方向軒平瓦 次に、韓国慶州地域で出土している斜方向軒平瓦について、その形状の特

徴を列記する。確実な出土事例は芬皇寺出土の1点のみである（第2図）。『朝鮮瓦磚図譜

Ⅴ』に慶州市内出土として所収された軒平瓦について、井内功は平瓦部側縁を斜めに切断

した隅軒平瓦とする6（第3図1）が、写真から判断する限り、平瓦部凹面の布目の方向

は平瓦部側縁にほぼ沿い、瓦当面に対してはかなり大きく（45°程度）斜位をなす。通常

の軒平瓦や隅軒平瓦では、凹面の布目が平瓦部の主軸方向に対して若干傾くことはあって

も、ここまで布目が大きく傾く事例はほとんど認められないことから、本例は平瓦部側縁
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と凹面の布目が平瓦部の主軸に沿い、瓦当部がそれらに対して斜位をなす斜方向軒平瓦で

ある可能性が高いものと考えられる。また、これと文様が類似し、瓦当部の角度が近い同

書収録の東宮・月池出土例も同種のものである可能性がある（第3図2）。斜方向軒平瓦

は、実際は小片化して見分けがつきにくく、通常の軒平瓦のなかに埋もれているものが相

当数あると推定される。その形状の特徴は以下の通りである。

第2図 芬皇寺出土斜方向軒平瓦 1：4

斜方向軒瓦の基礎的研究
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・平瓦部の一方の端部に、平瓦部主軸方向に対して斜位に瓦当部が作られ、平瓦部主軸に

対して瓦当部が斜め30～40°程度をなす。

・平瓦部凹面に残る布目は、平瓦部主軸方向、平瓦部側縁にほぼ沿うものが多く、瓦当部

に対しては大きく斜位をなす。通常の平瓦の一方の端部を斜めに成形し、瓦当部とした

ものと考えられる。

・芬皇寺出土例の平瓦部は、広端と狭端の幅の差が明確でなく、その幅は通常の軒平瓦と

大きく変わらない。

・芬皇寺出土例の顎部形状は段顎で、平瓦部の厚さより瓦当面の上下幅が広い。一方、斜

方向軒瓦の可能性が高い慶州市内、東宮・月池出土例は、写真から判断する限り、平瓦

部の厚さと瓦当面の上下幅の差がほとんどない直線顎とみられる。

・文様は通常の軒平瓦と大きな違いはない。

以上の通り、斜方向軒丸瓦と斜方向軒平瓦は、瓦当面が丸瓦部や平瓦部の主軸方向から

斜位に取り付く点を最大の特徴としており、それ以外の特徴は通常の軒丸瓦・軒平瓦に近

い。斜方向軒平瓦の出土事例が少ないことから明確ではないが、芬皇寺（おそらく東宮・

月池も）では斜方向軒丸瓦と斜方向軒平瓦がともに出土しており、両者は組んで使用され

た可能性が考えられる。

隅軒平瓦との違い 井内功が慶州市内出土の事例を隅軒平瓦と判断したように、斜方向軒

平瓦と隅軒平瓦の形状は類似点が多い。隅軒平瓦は、その名が示す通り屋根の軒先の隅部

に葺かれる軒平瓦である。その形状の特徴は、瓦当部に対向する平瓦部の端部が平瓦部の

主軸方向に対して斜位をなす点にある（日本では一般的に平瓦部広端側が瓦当部となるた

め、これに対向するのは平瓦部狭端であるが、韓国では両端部の幅がほぼ同じものや、狭

1：慶州市内出土、2：東宮・月池出土、3：臨海殿出土
第3図 慶州出土斜方向軒平瓦（1・2）、隅軒平瓦（3）
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端側に瓦当部を付けたと考えられる事例もあるので、ここでは端部と表現する。第3図

3）。平瓦部端部が右斜めのものと左斜めのものがあり、通常一対で使用されるが、対を

なす隅軒平瓦の端部を接合し、一体で作るタイプ（いわゆる廻り隅軒平瓦）もある。

隅軒平瓦は平瓦部の端部側が平瓦部の主軸に対し斜位をなし、瓦当面は通常の軒平瓦と

同じであるが、斜方向軒平瓦は、瓦当面側が平瓦部の主軸方向に対して斜位をなす。両者

は、屋根に葺かれた際の水仕舞い（水流方向）、ひいては屋根で使われる場所、用途が異

なるものと考えられる。

小片の場合、側縁およびこれと斜位をなす端部または瓦当面が残存しないことも多いた

め、斜方向軒平瓦と隅軒平瓦の区別がつきにくい。特に側縁が残らない場合、見分けが困

難となるが、平瓦部の曲面の具合や凹面の布目の向きなどを丹念に観察すれば、瓦当面な

いし端部が平瓦部の主軸方向に対して斜位となっているかどうか、ある程度判断可能と考

えられる。

2．各地の斜方向軒瓦
渤海の斜方向軒瓦 渤海の都城のうち、中国黒竜江省に所在し、755年から渤海の滅亡に

至るまでのほとんどの期間に都が置かれた上京龍泉府に比定される上京城（東京城）、中

国吉林省に所在し、755年に上京龍泉府に遷都するまで都が置かれた中京顕徳府に比定さ

れる西古城から、斜方向軒瓦がセットで出土しており、同じ宮殿遺構（西古城一号宮殿東

側廊廡、西古城二号宮殿東側配殿）から双方が出土した事例も認められる7（第4～7図）。

斜方向軒丸瓦は高正龍が指摘した通り、丸瓦部主軸に対して瓦当部が若干斜めに取り付

く程度であり、その角度は20°以下のものが多く、角度がやや大きいものでも30°は超えな

い（第4図1、第5図1・2、第6図）。瓦当部の形状も高正龍の指摘通りでほぼ円形を

なし、文様も通常の軒丸瓦と変わらない。瓦当部の直径、丸瓦部の直径は、通常の軒丸瓦

や丸瓦と大差がなく、丸瓦部の長さはやや短いものが多い。

瓦当文様は通常の軒丸瓦と共通するものがほとんどで、上京城や西古城ではハート型を

呈する蓮弁に杏仁形や十字形の間弁を配する六弁蓮華文で、中房は大型の半球形の蓮子を

中心とし、周囲に小粒の蓮子や圏線をめぐらせるものが出土している。

斜方向軒平瓦は、平瓦部主軸に対して瓦当部がなす角度がかなり大きく、40°程度から

なかには50°近いものもある（第4図2、第5図3・4、第7図）。瓦当部の上下幅は狭く、

顎部は平瓦部の厚さとほぼ変わらない直線顎である。平瓦部の長さは通常の軒平瓦の平瓦

部より若干短い。報告書によれば、平瓦部の幅は通常の軒平瓦、平瓦とほぼ同じか若干狭

い。これは平瓦部の広端幅と狭端幅が異なり、最大幅となる広端側を斜めに切り落とすた

めであろう。

瓦当文様は通常の軒平瓦と共通し、3段構成の上下の文様帯に細かい斜め刻み目を付け、

斜方向軒瓦の基礎的研究
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第4図 上京城（東京城）出土斜方向軒瓦 1：4

清野 孝之

220088

2021.03.09 13.11.26 Page 222 ／【Ｋ：】Ｓｅｒｖｅｒ／ｖｅｒ７県外・県内／２６６７４１日韓文化財論集Ⅳ／本文／清野孝之　　　　　　　　ｐ２０１－２２５



中央の文様帯に小型の円形刺突文を連続して配するものが多い。施釉したものもみられる。

斜方向軒丸瓦と斜方向軒平瓦は、丸瓦部・平瓦部と瓦当部の傾きの角度に差が認められ

るものの、瓦当部が斜方向を向くという特徴的な形状が共通することや、同じ遺構より出

土していることから、組み合って使用された可能性が考えられる。

第5図 上京城出土斜方向軒瓦 1：4
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高句麗の斜方向半瓦当軒瓦 戦前に平壌城内から出土した半瓦当軒瓦を対象に、井内潔が

詳細な検討をおこなっており、瓦当文様から「全般的に平壌時代後半期における特徴が看

取される」ため、この種の半瓦当軒瓦を6世紀中頃以降に出現したものとする8（第8

図）。高句麗の事例は後述する通り年代観が重要となるため、千田剛道や朱洪奎による高

句麗の軒丸瓦に関する近年の研究を参考に、若干の検討をくわえる9。瓦当文様は獣身文

とされるもの（第8図1）や蛙文（第8図2・3）のほか、突線のみで構成された平板な

獣面文と崩れた蟠虯文を組み合わせるもの（第8図4）や、忍冬文の影響を思わせる火炎

状の表現をもつものがあり（第8図5、第9図）、単線の外圏線をめぐらす（朱洪奎の圏

線Ｃに該当か）。瓦当裏面の接合部には、櫛状工具による細かい刻み目（朱洪奎によるカ

キヤブリＣ）の痕跡を残すものがある。こうした特徴は、軒丸瓦においては千田剛道の編

第6図 西古城出土斜方向軒丸瓦 1：4

清野 孝之
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第7図 西古城出土斜方向軒平瓦 1：4
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年による高句麗瓦7期（6世紀後半～668年）、朱洪奎による高句麗軒丸瓦編年Ⅳ段階（6

世紀第3四半期～高句麗滅亡）に位置づけられるものと考えられるが、若干古くなりそう

な要素をもつものもある10。ここでは年代観のめやすとして、高句麗の事例の存続期間に

6世紀後半から668年が含まれる可能性が高いことを確認しておく。

次にその形状について、梅原末治は「外形はやや弧形に作られ、また瓦当面が筒瓦に対

して着装の特別な反りや曲りを持つた類が少くない」11とし、井内潔は「著しく扁平に造

第8図 平壌出土の斜方向半瓦当軒瓦1 1：4（写真除く）

清野 孝之
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られ、しかも往々にして瓦当面に対して

筒瓦が左右いずれか斜めに取り付けられ

ている」とした12。半楕円形を呈する瓦

当部が、丸瓦部（と仮にしておく）の主

軸に対して斜位に取り付けられ、その角

度は30°程度とやや小さめである。井内

潔によれば、瓦当部の横幅が30cm程度

の大型のものと、20cm程度の小型のも

のがあるとする。

これらの半瓦当軒瓦と同じく、戦前に平壌城で採集されたそのほかの瓦の幅・直径を、

報告書・図録などに所載の図や写真などから復元すると、通常の丸瓦部広端の幅は18～20

cm程度、軒丸瓦の瓦当直径は16～18cm程度であり、半瓦当軒瓦のうち瓦当部が小型の

ものとは近いが、大型のものとはかなり幅（直径）が異なることになる。そこで平瓦に注

目すると、広端幅は30～34cm程度であり、大型のものは平瓦の幅とよくあう。実際、写

真でみる限り、平壌付近出土の半瓦当軒瓦の瓦当裏面上端に、かなり曲率が緩い平瓦風の

瓦が接合されたと考えられる事例がある（第9図）。この事例自体の大きさは不明である

が、これと文様が極めてよく似るものは幅30cmを超える13。高句麗の斜方向半瓦当軒瓦

のうち、大型のものは瓦当裏面に平瓦部が取り付く可能性が考えられる14。

一方、小型の斜方向半瓦当軒瓦は丸瓦広端や通常の軒丸瓦の直径より若干横幅が広いが、

これは瓦当部が斜めに取り付くためであろう。小型のものの瓦当部の上下幅は、ちょうど

丸瓦広端幅や通常の軒丸瓦の直径の半分程度のものが多い。このことから高句麗の半瓦当

軒瓦のうち、小型のものは瓦当裏面に丸瓦部が取り付くと考えても矛盾がない。

ウィグルの斜方向軒丸瓦 ウィグル帝国の宮殿や都城遺跡から、斜方向軒丸瓦が出土して

いる（第10図）。モンゴル高原に所在するオルド・バリク遺跡は、ウィグル帝国第3代可

汗の牟羽可汗が8世紀後半に建設した中国式の都城とされ、ロシア連邦トゥヴァ共和国の

湖上の島に所在するポル・バジン遺跡は、同じく8世紀後半に牟羽可汗が建設した中国風

の宮殿とされる遺跡である。これらの遺跡のいずれにおいても、唐の影響を受けたと考え

られる瓦が出土しているが、そのなかに少量、瓦当部および文様が楕円形を呈する軒丸瓦

が出土している。このうちポル・バジン遺跡出土のものは、丸瓦部の一部が残存しており、

丸瓦部主軸に対して瓦当面が若干斜め（25°程度）に取り付いていることが指摘されてい

る15。

瓦当文様はかなり崩れているが、唐の蓮華文軒丸瓦の影響をうかがわせる。杏仁形の単

弁四弁蓮華文に三角形の大きな間弁を配するものや、同じく杏仁形の単弁九弁蓮華文に三

第9図 平壌付近出土の斜方向半瓦当軒瓦2
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角形ないし水滴形の間弁を配するものがあり、中房には小粒の1＋4ないし1＋6顆の蓮

子を置き、外区には珠文を多数配し、中房周囲や外区に圏線をめぐらせる。

日本の斜方向軒瓦 日本では中世以降現代に至るまで、半楕円形の瓦当部を丸瓦部主軸に

対して斜位に取り付ける軒丸瓦（第11図1・2・4・5）、瓦当部の下辺が水平をなし、

瓦当部を平瓦部主軸に対して斜位に取り付ける軒平瓦がみられる16（第11図3・6）。こ

れらの瓦当部は、丸瓦部・平瓦部の主軸方向に対して45°程度と急な角度で取り付く。丸

瓦部の直径、平瓦部の幅ともに通常の軒瓦の丸瓦部・平瓦部や丸・平瓦と大差なく、長さ

は短い。瓦当文様は軒丸瓦、軒平瓦のいずれも無文で、瓦当部を文様で飾る事例は存在し

ない。

これらとほぼ同じ瓦が現存する古建築にも使用されており、その使用方法は瓦当部を屋

根の入隅の谷どい部に向けて使用する谷瓦である。この種の瓦の使用方法を論ずることが

本稿の目的の一つなので、章を改めて詳しく説明する。

唐の状況 日本を除くと、統一新羅、渤海、高句麗、ウィグル帝国など、6～8世紀頃に

存在した東アジアのいくつかの国家の都城、宮殿、寺院などで出土例が知られることにな

る。そのため北朝、隋、唐にも斜方向軒瓦が存在した可能性が想定されるが、丸・平瓦部

の主軸方向に対して瓦当部が斜位に取り付く軒瓦は、これまで公表された事例のなかには

1・2：ポル・バジン遺跡出土、3：オルド・バリク遺跡出土
第10図 ウィグル出土斜方向軒丸瓦 1：4（写真を除く）

清野 孝之
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1・4・5：谷巴瓦 法隆寺 199 R、2：谷巴瓦 法隆寺 199 S、3・6：谷唐草瓦 法隆寺 399 R
第11図 法隆寺の谷瓦 1：4（写真を除く）
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見出せない。ただし、唐長安城出土として、瓦当

部が明確に楕円形を呈する事例が報告され、「楕

円形瓦当極少見」と解説されている17（第12図）。

本例は最大径が19.2cmで、瓦当部の形状だけで

なく文様自体が楕円形を呈する。瓦当文様は通常

の軒丸瓦と共通する単弁八弁蓮華文で、間弁は

「Ｙ」ないし「Ｔ」字形、中房は大型の1顆のみ

で、外区に珠文帯をめぐらす。瓦当裏面や丸瓦部

の取り付き状況は不明である18。本例の詳細はあ

きらかにしがたいが、唐にも斜方向軒瓦が存在す

る可能性を指摘しておきたい。

3．小結 －東アジアにおける斜方向軒瓦－
本章では、東アジアのいくつかの地域にみられる斜方向軒瓦の事例を紹介したが、この

うち日本の事例は時期が大きく下がることや、形状がやや異なること、無文であることな

どからみて、ほかの事例とは系譜があきらかに異なるものと考えられる。これを除くと、

いずれも6～8世紀のもので、当時存在した東アジアのいくつかの国家の中枢をなす都城、

宮殿、寺院に認められることとなり、それぞれの地域において重要な施設の屋根を飾った

ものと考えられる。その特徴的な形状の共通性も考慮すると、これらは何らかの強い関係

性をもって存在したと推定することが可能であろう。

その関係性の一端をうかがい知るためには、高句麗の事例の年代が一つのカギとなる。

これが6世紀代に遡るのであれば、高句麗から統一新羅、渤海、ウィグル帝国（そしてお

そらくは唐）へと伝わった可能性が考えられる19。668年の高句麗滅亡後、高句麗遺民が

唐や新羅へ多数流入し、30年後には高句麗の故地で渤海を建てるが、こうした動向と関わ

ることも想定される。ウィグル帝国へは唐経由で伝わったのであろう。一方、高句麗の事

例が7世紀代まで下がる場合も同様に、高句麗から各地へ伝わった可能性は残るが、唐

（またはそれより古い中国王朝）からその周辺国家へと伝わったことも考えられる。高句

麗の事例の年代観の詳細や唐の具体的な状況が不明であるため、これ以上の分析は困難で

あるが、いずれにせよ、当時の東アジア諸国の情勢や国家間の関係を物語る貴重な資料の

一つである可能性を指摘しておきたい。

Ⅲ．斜方向軒瓦の使用方法

斜方向軒瓦の使用方法については、これまでにいくつかの説が提唱されてきた。そのう

ち主要なものを紹介しつつ検討する。

第12図 唐長安城出土軒丸瓦 1：4
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1．谷瓦説
井内功、井内潔の説 井内功は日韓の隅軒平瓦を論じるなかで、隅軒平瓦とされてきた渤

海東京城出土の斜方向軒平瓦（第4図2）について、「おそらく谷瓦とみてよい」とし

た20。しかし、これを谷瓦とすることについて詳しい説明はない。井内潔は、斜方向軒丸

瓦を日本の谷瓦を参考に谷どい部に用いる「谷巴」瓦とし、井内功は「谷鐙瓦」と表記し

てこれを踏襲した21（第13図）。井内潔は、日本と高句麗の斜方向軒丸瓦の瓦当部がいず

れも半楕円形をなすことから、まず高句麗の事例を「谷巴」瓦と考え、次にこの場所に瓦

当部が楕円形をなすものを葺くことも可能として、統一新羅の斜方向軒丸瓦についても同

様のものとした。谷瓦の形状は、前章で既に説明した通り斜方向軒丸瓦と共通点があり、

瓦当面を谷どい部に向けて使用する。また、韓国でもこの説を支持する見解があることを

高正龍が紹介している22。

谷瓦説の問題点 井内潔の説に対し、高正龍は日本の谷瓦が古代まで遡らないことにくわ

え、井内功自身も指摘するように、慶州地域ではこれと組み合うはずの軒平瓦が見当たら

ないとし、谷瓦説に疑問を呈する23。年代観については高正龍の指摘通りであるが、軒平

瓦については慶州地域や渤海では斜方向軒平瓦が出土しており、組み合う可能性もあるこ

とから、この点の批判は当たらないものと考えられる。

この説の問題点はほかにある。既に清水信行が指摘している通り、この部分に用いる瓦

には文様が不要と考えられることである24。瓦当部を谷どい部に向けて用いる谷瓦は、瓦

当面の文様はほとんどみえないか、極めてみえにくいはずであり、特に軒平瓦にあっては、

文様がみえるように葺くことは困難である。事実、日本の谷瓦はいずれも無文である。と

ころが、日本以外の斜方向軒瓦には、例外なく文様が施され、渤海の事例では施釉された

事例もある。外からよくみえる部分には徹底的に装飾を施し、みえない部分は仕上げの調

整を省略する場合があることが、中国や朝鮮半島における当時の瓦の一般的な在り方であ

り、瓦当部に例外なく文様が施されている斜方向軒瓦は、瓦当部を外からよくみえる方向

に向けて葺いたと考えるのが妥当であろう。この点は、斜方向軒瓦の谷瓦説にとって大き

な弱点と考える。

2．軒隅付近軒瓦説
藤島亥治郎の説 藤島亥治郎は、慶州周辺で

出土する斜方向軒丸瓦について、軒反りの強

い屋根の軒隅付近に使用する軒丸瓦とする説

を提唱している25。軒反りが強い屋根では、

軒隅に近づくに従い軒先が反り上がるととも

に、軒先が徐々に前に出る。この傾きにあわ 第13図 法隆寺西院伽藍回廊入隅の谷どい部
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せ軒隅まで瓦当面をそろえるための軒丸瓦ではないか、と解する説である。斜方向軒平瓦

もこれにあわせて葺くことができると考えられるので、以下、軒隅付近軒瓦説と仮称する。

斜方向軒丸瓦の形状、および朝鮮半島などの古建築にみられる屋根形状の特徴、それにあ

わせた瓦の葺き方の推定から導き出された藤島亥治郎の説には、一定の説得力が感じられ

る。

報告書などの記載 報告書などの説明では、隅軒平瓦と考えているのか、軒隅付近軒瓦と

考えているのか判別がつきにくいものがある。慶州芬皇寺出土の斜方向軒平瓦は、前章で

紹介した通り隅軒平瓦と形状が異なるのであるが、報告書では軒の角の軒平瓦と表記され

ている26。隅軒平瓦に比定したものと考えられるが、その根拠の詳しい記載がない。

渤海の上京城（東京城）出土の斜方向軒瓦の使用方法については、東方考古学会による

同遺跡の発掘調査報告書に記載がある。まず斜方向軒平瓦（「歪んだ三角形を為すもの」）

については、「軒隅に使用されたと思はれる」とし、斜方向軒丸瓦（軒丸瓦の瓦当部が

「斜に附いてゐるもの」）については、「屋根の隅または反りのある個所に使はれたもので

あらう」27とする。これ以上の具体的な説明や根拠などの記載はないが、斜方向軒平瓦を

隅軒平瓦に比定したのに対し、斜方向軒丸瓦は軒隅付近軒瓦に比定したものと考えられ

る28。

同じく上京城（東京城）出土の斜方向軒平瓦の使用方法について、清水信行は隅軒平瓦

との違いを明示した上で、「反りの強い屋根の降り棟の先端部のすぐ脇に置かれたもの」

としている29。清水信行のいう「降り棟」を隅降棟（隅棟）の意と解すれば、隅棟先端の

軒先（軒隅）付近で軒反りにあわせて使用したという軒隅付近軒瓦説となる。

軒隅付近軒瓦説の問題点 軒隅付近軒瓦説に対して高正龍は、谷軒丸瓦説と同様に、これ

と組み合う軒平瓦が新羅では出土していないことを指摘するが30、これが当たらないと考

えられることはすでに説明した通りである。

この説の問題点はいくつかある。まず、隅に近づくに従い、徐々に出や傾きが変化する

軒先にあわせて瓦当面を揃えるためには、瓦当面と丸瓦部の取り付き角度を徐々に変化さ

せる必要があり、角度が異なる数種類の斜方向軒瓦が必要となると考えられる。しかし、

一定量の出土がある慶州地域の斜方向軒丸瓦でも、瓦当がほぼ円形で丸瓦部主軸に対して

若干斜位（30°以下）になるものや、瓦当が楕円形で丸瓦部に40°以上の角度で取り付くも

のは認められるものの、これらが同じ屋根に葺かれたとわかる状況ではなく、これらがあ

わせて葺かれたとしても軒隅付近全体をカバーしきれるかどうかは不明である。慶州地域

以外については、瓦当面の取り付き角度のバラエティはほとんど認めがたい。

また、このような葺き方をした場合、軒瓦については説明がつくように思われるのであ

るが、それに続く地葺きの丸・平瓦の葺き方が問題となる。広端部や狭端部などが斜めに
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なるなど、斜方向軒瓦にあう特殊な形状の丸・平瓦の事例はこれまでに報告されていない。

軒隅付近軒瓦説に蓋然性をもたせるためには、これにあわせて使用される丸・平瓦の葺き

方についても検討が必要であろう。

以上の状況からみて、現時点では軒隅付近軒瓦説が成り立つ余地も考慮しつつ、今後、

同じ遺跡から出土した同笵、同系統の文様をもつ斜方向軒瓦や、丸・平瓦を含む良好な資

料を対象とし、さらに詳細な分析・検討をくわえる必要があろう。

3．掛瓦説
井内潔の検討 井内潔は、高句麗の斜方向半瓦当軒瓦について、瓦当部と丸瓦部の取り付

き角度が斜位になることから、掛瓦として使用された可能性も指摘している31。そして掛

瓦と考える根拠の一つとして、中国の「家型明器」に掛瓦を斜めに葺く事例がみられるこ

とを挙げる。しかし井内潔は、この説では高句麗の事例の瓦当部が半楕円形（半瓦当）と

なる理由が説明できないため、最終的にはこれを「谷巴」瓦とした。

しかし、斜方向軒瓦を屋根の流れに対して斜位に葺く掛瓦に比定する説は、以下説明す

る通り、これまでの説のなかではもっとも蓋然性が高いと考える。ここでは、中国の明器

の観察を通して掛瓦説を検討する。

建築明器にみえる掛瓦の葺き方 井内潔が指摘した通り、中国の明器には、掛瓦を屋根の

流れに対して斜位に葺く事例が認められる。中国では、人物や動物、様々な器物や建築物

などを模した陶製や木製などの俑、明器を墓中に納める習慣があり、建物を模した明器は

前漢代には存在しそれ以降も盛んに作られた。その種類は家屋だけでなく楼閣、倉、家畜

小屋など様々であるため、以下、本稿では建築物を模した明器を建築明器と総称する。建

築明器の屋根瓦表現については、後漢代に特に精巧なものが多く、軒丸瓦の瓦当文様を表

したり、丸・平瓦を線刻により1枚ずつ表現したりするものがみられる。

井内潔が指摘した掛瓦を斜位に葺く事例は、切妻造りの屋根を象った建築明器に認めら

れる。管見による限りでは、いずれも後漢代の事例である。建物の種類は倉、家畜小屋、

臼小屋のほか、単層や重層の家屋とみられるものもある。掛瓦自体は入母屋造りの屋根に

も用いられるが、入母屋造りの建築明器で掛瓦を斜位に葺く表現は、管見による限り確認

できない。

掛瓦を斜位に葺く建築明器の一例として、日本民藝館所蔵の建築明器を詳しく説明する

（第14図）。この明器は、日本民藝館を創設した柳宗悦が戦後に国内で購入したもので、出

土地などの詳細は不明とのことである32。総高49.5cmの単層切妻造りの高床建物で、幅

33.0cmの平入り側の壁の中央に間口幅18.2cm、高さ19.7cmの入口を開き、ここに可動

式の大きな両開き扉を設け、扉の両脇に上下幅8.2cmの閂鎹を取り付ける。写真では閂

鎹に棒状品を差し込んで扉を固定しているが、この棒状品は後補とのことである。扉のあ
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る面以外の三面の壁には窓やそのほかの表現がみられない。これらの構造からみて、倉を

模したものと考えられる。

屋根は軒丸瓦を表現するが、丸・平瓦を1点ずつ表現することはせず、丸瓦筋を幅2.0

cm程度の細長い粘土紐で表現する。軒平瓦・平瓦の表現は省略されている。軒丸瓦の瓦

当面は円形で、直径は丸瓦筋の幅より大きい2.5～2.7cm程度、中央に小円文を配する。

大棟端は、軒丸瓦風の瓦の瓦当部を3点組み合わせて棟端を止める。大棟も地葺きの丸

瓦筋と同様に瓦を個々に表現せず幅2.0cm程度の細長い粘土紐としており、大棟最上部

の雁振瓦に丸瓦を用いた表現と考えられるが、大棟中央には長さ3.0cm程度にわたり粘

土を貼り付け1段高くした部分がある。これは、大棟の両端から順に葺いてきた丸瓦列の

玉縁部が大棟中央でぶつかる部分に、さらに丸瓦を重ねてふさいだ表現と考えられる。

さて、肝心の掛瓦であるが、切妻屋根の妻端部、破風の上の螻羽部分に軒丸瓦状の掛瓦

の瓦当部と丸瓦部を表現する。通常の掛瓦は屋根の流れに垂直に葺かれるが、この明器の

掛瓦は屋根の流れに対して斜めに葺かれ、通常の掛瓦の葺き方と比べ約30°斜位をなす。

瓦当面は円形で直径2.0～2.2cm、丸瓦部の幅は1.7cm程度であり、軒丸瓦および地葺きの

丸瓦筋より一回り小さい。瓦当面と丸瓦部の取り付け角度は、瓦当部が丸瓦部の主軸に対

してほぼ垂直に取り付くが、ごくわずかに（10°程度）斜位をなす部分もある。

本例以外の建築明器で、掛瓦を斜位に葺く事例についても、瓦当文様や大棟端を精巧に

表すもの、線刻で平瓦を1点ずつ表すもの、降棟をほかの丸瓦筋より一段高く表現するも

のなど、屋根瓦の部分はかなり精巧、入念に作られていることから、平瓦などに一部省略

が認められるものの、表現された部分については実際の屋根をかなり忠実に模している可

能性が高いものと判断される。したがって、掛瓦を屋根の流れに対して斜位に葺く方法が、

少なくとも後漢代においては、建物の屋根瓦を葺く手法として実在した可能性が高いと考

えられる。

さらに本稿で検討してきた斜方向軒瓦の特徴と比較すると、同一遺跡から出土する斜方

向軒丸瓦の瓦当部と丸瓦部の角度にバラエティが少ない点、瓦当面の取り付き方向が左右

で対になる点についても掛瓦説であれば問題にならない。くわえて、東宮・月池出土の斜

方向軒丸瓦にみられる釘穴の位置についても説明可能である。先述の通り、釘穴の位置は

丸瓦部の中軸から約45°振った位置に穿たれている。屋根に対して斜めに傾く掛瓦の丸瓦

部に対し、垂直に近い向きに釘を打とうとした結果、丸瓦部中軸から振った位置に釘穴を

穿つことになったと考えることができよう。このように、斜方向軒丸瓦を屋根の流れに対

して斜位に葺かれた掛瓦とする掛瓦説は、ほかの説と比べ蓋然性が高いものと考えられる。

掛瓦説の問題点 掛瓦説にもいくつかの問題点がある。まず、渤海や慶州で出土している

斜方向軒平瓦を斜方向軒丸瓦とセットで破風の上の螻羽部分に葺けるかどうかについては、
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第14図 日本民藝館所蔵の建築明器
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使用可能と考えられるものの、建築明器には平瓦部分の表現が省略されているため詳細が

不明である。掛瓦説をとった場合の螻羽などの屋根の納め方については、さらに具体的な

検討が必要である。

また、掛瓦説では高句麗の事例の瓦当部が半楕円形（半瓦当）をなす理由が説明できな

いことは、井内潔が指摘した通りである。しかし、瓦当部と丸・平瓦部が斜位に取り付く

という特異な形状の瓦が、東アジアのいくつかの地域で近い時期に広く用いられたことに

対し、高句麗のみ用途が異なっていたとするほうが不自然であろう。瓦当部の形状につい

ては依然、問題が残ったままではあるが、掛瓦として使用すること自体は可能と考えられ

る。ただし、高句麗の大型の斜方向半瓦当軒瓦も同じく掛瓦と解する場合、同様に葺くこ

とができるのかどうか検討が必要となる。

さらに、掛瓦説の根拠となっている建築明器は後漢代のものであり、その後もこうした

屋根瓦の葺き方が存続していたかは不明である。また、少なくとも後漢代にはこうした掛

瓦の葺き方が実在したと考えられるが、この頃まで遡る斜方向軒瓦は確認されていない。

この点も掛瓦説にとって問題となる。これには、後漢代以降、切妻屋根を表現した明器や

石棺蓋、絵画資料などが少なくなり、さらに瓦の葺き方まで検討可能なものとなると、か

なり事例が限られることが関係していると考えられる33。これも良好な資料の増加を俟つ

しかない状況といえる。

4．そのほか
このほか、濱田耕作や梅原末治は慶州地域の斜方向軒丸瓦について、「下り棟の側端に

使用したと認められる」としている（該当箇所は梅原末治が主に執筆したとされる部分で

あり、梅原末治によるものと考えられる）34。この説について、井内潔は「降り棟や隅棟

を形成する堤瓦 熨斗瓦ともいう の上層に葺かれた」という意味と解し、高正龍は「棟込瓦

のようなものを想定していると思われる」としている35。梅原末治らの説は、これ以上の

詳しい説明がないため具体性に乏しく、これ以上の検討は困難である36。

Ⅳ．おわりに

本稿では、特異な形状をもつ斜方向軒瓦について、東アジア各地の事例を概観した。ま

た、それらの時期や出土する遺跡に注目し、統一新羅、渤海、高句麗、ウィグル帝国、そ

しておそらくは唐を含む6～8世紀に存在した東アジアのいくつかの国家において、何ら

かの関係性をもって用いられた瓦である可能性を指摘した。くわえて、それらが出土する

遺跡は、それぞれの国家の中枢をなす都城、宮殿、寺院などであるため、重要な施設の屋

根を飾ったものと考えた。しかし、同時期に中国や朝鮮半島からの強い影響を受け、都城、

宮都、寺院を造営した日本には、これらが導入されなかった点は注目すべきことである。
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その違いが何を意味するのか、さらに深く検討できる資料が増加することを期待したい。

また、その使用方法について、これまでの説を整理するとともに問題点を検討した。本

稿においては、後漢代の建築明器との比較から掛瓦説が有力であると考えたが、未解明の

部分や弱点もあり、一仮説の域を出ない状況である。現時点ではあきらかにしがたい部分

がかなり多く、基礎的な整理に終始した感が否めないが、今後も良好な資料の調査を継続

しつつ、東アジアにおける特殊な瓦の分布の意味や使用方法について、検討を深めたい。
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（諸岡榮治編『楽浪及高句麗古瓦図譜』（前掲註10））。

12 井内 潔「高句麗の半瓦当屋瓦」（前掲註8）、p.259。

13 井内 潔「高句麗の半瓦当屋瓦」（前掲註8）、pp.206－261所載の「3、平壌出土」の資料。
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14 高句麗の大型の半瓦当軒瓦の瓦当裏面に平瓦部が取り付く場合、瓦当部の形状や平瓦部との角度が異

なるが、慶州地域で多くの出土例が知られる平瓦部凹面側の端部に顎部を付けた形状の軒平瓦（韓国

では 栱瓦当、棟飾り平瓦などと呼ばれる瓦）ともやや類似することになり注目される。

15 Arden-Wong, L.A., Arzhantseva, I.A. and O.N. Inevatkina (2015) "Reflecting on the Rooftops of

the Eastern Uighur Khaganate : A Preliminary Study of Uighur Roof Tiles", Sino-Platonic

Papers, No.258,pp.1-72.

16 法隆寺におけるこの種の軒丸瓦の最古の事例として、1495～1548年（「室町後期Ⅰ」）に遡るものが報

告されている（佐川正敏「室町時代の瓦」法隆寺昭和資材帳編集委員会1992『法隆寺の至宝 瓦』－

昭和資材帳－第15巻、株式会社小学館、1992年）。

17 趙力光『中国古代瓦当図典』文物出版社、1998年、p.760。

18 統一新羅には韓国で「望瓦」と称され、鳥衾瓦としての使用が推定されている特殊な瓦があり、その

なかには瓦当部が楕円形をなす事例がある。第12図は、この類の瓦である可能性も残る。

19 高句麗の事例については、瓦当面が半楕円形であることや、大型品が存在し、平瓦部が取り付く可能

性があるなど、ほかの事例と比べやや異なる点が多い。これは、ほかの事例より時期がやや古くなる

可能性があることとも関わるかもしれない。

20 井内 功「古代の隅宇瓦について－いわゆる法隆寺遺品を中心として－」（前掲註6）、p.118。

21 井内 潔「高句麗の半瓦当屋瓦」（前掲註8）、pp.270－272。井内 功『朝鮮瓦磚図譜Ⅶ 総説』（前掲

註4）、p.65。

22 金誠龜が感恩寺の報告書（金誠龜『感恩寺発掘調査報告書』国立慶州文化財研究所、慶州市、1997

年）において、この説を支持したことを紹介している。高正龍「新羅古瓦についての覚書」（前掲註

2）。しかし金誠龜は註31に示すように、のちに自説を一部修正したものと考えられる。

23 高正龍「新羅古瓦についての覚書」（前掲註2）、井内 功『朝鮮瓦磚図譜Ⅶ 総説』（前掲註4）。

24 清水信行「渤海上京龍泉府出土の平瓦・丸瓦」田村晃一編『東アジアの都城と渤海』東洋文庫論叢第

64、財団法人東洋文庫前近代中国研究班、2005年。

25 藤島亥治郎「朝鮮の出土古瓦に就いて」『綜合古瓦研究 夢殿』第18冊、1938年。なお、藤島亥治郎

の原文は以下の通り。「瓦の葺き筋と茅負の軸線とは軒隅に行くに従ひ漸次直角から斜角度を増して

行く。したがって、瓦当は当然斜に置かれねばならないが一般には普通の軒瓦を以て葺いてしまふ。

所が、新羅時代においては特に軒先の瓦当面を軒隅に到る迄揃へるが為に故意に此の工夫に出たもの

であらうと思ふ。」（p.60）。

26 国立慶州文化財研究所『芬皇寺発掘調査報告書Ⅱ』学術研究叢書92、2015年。

27 原田淑人・駒井和愛ほか『東京城 渤海国上京龍泉府址の発掘調査』（前掲註7）、p.46・48。

28 東方考古学会の報告書には、藤島亥治郎の論文が参考文献として挙げられていないため確定はしがた

いのであるが、刊行年が極めて近いことからみて、原田淑人や駒井和愛が藤島の説を踏えて記載した

可能性も考えられる。

29 清水信行「渤海上京龍泉府跡の瓦再考」『扶桑』田村晃一先生喜寿記念論文集（青山考古第25・26号

合併号）、青山考古学会田村晃一先生喜寿記念論文集刊行会、2009年、p.413。

30 高正龍「新羅古瓦についての覚書」（前掲註2）。

31 井内 潔「高句麗の半瓦当屋瓦」（前掲註8）。なお。金誠龜は統一新羅の斜方向軒丸瓦を掛瓦、また

は屋根の隅付近の地垂木用の垂木先瓦とし、高句麗の斜方向半瓦当軒瓦もこれと類似する場所で使用

された可能性を示した（金誠龜「新羅기와의 成立과 그 変遷」『新羅瓦磚』国立慶州博物館、2000年、

p.431、金誠亀「瓦の種類と使用位置」森 郁夫・金誠亀『日韓の瓦』帝塚山大学出版会、2008年、p.

138）。詳しい説明を欠くものの、前者は掛瓦説であり、井内潔の説を支持したものと考えられる。後
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者は、屋根の隅付近で放射状に配される扇垂木の先に、垂木先瓦の瓦当面を揃えて並べるための工夫

と解することができ、軒隅付近軒瓦説とも一部通じるところを感じさせる。ただし後者の場合、斜方

向軒平瓦の葺き方については説明がつかないことになる。

32 日本民藝館学芸員の白土慎太郎氏のご教示による。

33 前章で検討したように、斜方向軒瓦が高句麗から他地域にひろがったとすれば、後漢に存在した特殊

な屋根の葺き方が遼東地域や楽浪郡、帯方郡などを経て高句麗に伝えられ、その葺き方に特化した特

殊な瓦が製作されたと想定することも可能であろう。

34 濱田耕作・梅原末治『新羅古瓦の研究』京都帝国大学文学部考古学研究報告第13冊、刀江書院、1934

年、p.23。

35 井内 潔「高句麗の半瓦当屋瓦」（前掲註8）、p.269。高正龍「新羅古瓦についての覚書」（前掲註2）、

p.61。

36 梅原末治らの説を文字通り読み、降棟自体の「側端」の意と取れば、井内功や高正龍の想定通り、降

棟の熨斗瓦の上に積まれた棟込瓦のようなものを指すことになる。しかし、通常、棟込瓦には瓦当部

が楕円形をなすものや、瓦当裏面の舌（丸瓦部）の主軸に対して斜位に付くものが見当たらず、斜方

向軒丸瓦の特徴との共通点はほとんど認められないため、なぜ梅原末治らがこれを棟込瓦のようなも

のと考えたのか、理解に苦しむことになる。そこで、この表記を文字通り読むのではなく、降棟付近

の屋根の側端の意と取ることが許されれば、降棟は切妻造りないし入母屋造りの屋根の破風の上、螻

羽付近に位置するので、その側端に葺かれた掛瓦を指したと解する余地も残される。梅原末治らの真

意をこれ以上追求することはできないが、一つの可能性として提示しておきたい。

挿図出典

第1図：図は、岩戸晶子実測の図に国立慶州文化財研究所『慶州東宮과 月池Ⅱ』学術研究叢書87、2014

年所収の図を一部合成し、筆者製図。写真は清野陽一撮影。拓本は同書から転載。

第2図：註26文献より一部改変し転載。

第3図：井内古文化研究室『朝鮮瓦磚図譜Ⅴ 新羅3』、1977年より転載。

第4図：註7の原田淑人・駒井和愛ほか1939年文献より転載。

第5図：註7の黒竜江省文物考古研究所2009年文献より転載。

第6図：註7の吉林省文物考古研究所・延辺朝鮮族自治州文化局・延辺朝鮮族自治州博物館・和龍市博物

館2007年文献より転載。

第7図：第6図と同じ。

第8図：図・拓本は井内古文化研究室『朝鮮瓦磚百粋』、1993年より転載、写真は井内 功『朝鮮瓦磚図譜

Ⅱ 高句麗』井内古文化研究室、1976年より転載。

第9図：註11の梅原末治1966年文献より転載。

第10図：註15文献より転載。

第11図：法隆寺昭和資材帳編集委員会『法隆寺の至宝 瓦』－昭和資材帳－第15巻、株式会社小学館、

1992年から転載。

第12図：註17文献より転載。

第13図：奈良文化財研究所都城発掘調査部遺構研究室撮影。

第14図：栗山雅夫撮影。
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사선방향 막새의 기초적 연구

清野 孝之（세이노 다카유키）

요 지지 본고에서는 동아시아의 몇 지역에 분포하는 와당 부분이 수·암키와부에 사위

（斜位）로 접합하는 막새[본고에서는‘사선방향 막새（斜方向軒瓦）’라 표기]에 대한 분석

을 실시하였다. 우선 각 지역의 사례에 대해서 형태, 문양 등 특징을 명확하게 살펴보고,

분포 양상을 검토하였다. 사선방향 막새는 통일신라시대 경주 지역에서 수막새의 출토 사

례가 상당수 알려져 있다. 그리고 발해, 고구려, 위구르, 일본에도 유사 사례가 있으며, 당

나라에도 존재하였을 가능성이 있다. 이 중에 일본 사례는 시기가 상당히 내려가서 형태나

문양 유무도 달라서 계보가 다를 것으로 생각된다. 그 이외의 사례에 대해서는 6∼8세기

동아시아의 도성, 궁전 등에서 출토되고 있으며, 어떠한 상관관계를 추정할 수 있다는 점

을 지적하였다.

다음으로 사선방향 막새의 사용방법은 지금까지 지적된 세가지 설을 소개하면서 검토하

였다. ①다니가와라설（谷瓦説）은 일본의 다니가와라（谷瓦）를 참고하여, 지붕의 골 모퉁

이 부위 안쪽으로 들어간 부분에 와당면을 향하게 하여 이었다는 설이다. ②처마 모서리

부근 막새설（軒隅付近軒瓦説）은 처마 휨 현상이 강한 지붕의 처마 모서리 부근에 사용되

었다는 설이다. ③너새설（掛瓦説）은 중국 후한시대의 건축명기（建築明器）의 지붕 표현을

참고로 한 설이다. 박공 위 날개 부분에 지붕 경사에 맞게 비스듬히 이는 너세（掛瓦）라고

해석한 것이다. 본고에서는 ③너새설（掛瓦説）의 개연성이 가장 높다고 여겨지나, 이들 설

은 모두 장단점이 있기 때문에 좋은 자료를 계속해서 분석하면서 앞으로도 지속적인 검토

가 필요하다.

주제어 :: 사선방향 막새（斜方向軒瓦）, 통일신라,발해,고구려,위구르,사용방법,건축명기
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Elementary Study of Diagonal Roof-end Tiles

Takayuki Seino

Abstracts: This paper examines the distribution and usage of “diagonal roof-end tiles” across

several areas of East Asia. First, I investigate the distribution of specific forms and decorations of

roof-end tiles with examples from: Korea—covering the Gyeongju area of the Unified Silla,

Balhae (Bohai) and, Goguryeo (Gaogouli); China—including Uighur and potential Tang dynasty

examples; and, Japan—excavated from later period city and palace sites of the 6th to 8th

centuries.

Second, I examine the usage of roof-end tiles within the context of previous hypotheses: (1) The

valley-tile theory states that the roof was pitched with tiles facing the valley gutters at the

entrance corner of the roof, a reference to Japanese valley-tiles; (2) The eave-corner-tile theory

states that these tiles were used near the eave-corner of a roof with strong eave warping; and, (3)

The hanged-tile theory states that the roof was reroofed at an angle to the slope of the roof,

referring to models of miniature offering buildings from Later Han Dynasty China. While each

theory has its own positive and negative points, the hanging tile theory (3) is considered here to

be most probable. However, further research and analysis is acknowledged.

Keywords: Diagonal Roof-end tiles, Unified Silla, Balhae (Bohai), Goguryeo (Gaogouli), Uighur,

Usage, Offering Miniature Buildings
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古代日韓の都城以外の地域における初期瓦の検討
－朝鮮半島の中原地域と日本の九州地域を中心に－

文 玉 賢・李 仁 淑・張 誠 允・閔 庚 仙・崔 文 禎

Ⅰ．はじめに

Ⅱ．古代日韓における都城の瓦

Ⅲ．朝鮮半島中原地域における出土瓦の現状とその製作技法

Ⅳ．九州地域出土瓦の現状とその製作技法

Ⅴ．おわりに

要 旨 本稿では朝鮮半島と日本の都城以外の地域である中原地域と九州地域を中心に、6世紀から7

世紀の瓦製作を観察し、その製作的特徴について検討した。中原地域の瓦は、高句麗や百済、新羅の製作

的特徴を有する平瓦が確認でき、都城地域と類似するものや、異なる技法で製作された軒丸瓦とが混在し

ている。地域や時期によって、多様な瓦が生産され供給されていた様相は、三国の激しい競争と領土拡大

の結果と認識できる。これらには、遺跡を占有した三国の瓦製作と需要・供給方式、在地的伝統などが複

合的に影響を及ぼしたであろう。中原地域を中心として都城の主だった情報を受容しつつ、独自の方法で

瓦を製作・供給した生産グループの存在を推測することができる。

一方、百済から完成した形で造瓦技術が導入され、定型的に発展した近畿地域の瓦磚文化と異なり、九

州地域は様々な方法を駆使して瓦を製作していた。九州地域の瓦作りに現れる多様な様相は、最近朝鮮半

島内の遺跡で出土する瓦でも確認される事例が増加する傾向にある。九州地域の瓦は土器製作技術をもと

に、当初は須恵器窯で生産されており、今後、朝鮮半島内の都城など各地域との関連性を具体的に検討す

る必要がある。

日韓におけるこれまでの瓦研究は、都城を中心に製作技法と需給関係、展開過程に関する検討が主流を

占めてきた。都城以外の地域で多様な方式で製作された瓦が出土する現状において、中原地域と九州地域

に限って瓦製作の一端を検討したが、今後、資料のさらなる蓄積と精密な分析を進めていけば、古代瓦の

地域的特性やその展開過程をより総体的に把握することができると考えられる。

キーワード 都城 中原地域 九州地域 瓦 造瓦技術

文：国立江華文化財研究所
李：国立海洋文化財研究所
張：文化財保存科学センター
閔：国立加耶文化財研究所
崔：国立慶州文化財研究所
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Ⅰ．はじめに

瓦はその使用が始まった三国時代以降、その形状や使われ方にほとんど変化がみられな

い状態で現在まで製作・使用されてきた遺物である。韓国における初期瓦研究は文様があ

る軒丸瓦の分類と編年の設定に重点が置かれてきたが、現在は単純な編年資料を超えて、

その時代の社会像を類推するための手段として研究の重要性および範囲が次第に拡大して

いる。製作技術と製作集団の復元だけでなく、その時代の生産と流通体系の究明のために

瓦は非常に重要な研究対象として認識されているのである。

朝鮮半島において瓦は三国時代初期から百済と高句麗でその製作が始まり、6世紀には

新羅と日本などにも製作技術が波及したと理解されている。また、三国の争いや競争が激

化するなか、都以外の地域でも主要な行政機関や寺院、官衙施設を中心に瓦の需要と供給

が増加したと考えられている。最近、都以外の地域で三国時代の瓦が多量に確認されるよ

うになったことで、都城とは区別される都城以外の地域の瓦製作における特性と需給のあ

り方を把握するための検討が進められるようになった。三国が国境を接する中原地域の場

合、三国で確認される瓦製作の特性とともに在地的な特徴も確認されるため、都城のある

地域（以下、「都城地域」と呼称）と異なる形態の瓦の製作と供給がおこなわれた可能性

がうかがえる。一方、日本においても都城地域である近畿地域とは区別される九州地域の

初期瓦の製作的特徴やその体系を分析した成果が多数蓄積されているのが現状である。

本稿は、朝鮮半島と日本における都城以外の地域である中原地域と九州地域を中心に、

6～7世紀の瓦製作のあり方を探り、都城とは異なる製作的特徴の推定を試みるものであ

る。これを通じて各国の都城以外の地域に現れる瓦製作の現況と関連性を検討し、両国間

における瓦磚文化の形成と展開過程の一端について推定することとする。

Ⅱ．古代日韓における都城の瓦

1．韓国
（1）高句麗

高句麗は地理的に中国と国境を接するため、中国との頻繁な接触によって三国のうち

もっとも早く瓦を使用したと考えられている。高句麗の瓦は、集安国内城で出土した「太

寧四年」銘軒丸瓦によって少なくとも4世紀以前には製作されていたと推定されている。

高句麗の瓦は平瓦とともに雲文や蓮華文、宝相華文、忍冬文、鬼面文などからなる多彩な

様式の軒丸瓦、平瓦先端部に指先を押し付けて文様を付けた指頭文瓦などが使われた。

瓦製作時の瓦筒には模骨瓦桶と円筒形瓦桶の両方が使われていたことが知られている。

中国と北朝鮮地域で出土した瓦の全容を把握するのは難しいが、少なくとも漢江以北の高
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句麗遺跡で出土した平瓦は模骨瓦桶の使用頻度がより高いとみられる。模骨は2～6cm

の幅のものが大多数を占めており、模骨を連結する横方向の紐痕跡が確認されるものは多

くはない。素地は粘土板と粘土紐の両方が使われている。分割時には乾燥する前に側面を

複数回にわたって切り取るため、分割界点の痕跡が確認されることは少ない。平瓦の叩き

文様は主に縄目、格子目、線文、鋸歯文などで、7cm以内の叩き板を使用していたよう

である。また、瓦の側面の角部分を三角形に切り取り、屋根に据えた際に瓦と瓦ができる

だけ間隙なく配置できるよう、あらかじめ面取りを施していることが特徴的である。

国内城の時期に初めて使用された高句麗の初期軒丸瓦は、主に雲文と蓮華文が施文され

たものが製作された。雲文は春秋戦国時代の東周から登場し、秦・漢時代を経て非常に盛

行した文様である。高句麗の雲文軒丸瓦は集安国内城と麻線墓区の西大墓、千秋墓などか

ら確認されているが、瓦当面を線で4分割または8分割して雲文を配置するもの、年号や

干支などの文字が記されているものもある。蓮華文軒丸瓦は6分割または8分割して蓮弁

を配置し、蓮弁と中房は立体感が顕著で、蓮弁端部が尖ることが特徴である。

高句麗の軒丸瓦は平壌城期に至って多様化するが、これは高句麗が平壌への遷都を計画

し、新しい都城を準備する過程で進んだ変化であったと推定される。この時期、雲文軒丸

瓦はみられなくなり、4分割または6分割から8分割して蓮弁を配置した蓮華文軒丸瓦が

多く製作され、そのほかにも唐草文、宝相華文、忍冬文、鬼面文のような多彩な文様で装

飾された。蓮華文はそれまで使用されていた単弁様式以外にも細弁と複弁、重弁など多く

の様式が採用され、蓮華文に鬼面文と忍冬文を組み合わせて配置した複合文も使用された。

また、半瓦当軒丸瓦、鬼瓦、鳥衾瓦などの道具瓦が新たに製作されたりもした。高句麗の

軒丸瓦は瓦当裏面の丸瓦との接合部を放射状に切り欠いた後、丸瓦を接合して製作するが、

切断した丸瓦を裏面に接合するほか、切断していない円筒状の丸瓦をそのまま接合した後

に丸瓦の体部以外を切断して製作するものが多い。一方、無文の平瓦先端部に指頭文を施

した瓦は中国の影響を受けたものと推定される。その性格はあきらかではないものの、軒

先の装飾用として使用された可能性があるようだ。

高句麗の瓦は国内城の時期には主に灰色調の焼成であったが、平壌遷都を起点として大

部分の瓦が赤色に変化する特徴が見受けられる。

（2）百済

百済は都を熊津から泗沘に移して以降、百済在地の伝統とともに外来技術と文化的要素

が融合した産物として発展を遂げる瓦磚文化を開花させた。百済泗沘期の平瓦は模骨瓦桶

の採用が盛行した。模骨瓦桶を利用した瓦製作の伝統は百済漢城期から存在したもので、

中国との交流を通じて流入したものと推定される。模骨瓦桶は模骨連結痕があるものとな

いものがあり、模骨の幅は4cm前後が大部分を占め、広いもので6～7cmのものもあ
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る。模骨瓦桶は一般的に平瓦に使用されるが、益山王宮里遺跡、弥勒寺、信洞里遺跡出土

の行基式丸瓦に模骨瓦桶が使用された痕跡が確認された事例もある1。

瓦製作時、材料土を加工した素地は粘土紐と粘土板に区分され、熊津期以降では粘土板

の使用が急激に増加する。粘土板の素地は陵山里廃寺など泗沘地域だけでなく、益山弥勒

寺などでも多数を占めることから、大部分が粘土板で製作されるなかで粘土紐によるもの

が少数併存していたと理解される。

叩き板は多くが短板で、叩き痕は縦方向の弧状の曲線をなす。叩き板は線文が圧倒的に

多く、格子文、縄文も少量確認される。弥勒寺では簡略化した形態の複合文が叩き調整さ

れた瓦も存在する。叩き板の長さはおおよそ7cm前後に復元されるが、陵山里廃寺出土

品のなかには中板叩きに分類しうるほどの大きさの単位文様が、長板叩きの技法のように

施文されたものも見受けられる。

瓦桶から分離した粘土円筒を一つずつ分割する方法として、目印を基準として中から外

に向かって切断線を引き、それによって分割する方法が多く採用された。しかし、刻印瓦

と軒丸瓦は分割後に側面を整えるためのケズリ調整をくわえる技法を用いることもあった。

このような分割方式の違いは、前者が「乾燥→分割」の順であった一方、後者が「分割→

乾燥」の順で製作されていたためで、製作手順の差ひいては技術系統の差異を反映する属

性である可能性もあり、注目される2。

一方で、瓦生産に現れる硬度と色調は焼成上の温度と還元方法が大きく影響を及ぼす。

また、窯内での瓦の積み方や焼成位置といった要因によって、意図せず差異が現れること

もありうる。しかし、瓦の色調を変えるために焼成過程で意図的に手を加えた可能性もあ

る。例は多くないが、表面を黒くなるように浸炭させた瓦が官北里遺跡や王宮里遺跡、弥

勒寺などで報告されたことがある。弥勒寺出土軒丸瓦のように、赤色顔料で彩色した痕跡

がある瓦が製作された点を勘案すると、瓦に装飾効果をくわえるべく意図的に焼成過程で

人為的なひと手間を加えた可能性は排除できないと思われる。

一方、丸瓦に接合する軒丸瓦は蓮華文、巴文、無文が知られている。そのなかでもっと

も数が多い蓮華文軒丸瓦は、瓦当面に施文された蓮弁の形態によって大きく7種の文様類

型に分類されるのが一般的である。個別の文様類型には、蓮弁の大きさと表現方式、中房

の突帯の有無、蓮子の個数、間弁の表現方式など多様な形態の瓦笵が製作され、使用され

ていた。しかし、同一の文様類型の軒丸瓦であるにもかかわらず、個別の瓦笵によって作

られた軒丸瓦は多様な製作技法を採用しており、軒丸瓦の文様系統が必ずしも軒丸瓦の製

作工房および製作集団を示しているとは考えられない状況である。例えば、大通寺式と呼

ばれる弁端円形突起型軒丸瓦の場合、中国の南朝および日本の飛鳥時代の星組集団と関連

した造瓦系統の指標とみる見解が一般的であるが、実際に南朝ならびに飛鳥時代の星組の
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技術要素として知られる回転成形および丸瓦の「片ほぞ接合技法」を採用した瓦笵は、金

徳里窯址出土品など数例に過ぎない。もちろん、同じ文様類型ながら異なる瓦笵を用いて

製作された軒丸瓦のなかには、同一の製作技法を採用した事例もある。龍井里廃寺などで

出土した弁端尖形の軒丸瓦がその一例だが、これらの文様類型は出土例が多くないため、

生産主体が制限されていた可能性も推定することができよう3。同一の文様類型の軒丸瓦

が多様な瓦笵、そして様々な技法によって製作された状況は、複数の工房において図案を

共有し、需要に沿って瓦を製作するシステムが備わっていた可能性が高いと理解される。

泗沘都城を構成する多くの寺院や官衙などを建立し、それを維持・補修するためには文様

および規格に統一性を持たせた瓦を短期間で調達できる環境が備わっていなければならな

かったと推定されるからである。

（3）新羅

瓦の製作技術が新羅にいつ導入されたかは明確にわかっていない。しかし、6世紀中葉

に興輪寺と皇龍寺が創建されたという事実をもとにすると、遅くとも6世紀には新羅瓦が

出現したと考えられてきた。また、新羅の蓮華文軒丸瓦の弁端形態を概観して、初期新羅

瓦はそれぞれ百済と高句麗瓦の影響を受けたといわれてきた。ところが、もっとも早い時

期の製作だと推定される新羅瓦が慶州勿川里遺跡の発掘調査で姿を現した。この瓦がすな

わち無瓦桶の平瓦と弁端点珠式の蓮華文軒丸瓦なのである。

勿川里遺跡44号竪穴では無瓦桶平瓦が集線鋸歯文を施文した長頸壺と共伴し、51号竪穴

では無瓦桶平瓦と弁端点珠式の蓮華文軒丸瓦が、ヘラ描集線鋸歯文とコンパス半円点文が

施文された蓋、小型化した脚部をもつ台付椀とともに出土している。5世紀後半から6世

紀前半と推定されるこの土器から、新羅瓦の出現時期は遅くとも6世紀前半、5世紀後葉

まで遡及しうると考えらえる。

近年、このような初期瓦が新羅王宮である月城遺跡の発掘調査で相次いであきらかに

なっている。特に月城西辺のA地区では弁端点珠式の蓮華文軒丸瓦4点をはじめとして、

1000点を超える無瓦桶瓦が出土した。このほかにも、月城A地区では国内で出土例のな

い新しい形態の瓦も出土した。

まず、粘土紐を巻いて作った平瓦の側面に、瓦当のように粘土板を接合して作った瓦で

ある。平瓦の側面と瓦当状の板が直角に接合されていて、瓦当状の端部にはナデ痕あるい

はユビオサエがある。平瓦内面には粘土紐の痕跡と横方向のナデ調整の痕跡が観察される。

全体的な形態は軒平瓦と似ているが、平瓦側面に粘土板が接合されているため典型的な軒

平瓦とは異なる。さらに平瓦の横断面が一般的な平瓦よりもさらに扁平で、長さが15㎝以

上残存する場合には縦断面形が「Ｓ」字状に折れ曲がる。

次に、土器口縁部形の軒平瓦とともに三国時代の平瓦として挙げられている有段式平瓦

古代日韓の都城以外の地域における初期瓦の検討

223333

2021.03.09 14.38.33 Page 247 ／【Ｋ：】Ｓｅｒｖｅｒ／ｖｅｒ７県外・県内／２６６７４１日韓文化財論集Ⅳ／本文／文・李・張・閔・崔　　　ｐ２２９－２５２



の存在である。平瓦下端部内側を「Ｌ」字形に切り欠き、端部が玉縁式丸瓦のようにみえ

るようにしたものである。月城Ａ地区で出土した有段式軒平瓦は内面に布痕のみがあり、

模骨痕跡はなく、円筒形瓦桶で製作したと考えられる。瓦の外面には線文も確認されるが、

叩き板は短板である。これに似た種類の瓦が慶州の皇龍寺、多慶瓦窯址、安康六通里瓦窯

址をはじめとし、扶余旧衙里の伝天王寺でも出土している。皇龍寺と伝天王寺では平瓦内

面に模骨瓦桶を使用した痕跡が確認される。

月城の発掘調査では大量の新羅瓦が出土しており、新しい形態も確認されている。それ

にもかかわらず、これらの瓦がA地区最終廃棄層から一括で出土しており、具体的な年

代を論じるのは難しい状況である。今後の月城の発掘調査の成果に期待することとして、

ここでは新羅瓦を平瓦と軒丸瓦とに分けてその様相をそれぞれ観察したところ、次のよう

なことがわかった。

先に述べたように、新羅瓦のなかには百済漢城期瓦の製作技法の一種である無瓦桶で製

作された瓦が5世紀後葉まで遡る土器とともに出土した例がある。この瓦の形態が定型化

に至らず不定形である点から、遅くとも6世紀前葉には新羅で瓦が製作されていたとみて

いる。慶州では競馬場予定敷地Ｃ－1地区、蓀谷洞・勿川里遺跡、仁旺洞556・566番地遺

跡などにおいて無瓦桶で製作された瓦が出土している。この瓦は瓦桶なしに粘土紐を丸く

巻き上げていった後、外面を丁寧に横方向にナデ調整し、少数ではあるが短板で叩きを施

す場合もある。無瓦桶で製作した丸瓦には百済の軒丸瓦と類似した円形突起式の軒丸瓦当

が接合することもある。競馬場予定敷地Ｃ－1地区では、無瓦桶で製作された平瓦、玉縁

式丸瓦、円形突起式蓮華文軒丸瓦、土器口縁部形態の初期軒平瓦が共伴している。

模骨瓦桶で製作された瓦は慶州地域において少量確認される。6世紀前・中葉に比定さ

れる蓀谷洞・勿川里遺跡28号・29号土器窯の焼成室上面で、模骨瓦桶の瓦が土器の支柱と

して使用されており、皇龍寺回廊外郭からは模骨瓦桶の瓦が大量に出土した。これらから

して、遅くても6世紀中葉頃には模骨瓦桶で製作された瓦が使用されていたことが推定さ

れる。慶州地域で確認された模骨瓦桶の瓦の大部分には粘土板の素地が使われており、線

文・格子文・縄文の短板叩き板で叩き調整が施されている。模骨瓦桶で製作された平瓦に

は円筒形瓦桶で製作された玉縁式丸瓦が共伴するが、模骨瓦桶の瓦の出土例がそれほどな

く、まだその全体像を理解するのは難しい状況である。

円筒形瓦桶で製作された平瓦には粘土板の素地が使われ、格子文・線文が刻まれた叩き

板で叩き調整されている。新羅の平瓦はほとんどが円筒形瓦桶で製作されているので、遅

くとも7世紀前葉には円筒形瓦桶による製作法が主流とされていた。特に、円筒形瓦桶で

製作された平瓦は慶州地域の横穴式石室墳の屍床、頭枕、足座として使われることもある。

横穴式石室墳の特性上、追葬という要素があるため、遺物埋納時期の同時性を確保するこ
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とはできないが、ある程度の時期は推定が可能である。慶州芳内里36号・40号横穴式石室

墳では、6世紀末から7世紀前葉に編年される土器が円筒形瓦桶の平瓦と共伴している。

以上の3系統の平瓦と製作法が6世紀前葉以前から7世紀初めまで、やや時間幅を持ち

つつ新羅で使用されていたことが推定される。崔英姫4によれば、それぞれの平瓦の製作

法は単一主体が受容し、一つの製作技法が登場すると、ほかの製作技法が消滅するのでは

なく、7世紀前葉以降まで一定期間併存していた可能性が高いという。これは仁旺洞

556・566番地遺跡において、3種類の技法で製作された平瓦が一つの建物遺構から共伴し

たことからも傍証される。この3種類の平瓦の製作技術が単純な技術の差異なのか、工人

あるいは工房の差異によるものなのかは確認することはできない。しかし7世紀以降、円

筒形瓦桶の製作法に一変する理由は、新羅において王京造営事業による瓦の需要に応える

ため、より効率的で大量生産が可能な製作法が必要であったためであろう。それによって

ほかの瓦の製作方法は徐々に消滅していったと推定することができる。

雁鴨池で出土した「儀鳳四年皆土」銘平瓦と蘿井で出土した「儀鳳四年皆土」銘平瓦を

みると、679年には円筒形瓦桶の使用で一元化され、叩き板は変わらずに短板のものが主

に使われていたことがわかる。この後、叩き板が長いものへ変化していくと考えられる。

一方、新羅の軒丸瓦研究の争点は軒丸瓦の導入時期と系統に関する問題である。前述し

たように、新羅の初期の軒丸瓦は6世紀前後に登場し、百済・高句麗の軒丸瓦文様の影響

を受けたものであったとみられる。導入初期における軒丸瓦の文様は単弁蓮華文で、新羅

が統一されるまでの約200年間、代表的な文様として使用された。単弁蓮華文軒丸瓦とし

ては蓮弁内に装飾がまったくなく、蓮弁幅が広い広弁系の「百済系」軒丸瓦と、蓮弁幅が

狭く、弁端が尖る狭弁系の「高句麗系」軒丸瓦がある。百済系軒丸瓦は競馬場予定敷地Ｃ

－1地区、仁旺洞556・566番地遺跡、花谷里遺跡、六通里瓦窯址、月城垓子などで出土し

た。高句麗系軒丸瓦は蘿井、月城垓子、皇龍寺、芬皇寺で出土したが、百済系軒丸瓦に比

して出土量は少ない。この二つの文様の差は技術系統の差異としてこれまで言及されてき

たが、最近の研究では高句麗系軒丸瓦の代表的な接合技法と考えられた丸瓦被覆接合法が、

高句麗ではなく百済漢城期の瓦から使われ始めたことがあきらかになった。むしろ、高句

麗では軒丸瓦の瓦当裏面に丸瓦を直接接合するが、接合を強固なものとするために瓦当裏

面や下端部に陰刻線を刻んだり、櫛歯状工具でかきやぶりを施す方法が使用されていたと

いう。新羅出土の高句麗系軒丸瓦は、文様的モチーフとしては高句麗平壌出土品と類似し、

技術系統は百済と一致するため、高句麗から新羅への直接的な製瓦技術の伝播は想定しに

くい。百済系の円形突起式軒丸瓦は、大部分が無瓦桶で製作された丸瓦を接合する。百済

系軒丸瓦の文様は百済熊津期の大通寺式軒丸瓦と類似するが、接合技法は百済漢城期に使

用された円筒接合後分割技法である。一方、慶州六通里瓦窯址で出土した円形突起式軒丸
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瓦の接合技法が丸瓦被覆接合法であることは、公州艇止山遺跡、扶余旧衙里遺跡出土の大

通寺式軒丸瓦と類似する。この百済系軒丸瓦の文様および技術系統は百済熊津期に用いら

れたもので、大通寺式軒丸瓦が成立した6世紀前・中葉に相当すると考えられる。

6世紀後半から7世紀前半頃になると、百済系と高句麗系軒丸瓦の融合型と思われる新

羅系軒丸瓦が登場する。新羅系軒丸瓦は六弁から八弁の蓮弁内に稜線や稜角が付される形

態をとり、慶州の花川里遺跡、皇龍寺、興輪寺、霊廟寺、芬皇寺、月城垓子などの王京各

地において大量に出土する。この軒丸瓦は大部分が丸瓦被覆接合法で製作されている。こ

の技法こそ、百済系軒丸瓦に適用された円筒接合後分割法より効率的な製作技法として、

瓦需要が増した当時の瓦生産体系にふさわしいものであったはずである。

百済泗沘期に流行した三角突起式蓮華文軒丸瓦と文様、接合技法、裏面の調整方法が類

似した単弁蓮華文軒丸瓦が芬皇寺と慶州工業高等学校敷地で出土している。この軒丸瓦は

丸瓦加工接合法と瓦当裏面の回転調整痕が特徴的であるが、このような百済系軒丸瓦の登

場について、崔英姫は百済の工人が直接新羅に移動し、造瓦技術を伝えたと推定した。百

済で三角突起式軒丸瓦が6世紀後半に製作されていることから、この時期以後を丸瓦加工

接合方法の上限として設定することが可能である。丸瓦被覆接合法が主に統一新羅時代以

前に使用されているとすれば、丸瓦加工接合法は7世紀以降に積極的に用いられ、統一新

羅時代まで持続したとみられる。

7世紀には複弁蓮華文軒丸瓦の周縁部内側に圏線で画された連珠文帯がめぐる蓮華文軒

丸瓦も登場する。また、蓮弁内に子葉が施文された軒丸瓦も製作され、統一新羅時代に華

麗に展開する軒丸瓦文化の過渡期的様相をみせてくれる。統一新羅時代以前の軒平瓦とし

ては、競馬場予定敷地Ｃ－1地区、月城垓子などで出土した土器口縁部形態の資料が挙げ

られる。しかし、本格的な軒平瓦は統一新羅時代以降に登場し、様々な文様が多様に出現

し発展する。

2．日本・近畿地方5

百済は588年、大和政権の要請によって瓦博士をはじめとした工人たちを日本に派遣し

た。瓦博士の派遣は日本の寺院建築に瓦を初めて使用する契機となり、社会的には須恵器

を作る土器工人を瓦工人に変貌させるという窯業生産工程の分化を促進させた。これによ

って、百済でもっとも流行した円形突起式および三角突起式の蓮華文軒丸瓦の文様が日本

の軒丸瓦製作に大きな影響を及ぼすようになったのである6。

日本ではこの二つの軒丸瓦文様をそれぞれ星組・花組という造瓦集団に区分しており、

飛鳥寺7では2系統の瓦双方が確認されている。この2系統の造瓦集団は軒丸瓦文様、平

瓦の製作技術において差異をみせる。飛鳥寺で始まった造瓦技術は近畿地域の多くの寺院

建築に波及していく。
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既に日本の研究者は、主に軒丸瓦の文様と製作技法に注目し、7世紀以降の造瓦集団の

展開について研究してきた。これに対して、崔英姫は平瓦の製作技法に着目し、造瓦集団

の展開について検討した8。飛鳥寺における二つの造瓦集団の特徴を整理し、さらに近畿

地域の7世紀代における生産遺跡と消費遺跡で出土した平瓦を分析したのである。そして、

花組と関連する生産遺跡を隼上がり窯跡、星組と関連する生産遺跡を平野山瓦窯跡に比定

した。

飛鳥寺で現れる星組の特徴は、弁端円形突起型の蓮華文軒丸瓦に玉縁式丸瓦を接合させ

る点、灰色あるいは黄灰色を帯びる同一の色調を示す平瓦は内面に模骨連結痕跡が観察で

きる点などが挙げられる。花組の特徴は、弁端三角突起型の蓮華文軒丸瓦に行基式丸瓦を

接合させる点、色調は赤色を帯び、同じ色調の平瓦は内面に模骨連結痕跡が観察されない

点などが挙げられる。

7世紀前半の瓦窯跡と寺院で出土した瓦を分析した結果、軒丸瓦の文様は二つの系統が

混在しているものの、平瓦の製作技法においては一つの系統が確認される傾向が強い。こ

れにより、造瓦集団を区分する要素は軒丸瓦の文様より平瓦の製作技法のほうが適切であ

ると考えるに至った。

しかし、7世紀第2四半期に至ると、平瓦の製作方式が隼上がり窯系統の技術要素とし

て定型化され、花組・星組に代表される造瓦集団の区分は意味を失う。軒丸瓦の文様にお

第3図 平野山瓦窯跡出土瓦

第2図 飛鳥寺出土花組の瓦第1図 飛鳥寺出土星組の瓦

古代日韓の都城以外の地域における初期瓦の検討

223377

2021.03.09 14.38.33 Page 251 ／【Ｋ：】Ｓｅｒｖｅｒ／ｖｅｒ７県外・県内／２６６７４１日韓文化財論集Ⅳ／本文／文・李・張・閔・崔　　　ｐ２２９－２５２



いては造瓦技術の転換点であり、日本の造瓦体制の定着および拡散の出発点を示す代表的

な遺物として、7世紀中葉の山田寺式軒丸瓦が言及されてきたが、崔英姫はこれより少し

早い時期の奧山久米寺式の軒丸瓦をその代表遺物として挙げている9。

Ⅲ．朝鮮半島中原地域における出土瓦の現状と生産の特徴

1．中原地域の出土瓦の現状
中原は忠清北道忠州を中心とする南漢江流域、または朝鮮半島中部の内陸地域を指し、

新羅九州五小京の一つである中原小京が起源となったと知られている。中原地域は歴史上、

政治、社会、文化的中心地となったことはないが、朝鮮半島の東西と南北を結ぶ地政学的

な要所として、古代から現代まで重要な拠点と認識されてきた。特に三国時代には、領土

拡大と統一をなすための前哨基地として三国の激しい争いの場となった。

中原地域で三国時代に編年される瓦が出土した遺跡としては、報恩三年山城、清州父母

山城、清原謳羅山城と壌城山城、陰城望夷山城、丹陽温達山城、忠州南山城と薔薇山城、

大林山城、塔坪里遺跡、堤川長楽寺などがある。本稿では平瓦と軒丸瓦が共伴し、造瓦技

術の特徴を比較的詳細に把握することができる報恩三年山城、清州父母山城、忠州塔坪里

遺跡、堤川長楽寺の瓦の現況と特徴を詳しくみていきたい。

第4図 隼上り瓦窯跡出土軒丸瓦

第5図 隼上り瓦窯跡出土平瓦
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（1）報恩三年山城出土瓦

報恩三年山城は『三国史記』によると、新羅の慈悲麻立干13年（470）に最初に築造さ

れた後、炤智麻立干8年（486）に屈山城とともに改築されたと伝えられる。城の周囲は

約1,800m、城の内外にそれぞれ石垣を築く城郭である。4基の門があり、城の内部から

井戸、排水路などが確認された。三国時代から朝鮮時代に至る土器と瓦類が出土し、城郭

が長期間利用されていたことが判明している。

三年山城で出土した三国時代の瓦は、多数の平瓦と蓮華文軒丸瓦1種類と異形瓦である。

大部分の平瓦は円筒形瓦桶で製作され、粘土板の素地を用いたものとみられる。線文の叩

き調整が施された瓦がほとんどであるが、一部縄叩きも含まれる。瓦の分割は内側から外

に向かって刃先を入れて切断したとみられる。一部の玉縁式丸瓦と平瓦には内面に布目痕

が確認されず、道具を利用して押し付けたり、手で調整したりした痕跡がある個体が見受

けられるものの、無瓦桶成形技法によって製作されたと推定される。

軒丸瓦 無瓦桶平瓦

異形瓦 平瓦

丸瓦

第6図 三年山城出土瓦
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軒丸瓦は圏線や突出のない中房を中心に置き、弁端が反転する八葉の蓮弁を配置した形

態である。百済の大通寺式軒丸瓦や新羅の月城垓子、勿川里窯址などで確認された新羅の

初期軒丸瓦の図案と類似している。軒丸瓦の裏面下端部に突帯が残っており、未分割の丸

瓦を接合したものか、直接丸瓦を成形した後で下半部を切り除く方法によって製作された

ものと考えられる。瓦当裏面は製作痕跡を丁寧に調整し、顎面には線文のタタキを施す。

一方、異形瓦は平瓦の両側面に瓦当のようなものが付けられた断面「コ」形の瓦である。

特に瓦桶は使用しないようで、外面には線文や格子文のタタキが施される。

（2）堤川長楽寺出土瓦

堤川長楽寺は南漢江上流に位置し、三国時代に創建された寺院として知られている。三

国時代に築造されて以降、9世紀頃に長楽洞七層模磚石塔の建立をはじめとした大々的な

寺域の整備を通じ、寺勢を拡げた。高麗時代後期には寺院の規模が縮小し、中心寺域が移

動するなど全般的な変化があったとみられる。以降、朝鮮・太宗7年（1407）、堤川地域

の資福寺に指定され、天台宗系列の寺院として法脈を保っていたが、何度かの重修を繰り

返し、18世紀頃に廃寺となったと推定される。

長楽寺で出土した瓦は多量の平瓦と7種類の蓮華文軒丸瓦、無文軒平瓦である。平瓦は

模骨瓦桶と円筒形瓦桶で製作された個体がそれぞれ確認されるが、模骨瓦桶のほうが使用

頻度が高い。粘土素地は主に細長い棒状を呈するものを使用する。叩き文様は線文が大部

分を占めるが、格子文、縄文、無文などが確認されている。瓦の分割は主に中から外に向

かってヘラを入れて分割しているが、一部外から中に刃を入れて分割する瓦も混在する。

軒丸瓦は、瓦笵に粘土を詰めて製作した5種類の蓮華文軒丸瓦のほか、印章を何回か押

し付けて文様を表した軒丸瓦、文様を線刻した軒丸瓦が確認された。瓦笵で製作された軒

丸瓦はどれも六葉蓮華文で、単弁と複弁が混在する。単弁蓮華文の場合、蓮弁を肉厚に表

現したものと、蓮弁と間弁、稜線が陽刻線で表現されたものに大別できるが、前者は忠州

塔坪里遺跡でも確認されている10。複弁蓮華文は肉厚の蓮弁が二つずつ配置されていて、

蓮弁端が高く反り返る形態である。印章を押し付けて文様を表した軒丸瓦は直径3.3cm

の印章を中央に1回、周囲に沿って7回押したもので、文様は不明瞭である。一方、文様

を線刻した軒丸瓦は中央部に中房を、周辺に七葉の蓮弁を簡略に表現したものだが、文様

は整然とは表現されているとはいいがたい。これらの軒丸瓦は文様形態と表現方式にわず

かながら差異をみせるが、丸瓦の接合技法と調整技法は類似している。単弁蓮華文軒丸瓦

における丸瓦の接合は丸瓦端部が周縁を兼ねたり、周縁部に粘土台を足し、その粘土台上

に丸瓦を接合したりし、複弁蓮華文軒丸瓦は周縁の上部に丸瓦を重ねて接合していた。軒

丸瓦の裏面と顎面の調整方法はどれも線文叩きによる方式が用いられた。

一方、長楽寺で出土した無文軒平瓦は成形および分割段階を経た平瓦の一方の端部をほ

文 玉 賢・李 仁 淑・張 誠 允・閔 庚 仙・崔 文 禎

224400

2021.03.09 14.38.33 Page 254 ／【Ｋ：】Ｓｅｒｖｅｒ／ｖｅｒ７県外・県内／２６６７４１日韓文化財論集Ⅳ／本文／文・李・張・閔・崔　　　ｐ２２９－２５２



ぼ直角になるように折り曲げて製作したものである。瓦当表面をケズリやナデで調整し、

一部には瓦当に横方向の溝を施文したものもある。瓦当側面を傾斜するようにケズリを施

し、一般的な軒平瓦の瓦当と変わらない形態に作ったものも確認された。

（3）清州父母山城出土瓦

清州父母山城は山頂式石築山城として新羅が築造し、のちに百済が修理して使用、さら

に新羅が増築した山城として知られている。これまで北門と西門、集水遺構などが調査さ

れ、三国時代の瓦と土器類などが多数出土した。父母山城で出土した瓦は平瓦と刻印瓦、

3種類の蓮華文軒丸瓦がある。

父母山城で出土した平瓦は模骨瓦桶と円筒形瓦桶で製作され、瓦桶表面に麻布筒を付け

たもののほかに、葦のような植物の幹を紐で編んで作った簾状の筒を使用した個体が多数

確認された。瓦桶表面にまず簾状筒をかぶせ、その上にさらに布をかけて製作された個体

もある。素地はほとんどが粘土板によるもので、叩き文様は主に線文が大多数を占めるが、

調整して無文のようにみえるものも多い。瓦の分割は中から外に、または外から中にヘラ

の刃を入れて切断しているが、2～3回ほどヘラを引き、調整したものもある。平瓦のな

かには外面に刻印された瓦が大量に確認されており、「前」「北」「大」の銘文が刻まれて

いる。

一方、父母山城で出土した軒丸瓦は突出した中房を中心に、八葉の蓮弁と「Ｔ」字形の

間弁がそれぞれ配置された文様をとる。中房に表現された蓮子の個数によって3種に分類

されるが、蓮子が表現されないものと中房に細い棒状の道具を突き刺し、三つないしは四

つの蓮子を表現したものがある。軒丸瓦の裏面には布目と円筒形丸瓦の切断痕が残るもの

があることから、丸瓦の成形型を縦方向に立てた後、丸瓦と瓦当部を同時に成形し、上部

から瓦笵を押し付けて施文した後、不要な丸瓦下半部の粘土を切り取るという方法で製作

されたとみられる。

無文軒平瓦平瓦

三国時代の軒丸瓦

第7図 堤川長楽寺出土瓦

古代日韓の都城以外の地域における初期瓦の検討
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（4）忠州塔坪里遺跡出土瓦

忠州塔坪里遺跡は、新羅が南漢江流域に進出後に置いた中原京の中心地と推定されてい

る遺跡である。住居や建物、製鉄遺跡など多様な生活遺構が確認されたが、百済ならびに

高句麗、新羅が次々占有した痕跡が顕著に認められる。塔坪里遺跡では平瓦と軒丸瓦3種、

軒平瓦2種が出土した。

平瓦は大部分が破片で出土したため全体はわかりにくいが、ほとんどが円筒形瓦桶で製

作され、粘土板の素地を用いて成形されたとみられる。主に叩き文様は線文で、中から外

へ、または外から中へヘラを入れて分割している。

軒丸瓦はみな六葉の蓮弁が配置された文様型式で、蓮弁は端部が尖り、中央に稜線を置

くもの、蓮子がない中房に楕円形を呈する蓮弁が施文されたもの、肉厚の蓮弁中央に稜線

を置くものがある。前者は堤川長楽寺で出土したものと同じ型式である。これらはどれも

瓦当部に丸瓦をかぶせるように接合する製作方法で、裏面はタタキ調整を施す。

一方、軒平瓦は無文軒平瓦とともに唐草文軒平瓦が確認された。無文軒平瓦は堤川長楽

寺で出土したものと同じもので、無文と唐草文軒平瓦はどれも、端部を直角に折り曲げて

変形させた平瓦を用いていることが特徴的である。唐草文軒平瓦は平瓦端部を折り曲げて

瓦当部分を作り、そこに瓦笵を押し付けて製作するという特徴をみせる。

2．中原地域出土の瓦における製作上の特徴
中原地域において三国時代の瓦が出土した遺跡の大部分は山城であり、生活遺跡はわず

かである。これは三国が要衝の地に築造した山城を占有し、中原をめぐる熾烈な争いを繰

平瓦 丸瓦

軒丸瓦印章瓦

第8図 清州父母山城出土瓦
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り広げた様子を代弁しているかのようである。ところで、中原地域で出土した瓦は三国の

都城地域で確認されるものと類似しているものの、わずかに差異もあることから、どの国

に属したものか明確に区分することは容易でない。

まず、平瓦は三国の都城地域で出土した瓦と大同小異の製作上の特徴をみせる。報恩

三年山城において出土した平瓦は主に円筒形瓦桶で成形され、一部に無瓦桶の成形技法に

よって製作された個体もあることから、新羅の平瓦の製作方法と非常に類似している。一

方、堤川長楽寺出土の平瓦は粘土紐を利用し、模骨瓦桶で製作した個体の割合が多いとい

う特徴がみられる。模骨瓦桶の使用は百済の瓦における一般的な特徴であるが、主に粘土

板の素地を用いた泗沘期の瓦とは多少違いがあることから、泗沘期以前に製作された瓦で

ある可能性がある。清州父母山城の平瓦も百済における平瓦の製作方法と軌を一にする。

父母山城の平瓦では模骨瓦桶と円筒形瓦桶を使用した個体がそれぞれ確認され、瓦桶に用

いる布筒は布と簾が使われた。簾は大田鶏足山城、光陽馬老山城など、百済の外郭地域で

主に製作・使用されたことが知られている。また、父母山城では百済の瓦で確認される刻

印瓦も多数出土し、百済による瓦製作の様相を推定できる。

中原地域で出土した軒丸瓦は、文様と製作方法において三国の都城出土品とは類似性と

軒平瓦

無文軒平瓦・唐草文軒平瓦平瓦

第9図 忠州塔坪里遺跡出土瓦

古代日韓の都城以外の地域における初期瓦の検討
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差別性が共存している。清州父母山城出土の軒丸瓦は文様の図案と表現手法が三国の都城

で出土するものとは区別される。また、製作方法にも多くの違いがあり、丸瓦の成形型を

縦に立てた状態で瓦当部を含む丸瓦を一気に成形し、上部に瓦笵を押し付け、不要な丸瓦

下半部を切り取る「縦置型押捺施文法」で製作された。そのために瓦当裏面から丸瓦まで

布目痕が残っており、瓦当裏面下端には丸瓦の切断痕が残存している。このような製作方

法は大田鶏足山城と鳥致院鳳山里山城で出土した軒丸瓦とも類似する。

一方、報恩三年山城出土品は百済の大通寺式軒丸瓦や新羅の月城垓子ならびに勿川里窯

址の出土品と類似した図案が使用されたが、その製作方法には違いがみられる。三年山城

出土軒丸瓦は瓦当の製作後、未分割の状態の丸瓦を接合してそのまま成形した後、丸瓦の

不要部分を切り取る方式で製作されていた。これと類似した事例は新羅の月城垓子出土品

に見出すことができる。ただし、三年山城出土品は瓦当部裏面の製作痕跡が丁寧に調整さ

れているため、正確な製作方法はわからないが、前述した父母山城出土品のように縦置型

押捺施文法によって製作された可能性は排除しにくい。

忠州塔坪里遺跡と堤川長楽寺からはいわゆる「中原様式」と呼ばれる軒丸瓦を中心に、

多様な文様形式の軒丸瓦が確認された。忠州塔坪里遺跡と堤川長楽寺でともに出土したい

わゆる「中原様式」の軒丸瓦と、堤川長楽寺で出土した押捺施文および陰刻施文軒丸瓦は、

同じ文様型式が三国の都城で確認されていないが、そのほかの文様の軒丸瓦は芬皇寺と九

黄洞苑池、皇龍寺出土品など新羅の軒丸瓦と関連性がある。製作方法は両者ともに、瓦当

部に丸瓦をかぶせるように接合する方法と、瓦当裏面と側面にタタキを施す方法をとって

いるが、これはいずれも芬皇寺など新羅遺跡から出土するものと共通する。

一方、忠州塔坪里遺跡と堤川長楽寺で出土した無文軒平瓦、忠州塔坪里遺跡で確認され

た唐草文軒平瓦は中原地域に限定的な特徴をみせていることから、注目される。類例とし

て、百済の扶蘇山城、新羅の月城垓子および勿川里遺跡で確認されたものがあるが、扶蘇

山城出土品は模骨瓦桶で製作された平瓦を作り替えたものであり、月城垓子と勿川里遺跡

などで出土した軒平瓦は平瓦の下端に土器口縁部状の瓦当部を接合したものであるため、

円筒型瓦桶で製作された平瓦端部を折り曲げて作り替えた中原地域の出土品とは異なる。

また、忠州塔坪里遺跡で出土した唐草文軒平瓦は平瓦端部を折り曲げて瓦当部を成形した

のちに文様笵を押し付けて製作されたもので、百済地域では稀である。新羅の四天王寺と

東宮・月池で、瓦笵を押し付けた無顎式の唐草文軒平瓦が製作されていたが、中原地域の

唐草文軒平瓦とは隔たりがある。中原地域の無文軒平瓦と唐草文軒平瓦は新羅の軒平瓦製

作の情報がこの地域に伝わった後、製作方法をよく知らない在地の工人によって生み出さ

れた形態である可能性がある11。

中原地域の瓦は、百済と高句麗で主流の模骨瓦桶で製作された瓦、新羅で製作された円
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a.

b.

筒形瓦桶による瓦、百済漢城期・新羅で用いられた無瓦桶の瓦など多様な種類が確認され、

都城地域と類似したものや、ほかの技法で製作された軒丸瓦も混在している。これは中原

地域で瓦の製作が多様な方法で活発におこなわれていたことを意味するが、三国の都城に

おける瓦製作および需要・供給システムとは異なっていた可能性を推定しうる12。中原地

域での瓦製作と調達は都城の瓦製作集団が直接的に影響を及ぼしたり、三国の瓦製作技術

の影響を受けた在地の瓦製作集団が、中原地域で小規模の需給圏域を形成し活動していた

りした可能性がいずれも想定される。

第10図 縦置型押捺施文法の復元と軒丸瓦に残る痕跡（국립중원문화재연구소2017から転載）

第11図 無文軒平瓦の製作痕跡および比較資料（국립중원문화재연구소2017から転載）

古代日韓の都城以外の地域における初期瓦の検討
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Ⅳ．日本九州地域における出土瓦の現況13と製作の特徴

日本国内では近畿地域とともにもっとも早く瓦生産が始まった地域は九州である。九州

内においても福岡県の筑前地域では初期瓦が集中的に出土する。遺跡で瓦と共伴する須恵

器の編年を基準とすると、少なくとも6世紀末には瓦生産がおこなわれていたとみられる。

この時期に製作された瓦は瓦陶兼業窯で、土器生産に携わっていた在地工人によって製作

された可能性が高いと理解されている。

筑前地域の6世紀末から7世紀後半に相当する瓦については、これまで何度も報告され

てきた14。この時期の遺跡としては、神ノ前2号窯跡、野添13号窯跡、牛頸日ノ浦17号住

居跡、月ノ浦Ⅰ号窯跡、小田浦窯跡群28地点、惣利西遺跡2・4号住居跡、那珂遺跡など

がある。

以下では、これらの遺跡から出土した瓦を軒丸瓦、丸瓦、平瓦の順で、その様相につい

て検討していく。

1．軒丸瓦
無文軒丸瓦をはじめとして多様な種類の蓮華文軒丸瓦が出土している。無文軒丸瓦は神

ノ前2号窯跡、惣利西遺跡2号住居跡、那珂遺跡22次調査の SX04および23次調査の SD

89地点で出土した。この軒丸瓦は型を使わず、原型の粘土板をそのまま利用した瓦当面上

に、瓦桶を使わず粘土紐を巻き上げて丸瓦部を成形し、不要な部分を切り取り完成させて

いる。

蓮華文軒丸瓦は多様な文様と製作技法が確認されており、月ノ浦Ⅰ号窯跡と那珂遺跡で

出土している。月ノ浦Ⅰ号窯跡で出土した蓮華文軒丸瓦は2種類あり、弁端が丸い単弁九

葉蓮華文軒丸瓦と花弁が菱形を呈する単弁八葉蓮華文軒丸瓦である。これらの軒丸瓦はみ

な文様が陽刻された瓦当笵を利用して瓦当面を表出し、瓦当裏面に粘土紐を巻き上げて丸

瓦部を円筒形に作った後、不要部を切り取って完成させている。瓦当裏面にはどちらも指

頭圧痕とナデによる調整痕が残っている。那珂23次SD89地点では、月ノ浦Ⅰ号窯跡の花

第12図 忠州塔坪里遺跡出土唐草文軒平瓦の製作痕跡および製作方法の復元
（국립중원문화재연구소2017から転載）
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弁が菱形を呈する単弁蓮華文軒丸瓦と同笵の軒丸瓦が出土した。

一方、那珂遺跡では軒丸瓦が竪穴建物、井戸、周溝などから出土している。ここでは上

述した神ノ前2号窯跡のように泥条盤築技法で製作された無文軒丸瓦、月ノ浦Ⅰ号窯跡出

土品と同笵の菱形蓮華文軒丸瓦のほかにも多種多様な軒丸瓦がある。まず、弁端隆起型単

弁八葉蓮華文軒丸瓦は同笵3点が井戸53号から出土した。瓦当裏面は不整なナデもしくは

タタキ後にナデが施された。周溝から出土した単弁蓮華文軒丸瓦片は竹状模骨丸瓦と接合

する。

次に、単弁七葉蓮華文軒丸瓦は周溝とSC3014から同笵2点が出土した。このうちの1

点は竹状模骨瓦桶で製作された丸瓦と接合する。2点はいずれも瓦当面中央が凹んでいる

が、これはほかとは異なり、分割前に円筒状の行基式丸瓦を置いた上に瓦当面を接合した

ためと考えられる。行基式丸瓦上端部が上になるように置いたか、あるいは切り捨てる丸

瓦部を下になるように置いたために生じた形態である。これと同じ製作技法の軒丸瓦が周

溝内からもう1点確認されているが、七葉蓮華文軒丸瓦を模倣し、瓦当面に蓮華文を線刻

したものである。215号住居跡からは、樹枝文が線刻された、赤褐色で硬質の円形粘土板

が出土している。軒丸瓦の瓦当と考えられる。

2．丸瓦
瓦桶の種類によって、瓦桶を使わないもの、竹状模骨瓦桶を使ったもの、板状模骨の瓦

桶を使ったもの、円柱形瓦桶を使ったものの4種に分類できる。瓦桶を使わずに製作され

た丸瓦はいずれも玉縁式で、粘土紐で成形したものである。叩き文様は横方向にナデ調整

を施し、叩き文様を消していないもの、線文、細格子文などがある。内面には布目痕はな

く、回転ナデの痕跡があり、部分的に当て具痕が確認されるものもある。神ノ前2号窯跡

第15図 那珂遺跡井戸53号出土軒丸瓦 第14図 神ノ前2号窯跡出土軒丸瓦

第13図 月ノ浦窯跡出土軒丸瓦
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ではこの種類の丸瓦のみが出土し、小田浦

窯跡群28地点でも出土している。

竹状模骨瓦桶を用いて製作された丸瓦は

線文、格子文のタタキが施され、内面には

竹状模骨の連結痕が残る。こうした丸瓦は

月ノ浦Ⅰ号窯跡、野添13号窯跡、那珂遺跡

から出土している。板状模骨の瓦桶を使用した丸瓦の叩き文様は線文と格子文などであり、

月ノ浦Ⅰ号窯跡、惣利西遺跡2・4号住居跡でみられる。円柱形瓦桶を使用した丸瓦は玉

縁式で、惣利西遺跡2・4号住居跡、月ノ浦Ⅰ号窯跡で出土している。

3．平瓦
瓦桶の有無・種類によって、瓦桶を使わないもの、模骨瓦桶を使用するものの2種に分

類できる。瓦桶を使わずに製作された平瓦は基本的に粘土紐で成形している。タタキの文

様は丸瓦と同様、無文もあり、線文や格子文などがある。土器口縁部のように端部を丸く

処理したものもあり、小田浦窯跡群28地点、神ノ前2号窯跡、那珂遺跡で出土する。

模骨瓦桶を使用した平瓦は粘土紐、粘土板の素地どちらもが確認されており、模骨の幅

は1.5～3.4cmを測る。叩き文様は線文、格子文があり、分割界線として使用された傷が

観察されるものもある。内面には同心円文や無文の当て具痕がみえるものがある。野添13

号窯跡、月ノ浦Ⅰ号窯跡、小田浦窯跡群28地点、那珂22次SX04および23次SD89地点で出

第18図 那珂窯跡出土丸瓦 第19図 惣利西遺跡出土丸瓦

第17図 那珂遺跡215号住居跡出土軒丸瓦

第16図 那珂遺跡周溝等出土軒丸瓦
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土している。

4．小結
これまで九州筑前地域の神ノ前2号窯跡、野添13号窯跡、月ノ浦Ⅰ号窯跡、小田浦窯跡

群28地点、惣利西遺跡2・4号住居跡、那珂遺跡などから出土した瓦を検討した。軒丸瓦

の瓦当文様は無文、蓮華文があり、丸瓦と平瓦はいずれも無瓦桶によるものと模骨瓦桶が

使用されるものとがあり、素地もまた粘土板と粘土紐がそれぞれ観察できた。特に、那珂

遺跡で出土した蓮華文軒丸瓦はかつて百済との関連性が指摘されていたが、それ以外の遺

跡で出土する蓮華文や無文軒丸瓦は朝鮮半島に源流を求めるのは難しい。

そのなかの一つが、花弁が菱形や滴水形をなし、文様部分を陰刻で表した月ノ浦Ⅰ号窯

跡出土の軒丸瓦である。この軒丸瓦はいずれも丸瓦部を泥条盤築技法で成形し、続いて不

必要な部分を切り取ることで製作されている。あえてこの類例を朝鮮半島で探すならば、

時期的に開きはあるが類似する文様を持つものとして、ソウルの夢村土城と三成洞土城で

出土した蓮華文軒丸瓦を挙げることができる。このうち、後者の瓦は隼上がり瓦窯跡で出

土した高句麗系軒丸瓦の源流と判断できる遺物で、隼上がり瓦窯跡が7世紀前半であると

いう点から「高句麗新羅系瓦」と呼ばれている15。

九州においてもっとも早い6世紀末から7世紀初頭の瓦生産地である福岡県太宰府市の

神ノ前2号窯跡では、回転台上に瓦当笵なしに丸い粘土板をそのまま軒丸瓦当面として利

用した無文瓦当、その上に粘土紐を巻き上げて成形した玉縁式丸瓦と、瓦桶なしに粘土紐

や粘土板で成形した平瓦が共伴した。このような事実から、神ノ前2号窯跡の瓦製作技法

は百済を含む朝鮮半島、日本の畿内地域とは異なり、瓦工人ではない在地の土器工人に

よって生産されたものと推測される。

第20図 小田浦窯跡出土平瓦

第22図 月ノ浦Ⅰ号窯跡出土平瓦

第21図 野添13号窯跡出土平瓦
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那珂遺跡で出土した樹枝文を線刻した粘土板は、漢城期の百済のものと文様面でのみ類

似する。また、花弁が三角形をなす蓮華文軒丸瓦は同じ文様および製作技法のものは朝鮮

半島に見出せない。これらの瓦は瓦当面が凹むほかの瓦当とは異なり、円筒形の竹状模骨

による行基式丸瓦の端部に丸い粘土板をかぶせ、上から瓦笵を押し付けて瓦当面を作り、

さらに不要部分を切り取る方法で製作されている。

一方、九州地域で出土した平瓦は内面に当て具痕が確認される場合が多い。瓦桶なしに

粘土紐を巻き上げて成形した型式だけでなく、模骨瓦桶に粘土板を巻き付けて成形した型

式の瓦でも当て具痕が確認されることは注目される。当て具痕は端部でのみ観察されるの

ではなく、内面のほぼ全面にわたってみられることもある。模骨瓦桶を使用し、端部に当

て具痕が観察される平瓦は、河東姑蘇城や光陽馬老山城、慶州月城などで確認されている。

また、模骨瓦桶を使用し、内面全面に当て具痕が観察される平瓦は堂浦城、無等里1堡塁、

阿未城など、高句麗の山城でみられる内面縄叩き平瓦と製作技法の面で類似する。

近畿地域の造瓦技術は百済から完成された形で導入されたため、軒丸瓦の文様や平瓦の

製作技法は定型性を帯びている。九州地域の那珂遺跡でみられる蓮華文軒丸瓦の文様は泗

沘期の百済のものと類似している。一方、九州地域では瓦桶を使用せずに土器製作技法で

作られた平瓦、多様な種類の瓦桶を使用して作られた平瓦、瓦笵を使わないもの、使うも

のなど多彩な瓦当文様が現れる。

特に、土器製作技法で作られた平瓦は漢城期の百済、新羅でもみられる。九州で出土す

る丸瓦は竹状模骨、簾状模骨の瓦桶を使用しており、それぞれ大田月坪洞遺跡と鶏足山城、

麗水鼓楽山城および光陽馬老山城などで確認されている。このことから、こうした瓦は百

済や馬韓から到来した渡来人の影響で製作されたものと推定できよう16。

平瓦は瓦桶を使わずに製作したり、模骨瓦桶を使用して製作したりするが、最近になっ

て慶州の月城でこのような型式が出土しており、注目される。月城からは慶州勿川里遺跡

と似た百済系蓮華文軒丸瓦の出土例もある17。ただし、この時期の日本の平瓦は円筒形瓦

桶ではなく、模骨の瓦桶を使用している。同時期の百済の平瓦は模骨瓦桶、新羅の平瓦は

無瓦桶、円筒形瓦桶、模骨瓦桶を使用し、円筒形瓦桶の出土率が高いのが特徴的である。

九州の造瓦技術が多様である点について、比嘉えりかは、畿内地域が大規模な仏教寺院

建立を目的とするならば、九州は仏教ではなく外交関連施設と関連したものであると説明

した。九州では既往の須恵器生産窯のなかで瓦生産を開始したため、当初、瓦は須恵器と

ともに少量の瓦を生産するシステム下で須恵器の製作技法に倣い、徐々に本格的な瓦製作

技法が適用されていった。これに対して、畿内では瓦が百済地域との共通性を持ち、須恵

器窯とは完全に別の構造、別の場所で、飛鳥寺の屋根全体を覆うことを目的に大規模生産

がおこなわれたのである18。
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近年、公州公山城、慶州月城など三国時代の初期瓦研究において重要な遺跡の発掘が継

続的におこなわれている。このような成果が蓄積されれば、両国における初期瓦研究につ

いての様々な疑問点が次第に解決されていくことが期待される。

Ⅴ．おわりに

本稿では朝鮮半島と日本の都城以外の地域である中原地域と九州地域を中心に、6～7

世紀の瓦製作について観察し、その製作的特徴を検討した。中原地域の瓦は高句麗と百済、

新羅の製作的特徴を備えた平瓦が確認される。これらは、都城地域と類似するものもある

一方で、ほかの方法で製作された軒丸瓦が混在している。地域と時期によって多様な瓦が

製作・供給されていた様相は三国の熾烈な勢力争いと領土拡張による結果と認識すること

ができる。ここには遺跡を占有した三国の瓦製作ならびに需給方法、在地的伝統などが複

合的に影響を及ぼしたはずである。中原地域を中心に都城の主な情報を受容するとともに、

独自の方法を通して瓦を製作・供給する生産集団の存在も推定することができよう。

一方、百済から完成された形で造瓦技術が導入され、定型性を帯びて発展した近畿地方

の瓦磚文化と異なり、九州地域は多彩な方法を駆使して瓦を製作した。九州地域の瓦製作

にみえる多様な様相は、近年の朝鮮半島内の遺跡で出土する瓦からも、確認される例が増

えている。九州地域の瓦は土器製作技術をもとに須恵器窯で初めて製作されており、今後

朝鮮半島内の都城をはじめとした多くの地域との関連性を具体的に検討する必要がある。

これまで日韓の瓦研究は都城を中心に製作の特徴と需給関係、展開過程について検討し

た研究が主であった。都城以外の地域にも多様な方法で製作された瓦が出土する現状にお

いて、中原地域と九州地域を対象に瓦製作の一端を検討したが、今後の資料の蓄積が進み、

精密な分析がおこなわれば、古代瓦の地域的特徴と展開過程をより総体的に把握すること

ができると考えられる。
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고대 한일 도성 외 지역 초기 기와 검토

-한반도 중원지역, 일본 규슈지역을 중심으로-

문 옥 현·이 인 숙·장 성 윤·민 경 선·최 문 정

요 지지 본고에서는 한반도와 일본의 도성 외 지역인 중원지역과 규슈지역을 중심으로

６~７세기 기와 제작의 양상을 살펴보고 제작 특성을 검토하였다. 중원지역의 기와는 고구

려와 백제, 신라의 제작 특성을 고루 갖춘 평기와가 확인되며, 도성지역과 유사하거나 다

른 방식으로 제작된 막새기와가 혼재하고 있다. 지역과 시기에 따라 다양한 기와가 제작

및 수급되는 양상은 삼국의 치열한 각축과 영토 확장에 따른 결과로 인식될 수 있다. 여기

에는 유적을 점유한 삼국의 기와 제작 및 수급방식, 재지적 전통 등이 복합적인 영향을 미

쳤을 것이다. 중원지역을 중심으로 도성의 주된 정보를 수용하면서 나름의 방식을 통해 기

와를 제작·수급하는 생산집단의 존재도 추정해 볼 수 있다.

한편 백제로부터 완성된 형태로 조와기술이 도입되어 정형성을 띠며 발전한 긴키지역의

와전문화와 달리, 규슈지역은 다채로운 방식을 구사하며 기와를 제작하였다. 규슈지역의

기와 제작에서 보이는 다양한 양상은 최근 한반도 내 유적에서 출토되는 기와에서도 확인

되는 사례가 증가하는 추세이다. 규슈지역의 기와는 토기제작기술을 바탕으로 스에키요에

서 처음 제작되었는데, 향후 한반도 내 도성을 비롯한 여러 지역과의 관련성을 구체적으로

검토해 볼 필요가 있다.

지금까지 한일의 기와연구는 도성을 중심으로 제작 특성과 수급관계, 전개과정을 살펴

본 연구가 주를 이루었다. 도성 외 지역에도 다양한 방식으로 제작된 기와가 출토되는 현

상황에서 중원지역과 규슈지역에 한하여 기와제작의 일단을 검토하였는데, 향후 자료의

축적과 세밀한 분석이 병행된다면 고대 기와의 지역적 특징과 전개과정을 보다 총체적으

로 파악할 수 있을 것으로 생각된다.

주제어 :: 도성, 중원지역, 규슈지역, 기와, 조와기술

古代日韓の都城以外の地域における初期瓦の検討
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Review on Early Roof Tiles Outside Ancient Capital City of

Korea and Japan: Focusing on Jungwon region of Korean

Peninsula and Kyushu region of Japan

Moon Okhyun, Yi Insuk, Jang Sungyoon,

Min Kyongsun, Choi Moonjung

Abstracts: This paper examines the development and characteristics of roof tile making in the 6

th and 7th centuries in Jungwon region of the Korean Peninsula and Kyushu area of Japan,

which were located outside the capital cities of Korea and Japan, respectively. In the central area,

flat roof tiles having the production features of those from Goguryeo, Baekje, and Silla are

confirmed along with end roof tiles made similarly to or differently from those used in the capital

city. Various roof tiles were manufactured and supplied according to region and period,

presumably as a result of the fierce competition and territorial expansion between the Three

Kingdoms. Method of roof tile production, supply and demand method, and long-standing

tradition of Three Kingdoms that occupied the remains would have had a complex effect. We may

presume the existence of a production group in central area that manufactured and supplied roof

tiles through their own method while accepting information from the capital city.

Unlike the tile and brick culture of the Kinki region that was developed in standard form with

the introduction of a full-fledged tile making technique from Baekje, the Kyushu region used

different tile manufacturing methods. Various patterns observed in the production of roof tiles in

the Kyushu region are also increasingly confirmed in the roof tile remains recently excavated in

the Korean Peninsula. Roof tiles in the Kyushu region were first manufactured in Suekiyo based

on earthenware manufacturing technique and their relevance to the capital city and other regions

on the Korean Peninsula needs to be further examined in detail.

Studies on roof tiles in Korea and Japan, thus far, have mainly focused on the manufacturing

characteristics, supply and demand, and development process of roof tiles manufactured in capital

cities. This paper examines roof tiles produced in Jungwon region and Kyushu region only while

many different styles of roof tiles are unearthed outside the capital cities. If more information is

collected and detailed analysis is conducted, the regional characteristics and development process

of ancient roof tiles will be understood more comprehensively.

Keywords: Capital city, Jungwon region, Kyushu region, rool tile, tile and brick manufacturing

technique

文 玉 賢・李 仁 淑・張 誠 允・閔 庚 仙・崔 文 禎
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竹簡について

馬 場 基

Ⅰ．はじめに

Ⅱ．中国の竹簡利用

Ⅲ．韓国の竹簡

Ⅳ．東アジアの「竹簡」

Ⅴ．おわりに

要 旨 日本古代には、木に文字を書いた「木簡」は多く出土するものの、竹に文字を書いた「竹簡」

は出土例がない。この点の理由・意義を、日本の古代木簡を、東アジアの簡牘、あるいは文字文化史のな

かに位置づけることを通じてあきらかにすることを最終的な目的とする。

中国漢代における竹簡の利用状況を整理すると、以下のような特徴が見出せる。書写材料として、帛

（絹布）・竹・木という三種類が存在していた。これらは相互に互換性を持ちつつも、役割分担をしてい

た。このなかで竹は、「冊書」として用いられることが多い。冊書は、帛よりは格としては落ちるものの、

典籍など重要な場面で用いられた。一方木は、立体的な形状での利用や、幅の広い牘としての利用など、

その加工性の高さを生かした利用方法が特徴的である。

次に、中世韓国の竹簡について検討する。中世韓国竹簡を加工方法・加工形状・用途などに注目して観

察すると、基本的に単独簡で用いられる荷札であり、加工は概して粗雑である点が指摘できる。共伴して

いる木簡と形状や加工にも大きな違いは見出せない。これらの状況から、竹は木の代用品として付札作成

に用いられた、と判断できる。これらは、漢代での竹簡利用とは大きく異なる。つまり、中世韓国の竹簡

は、中国古代の竹簡の系譜を引く竹の利用方法ではない。

楽浪郡・帯方郡では漢の簡牘利用がおこなわれており、竹を用いて冊書を作成する文字文化は、朝鮮半

島・日本列島に、部分的に伝来することはあったかもしれない。だが、広汎に展開することはなかった。

また、中世韓国木簡の加工方法などは新羅木簡との共通性が見出され、中世韓国木簡・竹簡は、新羅木簡

の系譜を強く引くことが指摘できる。

キーワード 木簡 竹簡 東アジア文字文化

奈良文化財研究所 都城発掘調査部
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Ⅰ．はじめに

日本古代には、木に文字を書いた「木簡」は多く出土するものの、竹に文字を書いた

「竹簡」は出土例がない1。

竹は木に比べて、土中で失われやすいと想定される。こうした点から考えれば、古代社

会には竹簡も存在していたものの、土中で失われた結果、今日出土しない、という事態も

想定できるかもしれない。しかしながら、日本古代社会では、竹は利用されており、竹

材・竹製品も出土している2。竹材・竹製品が出土しているのに、竹簡の出土が知られな

いという点から考えると、やはり竹を書写媒体として用いることは、少なくとも広汎には

おこなわれていなかった、と考えられる。

また、木簡を連ねて巻物にした事例も知られない。日本古代木簡の出土点数が30万点に

及ぼうとする状況で、事例が知られないという点からすれば、日本古代には編綴も広汎に

はおこなわれなかったと考えられる。

竹簡にせよ編綴にせよ、中国で木簡の利用が隆盛を極めた漢代には、非常に多く存在し

たものである。こうした漢代以来の中国の文字文化を継受した筈の日本古代において、な

ぜ竹簡は乏しく、編綴は広汎にはおこなわれなかったのだろうか。

この課題を考える上で、朝鮮半島での竹簡の利用状況をさぐることは、大きな意義があ

ると考える。本稿では、韓国での竹簡利用について検討し、日本古代で竹簡が見当たらな

い理由について、東アジア的視点から考えてみたいと思う。

Ⅱ．中国の竹簡利用

まず最初に、中国における竹簡の様相と特徴を整理しておきたい3。

秦・漢代中国では、竹簡は広く利用されていた。同時に、漢代には竹簡以外に、木簡や

絹布＝帛書も用いられた。そして重要な点は、これらの帛・竹・木は、その特性を生かし

ながら使い分けられていた、と考えられることである。

使い分けの様子を確認していこう。帛書は、絹の希少性と「布」という面の広さを生か

した利用がなされた。高級な書写材料として、重要な典籍などの書写に用いられるほか、

上下・左右に大きく広い書写面を必要とする場合＝絵や図をともなう場合に用いられた。

帛書は高価であり、かつ書き直しが困難である。日常的な書類やメモの作成ではなく、情

報としては固定・安定し、かつその価値が高いと判断された内容が記載された。『黄帝内

経』などを含む馬王堆帛書が、典型的な事例ということができるだろう。

一方竹は、縦方向に強く繊維が通っている。このことから、縦に細く加工しやすく、幅

広の平面には加工しにくい。また、細く加工した場合にも、繊維が強靱なので、しなやか

馬場 基
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で折れにくい。この特性を生かし、1行ずつ書かれる、細い「簡」として用いられた事例

が圧倒的に多い。この簡は単独で用いられるよりも、ほかの簡と綴られて＝編綴されて用

いられる。いわゆる「冊書」である。冊書は、帳簿など様々な行政文書に用いられたほか、

法律や典籍の書写にも広く用いられた。後述のように、木を素材として簡を作成する事例

も多く存在するが、細く割裂する加工の容易さや、またそれぞれの簡が束ねられた際の丈

夫さ－編綴に用いられる紐に負けない強さ－の観点からも、竹は冊書にもっとも適した素

材と評価することができる。冊書は典籍や帳簿に用いられる。典籍に用いられるという点

では、帛書には劣るものの、相応に格式の高い内容が書写されるべき媒体だったと評価さ

れる。

木簡は、竹よりも多様な環境下で入手でき、様々な形に加工しやすい。西域などの竹の

生育しないような環境においては、竹同様に細く加工されて、簡として編綴されて用いら

れた事例が知られる。この場合、書写内容も法律や典籍、帳簿など、竹簡を用いた冊書と

類似する。一方、幅広の材に加工されて、複数行書かれて一枚（単独）で利用されること

上段：柵書・竹の代用として木を利用
下段左：検・封泥のための加工をともなう 下段右：楬・付札

第1図 漢代木簡の多様な形態の事例（台湾中央研究院蔵居延漢簡）

竹簡について
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も、竹の場合よりも広汎に確認できる。さらに、様々な形状に加工されて利用されていた。

例えば「検」は封泥を施すための加工をともない、文書に封をするためのものであった。

荷物に取り付ける付札は「楬」である。「楬」は、上部に穿孔されてそこに紐を通してく

くりつけられていた。

帛・竹・木の利用は、相互に共通する部分もある一方、それぞれの素材の特徴にあわせ

た使い分けも存在していた。広く平坦で均質な書写面を確保するという点では、帛がもっ

とも優れており、その次が竹簡を用いた冊書、木簡を用いた冊書、単独簡、という順にな

る。入手の容易さ、という点では、木がもっとも容易で、次が竹、帛、とみられる。多様

な形状を作り出し、文字記載以外の機能や情報を組み合わせるという点では、木が圧倒的

に優位である。

竹と木を比べると、竹は簡として用いられ、編綴される利用法が圧倒的に多いのに対し、

木は簡として編綴される場合以外に、多様な形状に加工できる特徴を生かして様々に利用

された。用途が典籍や文書を書写する簡にほぼ限定される竹と比べ、書写媒体としての木

の用途は非常に広汎である。簡としての木の利用は「竹の代用品」にすら思われる。

このように、帛・竹・木の三つの書写媒体は、相互に互換性を有する部分がありつつも、

相当程度に使い分けられていた点を確認しておきたい。

Ⅲ．韓国の竹簡

さて、朝鮮半島では楽浪郡時代の漢簡として竹簡が出土している一方、三国時代以降に

おいては、現在のところ竹簡の出土は確認できていない。一方、泰安郡馬島沈船などで中

世の竹簡が出土している。つまり、中世の朝鮮半島では竹簡が利用されていた。このよう

に、現在、漢代の朝鮮半島には竹簡が存在しているが、三国時代以降には竹簡は確認でき

ない一方、中世の朝鮮半島には竹簡が存在している。このことから想定される経緯は、

①三国時代以降の古代朝鮮半島でも竹簡が使われていたが、土中環境などにより失われ

て発見されていない。

②三国時代以降の古代朝鮮半島では竹簡は利用されていなかったが、中世に使われるよ

うになった。

という二つであろう。

さて、馬島出土竹簡について、国立海洋博物館において詳細に実見・観察する機会を得

た4。まず、国立海洋博物館での観察所見を簡単に提示したい。多くの木簡・竹簡の実見

の機会を得た。以下、記録を作成した3点（931号・953号・986号）について所見を述べ

る。番号は、実見した際に添えられていた固有番号である。

931号 木簡。縦29cm、横 3 cm。「別将権克平」の末醤などを入れた容器の付札である。

馬場 基
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953号

986号931号

第2図 馬島出土中世韓国木簡・竹簡

竹簡について
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非常に分厚い。文字を書写していない左右側面には樹皮が残る。木簡の断面に木の芯が

確認できる。上部表面には、そこから枝が生え出していた痕跡がある。断面の形状や、芯

の存在などから考えると、棒状の木材を用い、書写面の平坦面を削って作成したものとみ

られる。いわゆる「有髄」タイプの木簡と判断される。

上端は角錐状に加工している。一方、下端は四周から切り込みを入れた後に切り折った

ものとみられる。上部に、えぐり取ったような加工痕跡をともなう、切り込みを有する。

材の使い方や加工方法の点で、新羅の城山山城出土木簡に共通点を見出すことができ

る5。新羅木簡の「伝統」を継承する木簡、ということができるだろう。

953号 竹簡。縦34.7cm、横2.7cm。一部判読できていないが小豆の付札である。

竹を1／4に割り、竹の内面側に文字を記す。筆写用の平坦面を作り出す加工は施して

いない。また、割った面について、明瞭な面取りなどの痕跡も確認できなかった。

上下のほぼ中央付近に節がある。1／4に割っているため、本来、節部分は90°の角を

もって飛び出すはずであるが、両側の竹のR内に収まる程度に飛び出しを削り取ってい

る。ただし、R内部に含まれる部分までは削っておらず、完全には除去していない。

上部に切り込みを施す。

必要事項を記載し、荷物に括り付けるという用途に対して、実用上必要最低限の加工を

施したものと評価することができるだろう。

986号 竹簡。縦36cm、横2.5cm。穀物（米か）の付札とみられる。

竹を半裁し、内面に文字を記す。竹は、枝が生え出ている部分の断面は円にならず、枝

に応じて一部円の内側に入り込み、部分的に平面を有するような断面となる。986号竹簡

は、この枝の影響によって、断面がRとなっていない部分を筆写部分にあてている。半

裁のため、1／4に割裂した953号竹簡よりもRがきつく、本来であれば筆写が難しくな

るが、こうした竹の形状を用いることで筆写面を確保している。

上下に節がある。節は特に加工せず、そのままになっている。953号竹簡と比べると、

節がR部分から飛び出すことがないことから、加工する必要がなかったと判断される。

上部の節の、上側に切り込みを施す。また下の節より下で、左右から削り込んで尖らせ

る。これは、上下の節の間＝枝の影響で平面がある部分を筆写面として確保し、その上下

側＝内側に強いRが存在する部分は荷物への装着用の部分とするという、材の形状にあ

わせた利用方法とみることができる。

実用上必要最低限の加工にとどまる、という点は、953号竹簡と共通する。

以上の観察を整理すると、次の特徴が指摘できると思われる。

Ａ 木簡の加工では、古代以来の朝鮮半島の特徴が引き継がれている。

Ｂ 竹簡の加工では、適当な長さに切断した後、1／2・1／4に割って利用する。
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第3図 新羅木簡の例（『韓國의 古代木簡』30後面・40前面） 3：4
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第4図 泰安出土竹簡の事例1（국립해양문화재연구소『태안마도2호선』、2011年、0526-L5죽찰）3：5
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第5図 泰安出土竹簡の事例2（국립해양문화재연구소『태안마도 2호선』、2011年、0606-H 4 죽찰）3：5
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Ｃ 節はあまり丁寧に除去しない。

Ｄ 竹簡の内側に文字を書くことが多い。

Ｅ 平面形状や大きさは木簡と竹簡で類似する。

Ｆ 単独で利用される付札である。

詳細な観察および記録を作成したものは上記の3点のみであるが、これらの傾向は記録

を作成していないほかの竹・木簡にも共通する。実見した範囲において、上記特徴は沈船

出土中世韓国木簡の特徴だと判断される。

そこで、この観察知見をもとに、ほかの事例について写真で観察をおこなってみた。泰

安馬島2号船の報告書の写真を観察し、整理したのが第1表である。竹簡は竹を縦方向に

「割って」作成される。半裁しただけのものもあるが、多くは1／4に割っているとみら

れる。次に、節は積極的には除去されない。1／4に割ると、節の先端が尖るため、その

部分を除去する程度の加工であり、割った内側全体を平滑にするための節の除去は確認で

きなかった。竹の外面は特に加工を施さず、自然の状態のままとみられる。平面形状は竹

簡上端部分に切り込みを入れる、日本でいう03型式系のものが多い。

文字は竹の内面に記載する。内面も、上述のように節さえ積極的に除去していないこと

第1表 泰安馬島2号船出土竹簡の特徴
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から考えても、特段の加工は施していないものとみられる。また半裁のみで文字を記す竹

簡のなかには、枝別れ部分との関係で竹の内面に平坦部分が存在するものが多い。

以上から、Ｂ～Ｆの様相は共通して見出すことができた。

Ｂの特徴を今少し詳細に検討すると、通常は半裁のみでは曲面が多く書きにくいため、

1／4まで割り裂いて文字を記したが、枝分かれしている場合はこうした平坦面があった

ため、半裁のみで文字を記載したようにも判断される。Ｂ・Ｃをあわせてみると、要する

に比較的加工が粗雑だ、ということになるだろう。またＥの点からみると木簡と竹簡に互

換性があり、Ｆの点からみると単独簡として利用されたことが指摘できる。

さて、これらの特徴は、先に確認した中国漢代の竹簡とは大きく異なる。上記Ｅの特徴

のように、加工の荒さや物品に装着する際の紐の使い方、形状などからは、中世韓国の付

札木簡、あるいは古代の韓国・日本の付札木簡との共通点が多く見出されるのである。

こうした点から、中世韓国の竹簡は、中国古代での竹簡の利用方法を継承したものでは

ないと考えるのが妥当である。楽浪郡がもたらした、漢代の竹簡を用いる文化が連綿と継

承されたのではなく、一度断絶した後、古代の韓国や日本では「木」を利用して作成され

た付札木簡の、木を竹で「代用」したものとして中世韓国の竹簡は新たに生み出されたと

みるべきであろう。

そして中世に木の代用として竹を利用する、という方法が新たに生み出されたとすると、

「竹に文字を書く」という文化は三国時代の朝鮮半島には存在しなかった、と考えること

ができる。

第6図 竹簡殺青の様子（中国・簡牘博物館展示より）
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Ⅳ．東アジアの「竹簡」

翻って、秦・漢代の竹簡の主たる利用場面を考えると、編綴される文書や典籍としての

利用が主流であった。こうした利用方法は、漢代末期・晋代以降、紙に置き換えられてい

く。紙は当初、帛の代用品として用いられたとされる。その後紙の書写媒体としての用

途・利用場面が広がり、竹簡・木簡とも置き換わっていった。一方、木簡の持つ多様な形

状の世界は、容易には紙に置き換えることはできないと思われ、編綴「簡」の消滅に比べ

るとはるかに遅れるであろうことは、想像に難くない。

さて、日本古代では「紙木併用」ともいわれるように、紙と木簡がどちらも用いられた。

ここでの紙と木の関係・使い分けの理由は、紙・木の特性、書写環境の特徴（紙が入手し

やすいか、木が入手しやすいか、など）などの要素が絡み合ったものである。こうした日

本の文字文化が、どのような起源と来歴を持つのかについて、私案を提示した6。簡単に

述べると、中国晋代から南北朝期の南朝の文字文化が朝鮮半島を経由して日本列島にもた

らされたもので、特に百済滅亡による遺民の渡来が大きな意義を持つ、という見通しであ

る。

この見通しに立つと、日本の紙木併用の背景にある文字文化は、晋代～南北朝期南朝の

文字文化である。ちょうど紙が普及し、典籍などの書写媒体が簡牘から紙に切り替わった

頃に該当する。細く丁寧に加工した竹簡を編綴して書物にする、という文化が失われ、紙

の巻物と単独簡＝おそらくは木簡が、併用されるという文字文化環境だった。中国南朝地

域は、確かに竹の産地であるが、同時に非常に森林資源に恵まれた地域でもあった。豊か

な森林資源を潤沢に（時には使い捨てたり、多様な形状に加工したりしながら）用いる木

簡文化がはぐくまれていた、と考えたい。

さて、楽浪郡には存在していた、竹簡も含む漢代の文字文化が、変容しながら継承され

ていたのか、断絶していたのかは現状では断定しがたい。ただ、少なくとも朝鮮半島南半

分－漢江よりも南－で、連続的な文字使用の痕跡が十分に把握できない状況から考えるな

らば、一定程度の断絶を想定するほうが、妥当ではないかと思われる。

また、「竹に文字を書く」という方法が三国時代の朝鮮半島に見当たらないことも、断

絶の想定を後押しする。以上から、韓国古代木簡は、楽浪郡・帯方郡の直接的な影響より

も、その後の国家形成を通じて中国南朝から受けた可能性が高いと考えられる。

ただし、帯方郡の滅亡時期と、紙の普及時期は必ずしもかけ離れてはいない。楽浪郡・

帯方郡の文化的蓄積があり、さらにその後新しい書写技術が伝来、あるいは発達したとい

う可能性も、特に高句麗では強く存在するようにも思われる。今後の調査の進展が期待さ

れる。
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Ⅴ．おわりに

最後に2点ほど、本稿では考察・論証できなかった点について、見通しを示しておきた

い。

一つは、新安沈船木簡との比較である。新安沈船木簡は、出土地は韓国であるものの、

その内容・来歴から日本中世木簡である。中世の日韓木簡の比較が可能になる素材だとい

える。今回、詳細な観察やデータ作成をおこなっていないが、写真などを通じての「印

象」としては、平面（板材）を指向する加工や切り込みの施し方など、多くの点で泰安沈

船出土の木簡・竹簡とは異なる傾向があるように感じられる。これも「印象」の域を出て

いないが、泰安沈船の木簡・竹簡は新羅木簡との類似性や系譜が強く感じられ、新安沈船

の木簡は日本古代木簡との類似性が強く感じられる。日韓の木簡文化・文字文化の「分岐

点」が、日本古代木簡、あるいは日本木簡の祖型といえる百済木簡と、新羅木簡の差異に

あるのではないか、という見通しを指摘できるだろう。

次に、なぜ韓国で「竹簡」が復活したのかという点である。朝鮮半島（特に百済）に伝

わった紙木併用時代の南朝系の木簡は、豊かな森林資源を背景にするものだったと思われ

る。一方、古代韓国木簡をみると枝状の材を用いるなど、必ずしも「豊かな森林資源をふ

んだんに使った」とはいいがたいように感じられる。一方、日本の木簡は木の無駄遣いと

言いたくなるほど、木材を使っており、この背景には日本列島の森林資源が存在すると思

われる。こうした森林資源の差が、「竹」という素材を積極的に「代用」したかどうか、

につながったのではないか、と思う。

ちなみに、平城宮の発掘調査で測量基準点の周囲を保護するために打ち込まれる杭は木

製であるが、訪問した慶州月城発掘調査現場で用いられていたのは、竹材であった。
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죽간에 대하여

馬場 基（바바 하지메）

요 지지 일본 고대에는 나무에 문자를 쓴‘목간’은 많이 출토되지만, 대나무에 문자를 쓴

‘죽간’의 출토 사례는 없다. 이와 같은 이유와 의의에 대하여 일본 고대 목간을 동아시아

의 간독（簡牘）혹은 문자문화사 안에 자리매김하여 밝히는 것을 최종 목적으로 한다.

중국 한대의 죽간 이용 상황을 정리하면 다음과 같은 특징을 알 수 있다. 서사（書写）재

료로는 비단, 대나무, 나무의3종류가 존재하였다. 이들은 서로 호환성을 가지면서도 역할

분담을 하였다. 이 중에서 대나무는‘책서（冊書）’로 사용된 적이 많았다. 책서는 비단보다

는 격이 떨어지나 전적（典籍）등 중요한 문서에서 사용되었다. 한편 나무는 입체적인 형태

로 이용되거나 폭넓은 서찰로 이용되는 등 높은 가공성을 활용했다는 방법적 특징이 있다.

다음으로 중세 한국의 죽간에 대해서 검토하였다. 중세 한국의 죽간을 가공방법, 가공형

태, 용도 등에 주목해서 관찰하면, 기본적으로 단독간（単独簡）으로 이용되는 꼬리표（荷

札）이며, 가공은 대개 조잡하다는 점을 지적할 수 있다. 함께 출토된 목간의 형태와 가공

에도 큰 차이는 찾아볼 수 없다. 이러한 상황에서 대나무는 나무의 대용품으로서 부찰（付

札）작성에 사용되었다고 판단된다. 이들은 중국 한대의 죽간 이용과는 크게 다르다. 즉

중세 한국의 죽간은 중국 고대 죽간의 계보를 잇는 대나무의 이용 방법이 아니다.

낙랑군 및 대방군에서는 한나라의 간독（簡牘）이 이용되고 있으며, 대나무를 사용하여

책서를 작성하는 문자문화는 한반도와 일본열도에 부분적으로 전파되었을 수도 있으나,

광범위하게 전개되지는 않았다. 또한 중세 한국 목간의 가공방법 등은 신라 목간과 공통성

이 찾아볼 수 있으며, 중세 한국 목간·죽간은 신라 목간의 계보를 강하게 잇고 있다고 할

수 있다.

주제어 :: 목간, 죽간, 동아시아 문자문화

馬場 基
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On the bamboo tablets

Hajime Baba

Abstracts: Contrary to the fact that no bamboo writing tablets have been excavated in ancient

Japan or Korea, there are later period examples from Medieval Korea. The question we ask here

is: Were there bamboo tablets in ancient Korea and Japan? This paper aims to examine

documentation systems in ancient China and compare them with the wooden and bamboo writing

tablets found in Korea.

Firstly, documentation in the Chinese Han period (202 BCE to 220 CE) were threefold and

included silk, bamboo, and wood. Each type played different roles. Bamboo was mainly used for

slip booklets bound by connecting pieces, and used for important scenes such as official books—

although, it was considered to be less formal than silk documents. Woods were used as a wide

tally, making use of its workability.

Secondly, we observed the processing methods, shapes and use of Korean bamboo tablets. They

were mainly used in a single portion and were roughly processed—which is quite similar to

contemporary wooden tablets.

Thus, we conclude that the bamboo tablets in Silla inherited its characteristics from ancient

Korean wooden tablets, rather than from ancient China. Consequently, there is no reason to

assume a wide use of bamboo tablets in either ancient Korea or Japan. We should discuss East

Asian ancient literature on the premise that bamboo tablets were absent in these countries.

Keywords: Wooden tablet, Bamboo tablet, East Asian documentation culture

竹簡について
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皇龍寺建立と運営に関する考察

李 恩 碩

Ⅰ．はじめに

Ⅱ．王城における皇龍寺の位置

Ⅲ．結語

要 旨 真興王が新たな王宮の建設を試みたのは、強力な王権を構築するための新たな世界、つまり自

らが天子の役割をするという意味を掲げることであった。王宮建設は、都市計画の出発点であり、中心地

であった。王宮は中国の都城計画の概念を借用したものであったが、新羅特有の都城として発展すること

となる。

真興王が黄龍出現を契機として王宮から寺院に変更したことは、仏教を国教として定め、「王即仏」思

想を具現するにあたり、より適したものであったと考えられる。皇龍寺建設は、新羅社会の大変革を引き

起こす大事業であった。

寺院建築において、中国や日本ではみられない一列配置の三金堂からは、真興王の意図を十分に推測す

ることができる。中央金堂は丈六尊像を安置し、東金堂は皇太子のための東宮の意味を付与した施設とし

て、西金堂は自身のための施設として造成された。

しかしこのような構図は、真平王の代になって完成したと推測される。真智王退位後、長子継承の正当

性と王権強化の結晶である天賜玉帯を保管する場所として、西金堂がその役割を果たしたとみられる。

芬皇寺は善徳女王のための寺院として建立されるが、女性という限界－釈迦族の公主であるため、東西

金堂は中央金堂より一段格下の姿である「品」字配置の形で造成された。しかし聖骨系が途絶えると、以

後新羅社会においてこのような三金堂配置は造営されなかった。

絶対王権の象徴を示す皇龍寺中央金堂には丈六尊像を、東金堂には小組丈六尊像（あるいは薬師如来

仏）、西金堂には天賜玉帯を奉安することで「王即仏」思想を具現した。そして善徳女王代の645年に造成

される九層木塔は新羅三宝として、皇龍寺の完成を示す、新羅都城においてもっとも重要な場所であるこ

とを証明するものである。

キーワード 皇龍寺 三金堂 天賜玉帯 芬皇寺 皇福寺

国立羅州文化財研究所
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Ⅰ．はじめに

皇龍寺は新羅の歴史上、都城、寺院、政治の中心地であり、その重要性についてこれ以

上言及する必要がないほど、新羅史研究において重要な位置を占めている1。皇龍寺の造

成は、古代都市中心国家の誕生を知らしめる重要な位置にある。502年の殉葬禁止、520年

の律令頒布と百官の公服制定、527年の仏教公認、536年の建元年号の使用、最初の伽藍を

もつ544年の興輪寺の造成など、6世紀代の新羅は大きな社会的変化が生じた。

6世紀代の中国の変化、すなわち20～30年周期で繰り返された国家の成立と滅亡、そし

て仏教の拡散は、東北アジア全域に大きな影響を及ぼすこととなる。よって、553年の真

興王代の漢江下流域の占拠と、新宮すなわち皇龍寺建設という大事業は、当時の東北アジ

ア各国における首都建設という大きな機運と軌を一にするものであった。真興王代の新宮

建設は、単に宮廷建築というだけでなく、古代都市築造、特に方格化した新都市建築と合

致しながら、基本的な概念と制度を受容することになる。しかし、地形的・地理的特性の

みならず、従来の枠組みを維持しつつ独創的な要素が加味されることで、新羅式都城制が

発展し、統一新羅時代まで継続的に都市の範囲が拡張する。その中心に皇龍寺が位置して

いるのである。

しかし、皇龍寺の発掘から40年以上が経過したが、南広場・都市遺跡へとつながる地域

はようやく調査され、その様相解明への糸口が紐解かれているところである。皇龍寺東方

の都市遺跡は発掘によってその構造がある程度あきらかとなったが、芬皇寺との境界地域

である北方や西方地域の場合、境界区域の発掘がいまだ正式におこなわれておらず、皇龍

寺との関係を正しく解釈できずにいる2。

2000年代以降は皇龍寺の復元研究をはじめとして、都城との関係など、数多くの学術大

会が開催され、多様な論文が発表されたが、三金堂の造成事由とその背景、都市構造との

関係など、核心的な部分は解決されていない。よって、本稿ではこれらの問題について新

たな視点でアプローチすることとする。

Ⅱ．王城における皇龍寺の位置

1．都城の中心・皇龍寺
6世紀から三国は中国の都城体系を受容するとともに、王宮を中心とした区画都市構造

を備えてゆく。この点に関する研究は既に多くの蓄積があり、筆者も新羅王京の構造につ

いては何度も発表しているため、ここで簡単に言及したい3。

王京の造成は、皇龍寺を中心に1段階の都市計画が進み、以後、南北に市街地が拡大し

てゆく様子は、継続的な発掘を通じて証明されている。以前、皇龍寺の中軸線は金堂の中

李 恩 碩
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心台座から16.8ｍ程度西に偏る、すなわち、金堂西部を中軸線が通ることから、建物群の

全体配置は東へ偏っており、このような構造は、中国南朝の宮城構造とは反対であるが、

北魏洛陽城の宮城概念を受容した可能性が高いと指摘したことがある4。裵秉宣は、中国

の偏向的な都城構造が益山王宮里遺跡にも影響を及ぼしたとみており5、新羅都城もこれ

を受容した可能性を示した。

つまり第3図を詳細に検討すると、月城と狼山間の地割配置で、一坊1／2以上が西方

後苑工房

建物群

第3図 慶州における都城1次計画図と西へ偏った状態（李恩碩2016）

第1図 北魏洛陽宮城復元図
（傳熹年主編2003）

第2図 王宮里遺跡配置構造図
（배병선2014）
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の月城に偏っている。これは都市計画の全体的なプランが西に偏っているという点を如実

に表わす一方、偏向的な構造を受容した可能性を示している。

くわえて以前から指摘されてきたように、朱雀通の性格をもつ皇龍寺南方中央の南北道

路が中門と南門の中心軸上で取り付かず、西に偏った位置で取り付く点は、示唆するとこ

ろが大きい。これは、既存の新羅都城の構造を復元する際に常に問題になってきたことで、

朱雀通の存在有無を示す非常に重要な要素である。

2015年からは、新羅文化遺産研究院が皇龍寺南方地域を発掘している。その結果、皇龍

寺の中心軸線から西へ約20ｍ地点で、皇龍寺建立時期と関連する南辺東西道路と交差す

る中央南北道路（朱雀通の役割をする幅約13ｍ）が1段階で築造されたが、改築ののち

に埋め立てられ、AD700年頃に造成された新たな広場遺構を遮断する塀の南方へ再度改

築し、取り付く状況を確認した6。

つまり第4図をみると、今の南北道路は皇龍寺全体の中軸とはあうが、皇龍寺の中門－

塔－金堂（仏殿）と造営方位を揃えていない。造営方位をずらして築造していたのだろう

か。このような例は、益山王宮里遺跡でも正殿と中門がずれて配置されており、注目する

必要がある。南－北子午線にあわせて王宮を建設する過程で、南北軸の定直線上に大門－

正殿を正南方向に一直線上に配置すると、「神への反抗」の意味をもつことになる。この

ことは、皇龍寺が当初、新宮建設計画のもとで築造され、その後も維持されていたことを

南
北
道
路

第4図 皇龍寺南方遺跡の構成（新羅文化遺産研究院提供）
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示している。

以上から、皇龍寺の配置と基本的な都市構造を備えるために、思想的背景と理念を反映

した都城の築造がなされていたと理解することができる。つまり、天神と地神に王権の正

統性の承認を受けなければならず、これにともなう儀式空間が配置されなければならな

い7。第5図に示すように、王宮を中心に、周囲には礼儀空間を所定の位置にあわせて配

置しなければならない。現在の慶州西方に位置する蘿井が宗廟と同様の役割を担う奈乙神

宮とはなりえず、鶏林北方の建物についても複数の解釈が提示されているが、宗廟の役割

を担っていたとみるのは難しいだろう8。

2．なぜ三金堂なのか
『三国史記』と『三国遺事』には、真興王が新宮（紫宮）建設を試みたが、その地から

黄龍が現れたことから、寺院に変更したという記事がみられ、この解釈に関しては研究者

間で異論はない。黄龍は四方を護衛する四神（東－青龍、西－白虎、南－朱雀、北－玄

武）の長であり、皇帝の権威を象徴する9。ところが、『三国史記』では「王が黄龍が現

れたことを不思議に思い（王疑之）、寺に変えて皇龍」とし、『三国遺事』には、「将来、

紫宮を龍宮南方に建てようとするが、黄龍が現れたため、これを改め寺を造って黄龍」と

したとある。最終的に寺院に変更したという内容は同じだが、そこへ至る過程はまったく

異なっていることを類推することができる。

第一に、黄龍が現れたことを不思議に思うという意味は、真興王はまったく予想してい

なかったが、黄龍の出現を契機として天命を受け、天下を治める支配者となるという意味

として、「皇」字を使用するものである。これは、真興王が天命を受けざるをえない、す

なわち、計画していなくても当然のこととして、皇帝の地位を天が与えてくれるという意

味だと理解することができる。かなり意図的な文字の選択だといえる。

第二に、龍宮10の存在、すなわち龍が既にいる地である南に宮殿を建て、黄龍が出てく

講堂西側建物 講堂東側建物講堂

西金堂 東金堂中金堂西僧房 東僧房

東回廊西回廊

南回廊 南回廊中門

第5図 都城の儀礼空間－隋の大興城モデル
（妹尾達彦2011）

第6図 6～7世紀における皇龍寺の伽藍配置
（김숙경2020）
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るのを待っていたか、予想して建設を進めたが、龍が現れるとすぐに「黄龍」と命名した

というものである。これは、真興王がすべての状況を緻密に計画して進めたと解釈するこ

とができる。狼山と月城間の中軸線をあわせるとともに黄龍の出現をも考慮したとすると、

真興王が意図的に寺院建立を推進したのではないだろうかという推論も可能である11。

真興王は新宮（皇龍寺）建立とともに、内部的には王権強化を、外部的には領土拡張を

推し進め、自らを転輪聖王（世界を統治）と称し、王即仏時代を導いた12。息子に銅輪

（26代真平王の父）、鉄輪（25代真智王）と名付け、釈迦牟尼の家系がそのまま転生したこ

とを示した。真平王の娘、善徳女王の幼名もやはり、釈迦族の公主の德曼公主であった。

このような家系図をみると、黄龍が現れたということは、天下の支配者となることを自ら

象徴することであり、また、寺に変更して建てたということは、すなわち、釈迦牟尼が住

む場所を造ったということを表している。

では、王宮の基本的な概念を完備する地に皇龍寺を建て、三金堂はなぜ、どのような思

想を反映して造成されたのかを検討することとする。

三国に仏教が伝来する4～5世紀初頭、中国13では仏教が大きく発展し、北方十六国地

域に寺院893ヵ所が建てられた。南北朝期と隋による統一が成し遂げられた6世紀末まで

が、寺院建立の絶頂期であった。南北朝期には、仏殿の前に塔を建てて回廊を巡らせ、四

方に門を備えた配置形態、仏殿の後方に講堂をくわえる配置形態が新たに登場する。双塔

の配置も出現し、これは唐代における仏舎建築の平面配置の発展と定型化の基礎となった

と考えられる。隋の文帝の時、中国全土には既に3,792ヵ所の寺院があったが、煬帝代に

は3,985ヵ所まで増加し、僧侶が236,000人いたという。唐の高宗の時には5,358ヵ所に達し、

比丘尼は75,524人、尼は50,576人に及んだという。

仏塔中心の平面配置は「仏塔を中心に四方に回廊を巡らせた型式」、または「仏塔と仏

像を中心に、四方に小塔や仏像を立てた型式」を呈することから、小乗仏教の影響下にあ

ったことを示している。東晋南北朝後期に至ると、北魏の永寧寺のような前塔後殿として、

北魏の『洛陽伽藍記』には「木製の九層浮屠1基と、浮屠の北に仏殿1棟があるが、形態

が太極殿と同じ」だと記録されており、また、洛陽建中寺は前廳後堂の構造で、仏殿と講

堂を順に配していた姿がみえるとある。隋代に入り、仏塔、仏殿、講堂を同時に造営した

寺院は蘇州の重玄寺である。殿を建て、堂を建て、廊廡（回廊）と廚庫（台所）までを完

備したという表現が残っていることから、皇龍寺の構造と基本的な概念を関連づけること

ができる寺院である。

ここから三金堂の構造を類推することができるのは一正二配の構造である。中央に正殿、

その両脇に配殿を置く型式が隋代に既に出現しており、『法苑珠林』の記録によると、荊

州寺の正殿は間口13間、東西脇殿は各9間と記述されている。また、一閣二樓の配置は、
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中軸線上に高閣、左右に二樓を置くか、あるいは南閣北塔として、南に高閣を建てて塔を

配し、北に北殿を配置する構造もみられる。そして一殿双塔は、隋の文帝が584年に建立

した長安大雲経寺でみられるが、前殿後堂を基礎として仏殿前に左右対称の双塔を建てた

ものである。

以上、中国の仏殿建築型式をみると、高句麗青岩里廃寺において、塔を中心に置き、北、

東、西に仏殿を配した一正二配構造が日本の飛鳥寺まで続くことが三金堂の造成原理を示

仏塔中心、四方に回廊を
巡らす型式

仏塔および仏像中心、四方に
小塔および仏像を建てる型式

大同 方山寺
（宿白2011）

北魏永寧寺の平面推定図 前塔後堂配置詩意図
北魏寺院における
前殿後堂詩意図

麦積山石窟第127窟西魏壁画
（Janet Baker 1998）

隋代荊州寺における一正二配配置詩意図

第7図 古代中国の仏殿配置様式図1（王貴祥2013から引用）
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塔－堂－殿配置詩意図 塔－殿－堂配置に回廊、僧房、厨庫
を加えた配置詩意図

北魏天興元年寺院配置詩意図

敦煌莫高窟周代壁画にみられる
一殿双閣型式（宿白2011）敦煌361窟南壁の阿弥陀経変にみられる

仏寺双閣配置（蕭默2002）

敦煌莫高窟第257窟の北魏壁画中にみられる一殿二塔型式
（蕭默2002）

第8図 古代中国の仏殿配置様式図2（王貴祥2013から引用）
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す意味として解釈されている。

しかし皇龍寺の三金堂は上記の寺院とは異なり、西金堂－中金堂－東金堂の順に一列に

配されている。東金堂と西金堂は台座跡がないことから、東、西金堂の一所には、東竺寺

から迎えた小型三尊仏を、一所には仏画を安置したと考えられるが、奉安された図像につ

いては不明である14。皇龍寺中金堂には丈六尊像など、19躯を安置する構造が発掘で確認

されているが、東・西金堂にはどのような仏像を祀ったのか、あるいは行事がおこなわれ

ていたのであろうか。

梁正錫15は、王宮の概念のもとで、魏の文帝が洛陽遷都とともに太極殿と同時期に東西

堂を造成し、この建物は、太極殿の左右で皇帝の日常的な政務だけでなく、各種行事がお

こなわれる補助的な役割をなしていたことをあきらかにした。また、皇龍寺再建の過程で

新たに造成された金堂の平面構造が、皇帝の居住空間として知られる太極殿と同一形態で

あったという点をあきらかにしている16。しかし、都城が整備される過程で、新たに宮廷

が整備されるなかで問題が生じるとすぐに、皇龍寺は一部計画変更した状態で造営された

か、あるいは新たに受容した都城計画にもとづき造営されたとみている。皇龍寺創建期の

回廊によって区画された3棟の建物は、再建過程で回廊が撤去されるとともに、東西の建

物は間口7間に縮小されるが、中央の建物は拡大した構造へと変化する。東西に配置され

た建物も、やはり太極殿と関連した宮殿配置構造にあわせて造成された可能性があると考

えた。したがって外見上、再建伽藍は木塔を除けば、太極殿の東西堂からなる、中国南北

朝時代の宮殿の構造と同じであると考えている。また、新羅下代にもみられる西堂の記録

として、また別の太極殿が存在する可能性も提示し、東西堂制度が隋代に至り廃止されて

いる状況で、なぜ後代まで存続したのかという点について、疑問を提起している。

すなわち再度要約すれば、東西堂制度が消滅する段階に、新羅の真興王は、この制度を

もとに宮殿を造ったが、仏殿への変化にともない太極殿としての役割はなしえず、新たな

太極殿のような精舎建物がどこかにあったと推定される。しかしその位置、あるいは造成

計画は現時点ではわからないため、新資料の発見を期待して論を終えている。

真興王が当初は王宮を計画するなかで、3棟の建物を並列して配置することを基本原理

としたならば、梁正錫の見解通り、東西堂を備えた太極殿を意味していたとみることがで

きる。創建期には、中央建物両側を南北回廊で区画し、その東西に相当な規模があったと

推定し、百済弥勒寺のような「三院式三金堂」の配置形態として理解しようとした17。

梁正錫が指摘した構造は、蘇州にある重玄寺の構造とも関連する。一列配置と東西に各

種付属建物を配する様子は、皇龍寺初期伽藍とも関連づけることができる。ところが今の

解釈では、王宮の概念と仏教寺院建築の概念が常に混在しながらあるため、両者の判別は

不可能である。王宮から寺院への変更にともない、丈六尊像など19躯の尊像を祀る寺院の
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中国

永寧寺（516） 趙彭城仏寺（6世紀） 仏宮寺（857／1056）

韓国

軍守里廃寺（6世紀）
清岩里廃寺（479）

皇龍寺（553／645）

定陵寺（427） 弥勒寺（634） 四天王寺（679） 望徳寺（684）

日本

飛鳥寺（588） 四天王寺（593） 橘寺（7世紀初） 百済大寺（639） 山田寺（663）

法隆寺（7世紀末） 薬師寺（730）

川原寺 大官大寺（677）

第9図 韓国・中国・日本の古代伽藍配置の比較図（국립문화재연구소·경주시2011、p．42引用）

李 恩 碩

228800

2021.03.09 14.19.55 Page 292 ／【Ｋ：】Ｓｅｒｖｅｒ／ｖｅｒ７県外・県内／２６６７４１日韓文化財論集Ⅳ／本文／李恩碩　　　　　　　　　ｐ２７１－２９１



構造に変わるが、東西の建物の用途－本尊を祀っているが、金堂の役割をする東西金堂を

なぜ維持しようとしたのだろうか。太極殿の役割もできず、東西堂制度も消滅したが、な

ぜ三金堂構造を維持しようとしたのだろうか。

真興王が皇龍寺建立を試みた目的は、王権強化であったということは充分に理解されて

いる18。王宮と仏教を組み合わせ、建築にどのように反映させたのか、真興王の意図を複

合的に考える必要がある。真興王は「王即仏」、すなわち中金堂に釈迦牟尼を祀るととも

に、その東西金堂を、自分と息子のための施設として計画することで、王権強化を宣明す

ることができた。具体的な意味を考えると、東は銅輪太子のための－東宮の概念をもった、

あるいは太子のための礼拝施設として、西は転輪聖王である自分自身のための施設と捉え

ると、三金堂の概念と一致する。しかし、銅輪太子が死去（572年）して長子継承がなさ

れなくなるとともに、王権強化に揺れが生じた。やがて真智王が4年ほどで廃位すると真

平王が即位することになる。これは嫡流－長子継承を続け、再び王権強化という体制整備

がおこなわれるようになったと理解することができる。

真平王の登極は、王権の再確立が優先的な目標であり、名分を立てることであった。そ

の名分を裏付けるものが天賜玉帯である。即位年に天からもたらされた玉帯はすなわち、

王権の象徴であり、天命を受けて統治する支配者を意味するとみることができる。郊社や

宗廟の大きな祭祀の際には、これを着装したとされる。つまり、皇龍寺の丈六尊像、皇龍

寺の九層木塔、天賜玉帯は、新羅の三宝であり、そのうちの二つは皇龍寺そのものであっ

たのである。

皇龍寺に丈六尊像金堂が完成した後、東西金堂の役割はどのようなものであったのだろ

うか。前述したように、東金堂が太子のための東宮の意味を持つならば、それにあった仏

殿が造営されるか19、『三国遺事』の記録通り、東竺寺の三尊仏を祀った可能性が高い20。

そうであれば、西金堂の役割は、王を象徴する－真興王の系譜を正統に受け継いだ真平王

が仏殿を造営するというよりは、自身の王権強化の重要な証拠である天賜玉帯を保管する

場所とした可能性を提示したい。もちろん推論であるため断定はできないが、三金堂造営

の一つの案として示すものである。

三金堂の中央金堂には丈六尊像を迎え、東金堂には塑像丈六尊像（あるいは薬師如来

仏）、西金堂には天賜玉帯の保管場所として、王権の象徴を示す姿で展開した。以後、645

年に造成される九層木塔は新羅三宝として、皇龍寺の完成を示す、新羅都城においてもっ

とも重要な場所であることを証明しているといえよう。

天賜玉帯の保管場所については、新羅後代に皇龍寺と関連した記録が伝わっている。

『三国史記』新羅本紀景明王5年（921）に天賜玉帯の逸話が伝えられている。90歳を超え

た皇龍寺の老僧によると、新羅三宝の一つであるこの玉帯は真平大王が身に着けていたも
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ので、代々伝わり「南庫」に保管しているという。以後天賜玉帯は、937年の高麗王朝成

立前まで保管されていた。

第6図にみられるように、初期伽藍では倉庫施設が備わっておらず、真平王が当初から

「南庫」に保管していたとみることはできない。王権強化の象徴である天賜玉帯が、真平

王が即位した579年から約300年余りの間、西金堂に継続的に保管できなかったと推定され

る。金春秋へ連なる真骨系への王権変化、8～9世紀代の王権の弱体化に起因する象徴性

の欠如、朴氏王への交代（神徳王912年）、金堂の修復、仏教界の教義（禅宗などの導入）

の変化と皇龍寺内の様々な変化などの理由により、時期はわからないが、保管場所の変更

は当然なされたと考えられる。しかし、もっとも重要なのは、新羅滅亡まで皇龍寺に保管

されていたという点であり、皇龍寺とともに新羅三宝を代表する遺物として、その保管場

所と象徴性において、西金堂が最適の場所であった可能性を指摘する。

3．芬皇寺と皇福寺
（1）芬皇寺三金堂の造成

法興王14年の527年に仏教が公認された後、真興王と真智王、真平王を経て善徳女王、

真徳女王まで、『三国史記』と『三国遺事』にみえる寺院は45ヵ所にのぼる。このなかで

も「皇」が入る寺院は皇龍寺のほか、芬皇寺と皇福寺である。したがって、王権の象徴を

示す両寺院についても検討をくわえる。

芬皇寺は善徳女王3年の634年に創建された。発掘の結果、創建当時の伽藍は金堂の構

造が「品」字型となる独特な構造だったことがあきらかとなった。このような構造は皇龍

寺とは異なるもので、やはり高句麗清岩里廃寺のような系譜を引くという見解も指摘され

たが、独創的な新羅式伽藍の出現という点をより意義づけている21。再建の時期と三金堂

の維持などについては、『三国遺事』に記された、755年に大型の薬師如来仏を安置すると

ともに東西金堂を撤去した可能性22と、千手大

悲観音菩薩壁画の存在を示す記事から、維持さ

れたとみる見解がある23。

金堂は皇龍寺三金堂のように三金堂として造

成されたが、構造が異なる。では、なぜ両者に

違いが生じるのだろうか。もし真平王に息子が

生まれていたら、「王即仏」の概念から、釈迦

牟尼の系譜を引く一列配置の三金堂をそのまま

造ることもできる。しかし、善徳女王は釈迦族

の公主であったために、本尊とは同格にするこ

とはできなかっただろう。よって中央金堂は北第10図 芬皇寺の伽藍変遷図

李 恩 碩

228822

2021.03.09 14.19.55 Page 294 ／【Ｋ：】Ｓｅｒｖｅｒ／ｖｅｒ７県外・県内／２６６７４１日韓文化財論集Ⅳ／本文／李恩碩　　　　　　　　　ｐ２７１－２９１



に、東西両金堂はその下、南に配置した可能性を提示したい。真徳女王以後の聖骨系譜の

断絶は、「王即仏」の系譜もまた継承できない状況となり、以後、寺院は一金堂二塔の型

式として発展してゆく。芬皇寺は皇龍寺のように、三金堂の北、同一軸線上に講堂は造営

されていない。東方の蓮池とともに造成される金堂と造営方位が異なる長舎状の建物が残

存するが、性格が異なる。つまり芬皇寺は王のための願刹の性格を有する寺院であったと

みるべきであろう。

（2）皇福寺の造成と諸問題

慶州狼山（史跡第163号）は皇龍寺東南辺に位置し、善徳女王陵、四天王寺、陵只塔な

ど、新羅の主要遺跡が密集する地である。2016年以降、狼山整備事業の一環として、皇福

寺三層石塔（国宝第37号）周辺の発掘調査が（財）聖林文化財研究院によって進められて

いる。2016年には統一新羅時代の王陵の護石が発見された地点を中心に全面発掘調査をお

こない、未完成の石材および建物や道路遺構を確認した。2017年には塔が位置する西側へ

調査範囲を拡張し、皇福寺金堂基壇と十二支神像、付属建物と回廊遺構などを、2018年か

ら2019年5月までに、統一新羅時代の十二支神像基壇建物、大型金堂、回廊、排水路、方

池などの遺構と、金銅仏立像など1,400点余りの遺物を検出した24。

『三国遺事』には真徳女王8年のAD654年、義湘大師が皇福寺で出家したという記録

があり、1942年の皇福寺三層石塔修理時、金製如来坐像（国宝第79号）と金製如来立像

（国宝第80号）が発見された。金銅舎利盒蓋の記録には、「神文大王が692年に薨去された

ため、神穆王后と孝昭大王は宗廟の神聖な霊のため、三層石塔を建て（宗廟聖霊禅院伽

第11図 皇福寺一円の発掘区域（1～3次）
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藍）、……聖徳王5年の706年、仏舎利4と、純金製弥

陀像1躯と無垢淨光大陀羅尼経1巻を石塔2層に安置

する」とあることから、7世紀中盤には既に皇福寺が建立されていたと考えられる。

調査団は、2016年の調査時に確認された十二支護石が34代孝成王（在位737～742年）の

未完成の石材であると推定した。また、金堂と推定される1号建物は、間口7間、奥行4

間で、東西28ｍ、南北16ｍを測り、統一新羅時代以前には、推定東－西木塔と中門、南

回廊などの遺構を南－北線上に配していたと報告した。以後、統一新羅時代に至ると、皇

福寺三層石塔と東・西亀趺1・2号大石壇および回廊、雑石などの遺構が、高麗時代には

礎石建物および関連施設が存在していたと考えている。しかし、現時点で確認されている

第12図の1・2号建物は、その内部の基壇石列とほかの根石などが残存しており、少なく

ともここで3回以上の改築があったことがわかる。よって根石の前後関係は再考する必要

性がある。第13図の2号建物は、間口1間、奥行1間で、柱間間隔が500cmに達し、1

号建物の廃棄後は、2号建物のみが残り、存続していたと報告されている。つまり略報告

書によると、金堂の役割をする大型の建物が消え、1間規模の建物のみが塔と回廊ととも

に存在したということであるが、綿密に検討する必要がある。1号建物内部に別途、1間

規模の根石をもつ建物を設ける構造の比較資料が、9世紀代の S1E1王京遺跡の第1家

屋（第14・15図の寺院構造）でみられる25。

この遺構は皇龍寺東方の王京都市遺跡内に位置する。木塔横に小型石塔が配され、その

北方に金堂が造られる。講堂や回廊がともなわない構造から、貴族の願刹と推定される。

発掘調査の際に、皇福寺と同様、重複するように内部に1間規模の建物の根石が確認され

た。両者を時期差として考えたが、皇福寺と同様の構造であることを勘案すると、再解釈

が必要である。王京第1家屋金堂は、報告書には間口5間とあるが、身舎3間を再度検討

すると6間規模となり、内部に1間規模の方形建物がある。報告書には、前方に束柱があ

第13図 皇福寺2号建物
（1間）の細部

第12図 皇福寺金堂（1号と2号建物の重複状態）

李 恩 碩
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り、重複関係からみて、大型金堂より先に築造されたと解釈されている。ところが金堂の

身舎を検討すると、従来の解釈である5間ではなく6間となり、その内部に方形の建物が

造られる状況は、皇福寺1号建物と非常に類似する。両者ともに金堂の役割をなし、その

内部に方形吹放し構造の根石が重複する様相は、偶然というよりは建築自体に再解釈の余

地があると考えられる。

このように重複する建物は、金堂築造前に既にあったが廃棄された施設である可能性と、

従来の寺院構造とは異なる願刹、あるいは特殊な配置（皇福寺）として、金堂内部に別途、

金堂

石塔

木塔

第14図 9世紀代の王京S1E1地区第1家屋
（寺院型）金堂内の重複構造

第15図 王京S1E1地区第1家屋図面
（皇福寺址と重複構造が類似）

第19図 王京第1家屋の重複・併存状態（2次）

第16図 王京第1家屋の間口6間の復元 第17図 王京第1家屋の重複状態
（2棟の小型建物が重複した形態）

第18図 王京第1家屋の重複・併存状態（1次）
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僧房のような性格の構造物が造られ、両者が併存していた可能性も考えられる。このよう

な僧房の構造は、第20・21図にあるように、日本の讃岐国分寺遺跡（741年建立）で類似

する様相がみられるため紹介する。この遺構は、礎石間に長い石列ないしは磚を連結させ

ており、僧房の区画と施設のために構築されたものである。新羅王京でも、このような列

状を呈する根石が一部確認されており、僧房とともに区画施設の基礎である可能性が高い。

つまり、皇福寺や王京Ｓ1Ｅ1地区で確認されている金堂内施設は、時期差ではない可

能性が示唆される。金堂内の待機施設、あるいは関係僧侶の居住施設として併存していた

と考えられる。つまり、建物内部に低い天井施設を設置するには、別途柱を立てる構造と

なることから、金堂内に設置されたと推測するものである。現時点では第22図の模式図の

ように復元しているが、礎石相互の関係と構造については再考する必要があり、古代建築

物の復元試案についても多角的に研究する必要がある。

また、皇福寺内の東西木塔という場所から宗廟の祭儀施設である可能性も指摘されてい

るが、中央に心礎を置いていない点、下部の根石が重複している点から、その時期は統一

新羅時代以前に遡及しえない点を考慮する必要がある。中門入口に位置する亀趺は原位置

をとどめていないが、寺域内部の各種建物と相応しい構造物として、統一新羅時代後代の

遺物であることを考慮しなければならない。

くわえて、7世紀後半から8世紀代前半に建

立されたと考えられる皇福寺三層石塔の現在の

位置もまた、初期の伽藍配置とはまったく合致

しない。つまり、当該期の慶州の寺院－四天王

寺、感恩寺、望徳寺、仏国寺などによるならば、

一金堂二塔の型式がもっとも一般的である。発

掘略報告書には、土層調査をもとに現在の石塔

の位置が初築であるとしているが、ほかの場所

第20図 讃岐国分寺遺跡の僧房遺構 第21図 讃岐国分寺遺跡の僧房復元模型

第22図 金堂内重複構造模式図

李 恩 碩
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で造成されたが、現在の位置に移設されたと仮定しても、石塔が位置する地点は、当時は

建物を造成するには困難な丘陵地であったため、土層調査では当然のことながら、初築の

痕跡のみを確認するにとどまっている。石塔が金堂と一直線ではなく、東西方向に偏って

位置する伽藍配置は、慶州南山や平地でみられる望塔－金堂や寺院のほかの付属施設より

も高所に位置－あるいは、舎利塔の概念を反映している。

このような伽藍配置は、8世紀後半代から9世紀代を中心とする天官寺も同様で、西南

部に石塔が配される構造となり、9世紀代の S1E1王京遺跡第1家屋構造（第15図）で

も石塔を木塔の東横に配置する点と類似する。（伝）仁旺寺の場合にも、既存の建物上に

新たな寺院を建立し、また慶州南山に数多くの寺院が入植する時期が9世紀代である点を

鑑みれば、仏教の思想的な変化とともに塔の位置が変化することがわかる。

皇福寺の略報告書では、中門などで6世紀代の土器が出土することから、上限年代を遅

くとも7世紀とみているが、全体的に出土する軒丸瓦の中心時期は9世紀代であることを

考慮する必要がある。

以上の状況から、皇福寺は9世紀代に至り石塔の移設とともに大々的な重建があった可

能性を再考することができる。あるいは、石塔が現在の位置に初築（造成時期の問題はあ

るが）され、中門に取り付く伽藍配置を認めるならば、8世紀代後半代以後に寺院全体が

新たに造営された可能性を指摘したい。つまり、現在の伽藍は記録にみられる7世紀代の

皇福寺とはまったく別の寺院である可能性を示唆している。特に塔－金堂－講堂と連なる

普遍的な寺院の系譜ではなく、王族や貴族の願刹のような構造を帯びている点を考慮しな

ければならない。

第24図 皇福寺出土軒丸瓦第23図 天官寺の石塔と金堂配置
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Ⅲ．結語

以上から、真興王の皇龍寺造成は意図的な計画の下、「王即仏」の概念で一列に配置さ

れる三金堂を築造し、これは真平王と善徳女王、真徳女王の系譜まで継続していたことを

論じた。善徳女王もやはり釈迦族の公主であり、聖骨系統を継承する者として三金堂を造

成したが、女性という限界から、「品」字の配置型式－東西金堂が一段格下の姿となり、

講堂が造成されない願刹の性格を帯びていたとみることができる。以後新羅社会において、

このような三金堂配置が造成されなかったのは、王権と仏教の思想的な変化が要因として

反映されたと考えなければならないだろう。

絶対王権の象徴を示す皇龍寺中央金堂には丈六尊像を、東金堂には塑像丈六尊像（ある

いは薬師如来仏像と弥勒菩薩・地蔵菩薩）、西金堂には天賜玉帯を配することで「王即

仏」を示し、善徳王645年に造成される九層木塔は、新羅三宝として皇龍寺の完成を示す、

新羅都城においてもっとも重要な場所であることを証明しているのである。

付記 最近、皇龍寺西回廊西方地域における

調査で、金銅製鳳凰装飾付海老錠など3点が

出土したことから、重要な品物を保管する装

置や施設などが設けられていたとみる見解が

発表された（2020年11月25日文化財庁による

報道資料）。これは、天賜玉帯を保管した南

庫と関連する遺物である可能性が高いと考え

られる。今後の発掘成果が注目される。
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황룡사 건립과 운영에 관한 고찰

이 은 석

요 지지 진흥왕이 새로운 왕궁을 건립하고자 한 것은 강력한 왕권을 구축하는 새로운 세

계, 즉 본인이 천자의 역할을 한다는 의미를 내세우는 것이었다. 왕궁 건립은 도시계획의

시발점이자 중심지였고, 중국 도성계획의 개념을 차용하였지만 신라 특유의 도성으로 발

전하게 된다.

진흥왕이 황룡 출현을 계기로 왕궁에서 사찰로 변경한 것은 불교를 국교로 삼고‘왕즉

불’사상을 구현하는데 더욱 부합되었을 것으로 판단된다. 황룡사 건립은 신라사회의 대

변혁을 불러일으키는 대역사였다.

사찰건축에서 중국이나 일본에서는 보이지 않는 일렬 배치의 삼금당은 진흥왕의 의도를

충분히 짐작할 수 있다. 중앙금당은 장육존상을 봉안하고, 동금당은 왕세자를 위한 동궁의

의미를 부여한 시설을, 서금당에는 그를 위한 시설이 조성되었을 것이다.

그러나 이 구도는 진평왕대에 이르러 완성되었을 것으로 추정된다. 진지왕 폐위 후 장자

계승의 당위성과 왕권 강화의 결정체인 천사옥대를 보관하는 장소로 서금당이 그 역할을

완성하였을 것으로 추정한다.

분황사는 선덕여왕을 위한 사찰로 건립되지만 여자라는 한계-석가족의 공주이기 때문

에 동서금당의 격이 중앙금당보다는 한 단계 내려오는 모습인‘品’자 배치 형식으로 조성

되었고, 성골계가 막을 내린 이후 신라사회에서 이러한 삼금당 배치는 더이상 조영되지 않

았다.

절대 왕권의 상징을 보여주는 황룡사 중앙금당에는 장육존상을, 동금당에는 소조장육존

상（혹은 약사여래불상）, 서금당에는 천사옥대를 봉안하여‘왕즉불’사상을 구현하며, 선

덕여왕 때인６４５년 조성되는 구층목탑은 신라３보로써 황룡사의 완성을 보여주는, 신라 도

성에서 가장 중요한 장소임을 증명하고 있는 것이다.

주제어 :: 황룡사, 삼금당, 천사옥대, 분황사, 황복사
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A Study on Construction and Operation of Hwangnyongsa Temple

Lee Eunseok

Abstracts: King Jinheung originally planned to build a new royal palace in order to highlight his

role as the son of heaven in the new world of powerful royal authority. The construction of the

royal palace was the starting point and center of city planning. The construction followed the

model of capital city plan of China, but later a capital city unique to Silla was built.

We deem King Jinheung’s decision to change from a palace into a temple at the sight of a

yellow dragon was in line with his intention to adopt Buddhism as a state religion and realize the

idea of “the king is the Buddha”. The construction of Hwangnyongsa Temple was an epic event

that revolutionized Silla.

Layout of Three Main Buildings of Temple arranged in a straight line that was nonexistent in

temple architecture in China or Japan at the time is a sufficient indicative of the intention of

King Jinheung. We presume that the Central Main Building of Temple enshrined the

Jangyukjonsang statues(Sixteen-foot Gilt-bronze Buddha statues), while the East Main Building

of Temple was for facilities representing the place of the Crown Prince and the West Main

building of temple was for facilities for the Crown Prince.

However, we estimate this plan was brought to completion during the period of King Jinpyeong.

Presumably, the West Main Building of Temple fulfilled its role as a place to keep the Jade Belt

bestowed by Heaven, which symbolizes the justification of succession of the firstborn and the

reinforcement of royal power after the demise of King Jinji.

The Bunhwangsa Temple was built for Queen Seondeok, but since she was a princess of the

Buddha family, not a prince, that is, the limitation of women, Three Main Buildings of Temple

were arranged in the shape of Chinese character ‘品’ in which the East and West Main Buildings

of Temple were placed one level below from the Central Main Building of Temple. After the end of

Sunggol class(the highest patriciate), such layout of Three Main Buildings of Temple were no

longer constructed in Silla.

Hwangnyongsa Temple representing absolute power of royal authority where the idea of “the

king is the Buddha” was embodied by enshrining the Jangyukjonsang statues in the Central Main

Building of Temple, the Jangyukjonsang clay figure (or Bhaisajyaguru) in the East Main Building

of Temple, and the Jade Belt bestowed by Heaven in the West Main Building of Temple, and the

Nine-tiered Pagoda Wooden as one of the three national treasures of Silla was built in the 645 th

year of Queen Seondoek’s reign proves to be the most important site in the capital city of Silla.

Keywords: Hwangnyongsa, Three Main Buildings of Temple, Jade Belt bestowed by Heaven,

Bunhwangsa, Hwangboksa
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益山地域における長舎と鳥形土製品に関する研究
－6～8世紀の日韓宮城の建物配置と寺院出土塑像の比較検討を中心に－

田 庸 昊

Ⅰ．はじめに Ⅴ．長舎と鳥形土製品の現況と特徴

Ⅱ．研究対象と方法 Ⅵ．長舎と鳥形土製品の機能と性格

Ⅲ．用語と概念 Ⅶ．まとめ

Ⅳ．主要遺跡と遺物

要 旨 日韓における長舎は、中国の宮殿建築や四合院と呼ばれる伝統建築と関連している。これは王

宮や寺院を中心に、王が主管する儀礼や行事をおこなう「祭祀（祭享）空間」、業務を遂行するための

「政務空間」、学問や寝食のための「講学空間」、物品を保管する「倉庫や作業空間」の観点からアプロー

チすることができる。古代には、このような領域が一つの長舎で独立的、または複合的に存在したが、中

世以降は、空間的に完全に分離した様相をみせる。

長舎を中心とした建物配置から益山地域の王宮や寺院の内部空間をみると、建物がもつ意味を新たに認

識することができる。王宮である益山王宮里遺跡では、様々な類型の長舎が空間を異にして確認される。

益山王宮里遺跡の長舎は、古代中国や高句麗の宮城の影響を受けて独特な変貌を遂げ、のちに新羅や日本

の宮城、地方官衙にも影響を及ぼした。

益山帝釈寺から出土した鳥形土製品は、残存状態が良くなく、関連遺物との比較・検討をする上で、非

常に独特な形をしているため、それが何であるかを断定するのは難しい。しかしながら、残存する形態や

製作技法などを総合的に考えると、百済末の塑像である可能性が高いと考えられる。

韓国で、「塑像」と関連するもっとも重要な遺跡として、扶余定林寺と益山帝釈寺を挙げることができ

る。この二つの寺院は、金堂左右にある南北に長い長舎が東・西回廊に取り付く点で共通する。このよう

な点から、6～8世紀の古代文化相を解明する上で「長舎」と「塑像」は密接な関連をもつと考えられる。

また、「長舎」と「塑像」は、韓国と日本でやや異なる展開をみせる。これら糸口を順序よく解き明かし

ていければ、「長舎」と「塑像」は、6～8世紀の日韓文化相を捉える新たな鍵になると期待している。

キーワード 長舎 建物配置 鳥形土製品 塑像 安置 起源と系統 文化相

国立中原文化財研究所
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Ⅰ．はじめに

6～8世紀において、古代日韓の宮城や寺院関連遺跡でみられる、一方向に長い形の建

物は、かねてから知られていた。このような建物は、韓国では「回廊形、あるいは長廊形

建物址」もしくは「長廊址」、日本では「長舎」と呼ばれてきた1。近年、百済泗沘期の

王宮と推定される益山王宮里遺跡の大型建物前面西方から、南北に長い建物が発見され

た2。これに類似する建物配置は、日本の飛鳥宮、難波宮、大津宮などで既に発見されて

いる3。この発見により、「一方向に長い細長方形」建物が宮城内で担う機能や役割につ

いて関心が高まった。

寺院での長舎は、講堂や僧房、東・西回廊に取り付く長い建物などであるが、これまで

付属建物として扱われてきた。百済泗沘期の寺院である扶余王興寺や定林寺、益山帝釈寺

などで、東・西回廊に取り付く長い建物が新たに発見されるにつれ、その構造や変遷につ

いて様々な調査と研究がなされるようになった。また、益山帝釈寺では、東回廊と東建物

の取付部付近から鳥形土製品が出土した。このような資料は、百済地域での出土は極めて

稀で、その機能や用途について本格的に論じられたことはなかった。

2016年におこなわれた益山帝釈寺址廃棄遺跡の発掘調査により、遺跡の形成過程の全容

があきらかになり、さらには、既存の試掘調査ではみられなかった新資料の発見があっ

た4。遺跡の様相は、日本の川原寺裏山遺跡との類似性が指摘された5。これにより、鳥

形土製品は、日韓両国で出土する塑像とみなすことができ、その機能や用途が長廊とどの

ような関わりをもつのかに関心が高まった。

しかも、6～8世紀における日韓両国の寺院遺跡からも、塔や金堂を囲む「一方向に長

い細長方形」建物が確認されている。近年では扶余や益山地域の寺院遺跡で、塔や金堂な

ど中心建物の左右で対称をなす付属建物の機能や性格に多くの関心が集まっている6。こ

のような南北に長い付属建物は金堂との位置関係や東西に長い講堂との取付状況などから、

その重要性が高まっている。

6～8世紀における日韓の宮城や寺院関連遺跡でみられる長舎7と鳥形土製品、あるい

は塑像8は、各々の構造や性格、宮城や寺院内での機能や役割にくわえ、当時の日韓間の

文化交流の様相を新たに捉える重要なキーワードとみることができる。そのようななか、

韓国国立文化財研究所と奈良文化財研究所は、第4次日韓共同研究を2016年から2020年ま

で進めてきた。

その一環として、筆者は韓国において、6～8世紀にもっとも多様な様相を呈し、かつ

最新の傾向が現れる益山地域の長舎と鳥形土製品について、過去5年間、日韓両国で現地

調査をおこなった。本稿では、現地調査で収集した資料を中心に、その機能と性格に焦点

田 庸 昊
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を当てて述べることとする。特に益山帝釈寺における代表的な長舎の東建物と東回廊の取

付部付近で出土した鳥形土製品について、帝釈寺の寺域中心部および廃棄遺跡から出土し

た塑像と同一の性格としてみることができるのか、あるいは、使用場所を長舎と関連づけ

ることができるのか、という点は大変重要な問題である。このような問題を解明するため

には、6～8世紀における日韓の宮城や寺院で確認される長舎と塑像に関する比較・検討

が何より重要である。言い換えれば、長舎と鳥形土製品、あるいは塑像は、6～8世紀に

おける日韓の文化交流を紐解く重要な手がかりになるということができる。

Ⅱ．研究対象と方法

共同研究における筆者の研究テーマは、「6～8世紀における日韓宮城の建物配置と寺

院出土の塑像に関する比較研究」で、研究期間は、2016～2020年までの5年間である。李

恩碩（当時、国立扶余文化財研究所 学芸研究室長、現 国立羅州文化財研究所所長）、黃

仁鎬（当時、国立文化財研究所 考古研究室 学芸研究官、現 国立扶余文化財研究所所長）、

田庸昊（当時、国立扶余文化財研究所 学芸研究士、現 国立中原文化財研究所 学芸研究

官）の3名で研究を進めた。

研究対象は、6～8世紀の韓国において、宮城や寺院関連遺跡から確認される「長舎」

を中心にした建物配置と「塑像」である。特に日本では、長舎が主に宮城や地方官衙9で

非常に独特な建物配置をみせている10。一方、韓国では、三国～統一新羅時代の地方官衙

やそれに類する遺跡の調査および研究がほとんどおこなわれていない。このことから、韓

国に関しては、主に宮城や宮城関連遺跡で確認された長廊を中心に論じ、日本に関しては、

地方官衙にまで広げて検討をおこなった。

研究計画は、次の通りである。韓国における6～8世紀の宮城や寺院関連遺跡のなかで、

長舎を中心にした建物配置と塑像が共伴するもっとも代表的な地域は益山である。近年、

塑像が出土して注目を浴びた遺跡が、益山帝釈寺および廃棄遺跡である。これと関連して、

寺域中心部から出土した鳥形土製品については、破片のため全体形はわからないが、残存

状態や製作技法、類似事例などを塑像と比較し、より綿密に検討する必要がある。

研究方法は、次のような過程でおこなった。まず、益山地域の長舎と鳥形土製品と関連

して、比較検討が可能な6～8世紀の日韓宮城と寺院関連遺跡の最近の調査と研究の現況

を把握した。次に、そのなかで直接実見、または関連資料の収集が必要な韓国と日本の研

究対象を設定し、現地調査をおこなった。さらに、追加調査をおこなうことで、6～8世

紀の日韓資料を比較検討した。

このようにしておこなった資料の収集と現地調査の内容を分析し、6～8世紀における

日韓の長舎を分類した。さらに時代や地域による変遷を検討し、最終的には、益山王宮里
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遺跡を中心とした益山地域の長舎が占める位相や意味を把握した。そして、益山帝釈寺の

寺域中心部で出土した鳥形土製品については、6～8世紀の日韓塑像のなかで類例調査を

おこない、その用途、意味や性格をあきらかにすることに努めた。

何よりも日韓研究者の間で持続的な研究交流をおこなったことにより、共通した問題意

識が生まれ、多角的な協力を通じて支援を受けた。多大なご支援をいただいた、奈良文化

財研究所の渡辺晃宏（当時、都城発掘調査部 副部長および史料研究室長）、馬場基（現

史料研究室長）、桑田訓也、山本祥隆、高田祐一、方国花をはじめ、「木簡を中心とした出

土文字資料の日韓比較と研究交流」チームにも、この場をかりて感謝の言葉を述べたい。

このような日韓両国研究者のパートナーシップと、最新の調査と研究資料による持続的な

交流によって最大限の研究成果を得ることができた。

Ⅲ．用語と概念

1．長舎
韓国では、「一方向に長い形の建物」について広義的に概念化するのみで、建物の機能

や性格について検討をくわえることは皆無であった。むしろ、扶余官北里遺跡と益山王宮

里遺跡でみられる間口7間、奥行4間の大型建物と一棟二室構造の建物、寺院でみられる

講堂両脇の付属建物の構造や機能、性格などについては、比較的活発に論じられてきた11。

一方日本では、奈良文化財研究所が中心となって、古代の官衙や集落に関する研究会を

1996年から開催し、様々な研究がなされてきた。そのなかで「長舎と官衙の建物配置」と

いうテーマで検討を進め、日本全国にわたる資料の集成および分析をおこなった。この成

果は2013年度の研究集会を通じて公開されており、2014年には書籍として発刊された12。

本研究の対象である建物は、韓国では長廊址、あるいは回廊形建物と称し、日本では長

舎と呼ばれている（第1図）。このような建物がもつ機能と性格は、回廊とはまったく関

連のない事例も多く、「回廊形建物」という用語は適切ではないと考える。したがって本

稿では、長舎という用語を用いることとする。

日本では、長舎を「桁行が7間以上で、梁行が2間ほどの細長い平面形状を持つ建物」

と定義する13。一方、韓国では、長廊址または回廊形建物を「東西、または南北方向に長

い建物」と漠然と捉えている。今回の日韓共同研究の研究対象である長廊址、または長舎

については、比較的論議が進んでいる日本側の見解に依拠することとする。ただし、奥行

については、1間から4間までと比較的広く設定する。また、間口についても7間に満た

なくとも、複数の建物が造営方位を揃えて連なることで、全体として7間を超える場合に

も、広い意味での長舎に含めることにした。また、平面形態は、「細長い」というあいま

いな表現ではなく「間口（桁行）：奥行（梁行）の比率が2：1以上」という条件を付け
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くわえた。しかし、この条件を満たしている回廊については、建物を囲むという役割が明

確であるため、長舎から除外した。以上を整理すると、本稿で論じる長舎は、「間口（桁

行）が7間以上、奥行（梁行）が1～4間ほどで、間口（桁行）：奥行（梁行）の比率が

2：1以上の細長い建物、または造営方位を揃えて連なる複数の複合建物」と定義するこ

ととする。

2．鳥形土製品
（1）鳥

鳥は空を飛ぶため、早くから人間よりも神に近づくことのできる、媒介的な存在として

認識されてきた（第2図）。渡り鳥は、季節の変化にあわせて人間との生活と神の場所と

を移動する存在であると考えられた14。すなわち、鳥は「天の種族」、「神の使者」とみな

され神聖視されてきた15。ソッテは、木や石で作った鳥を竿や石柱の上に飾り信仰の対象

にしたもので、マウル（村）の安寧と守護、豊穣を祈る象徴物であった。ソッテがいつか

ら作られたかは定かではないが、三韓時代に神を祀る場所であるソド（蘇塗）に由来する

ことが知られている16。蘇塗に立てる木がソッテ（立木）であり、ソドの発音もソッテの

音が変化したとする説がある。これと関連して、韓国では論山麻田里遺跡、光州新昌洞遺

跡で鳥形木製品が出土している。ソッテに飾る鳥は鴨が大部分を占めるが、一部でカラス、

①益山王宮里遺跡（韓国／百済）

②慶州瞻星台南辺（韓国／新羅） ③大阪難波宮（日本）

第1図 韓国と日本の長舎（国立扶余文化財研究所2008、국립문화재연구소2010、林部2014）
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雁、カモメ、トキ、カササギなどもみられる。特に、東アジアのシャーマニズム文化圏で

は、鴨は天上、地上、水中を行き来しながら、周期的に地域を移り住む渡り鳥でもあり、

超越的に世界を往来する存在として認識されている17。このように、鳥は人間と天神の世

界をつなぎ、人間の世界から天神の世界へ導く存在と考えられてきた。

中国では、鳥を「太陽の化身、神使、象徴物」などと表現してきた。人類は、朝早く出

て夜遅く帰る、空を飛ぶ鳥の習性を太陽と同一視してきた。すなわち、鳥は太陽を象徴す

る円形と結びつくことで、太陽崇拝思想の重要な存在でもあった。紀元前5000年頃の仰韶

文化の代表的な遺跡である半坡遺跡からは魚と鳥が結合した文様が確認され、紀元前3300

年頃の良渚文化では、玉石に刻まれた鳥の造形物が発見された。漢代以降は、鳥を太陽に

描き入れたものや鳥の腹部を太陽の形に描いた文様も登場した。

（2）塑像

韓国で塑像について本格的に論じられ始めたのは、扶余定林寺や慶州四天王寺から出土

した塑像の分析を通じてであった18。最近では、益山帝釈寺址廃棄遺跡で新型式の塑像が

出土したことで、日本や中国資料との比較研究も活発になった。また、益山帝釈寺の寺域

から遠く離れた地点に別途廃棄施設を設ける形は、日本の川原寺裏山遺跡でも確認されて

①益山帝釈寺（韓国／百済） ②慶州財買井址（韓国／新羅）

③川原寺裏山遺跡
（日本／飛鳥時代）

④康津月南寺（韓国／高麗）

第2図 鳥形土製品と塑像（国立扶余文化財研究所2013、복천박물관2006、飛鳥資料館1985、
국립나주박물관・국립나주문화재연구소・한국문화유산협회2020）
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いる19。廃棄と関連する特別な儀礼行為との関連性も注目を集めている。

塑像は土で作られた仏像で、塑像、泥塑像、泥像、泥灰像、磚像、素などと呼ばれる20。

また、土で作った彫刻像は、スタッコ像（石灰）、泥像、テラコッタ像に大別される21。

東アジアの仏教彫刻では、主に泥像とテラコッタ像が多く作られた。両者の大きな違いは、

焼成の有無である。泥像は土で成形した後、焼かずに乾燥させて作る。一方、テラコッタ

像は素焼きである。しかし、韓国ではこのような違いを区別することなく、塑造像、また

は塑像と称している。

塑像の製作技法は、型づくりと手づくねがある。前者は浮彫像や同一仏像を大量に生産

する際に用いられ、大部分の磚仏がこの方法で製作されている。新羅四天王寺の緑釉神将

壁磚（甓磚）や錫杖寺出土の塑像がこれにあたる。

塑像は、土を材料にするため製作が容易な反面、火災や風雨などに対して耐久性が弱い。

そのため、三国時代の塑像が完全な形で残ることは極めて稀であるのが現状である。塑像

研究の上で重要な資料である扶余定林寺出土資料も、墳墓に副葬された陶俑として認識さ

れていた22。

Ⅳ．主要遺跡と遺物

本稿で重点を置く対象の一つ、「長舎」は、これまで韓国においては、「建物」の範疇と

して大まかに論じられ、それほど強い関心を集めることはなかった。もう一つの対象であ

る鳥形土製品も残存状態が悪く、全体形が不明であったため、その機能や用途については

ほとんど論じることができなかった。また、「鳥形土製品」と関連する調査や研究現況を

考察する必要がある。これが、祭祀や儀礼に使われるものなのか、もしくは、寺院の塔や

仏堂に祀る「塑像」、すなわち土製の仏像なのか、あるいはその意味や性格について分析

をおこなうものとする。

1．長舎23

日韓における長舎は、三国時代から統一新羅時代にかけて宮城関連遺跡で出現する24。

宮城内の宮殿建築は、大部分が間口7間以上、奥行4間で、間口：奥行の比率が2：1以

上であるため、長舎の概念に含まれる。これ以外にも、長舎には東西、あるいは南北方向

に二つの建物が並行して対をなす配置もみられる。

（1）朝鮮半島における主要遺跡

①高句麗（第3図）

平壌・安鶴宮 大城山蘇文峰の南山麓に位置する。一辺の長さは約620mで、やや湾曲し

た台形の城壁を巡らす。内部は5つの領域に分かれ、造営時期は高句麗説と高麗説がある。

長舎は、間口が7間または11間、奥行が4間または5間、あるいは、間口が3（4）・5・

益山地域における長舎と鳥形土製品に関する研究
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10間、奥行3間が中心建物の東西両脇に、奥行が1・2間、または4間の付属建物が付設

された構造であり、東西、または南北に並行して配置される。

②百済（第3～5図）

扶余・官北里遺跡 扶蘇山城南山麓に位置し、道路、石垣、池、工房、大規模な貯蔵施設

と倉庫などが確認され、百済泗沘期の王宮と推定されてきた。ラ地区では盛土台地上に間

口7間、奥行4間の大型建物があり、サ地区でも建物（a）が発見されている。大型建物

の基壇規模は、東西長38m、南北幅18.5m、または19.25mと推定される。建物規模は、

桁行7間（31m）、梁行4間（14.5m）である。建物（a）は、扶蘇山山麓の石垣前面で東

西大路と南北小路に区画された北東隅に位置する。基壇のみが残存し、その規模は東西長

18.5m、南北幅5.6mである。

扶余・軍守里廃寺 扶余邑から場岩里に向かう低丘陵上に位置し、一塔一金堂の伽藍配置

を有する。6世紀前半から中盤の時期に推定される。講堂と東・西回廊があるが、遺存状

態が悪いため規模は不明である。講堂両脇の建物は、それぞれ東・西回廊に取り付く。講

堂は瓦積基壇で基壇のみが残存する。講堂は東西長45.45m、南北幅18.18mであり、回廊

は幅6mである。講堂の西建物は南北長15.15m、東西幅12.42m、東建物は南北長

15.15m、東西幅13.3mである。

扶余・陵山里廃寺 陵山里古墳群と羅城との間にあるノンメコル渓谷に位置し、一塔一金

第3図 韓国の長舎関連遺跡1（高句麗と百済）
（국립문화재연구소2010、国立扶余文化財研究所2009）

田 庸 昊

330022

2021.03.16 15.02.36 Page 318 ／【Ｋ：】Ｓｅｒｖｅｒ／ｖｅｒ７県外・県内／２６６７４１日韓文化財論集Ⅳ／本文／田庸昊　　　　　　　　　ｐ２９５－３６５



堂の伽藍配置を有する。威徳王13年（567）に創建された。講堂およびこれと並列する工

房Ⅱと不明建物Ⅰ、東・西回廊、東・西回廊および両回廊に取り付く不明建物Ⅱ、工房Ⅰ

がある。講堂の規模は37.40m×18.00mで、東・西施設をもつ一棟二室構造をとる。講堂

東の不明建物Ⅰは、13.5m×9.9mである。講堂西の工房Ⅱは、15.28m×11.59mの規模

で、工房Ⅱも一棟二室の構造をとる。東回廊が取り付く不明建物Ⅱは、17.8m×11.6mの

規模である。西回廊が取り付く工房Ⅰは18.04m×12.26mの規模で、一棟三室の構造であ

る。回廊の幅は約4.6mである。

扶余・王興寺 ドムジェ山麓の南向き台地に位置し、一塔一金堂の伽藍配置を有する。威

徳王24年（577）に創建された。講堂、金堂の東・西建物、東・西回廊がある。講堂は46.8m

×19.2mの規模で、金堂の東建物は東西幅13.7m、南北長43.05m、金堂の西建物は東西

幅12.6m、南北長44.55mである。東建物の西基壇と西建物の東・南基壇は瓦積基壇であ

る。東・西回廊は幅5.3mであり、一部のみが残存する。

扶余・定林寺 扶余郡邑内の台地上に位置し、一塔一金堂の伽藍配置を有する。7世紀前

半の造営だと推定される。講堂、北僧房、東・西・南回廊、講堂の東・西建物がある。講

堂は39.1m×16.3mの規模で、瓦積基壇である。講堂東方の東僧房は東西幅12.1m、南北

長39.3m、講堂西方の西僧房は、東西幅12.1m、南北長39.3mで、両僧房は瓦積基壇であ

る。北僧房は北東面に基壇の一部が残存し、南北幅が約11.8mの瓦積基壇である。東・

西回廊は東西の幅が約5～6mの瓦積基壇である。南回廊は遺存状態が悪い。

益山・弥勒寺 龍華山尾根の下端に位置し、三塔三金堂の伽藍配置を有する。造営年代は

武王代と推定される。講堂、東・西・北僧房、回廊がある。講堂の基壇規模は65.65m×

19.8mで、建物は間口13間、奥行4間である。東院僧房の基壇は65.5m×14mの規模で、

建物は18間×4間であり、西院僧房も同規模と推定される。北僧房の残存基壇規模は150

m×14mで、建物は16間×4間と推定される。東回廊の幅が6.67mであることから、そ

第4図 韓国の長舎関連遺跡2（百済）（国立扶余文化財研究所2012）
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のほかの回廊も規模に大きな差はないと考えられる。

益山・帝釈寺 始大山南西尾根の末端に位置し、一塔一金堂の伽藍配置を有する。造営年

代は7世紀前半に推定される。講堂、僧房、講堂の東・西建物、東・南回廊がある。講堂

は51.8m×18.3mの規模であり、講堂東方の東建物の東西幅は13.2m、僧房の南北幅は

13.8m、東回廊の東西幅は7.8mである。

③新羅（第6～7図）

慶州・皇龍寺 月城北東の台地上に位置し、一塔三金堂の伽藍配置を有する。真興王14年

（553）に創建された。東西方向に並ぶ3棟の金堂と講堂、東・西建物、東・西回廊、南回

廊、中門がある。西金堂は7間×3間、33.86m×21.90m、中金堂は9間×4間、45.1m×

20m、東金堂は7間×4間、30.91m×15.38mである。講堂の基壇規模は52.6×21.2mで、

建物は9間×4間である。講堂の東方には、建物（1）－建物（2）－根石（1）－根石

（2）が並んで位置する。そのなかで、建物（1）の基壇は32m×13.8mで、建物は6間

×3間の規模である。講堂西方には、建物（1）～建物（4）が並んで位置し、建物（1）

の基壇は12.8m×14.7m、建物は2間×3間の規模である。中門の基壇規模は26.7m×

12.6mで、第1次中門は3間×2間である。東回廊は2間で幅は9.1m、南回廊も同じ2

間で幅7.2mである。

慶州・月城 慶州市仁旺洞に位置する新羅の王宮で、半月の形をしていることから半月

城・新月城とも呼ばれ、王が在住することから在城とも呼ばれた。内部からは、物理探査

を通じて数多くの建物跡が確認された。これまでの調査によると、Ｃ地区で、南北50.88m、

東西25.44mに囲まれた内部から多数の長舎が確認された。これらは、8世紀中頃以降の

造営と推定される。北塀のすぐ内側にある東西方向に長い建物3は、16間×2間、35.9m

×4.24m、中央に位置する建物11は7間×2間、19.1m×5.04mである。東・西塀からは、

第5図 韓国の長舎関連遺跡3（百済）（国立扶余文化財研究所2012・2013）

田 庸 昊
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後代の南北方向に長い長舎も確認された。西塀付近の建物規模は、北から順に、17号は6

間×2間、12m×5.3m、16号は1間×2間、5.2m×3.2m、14号は6間×3間、22m×

6.29mである。東塀付近の建物規模は北から順に、4号は5.7m×9.5m、9号は2間×2

間、4.85m×4.6m、15号は2間×2間、3.5m×5.2m、12号は5間×2間、4.5m×14.3m

である。

慶州・城東洞殿廊址 北には北川が流れ、南は月城と南山を正面に眺望する地点に位置す

る。統一新羅時代の正宮、または北宮と推定される。殿堂5の東に長舎4、西に長舎5が

南北に位置する。さらに殿堂5の西に長舎6、殿堂3の東に長舎2が南北に位置している。

遺存状態から、長舎6・2は、北端で内側に折れる形態に復元できる。長舎4・5・6・

2の前方には、長舎3が回廊のように東西に配置される。長舎2の右側には、殿堂1・2

②慶州月城

①慶州臨海殿址

③慶州瞻星台南辺 ④慶州鶏林北辺

第6図 韓国の長舎関連遺跡4（新羅）
（田有泰1983、문화재청 보도자료2016.3.30、국립문화재연구소2010）

益山地域における長舎と鳥形土製品に関する研究

330055

2021.03.16 15.02.36 Page 321 ／【Ｋ：】Ｓｅｒｖｅｒ／ｖｅｒ７県外・県内／２６６７４１日韓文化財論集Ⅳ／本文／田庸昊　　　　　　　　　ｐ２９５－３６５



が南北に配され、さらにその右側には長舎1が南北に長軸を向けて位置している。遺存状

態が良くないため正確な規模は不明である。ただし、長舎4・5は奥行1間、長舎6・2

は奥行4間、長舎3は奥行2間である。長舎1は奥行が2間である可能性があるが、不明

確である。

慶州・瞻星台南辺建物址 瞻星台と鶏林を経て月城に至る道路の東方に位置し、西方には

鶏林北辺建物址が位置する。道路は後代に造成されたものであるため、瞻星台南辺建物址

は鶏林北辺建物址と一つの建物群を形成していた可能性が指摘されている。南北に長い建

物が南北に2～3基ずつ並び、東西にも不規則な間隔で配置される。建物8は南北7間、

東西1間、建物24は南北9間、東西1間である。2間、または3間の建物11～13は、若干

距離をおいて、南北に並ぶ。南北が5間の建物17と南北が4間の建物18も、南北に並んで

配置されている。

①慶州皇龍寺と百済寺院の比較

②慶州城東洞殿廊址

第7図 韓国の長舎関連遺跡5（新羅）（이은석2016、한나래2012、李康根2013）
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慶州・鶏林北辺建物址 瞻星台南辺建物址と道路を挟んで並んで位置する。鶏林北辺建物

址は、瞻星台南建物址と一つの建物群を形成していた可能性が指摘されている。鶏林北辺

建物址は、日本の前期難波宮（652～686年）、藤原宮朝堂院（694～710年）、平城宮中宮院

（8世紀前半）の回廊式建物に類似する性格を持つと理解されている。後方中央の1号建

物を挟んで両脇に、奥行2間の南北に長い建物3棟が一列に位置する。さらにその外側に

も、奥行1間の建物が対称をなして位置する。すなわち、建物1の西には南北10間、東西

2間の建物6～8、東には南北10間、東西2間の建物2～4が配置されている。さらには、

建物7・8の西側には、南北13間、東西1間の建物10、建物3・4の東側には、南北12間、

東西1間の建物5が配置されている。

慶州・臨海殿址 雁鴨池、または月池湖岸の南・西岸に隣接し、計30棟の建物が位置する。

月池西岸では、FGH－13～14区、FGH－10～11区、FGH－6～7区の建物が南北に並び

配される。FGH－13～14区建物の東西に奥行3間のDEF－13～14区建物とHIJ－13～14

区建物が、FGH－10～11区建物の東西に奥行1間のEF－10～11区建物とHIJ－10～11区

建物がある。FGH－6～7区建物の東西にも奥行1間の建物が配置されており、建物ど

うしは、奥行1間の東西に長い建物によって連結する。月池南岸では、間口3間、奥行3

間のMN－3～4区建物を中心に、その両脇に間口8間、奥行2間の建物（KLM－3～

4区）と、間口10間、奥行2間の建物（OPQR－3～4区）が並列して配されている。月

池西岸の一番下の中央に配置されたFGH－6～7区は、間口7間（23m）、奥行4間

（13.2m）の規模である。

（2）日本の主要遺跡

①近畿地方（第8～9図）

飛鳥宮 奈良盆地南部に位置する。東西約0.6km、南北約1.3kmの範囲に宮都と周辺施設

が立ち並ぶ。遺構と遺物によって大きくⅠ～Ⅲ期に分けられるが、Ⅲ期は、さらにⅢ－A

期、Ⅲ－B期に細分される。Ⅰ期は飛鳥岡本宮、Ⅱ期は飛鳥板蓋宮、Ⅲ－AあるいはⅢa

期は後期飛鳥岡本宮、Ⅲ－BあるいはⅢb～ c期は飛鳥浄御原宮と命名されている。宮は

内郭の南区画と北区画に区分され、内郭南区画の中央区には桁行（東西）7間（20.2m）、

梁行（南北）4間（11.2m）の正殿が置かれ、東区画には南北方向の長舎2棟が東西に並

んで配置されている。内郭北区画には、東西方向の長舎が南北に並んで配置され、宮の南

東方にあるエビノコ郭の内部にも長方形の正殿建物が配置された。

難波宮 古代日本の主要交通路であった瀬戸内海東端に位置する。1957年におこなわれた

発掘調査により南北に長く延びる回廊が確認され、宮殿建築の様相があきらかになった。

乙巳の変以後、孝徳天皇が難波に遷都し652年に前期難波宮が築かれた。686年には飛鳥に

復帰したが、726年に再び難波に遷都した。それ以来783年まで後期難波宮は存続した。内
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裏の正殿（前殿と後殿）を中心に置き、その両脇前方には南北に長い長舎が向き合うよう

に配置された。その前面に広がる空間の朝堂院および朝集殿にも、南北に長く延びる長舎

が対称をなして配置されている。朝堂院では後期になると、長舎の奥行が拡大する。宮の

西北方と東方外郭にある西方官衙と東方官衙でも、南北あるいは東西に長く延びる長舎が

確認された。

大津宮 天智天皇6年（667）には、大津へ遷都した。遷都の理由は、抵抗勢力が少ない

大津で新しい政治体制を構築するためであったと考えられている。大海人皇子が反乱を起

こして都を飛鳥に還したため、大津は5年余りで廃都となった。発掘調査が進んでいない

ため大津宮の全貌はあきらかではない。長舎としては、桁行7間、梁行4間の内裏正殿が

ある。正殿の背後にある東西に長い建物や、朝堂院区域で南北に延びる建物も長舎の可能

性がある。

藤原宮 持統天皇が694年に飛鳥浄御原宮から藤原に遷都し、710年に平城に還るまでの宮

である。周囲には条坊制が敷かれ、藤原京が造られた。ただ、藤原京という名称は文献記

①飛鳥宮（飛鳥時代） ②石神遺跡（飛鳥時代） ③水落遺跡（飛鳥時代）

④日本における古代宮都

第8図 日本の長舎関連遺跡1（近畿地方）（奈良文化財研究所2014）

田 庸 昊

330088

2021.03.16 15.02.36 Page 324 ／【Ｋ：】Ｓｅｒｖｅｒ／ｖｅｒ７県外・県内／２６６７４１日韓文化財論集Ⅳ／本文／田庸昊　　　　　　　　　ｐ２９５－３６５



録にはなく、『日本書紀』には新益京と記されている。藤原宮は東西約925m、南北約906m

の大垣に囲まれている。宮の中心建物である大極殿には回廊が巡る。内裏地区の大極殿と、

朝堂院および朝集殿の朝堂院地区には南北や東西に長い長舎がある。大極殿は調査がおこ

なわれていないため正確な規模は不明である。

平城宮 平城京の北端に位置する。天皇が居住する内裏と儀礼がおこなわれる大極殿院、

官吏らが政務をおこなう朝堂院で構成され、東南部には宴会などが催される東院庭園が造

られる。大極殿や大安殿といった正殿建物と朝堂院地区には、南北や東西に長く延びる長

舎がある。内裏や宮内部の一部空間からも東西や南北方向の長舎が確認されている。特に

奈良時代後半の第2次大極殿では、背後に位置する内裏空間で、中心建物を中心に置き、

その両脇と前面に南北方向の長舎が対称をなして位置する。

五條野向イ遺跡 県道多武峯見瀬線の北に接する丘陵上に位置する。調査区域の西では、

7世紀後半の堀立柱建物および周囲の一本柱塀、南門などが確認された。正殿と後殿、東

脇殿の位置関係から、飛鳥時代から藤原期の貴族の建物と推定される。南門－正殿－後殿

が南北一直線上に位置する。正殿の南東側で東脇殿も確認され、これと対称となる地点に

は西脇殿が存在すると推定される。

石神遺跡 飛鳥寺の北西方にあり、水落遺跡と隣接する。斉明期や天武期など、複数期の

遺構が確認された。大きく東西に区画され、西には日常生活の場が置かれ、東区画には掘

立柱建物、井戸、石組溝があり、迎賓館や饗宴施設と推定されている。東西辺や南北辺は

長舎によって囲まれ、その内部中央にも、南北に長い建物と東西に長い建物が位置する。

西区画でも、SB1900を中心に四周を区切る建物群がある。民家があるため調査が難しく

全体を把握するのは困難であるが、建物の機能や性格、門施設などについて検討が必要で

ある。

水落遺跡 飛鳥盆地の中央を流れる飛鳥川東岸に位置し、東南方には飛鳥寺が位置する。

1981年以降から本格的な調査がおこなわれた。調査の結果、建物の規模や性格について

『日本書紀』に登場する天智天皇十年四月二十五日条に記された楼閣とその付属施設であ

ることが判明した。水と関連した桁行4間、梁行4間の祭祀関連建物の周囲を梁行2間の

長舎が「ロ」字形に囲む。南の長舎を除く東・西・北の長舎は東北・西北隅で連結する。

中央の建物内部は、木桶で引き込んだ水をラッパ状の銅管を用いて上方へ吸い上げ、最終

的には黒漆塗りの木箱に流れ込む構造をなす。この南東地点でも、SB3700を中心に長舎

が確認されている。

上人ケ平遺跡 古墳時代中期から後期にかけての円墳と方墳16基が確認された。奈良時代

に平城宮に瓦を供給するための大規模な瓦生産工房も発見されている。工房は、古墳時代

の古墳を一部壊して造られている。比較的平坦な台地上に、東西方向に延びる長舎4棟が
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北から南に、近接して並ぶ。瓦窯は長舎形建物の南西斜面に造営された。配置の形態から

考えると、長舎形の建物は、瓦成形後の乾燥場所として使用されたと推定される。

紫香楽宮 聖武天皇の天平14年（742）に営まれた宮で、藤原広嗣の乱によって聖武天皇

が恭仁宮から急遽還った離宮である。天平16年（744）には再度難波宮に遷都している。

1930年の調査当時は、現在の甲賀寺跡を宮推定地としていたが、のちに寺院跡であること

が判明し、宮と関連する施設は、宮町遺跡で検出された。紫香楽宮の建物群は、中央にあ

る正殿と推定される建物を中心に、その両脇に南北方向に長く延びる東・西脇殿を配する

構造である。正殿と推定される建物の背後には建築を中断した跡があり、その際、門と塀

が追加されたと思われる。ただし、東・西脇殿をはじめ、北門や塀も一部のみの確認のた

め、全体的な配置は若干異なる可能性がある。宮町遺跡から南に約1km離れた東山遺跡

の第2次発掘調査からも、東西4間であるが、南北に長い大型の長舎が確認された。南北

の柱間寸法は10尺（約3m）である一方、東西の柱間寸法は15～16尺、20尺とかなり広い。

建物内部にも柱穴があることから、この長舎は倉庫と推定される。

近江国府跡 政庁を囲む西領域と、中心建物を囲む東領域に分けられる。このような配置

は伊勢国庁でも確認される。建物を囲む塀は別途造られている。西領域では前殿と後殿が

前後に並び、前殿の両脇前方に東・西脇殿が対称に位置する。前殿、後殿、東・西脇殿は

回廊によって連結する。特に東・西脇殿の北妻柱列は前殿北側柱列と柱筋を揃える。

①近江国府跡 ②岡遺跡

③上人ヶ平遺跡 ④五条野向イ遺跡 ⑤五条野内垣内遺跡

第9図 日本の長舎関連遺跡2（近畿地方）（奈良文化財研究所2014）

田 庸 昊
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久留倍官衙遺跡 三重県四日市北東部に位置する遺跡で、弥生時代から中世にかけての複

合遺跡である。伊勢湾を臨む丘陵の頂上部から斜面にかけて位置している。飛鳥時代末か

ら平安時代中期に運営された官衙は、大きく3期に分けられ、各期で造営方位や建物形態

が異なる。墨書銘土器や木簡をはじめ蓋杯、蓋などが出土し、施釉土器も発見された。官

衙関連の政庁は、飛鳥時代末から平安時代中期にわたる。桁行5間、梁行4間の政庁建物

を中心に置き、その両脇に長舎が配置されており、その周囲を塀が巡る。中央には門が開

く。後代には周囲に倉庫として使用された建物が位置する。政庁建物両脇の脇殿（SB

444）は、長さ8間、幅2間で、柱間寸法が2.1m等間の建物である。

岡遺跡 水路によって区画された政庁、正倉、館などの施設が発見されたことから、奈良

時代の栗太郡の官衙として知られる。古墳時代の歴代首長墓と小槻大社が付近に位置し、

小槻氏の本拠地であったと推定される。中央の中心建物（SB01B）とこれを取り囲む長舎

（SB05～07）、南門の配置はほかの建物群と異なる。特に、西方に位置する南北方向の長

舎の造営方位は、東方と異なる。南門に取り付く塀は、造成や存続時期が若干異なると考

えられる。

②九州地方（第10図）

大宰府正庁跡 大宰府の政務を執行する官衙で、東アジア諸国にもっとも隣接し、辺境の

防衛や外交、交易の窓口として重要な役割を担った。調査の結果、3時期にわたる遺構が

確認された。第1期は7世紀後半から8世紀初頭で掘立柱建物群が築かれた時期、第2期

は8世紀初頭から10世紀中葉で礎石建物群が築かれた時期、第3期は10世紀中葉以降であ

る。正殿を中心に周囲を回廊が取り囲み、回廊内部には東・西脇殿が南北に2棟ずつ並列

する。正殿背後には後殿が位置する。

阿恵官衙遺跡 福岡県粕屋郡粕屋町にある官衙遺跡で、飛鳥時代から奈良時代の筑前国官

衙である。調査の結果、政庁と正倉、道路遺構などが確認された。梁行2間の長舎は角張

った「∩」字形を呈し、後方と東西両側に位置するが、造営方位は全体的に北へ振れる。

西方は民家があるため確認できないが、遺存状態から、「ロ」字形に囲む可能性もある。

比恵遺跡 博多駅の南方にある低丘陵（標高57m）上に位置する弥生時代から室町時代

にかけての複合遺跡である。6～7世紀に至ると、大型の高床式倉庫群が形成された。そ

の配置や規模から、『日本書紀』に記される那津官家と関連する建物と推定される。桁行

9間、梁行2間の中心建物を中心に、その両脇に梁行2間の長舎が配置されている。北方

は民家があるため確認できないが、遺存状態から、北方には中心建物と正対する、東西に

長い建物は存在しないとの見解もある。

筑後国府跡 筑後国を治める官庁で、政庁を中心に倉庫などが設置された。現在の久留米

市合川町、朝妻町、御井町一帯にあたり、4時期にわたって7世紀末から約500年間余り

益山地域における長舎と鳥形土製品に関する研究
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存続した。政庁を中心に、その両脇に東・西脇殿が2棟ずつ並列する。

小郡官衙遺跡 福岡県小郡市にある古代官衙遺跡で、筑後国御原郡の郡家跡として知られ

る。1967年以後の調査結果、7世紀後半から8世紀後半にかけての3時期にわたる掘立柱

建物などが確認された。2期の建物群は、南北方向の造営方位から東へ40°振れる。建物

群は東・西・北の3群に分かれ、東側は「コ」字形に配置された郡庁とみられる建物、西

側は厨、北側は倉と推定されている。比恵遺跡や阿恵遺跡と異なり、長舎は一つの建物で

はなく2～3棟が分かれて位置する。政庁と推定される建物はいまだ確認されていない。

大ノ瀬官衙遺跡 周防灘に面する福岡県東端の築城郡に位置する古代官衙遺跡である。

1995年度の調査により、東西約53m、南北約59mの方形柵列に囲まれた内部から、複数

第10図 日本の長舎変遷図（九州地方：長直信2014）

田 庸 昊
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の建物が確認された。桁行7間、梁行4間の正殿と推定される建物を中心に、その東前方

に南北12間、東西2間の長舎が配置される。正殿両脇には、各1棟の建物が存在する可能

性もある。

③中国・四国地方（第11図）

伯耆国府跡 鳥取県倉吉市西方の丘陵に位置する。国府関連遺跡としては、国庁跡、伯耆

国分寺跡、法華寺畑遺跡、不入岡遺跡などがある。伯耆国庁跡は東西273m、南北227m

の規模で、内郭の政庁区域、外郭の官衙区域からなる。内郭には前殿、正殿、後殿が南北

に並ぶ。政庁は大きく4時期にわたることが知られている。1～2期は正殿の前・背面に

前殿と後殿があったが、3～4期には正殿前面の前殿がなくなるかわりに、石敷施設が設

けられた。北に北方官衙、西に西方官衙も位置する。官衙関連施設の調査は未完了のため、

全体的な様相を把握するのは難しい。正殿の前・背面に、極端といえるほど東西に長い前

殿と後殿が配置される点が特異である。また、正殿両脇にある南北方向の長舎から一定の

距離をおいた建物があり、楼閣とみられている。

不入岡遺跡 政庁のある丘陵末端部に位置し、法華寺畑遺跡から北西約1kmの距離にあ

る。7世紀後半から9世紀にわたり50棟を超える掘立柱建物と木柵などが設けられた。3

時期に分けられ、2期には、正殿の役割を担う中心建物の後方や両脇に長舎が配置された。

ここから西に約50mの地点には、東西にやや長い建物が並んで位置する。3期には、東

西方向の長舎が南北に10棟並び、かなり独特な建物配置をみせる。

古志本郷遺跡 7世紀末から8世紀初頭の官衙関連遺跡である。川沿いの道路工事区間を

発掘調査した際に確認された。周辺地域に対する発掘調査がなされていないため、全体像

は不明である。建物群の造営方位が異なるため、少なくとも2時期にわたって建物群が形

成されたことが確認されている。このような変化は、郡庁の中心地や機能に変化が起きた

ことに起因すると考えられる。海岸に沿って形成された幹線道路の方向にあわせて長舎が

配置されている。長舎とともに倉庫も多数発見され、交通の要衝に官衙の中心地が形成さ

れたことが推察される。周辺地域に対する調査が進んでいない関係で官衙関連施設の規模

や配置、構造の全体像は不明である。官衙の中心建物と関連する長舎のほかにも、一方向

に長い建物が2棟も確認されている。このような建物は、工房関連の作業場である可能性

が高い。

郡垣遺跡 7～8世紀の官衙関連遺跡である。民家が畑として耕作している地点で部分的

なトレンチ調査を実施した結果、確認された。しかし、周辺地域に対する発掘調査がなさ

れていないため、全体像の把握は難しい。東西や南北に長い長舎（SB1・2・32、SA

16）が検出され、建物の構造と配置などから郡庁官衙関連建物と判断される。建物の造営

方位は南北方向から約29°振れているが、これは周りの古代交通路と関係しているとみら

益山地域における長舎と鳥形土製品に関する研究
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れ、島根県の官衙建物で共通する現象である。

久米官衙遺跡群 1967年、来住廃寺の発掘調査がきっかけとなり遺跡の様相が判明した。

久米官衙遺跡群は、来住廃寺をはじめとして回廊状遺構、回廊北方官衙、正庁、正倉院に

分けられ、時期は3期に大別される。Ⅰ期は6世紀末葉から7世紀初頭で、正庁が建てら

れ運営された時期である。Ⅱ期は7世紀中葉から後半で、回廊状遺構や方格地割が造成さ

れた時期である。Ⅲ期は7世紀後半から8世紀で、正倉院が造られた時期である。正庁は

来住台地北端に位置し、官衙の中心施設である。正庁は、中心建物である前殿と後殿と推

定される建物と、その東方に南北に長い長舎が配置された構造である。後殿と東側長舎は、

一重の塀で囲まれる。回廊状遺構は一辺約110mの方形回廊によって区画される。回廊に

は、2列の柱穴が並び、南面には門が開く。回廊内部の前方には「Ｌ」字形の塀が、後方

には3間の大型正殿が位置している。回廊西北部には、ほかの区間に比べて柱穴が重複す

る箇所があるが、西北からの風に備えて柱を増やす過程で生じたとみられる。

讃岐国府跡 讃岐国府は奈良時代に地方統治の目的のもと、南海道に設置された国府の一

つである。平安時代に一部が縮小し、のちに廃止された。讃岐国府跡は約5～6kmの範

囲に集中しており、立地上は陸路と海路を結ぶ交通の要衝地に位置している。讃岐国府の

②久米官衙遺跡復元図

①久米官衙遺跡群 ③讃岐国分寺跡配置図

第11図 日本の長舎関連遺跡3（中国・四国地方）（松山市教育委員会ほか2011、
https : //www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/kosodate/bunka/kokubunjiato/rekish_upR21210.htmlを改変）
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位置は、古代道路や土地区画などにもとづき、大まかに開法寺跡を含んだ地域と考えられ

ているが、その中心建物である正庁は確認されていない。第37次調査では、南北方向に長

い建物が確認され、その東側からは2条の溝状遺構も発見された。建物全体の規模はあき

らかではないが、遺存状況から倉庫の可能性がある。

讃岐国分寺跡 香川県高松市西部に位置し、四国八十八ヵ所札所の80番札所にあたる。塔

は東に位置し、金堂は北にある。金堂の真南には中門が設けられ、金堂の左右は回廊が巡

る。寺院の中心建物は西に偏っており、寺院全体は塀によって囲まれる。塀の規模は東西

約220m、南北約240mである。塀内部に東側は民家が立ち並んでいるため、正確な建物

配置はわからない。創建時期は、聖武天皇による地方国府の造成時期である8世紀中葉と

みられる。創建当時の塔、金堂、僧房などは、現在礎石が残っているだけで、創建時の講

堂は、現在本堂として使われている。伽藍配置は、南門－中門－金堂－講堂が南北に並び、

金堂と中門を巡る区画内の東方に塔が配置される大官大寺式である。創建時の金堂と講堂

の規模は、礎石の遺存状態から桁行7間、梁行4間で、吹き放ち構造である。僧房は桁行

21間、梁行3間で、桁行は3間ごとに、7つの壁によって分割される。特に、中央の桁行

3間、梁行3間の空間は、食堂など共同利用施設として活用されたと推定される。講堂を

中心とした南北に長い長舎（掘立柱建物）と東西に長い長舎（僧房）の配置は、地方官衙

や国府の中心建物の配置と類似する。僧房が7つの空間に区画される形態は、韓国の百済

や新羅の一棟二室構造の建物からもうかがうことができる。ただし韓国では、建物内部で

の部屋と部屋との間の空間は、出入空間として活用されている点で異なる。

④東北地方（第12図）

秋田城跡 秋田城は出羽国の秋田に所在した古代の城柵で、現在は史跡として管理されて

いる。8世紀当時の日本中央政府が東北地方の蝦夷を鎮圧するため、712年に出羽郡を出

羽国に昇格させて秋田城を築いた。830年の大地震で一部が破壊し、以降数回にわたって

反乱が起き、一部が被害を受けた。1050年を前後に、前九年の役の影響により衰退した。

①多賀城配置図 ②多賀城城柵

第12図 日本の長舎関連遺跡4（東北地方）（筆者撮影）
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奈良時代におこなわれた渤海との交流の際に、渤海の使者が秋田城に泊まったという記録

が伝わっている。このような点から、秋田城は渤海の使臣を迎え入れるための迎賓館とし

て機能したとみられる。正殿を中心に、両脇に西・東脇殿が並ぶ。正殿などの中心施設は、

Ｉ期からⅥ期に至るまで大きく変化することはなかったが、柱構造は、Ｉ～Ⅴ期までは掘

立柱であったが、Ⅵ期には礎石に変わる。

多賀城跡 多賀城は宮城県多賀城市にある古代の城柵で、特別史跡に指定され管理されて

いる。奈良時代から平安時代に陸奥国府と鎮守府が置かれ、11世紀半ばまで東北地方の政

治、文化、軍事の中心地であった。多賀城は大和政権が蝦夷を制圧するため、その境界に

設置した城柵である。724年に築かれ、8世紀初頭から10世紀中葉にかけて4期にわたっ

て造営された。多賀城の造営とともにおこなわれた城柵、官衙、付属寺院の設置・整備は、

律令制支配の強化を図るための措置と思われる。地方官衙の中核をなす政庁および周辺建

物の配置は、益山王宮里遺跡の正殿と西長舎との配置関係と比較することができる。外郭

は東辺約1000m、西辺約700m、南辺約880m、北辺約860mの築地塀や柵が巡る。外郭

の中心からやや南方に東西約106m、南北約170mの築地塀で囲まれた政庁区域が位置す

る。正殿を中心に両脇に西・東脇殿2棟が南北に位置し、正殿後方には後殿が位置する。

2．鳥形土製品
（1）鳥関連遺物

銅剣の鎬に鳥足文様を施す例があるが、これは公人や使用集団の象徴として用いられた。

慶北大学校所蔵品や扶余笠浦里、長水南陽里3号出土銅剣でみられる25。また、銅剣柄の

装飾には鳥が表現されるものがあり、銅鏡にも鳥の姿が施されている。崇実大学校所蔵の

剣把頭飾は、2羽の鴨が背中合わせの形で、慶山林堂E地区132号、平壌土城洞486号、

大邱池山洞、伝平壌、大邱飛山洞などから出土した触角式銅剣の把頭飾（剣把頭飾）には、

2羽の鳥が向かい合う装飾がある（第13図）。このような触角式銅剣は、吉林地域を中心

に朝鮮半島や日本にも分布している。大邱坪里洞、永川漁隠洞、金海会峴里貝塚などで出

③崇実大所蔵剣把頭飾（青銅器）

①伝大田出土農耕文青銅器
（青銅器）

⑤梁山金鳥塚出土青銅熨斗（三国）②固城東外洞遺跡出土
鳥文青銅器（青銅器）

④咸安道項里・末伊山遺
跡出土有刺利器（三国）

第13図 韓国における鳥関連金属遺物（복천박물관2006、국립김해박물관2004）
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土した虺龍文鏡には、螭龍の上下に鳥が描かれており、金海内徳里19号木棺墓出土鳥文博

局鏡や金海大成洞23号、伝良洞里出土品として知られる四神博局鏡には、四神や瑞獣とと

もに鳥が表現されている26。

固城東外洞遺跡の儀礼関連竪穴、霊光水洞の墓から鳥文青銅器が出土している（第13

図）。固城東外洞遺跡の鳥文青銅器は3世紀以降のもので、2羽の鳥が向かい合っている

のに対し、2世紀の霊光水洞の鳥文青銅器は、「山」字形で、飛んでいる鳥を表現してい

る。このような青銅器は、倣製鏡や玉類などとともに墓から出土することから、儀器であ

り、被葬者は祭儀に関わる身分であったと推定される。

青銅器時代から三韓時代にかけては、住居跡、竪穴遺構、溝状遺構から確認されている。

宝城金坪貝塚からは、鳥の頭と推定される土偶片が出土した。特に、この土偶片は鳥文青

銅器に描かれた鳥の頭と酷似する27。

ところで、3～4世紀の半島南部地域では鳥を形象化した土器が出現する。馬韓の鳥形

土器は簡略化された表現で、周溝墓、木棺墓、甕棺墓などの墳墓だけでなく、住居跡から

も出土する28。これに対し、弁韓・辰韓の鳥形土器は鴨形土器が主流で、詳細で写実的に

描写されている。

馬韓の鳥形土器は、鳥足文土器とともに馬韓を特徴づける遺物で、羅州龍虎、益山間村

里、霊岩金渓里、高敞礼智里、舒川烏石里遺跡、海南郡谷里貝塚、全州松川洞など、馬韓

の墳墓、貝塚、住居跡などから出土している。馬韓の鳥形土器は、逆三角形の胴部に上か

ら圧着されたような形を呈する。胴上部には円筒形の管があり、両側に突き出た肩部分は

片方が尖り、もう片方は注口のように孔が穿たれ、あたかも動物の頭と尾を形象化したよ

うな形である。底部には脚台は付かず、扁平底である。馬韓の鳥形土器に表現される鳥の

①光州新昌洞遺跡出土鳥形木製品（青銅器） ②論山麻田里遺跡出土鳥形木製品（青銅器） ③ソウル夢村土城出土
鳥形木製品（百済）

④扶余宮南池
出土鳥形木製品
（百済）

⑥宝城金坪貝塚出土鳥形
土製品（青銅器～原三国）

⑧湖林博物館
所蔵品
（三国）

⑨湖林博物館所蔵品
（三国）

⑩康津月南寺（高麗）

⑤弁韓・馬韓の鳥形土器（原三国） ⑦慶州財買井址出土
鳥形土製品（三国）

第14図 韓国における鳥関連遺物（국립김해박물관2004、복천박물관2006、국립나주박물관・국립나
주문화재연구소·한국문화유산협회2020）
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種類は確実ではないが、鴨である可能性が高い。霊光群洞Ｂ－3号墳出土土器の胴部に鴨

の模様が刻まれており、同時期の弁韓・辰韓でも鴨形土器が製作されていたからである

（第14図）。このように、鴨を表現する形態は馬韓と弁韓・辰韓で違いをみせるが、形態的

なモチーフに大きな差はない。すなわち、円筒形の管や片方が尖り、もう片方は注口のよ

うに孔が穿たれる形態という要素が共通している。特に、水を入れる管と、これを注ぐ口

があることから、儀礼において水と関連した道具として用いられたと推定される。

弁韓・辰韓では、鳥形土器が主に墳墓から出土する（第14図）。慶山林堂Ｅ1－3号、

蔚山下岱46号、蔚山中山里 ID－15号、蔚山大谷カ－5号、釜山福泉洞38号墳・86号墳、

慶州舎羅里55号、金海大成洞周辺Ⅱ地区24号、大邱鳳舞洞、浦項玉城里73号墳、咸安末伊

山34号墳など、大邱、慶山、慶州、蔚山、釜山、金海などの洛東江中・下流地域を中心に、

3～5世紀の遺跡で確認される29。弁韓・辰韓の鳥形土器は、形態によって鴨形土器、鶏

形土器、鳳凰形土器、瑞鳥形土器などと呼ばれ、瓦質と陶質に分けられる。

瓦質の鳥形土器は、鳥の形状をした頭に、長いくちばし、口、鼻を表現し、側面には円

形の耳または目を付す。胴部には円筒形の注入口があり、尾には注出口が付く。特に、馬

韓の鳥形土器とは異なり、脚台が付く。陶質の鳥形土器は、形態は瓦質とほぼ同じである

が、細部表現に若干の違いがある。翼は縮小あるいは省略され、全体的に小型である。羽

根を描写、あるいは耳飾状の小型装飾具を付すなどの装飾性が高く、写実的で、形態も多

彩である。

馬韓の鳥形土器が墳墓以外に住居跡や貝塚などからも出土する反面、弁韓・辰韓の鳥形

土器は大部分が墓から出土する。このことから、古代人は鳥が死者の魂をあの世に導く存

在として信じていたと推察される。

そして、甲冑にも鳥の羽根や鳥の形をあしらった例があり、4世紀以降の釜山福泉洞86

号墳、金海大成洞2号墳のような大型木槨墓で出土する30。鳥や羽飾りで装飾した祭司長

が、自身の政治力を誇示する意図で用いられたと考えられる。また、環頭に鳳凰が装飾さ

れる環頭大刀は、公州武寧王陵、慶州天馬塚、陜川玉田M3号墳などで出土している。

鳳凰は古代中国の伝説に登場する想像上の鳥で、キリン、カメ、龍とともに、四霊または

四瑞であり、天子を美化する象徴として認識されてきた31。このような龍鳳文環頭大刀は、

5世紀後半から6世紀前半頃に主に百済、新羅、加耶の王陵級の墳墓から出土することか

ら、王権を象徴する遺物とみられる。

一方、三国時代になると、鳥や鳥の羽根をモチーフにした遺物が登場する。先史時代の

祭祀長が身に着けた鳥の羽根は、王権を象徴する金冠の垂飾に変わり、土器脚部や外面に

は、鳥全体、またはその一部をかたどった装飾が付される例もある。

慶州蓀谷洞遺跡Ｃ－1－2－2号石槨墓の周溝から出土した角杯脚部に付された土偶は、
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有刺利器の鳥と形が近似する32。浦項鶴川里78号・237号墓出土長頸壺の胴部には、鳥が

沈線で描かれている。また、柄を挿し込むソケット部を持ち、鉄板両側面に突起（刺）が

付く有刺利器は、3～6世紀の加耶・新羅地域で多く出土する。この有刺利器にも鳥形の

突起が装飾されている33。陜川玉田古墳群出土の鳥形装飾付有刺利器は、鉄板の端を切り

取って鳥形を製作、あるいは別途製作した鳥形の鉄板を鋲で固定したものである（第13

図）。鳥の形状は丸いくちばしに、尾は胴体より上を向く。咸安道項里遺跡から出土した

鳥形装飾付有刺利器は、先端部の2羽の鳥は向かい合わせで配置し、両側面では、4羽の

鳥が左右対称の位置に付されている。このような有刺利器で表現される鳥は、固城東外洞

出土鳥文青銅器と類似し、鳥を崇拝していた古代人の思想が込められた象徴性の強い遺物

として評価できる34。

鳥の冠羽で装飾した金・銀製冠飾は、高句麗、百済、新羅でみられる。高句麗の禹山下

3560号で出土した金製冠飾は、鳥の羽根が写実的に表現されており、清岩里土城で出土し

た金冠は、細長方形の金板を捩じることで鳥の羽根を表現した。特に、清岩里土城出土金

冠と類似する羽根表現は、義城塔里、伝忠南、皇南大塚南墳などからもみられる。また、

慶州瑞鳳塚出土金冠からは、翼をたたんだ3羽の鳥の装飾が確認される。この鳥の胴体は

ふっくらし、頭には冠のような羽根が生えている。

そして梁山金鳥塚からは、金製の鳥足が2点発見され、蓋のつまみに鳥を装飾した青銅

鐎斗も出土した。

鳥は食糧資源を超えた象徴性を持つ装飾物として利用されてきた35。鳥や鳥の羽根を形

象化したり、これを用いた儀器が三国時代から多様に製作され、葬送儀礼に用いられてき

た。鳥の形を写実的に表した事例としては、扶余陵山里廃寺から出土した百済金銅大香炉

が挙げられる。香炉の蓋と胴部に複数の鳥が表現されている。最頂部には1羽の鳳凰がと

まっており、その下に5羽の鳥がそれぞれ山頂にとまり、最頂部の鳳凰を見上げている。

鳳凰は飛翔するかのように翼を広げており、長い尾とトサカ、くちばし、羽根などが写実

的に表現されている。下の5羽の鳥は、様々な姿で、躍動感にあふれる。蓋下部には、長

い尾の鳥と一本の角が生えた鳥が向かい合っている。香炉胴部の蓮の葉には、翼が生えた

動物が表現されており、これは鳥類と推測される。

扶余宮南池からも鳥形木製品が出土しているが、足と尾はなく、翼と胴だけが彫刻され

ている（第14図）。特に尾の部分が「Ｕ」字形に掘り込まれていることから、杖のような

ものに装着していた可能性がある36。ソウル夢村土城竪穴85－NE1－17出土遺物のなか

にも木製の鳥が確認されている（第14図）。長さ9cmと小型で、何かに装着した痕跡が

ないことから、お守りや装飾品の用途で用いられたと推定される。
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3．塑像37

塑像は、日韓をはじめとして中国でも多く出土している。しかしながら、完形で発見さ

れる例はほぼなく、仏像の名称や安置形態の推定が非常に難しい。しかも、火災による変

形で、本来の製作方法、特に焼成の有無を判断するのは大変難しい。

（1）韓国の主要遺跡

①高句麗（第15図）

平安南道平原郡徳浦里万徳山付近の元五里寺から塑像が出土しており、100数点の禅定

印仏坐像と200数点の菩薩立像が残存する38。平壌市楽浪区域土城里からは陶笵の出土が

知られている。

②百済（第16～17図）

扶余扶蘇山廃寺から出土した塑像が、百済で最初に知られた例である。1942年、米田美

代治、藤澤一夫らによって塑像片が壁画片とともに発見された39。以後、藤澤一夫によっ

て扶余旧衙里一帯の寺院で発掘調査がおこなわれ、大量の塑像が発見された40。1964年に

扶余金剛寺および臨江寺、1971年には扶余青陽汪津里窯址から塑像が出土した。1979年に

は扶余定林寺の発掘調査で大量の塑像が出土し、人々の関心を集めた。1986年には青陽本

義里窯址から塑造による大型の仏像台座が発見され、1995年には扶余陵山里廃寺の発掘調

査で大量の塑像片が出土した。

扶余地域において、塑像が出土した代表的な遺跡として扶余定林寺を挙げることができ

る。その大部分が西回廊と南回廊隅の大土坑からで、赤色焼土、瓦片とともに発見された。

土坑の規模は、南北長9.5m、東西幅2.8m、深さ約1.2mで、ここから160数点の塑像が出

土した。定林寺の塑像は大型品はなく、中・小型塑像や情景塑像の破片が主に出土した。

②扶余定林寺（百済）①平壌元五里寺（高句麗）

第15図 韓国の塑像1（高句麗と百済）（飛鳥資料館1985、이병호2013）
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韓国では塑像は、益山地域で2003～2004年にかけておこなわれた帝釈寺址廃棄遺跡の試

掘調査で発見されるまでは、それほど関心を持たれなかった41。実際は、1980年におこな

われた益山弥勒寺の発掘調査においても、塑像片と磚仏片が少量ではあるが確認されては

いた。益山帝釈寺址廃棄遺跡で出土した塑像は、天部像、悪鬼像などの新たな資料が発見

されたことで、多くの関心が寄せられた。しかしながら、仏頭像の出土は少なく破片が多

かったため、尊像名を比定するまでには至らない場合が多かった。2016年におこなわれた

①益山帝釈寺址廃棄遺跡出土塑像

③益山弥勒寺出土土製螺髪 ④益山王宮里遺跡出土
土製螺髪②益山弥勒寺出土塑像

第16図 韓国の塑像2（百済）（이병호2013）

②扶余扶蘇山廃寺 ③扶余臨江寺

①扶余陵山里廃寺 ④扶余旧衙里寺 ⑤青陽本義里瓦窯址

第17図 韓国の塑像3（百済）
（円光大学校博物館2006、国立扶余文化財研究所2019、이병호2013、国立扶余文化財研究所2008）
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益山帝釈寺址廃棄遺跡の発掘調査でも大量の塑像が出土し、塑像廃棄過程における新たな

資料が確認された。益山王宮里遺跡からも塑造螺髪が1点出土した42。

益山帝釈寺址廃棄遺跡は、2003～2004年におこなわれた2度にわたる試掘調査で、塑像

（仏・菩薩・天部像類、神将像類、悪鬼・動物像類）、5種類の蓮華文軒丸瓦、壁体片（包

壁体、灰壁体など）、葺き土などが大量に出土したことで、瓦窯ではなく「帝釈寺址廃棄

遺跡」であることが判明した43。出土した塑像は、仏・菩薩・天部像類、神将像類、悪

鬼・動物像類、そのほかに大別されるが、大部分が小片であるため、塑像の正確な形状や

型式の把握は難しい。

③新羅（第18図）

慶州地域において塑像が出土した代表的な遺跡は、四天王寺、皇龍寺、錫杖寺、陵只塔

などを挙げることができる44。四天王寺から出土した塑像として、緑釉神将壁磚がある。

慶州皇龍寺では、中門付近から14点の塑像片が出土した45。そのすべてに白色の彩色痕

が残る。形態や製作技法などから、扶余定林寺や益山帝釈寺址廃棄遺跡のものと酷似する。

皇龍寺でも四天王寺の緑釉神将壁磚に似た形態の力士像壁磚が出土している。

慶州錫杖寺でおこなわれた1986年、1992年の発掘調査では、「縁起法頌」銘磚をはじめ

として数十点の塔像文磚とともに多数の塑像が出土した。このなかには、神将像や菩薩像

と推定される塑像も含まれていた。

慶州陵只塔で出土した塑造仏像は、長台石を積み上げた6段の方壇形石塔基底部の基壇、

東西南北四面に、1躯ずつ据えられていたとみられる。4躯の塑像仏像は高さが2.5mに

達すると推定され、部位別に成形し、焼成した後に組み合わせて製作されたと推定される。

（2）日本の主要遺跡

①川原寺と川原寺裏山遺跡（第19図）

川原寺は飛鳥時代の天武期に造営され、飛鳥寺、大官大寺とともに3大寺院として知ら

れている46。飛鳥寺と異なり、創建目的や発願者の記録は伝わっていない。伽藍配置は、

①慶州四天王寺 ②慶州錫杖寺 ③慶州皇龍寺 ④慶州陵寺塔

第18図 韓国の塑像4（新羅）（国立慶州文化財研究所2012）
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中門を通ると東に塔が、西に西金堂があり、その後方に、中金堂と講堂が順に配置された

一塔二金堂式で、回廊が中門と中金堂を巡る。講堂の周りを囲むように僧房があり、その

内部に経蔵と鐘楼が位置する。

1974年1月、関西大学が寺院裏に位置する板蓋神社の断崖面の発掘調査をおこなった際、

大量の三尊磚仏（長さ22.5cm、幅17.5cm、厚さ2.5cm）と大量の塑像片が出土した。こ

れにより、この地点（川原寺裏山遺跡）は、川原寺が火災で焼失した後、その廃棄物を捨

てた場所であることが確認された。

川原寺の裏に位置する板蓋神社西斜面の土坑からは、多数の磚仏と緑釉片、如来・菩

薩・天部・俗形・獣などの塑像片が出土した。これらは本来、川原寺の仏殿に安置されて

いたものであったと推定される。

天部像の胴体片のなかには、腕部分の芯材として、木芯ではなく銅芯を用いたものもあ

り、数点が出土している。このような例は、益山帝釈寺址廃棄遺跡では確認されていない。

天部像の肩や足片、菩薩像片のなかには、彩色されたものがある。益山帝釈寺址廃棄遺跡

から出土した塑像には、菩薩像の手の破片があり、爪部分に彩色の痕跡が確認されている。

第19図 日本の塑像1（川原寺および川原寺裏山遺跡）（飛鳥資料館1985）

①本薬師寺（飛鳥時代） ②薬師寺（奈良時代）

第20図 日本の塑像2（本薬師寺および薬師寺）（飛鳥資料館1985）
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天部像の腰部分の破片のなかには、冑を身に着けた武人の形をした塑像がある。益山帝

釈寺址廃棄遺跡からも肩甲や羽根が表現された塑像も確認されており、両者の関係を検討

することができる。

川原寺裏山遺跡の塑像は、帝釈寺と帝釈寺址廃棄遺跡との関係を説明する上で重要な比

較資料であるといえる。塑像の製作技法と関連しては、芯材に銅芯が確認されたことで、

乾燥式あるいは焼成式の比較資料として重要である。ただ、磚仏の出土状況に違いがみら

れる。

②薬師寺（第20図）

奈良市に所在する寺院で、天武天皇9年（680）に天武天皇が皇后の病気治癒を祈願し

て藤原京に建立したが、平城京への遷都にともない、薬師寺も移転したことが知られてい

る。これにより、飛鳥の薬師寺は本薬師寺、奈良の薬師寺は新薬師寺とも呼ばれる。とこ

ろが、1990年代におこなわれた飛鳥本薬師寺の発掘調査により、2つの薬師寺が併存する

時期もあったことが判明した。

新薬師寺の塑像は、西塔周辺、回廊東南隅、中門などの発掘調査で出土した47。東塔か

らも伝世品とみられる塑像が160点以上出土している。東塔出土の主な塑像として、立像、

坐像および頭部片、動物形の塑像などがある。特に、俗形の心木1点がほぼ完形で残存し

ており、焼成式ではなく乾燥式塑像の製作技法がうかがえる遺物である。

塑像は、侍者の顔、菩薩の宝髻、獅子の髪、菩薩の胸部、天部の上半身・胸部・耳部

分・拳部分、如来の衣文などが注目される。胎土は精選された粘土に細かい砂粒が少量混

じる。特に心木に塗る粘土と外面を仕上げる粘土の間には確固とした違いがあり、外面を

仕上げる粘土はより精選されたものである。川原寺裏山遺跡出土例と同様、心木として銅

芯が用いられたことが天部像の拳部分で確認される。このことから、塑像のもっとも中心

となる部分には木芯を用い、手、腕、肩などは銅芯を用いる場合があったと考えられる。

③馬場南遺跡

馬場南遺跡は奈良時代の8世紀中葉から後葉にかけての遺跡で、平城宮北方の低い山の

斜面から、塔、礼堂、仏堂と推定される複数の建物遺構が確認された。遺跡からは「神雄

寺」、「神尾寺」銘の墨書土器が出土し、神雄寺との関連がうかがえる。また、『万葉集』

の歌が記された木簡も出土し注目される。

塑像は、仏堂と推定される礎石建物の中心部から、一定の範囲にわたり大量に出土した。

出土状況から、須弥壇のような壇状施設に安置されていたものが、火災で破損したと推定

される。磚仏片、塑像の顔・頭・鼻部分の破片が大量に出土した。特に、塑像の顔部分の

瞳からはガラス成分が溶けて流れた痕跡が確認された。同様の痕跡は、益山帝釈寺址廃棄

遺跡で出土した塑造悪鬼像、川原寺裏山遺跡で出土した迦楼羅頭部からも確認されている。
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塑像の製作技法は乾燥式と考えられ、胎土は薬師寺出土の塑像と酷似する。また、薬師

寺、川原寺裏山遺跡などでみられた銅芯も確認された。出土した塑像は小片であり、尊像

名が確定できないものが大部分である。特に、鼻と推定される塑像片が大量に確認された

ことから、8世紀代における塑像の尊像がもつ特徴を把握する上での重要な資料である。

馬場南遺跡の塑像は、芯材の形態や製作方式、銅芯の使用、胎土などにおいて（平城）

薬師寺と極めて類似する特徴をみせている。さらに馬場南遺跡は、恭仁京と関連して注目

を集めているだけでなく、仏堂と推定される礎石建物から塑像が出土したことで、塑像の

安置形態を知る重要な比較資料として評価される。

④定林寺跡（第21図）

定林寺跡は明日香村立部の西に広がる丘陵に位置する48。寺域内からは塔跡が確認され、

鎌倉時代に築かれた講堂の跡も残るが、中門や回廊などは不明である。伽藍配置は、西に

塔、東に金堂を配置した、法隆寺式に類似すると考えられる。

塑像は塔心礎石の被覆土から発見された。火災により赤橙色を呈する菩薩像の顔面部に

は、髪の毛が表現され、花飾りの宝冠が残る。ほかにも、表採した数点の塑像片があるが、

正確な形状はわからない。

定林寺跡から出土した塑像は、日本で出土する既存の塑像とは異なる胎土を用いている。

このような様相は、益山帝釈寺址廃棄遺跡の塑像と類似する。

⑤斎尾廃寺（第21図）

斎尾廃寺は、鳥取県東伯郡琴浦町槻下斎尾に位置する奈良時代の寺院である49。1933年

に発掘調査がおこなわれ、西に塔、東に金堂、北に講堂が位置する伽藍配置が確認された。

金堂から東に10mほど離れた地点から、磚仏、塑像が大量に出土した。塑像がかなり

大型であることから、金堂は1尺ほどの塑像が安置された大仏殿であったと推測される。

塑像には如来像の顔、菩薩像の唇、菩薩像の宝髻、螺髪、足の破片などがあり、韓国や日

本で出土する既存の塑像に比べて大型であるのが特徴である。

⑥本薬師寺および雪野寺跡（第20～21図）

本薬師寺から出土した侍者の顔には、軽く閉じた目、大きな団子鼻、横に広がる細長い

口などが表現されている50。頭部には頭巾のようなものを被る。雪野寺跡から出土した童

子像は、顔の表現が特徴的である51。

⑦ 天花寺廃寺（第21図）

天花寺廃寺は三重県一志郡嬉野町天花寺字堀田に位置する寺院で、白鳳様式の軒平瓦と

菱形磚仏が多量に出土した52。1979～1980年にかけて発掘調査がおこなわれ、東に塔、西

に金堂が位置する伽藍配置が確認された。

寺院の造営は、瓦や土器から7世紀後葉から8世紀前葉に推定される。遺跡と接する北

益山地域における長舎と鳥形土製品に関する研究

332255

2021.03.09 14.22.09 Page 341 ／【Ｋ：】Ｓｅｒｖｅｒ／ｖｅｒ７県外・県内／２６６７４１日韓文化財論集Ⅳ／本文／田庸昊　　　　　　　　　ｐ２９５－３６５



山麓には天花寺古窯跡が位置しており、瓦や須恵器を生産していたとみられる。

塔の東からは、螺髪とともに坐像の左膝片が発見された。火災により甚だしく歪み、赤

茶色を呈する。調査団は、この塑像は火災以前に窯で焼成されたものだと考えた。つまり、

天花寺廃寺から出土した塑像は、乾燥式ではなく、焼成式である。よって、塑像はすべて

が乾燥式ではなく、焼成式塑像が存在する可能性についても検討すべきであろう。くわえ

て菱形磚仏は独特な遺物で、寺院内での安置形態について検討が必要である。

⑧上淀廃寺

上淀廃寺は飛鳥時代末の7世紀末頃に建立された寺院である。法隆寺とならび、多くの

仏教壁画片が出土した。伽藍配置は、南中央に位置する中門を基準に、西に金堂、東に3

基の木塔を並べる独特な配置をとっている。金堂の規模は、長さ（東西）14.8m、幅（南

北）12.4mで、基壇は瓦積で二重基壇の構造をとる。金堂内部からは壁画片とともに多

量の塑像片が発見された。このことから、塑像は金堂に安置されていたと考えられる。木

塔は一辺約10mで、基壇は金堂と同様に瓦積の二重基壇である。特に、中央木塔の心礎

石からは舎利孔が発見された。

金堂周辺から出土した5394点の壁画片は、2種類に大別される。Ⅰ類型は釈迦牟尼が神

将と菩薩天などに説法する姿に推測される。塑像は、金堂と南塔の周辺で3,800数点が出

土し、金堂の周辺からは、半丈六丈級の如来像の螺髪とみられる塑像が発見され、塔周辺

からは、二～三丈級天部像の破片とみられる塑像が主に出土した。

特異な伽藍配置、壁画片、塑像片などの出土遺物から、重要な寺院と評価されるが、金

堂背後をはじめとして境内の調査は完了していないため、寺域全体の規模を把握できてい

ないという実情がある。塑像の製作技法、尊像名、安置場所などについては、韓国例との

比較研究が必要である。特に、供養者像と命名された塑像は、中国の洛陽永寧寺から出土

した供養者像とは異なるが、韓国出土の仏弟子や羅漢像などとの類似点が観察される。

①定林寺／橘寺／法隆寺
（飛鳥～奈良時代）

②久米廃寺／天花寺廃寺
（奈良時代）

③斉尾廃寺
（奈良時代）

④雪野寺（奈良時代）

第21図 日本の塑像3（定林寺など）（飛鳥資料館1985）
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Ⅴ．長舎と鳥形土製品の現況と特徴

1．長舎
宗廟のような礼制建築物は韓国においても中国と同様に方形に近く、宮殿や寺院、祭祀

関連遺跡から確認される。また、ソウル風納土城や夢村土城、公州公山城などでは長舎が

確認されていない。ただ、平壌安鶴宮では、偃師商城の宮殿のように長方形の中心建物を

回廊式の建物、すなわち長舎が取り囲む構造や、中心建物両脇に接して長方形の建物が取

り付く構造がみられる。しかし平壌安鶴宮の築造時期については、依然として論議が続い

ている。

韓国におけるもっとも典型的な長舎配置は、講堂を中心として、その両脇に東・西建物

が南北方向に位置する形式で、7世紀代の扶余定林寺、益山帝釈寺と弥勒寺など、百済泗

沘期の寺院で出現する。これに先立つ6世紀代の扶余東南里廃寺、陵山里廃寺では、長舎

形態の講堂両脇に長方形建物が並列、または講堂から離れて講堂長軸に対して直交して配

置される。また、553年創建の慶州皇龍寺では、長舎形態の講堂両脇に長舎や長方形建物

が並列、または内側に折れて講堂に取り付き、周囲を囲む構造が登場する。このような構

造は、近くは平壌の安鶴宮、遠くは偃師商城の宮殿でみることができる。

慶州皇龍寺の講堂と東西の長舎は、百済泗沘期の寺院に比べて奥行がかなり狭く、九州

地方の6世紀末から7世紀代の長舎と類似する。創建当時には並列する3棟の長舎を中心

に、両端で内側へ折れる構造は、6世紀末から7世紀代の九州地方の比恵遺跡、阿恵遺跡

などと酷似するが、百済ではみられない構造である。古代日韓において、長舎をめぐる文

化交流は、複雑な様相を呈し変化してきたことがわかる。

益山地域における長舎は、百済泗沘期の宮城である王宮里遺跡、寺院の帝釈寺と弥勒寺

でみられる。王宮里遺跡では、宮城前半部にあたる第1～4空間と後半部にあたる北東部

の後苑、北西部の工房でそれぞれ確認された。

（1）現況

①益山王宮里遺跡（第22～30図）

宮城前半部の第1空間南西方で、南北に長く延びる建物42を中心に、その北に厨房と建

物41が南北に並んで配置される（第23図）。長舎建物42は、遺存する礎石や基壇石などか

ら、南北10間（27.5m）、東西1間（2.75m）の規模に推定される。硯片などの出土遺物

から、古代都城における朝堂院のような建物の可能性が指摘されたが、厨房が近くに位置

することから、倉庫や食堂、あるいは宴会空間である可能性が高いと考えられる。

建物42より標高が高い地点からも、礎石や基壇、排水と関連した石材が検出されたこと

から、ほかにも建物が存在した可能性が提起された。また、南北に並列する建物42－厨
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房－建物41の東には、正殿と推定される間口7間（31m）、奥行4間（15m）の建物22が

位置する。このような建物配置は、日本の飛鳥宮、難波宮、大津宮と類似することから、

相互の関連性も指摘されている。

しかしながら、益山王宮里遺跡では、正殿と推定される建物22の東方からは、西方でみ

られる長舎建物42－厨房－建物41と対称をなす建物は確認されておらず、飛鳥宮正殿東側

の長舎を区切る掘立柱塀のような区画施設も発見されていない。ただし、西方の長舎建物

42－厨房－建物41は、正殿である建物22より標高が約1m以上低いため、これらの間に

は石垣のような段状施設が存在した可能性も考えられる。

さらには、建物の機能や性格については、日本でも正殿両脇の長舎を朝堂院や朝集殿と

推定するが、これを直接的に立証する根拠は定かではない。このことから、王宮里遺跡の

正殿西方にある長舎建物41は、隣接する厨房と関連する倉庫、あるいは食堂や宴会空間で

ある可能性も充分に考えられる。

宮城の第2空間には、建物4と5の東に南北方向に長い建物6が位置する（第24図）。

建物6は奥行1間の長舎と、並列する2列の塀からなる。間口1間の長舎と2列の塀のう

ち、西側の塀は造営方位が建物6と一致するが、東側の塀は若干異なる。しかし、建物6

の北西方に位置する建物4・5と、その北の東西石築2は、東側の塀と軸を同じくする反

面、長舎と西側の塀とは異なる。このような造営方位の違いは、時期差によるものと考え

られる。建物6は、宮城前半部の第2空間に位置する建物1～2、4～5などの中心施設

を保護する境界の役割を果たした建物と推定される。

第22図 益山王宮里遺跡における宮城空間区画・活用図（전용호2015）
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宮城前半部の第3空間は、既存の南北石築1を中心に東西に分けて論じられており（第

25図）、東部は宮城領域、西部は武王の死後、宮城中心部を取り壊して寺院を建てたと考

えられてきた53。さらに南北石築1は、東西石築1～4や南北石築2に比べて築造技法や

石材などに違いがあり、宮城を取り壊し寺院を造営する時点で築かれたと考えられている。

第23図 益山王宮里遺跡における宮城前半部第1空間の長舎（国立扶余文化財研究所2015）
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ところで、金堂東方にある南北石築1と対称をなす西方に、南北方向の排水溝が2基確

認された。この二つの施設（東方の南北石築1と西方の排水溝2列）の北方では、3ヵ所

の階段施設を備えた創建伽藍の講堂が確認された。各階段施設の間隔は16.66mで、左右

の階段からそれぞれ8.4m、6.4m離れた地点から、講堂の裏込めが確認された。これによ

り、講堂東西の長さは、少なくとも50.14mであることが推定された。また、講堂周辺か

ら、講堂にともなうとみられる直径30～40cmの円形礎石が3～4基発見された。

南北石築1の前面からは、地山から掘り込まれた流水痕跡のある排水溝も確認されてお

り、東西石築1～4や南北石築2とは大きく異なる。南北石築1は、残存長が約30mと短

い上にほかの石築と異なり、直線ではなく、蛇行する（第26図）。反面、東西石築1～4

や南北石築2の前面は、地面を掘り1～2段の石段を積み上げ堅く締めた後、部分的に石

築の石材を加工する際に出た割石片を敷いて補強している。つまり、石築前面は緩やかな

傾斜をつけて自然に排水されるように処理しており、人為的に地面を掘り排水溝を設けて

いない。

第24図 益山王宮里遺跡における宮城前半部第2空間の長舎（国立扶余文化財研究所2008・2015）

田 庸 昊

333300

2021.03.09 14.22.09 Page 346 ／【Ｋ：】Ｓｅｒｖｅｒ／ｖｅｒ７県外・県内／２６６７４１日韓文化財論集Ⅳ／本文／田庸昊　　　　　　　　　ｐ２９５－３６５



以上より、南北石築1は、当初は金堂西方にある排水溝のように地山から掘り込まれた

排水溝であり、のちに石を積み上げて石垣として機能させるとともに、石積排水溝につく

り替えたと推察される。石築前面に堆積した瓦片も、その堆積状況からみると、金堂から

の崩落とは考えにくい。むしろ、石築背面に存在した建物からの崩落である可能性が高い。

そして南北石築1背面からは、基壇抜取穴とみられる南北方向に長い竪穴も確認された。

また、既に講堂と考えられてきた建物南東方に位置する建物14周囲からも、円形礎石2基

と基壇に関連する石材も発見された。このような痕跡や礎石は、南北石築1の後方に長舎

第25図 益山王宮里遺跡における宮城前半部第3空間の長舎（国立扶余文化財研究所2008）
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が存在した可能性を示す資料であると考えられる。

講堂前面の東方には、南北石築1に並行する長舎とともに、講堂前面の西方にも、南北

石築1と対称をなす位置、つまり金堂西方の地山から掘り込まれた排水溝と並行する長舎

が存在した可能性もある。金堂東・西方の排水溝は、講堂前面の東西に位置する長舎の側

溝として設けられたとみることができ、これら建物は、木塔（建物3）と金堂を中心に置

く寺院の造営前は、宮城と関連した施設であった可能性も十分に考えられる。

中央の長舎（創建期の講堂）を中心に東西の排水溝に沿って長舎（推定）が配置され、

これに取り囲まれた場所は、内庭とみることができる。このような長舎配置は、中国にお

ける古代宮殿の宗廟や慶州皇龍寺の創建期の配置に類似する。ただ、金堂は内庭と推定さ

れる空間の後方ではなく、前方にやや偏って位置するため、宮城前半部の第3空間にある

建物は正殿とみるよりは、寺院関連の施設とみるのが合理的だと考えられる。残念ながら、

金堂の東・西方の排水溝を側溝として利用した建物は、のちの寺院造成過程で破壊された

①南北石築1（東→西：全景、前面の堆積状況、裏込め部分、石築状況）

②南北石築2（東→西：全景、前面の堆積状況、裏込め部分、石築状況）

③東西石築2（東→西：全景、前面の堆積状況、裏込め部分、石築状況）

④東西石築1前面の堆積状況 ⑤東西石築4前面の堆積状況

第26図 益山王宮里遺跡における南北石築1の比較資料（国立扶余文化財研究所2008）
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ためにその痕跡をみることができない。しかしながら、これまで創建期の講堂とみられて

きた長舎は、寺院造営前は、王宮と関連する建物であった可能性は依然としてある。金堂

は、南北石築1や創建期の講堂に比べて低所にあり、従来の中国、韓国、日本での長舎配

置において、正殿などの中心建物の位置に比べて、前方に大きく偏っていることから、同

一用途の建物とみるのは難しい。しかし、金堂の位置に王宮と関連する建物が存在した可

①遺構配置図

②建物 27 の平面・断面図
③建物27全景

③宮城前半部第4空間の宮苑周辺遺構配置図（細部）

第27図 益山王宮里遺跡における宮城前半部第4空間の長舎（国立扶余文化財研究所2008・2010）
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能性を完全に排除するものではない。

宮城前半部の第4空間では、東西石築4に沿って、東の庭園から西に向かって建物27、

建物28、建物29、建物30が位置する（第27図）。間口4間（10m）、奥行2間（5m）の建物

28を中心に、西には間口6間（11.8m）、奥行1間（2m）の建物29が、東には間口13間

（32.3m）、奥行1間（2.2m）の建物27が横一列に並ぶ。建物29から西にやや離れた地点

に、間口10間（28.6m）、奥行1間（2.5m）の建物30も並ぶことが確認された。このよう

第28図 益山王宮里遺跡における宮城後半部の宮苑の長舎
（国立扶余文化財研究所2015、筆者撮影、奈良文化財研究所2014）

田 庸 昊
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な長舎配置は、平壌安鶴宮や慶州臨海殿の北方や東南方で確認され、宮苑付近で集中的に

みられる傾向がある。このような点から、王宮里遺跡の宮城前半部第4空間に位置する長

舎は、宮城内の饗宴空間領域にある食堂や宴会関連施設として使用されたと推定される。

宮城後半部の東北方に位置する後苑や西北方の工房からも長舎は確認された。後苑は逆

「U」字形の大型水路に囲まれており、中央には間口4間（14m）、奥行4間（14m）の建

物36が位置する（第28図）。建物36の南西のやや低い地点には、柱間寸法が2.45mの円形

礎石6基が確認され、ここから東に約3.1mの地点には、礎石抜取穴があった。これらの

点から、円形の礎石列は建物36を取り囲む回廊形の建物と推定される。すなわち、中心建

②宮城後半部北西部の工房

①宮城後半部の工房位置図

④建物33全景（北から）

③建物33・34位置図 ⑤建物33の柱穴 ⑥建物33柱穴全景（北から）

第29図 益山王宮里遺跡における宮城後半部の工房の長舎（国立扶余文化財研究所2006・2015）
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物を取り囲む長舎の存在をみることができる。

この建物は後苑領域の中央にありながら、標高がもっとも高い地点に位置する。中心建

物の平面形や礎石が方形であることから、後苑領域において非常に重要な建物であると考

えられる。その機能や性格の断定は難しいが、宮の後苑領域で重要な儀礼がおこなわれた

場所と推察される。これに類似する規模や形態を有する建物は、日本の水落遺跡でみられ

る。水落遺跡は、梁行2間の長舎が取り囲み、その中央に桁行4間、梁行4間の建物が位

置する。つまり王宮里遺跡建物36を取り囲む長舎も、内・外部空間を区分、遮断する役割

をしていたと考えられる。

宮城後半部の西北部からは、金属やガラス生産に関連した作業に必要な地下防湿施設と

ともに、各種道具や材料を廃棄する溝状施設が確認された（第29～30図）。このような施

設に囲まれた空間に2棟の長舎（建物33・34）が東・西方向に並んで配置される。西方の

第30図 益山王宮里遺跡における宮城後半部の工房・長舎の比較資料
（国立扶余文化財研究所2006、築城町教育委員会1998）

田 庸 昊
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建物33は遺存状態が比較的良好なため、その規模を把握することができるが、東方の建物

34の遺存状態は良くない。建物33は方形の穴を穿ち、柱を建てる掘立柱建物で、規模は南

北12間（41.8m）、東西3間（11.9m）である。2棟の長舎は、形態が京都府上人ケ平遺

跡、福岡県堂がへり遺跡と類似するが、これらは瓦生産と関連する工房だと考えられてい

る（第30図）。福岡県堂がへり遺跡で確認された大型掘立柱建物1・2号の規模は、10間

×2間（29.5m×11.5m、30.0m×11.7m）で、柱間寸法は3.2m等間である。この建物は

8世紀後半、豊前国分寺の瓦を製作、乾燥する施設であったと推定されている。したがっ

て、王宮里遺跡で宮城後半部の西北部から確認された2棟の長舎は、金属やガラス製品の

加工と関連する工房であると推定される。

②益山帝釈寺と弥勒寺（第31図）

益山帝釈寺と弥勒寺は、百済泗沘期寺院における長舎の典型的な形態を示す代表例であ

る。長舎配置は、中心建物両脇に南北方向に配置される。講堂前方には、東西両側に南北

に長い東・西建物や僧房が位置し、回廊と取り付く。後方には北僧房が講堂と並んで位置

する。益山帝釈寺と弥勒寺は、東・西建物や僧房が回廊に取り付く形態に差異をみせる。

益山帝釈寺は、扶余王興寺や定林寺と同様に、回廊が直線的に延びて取り付くのに対し、

益山弥勒寺は、内側に折れて建物に取り付く。

百済泗沘期の寺院では、長舎の形態や配置は時期によって異なる。長幅比が2：1以上

の典型的な長舎といえる講堂周辺の建物は、初期は方形に近い形態であったが、のちに典

型的な長舎へと変化している。6世紀中葉に造成された扶余軍守里廃寺や陵山里廃寺では、

長舎が講堂両脇に取り付く構造、あるいは若干前方に離れ、講堂の長軸に直交して配置さ

れる構造で、典型的な長舎とはいいがたい。ところが、6世紀後葉から7世紀前葉の扶余

定林寺、益山帝釈寺と弥勒寺では、典型的な長舎とみることができる建物が配されている。

後者の寺院では、百済滅亡を前後に、講堂後方にも北僧房が建てられた。

ところで、扶余王興寺はやや異なる様相を呈している。扶余定林寺、益山帝釈寺と弥勒

寺は、講堂両脇の長舎（既存の東・西建物や僧房）が、金堂の中央や基壇北付近から講堂

の基壇北付近までに位置するが、扶余王興寺は、木塔中央から講堂までの位置にある。こ

のような長舎の形態と配置の違いは、その機能や性格と関連する。

講堂両脇の長舎が金堂中央、または後方付近まで及ぶ構造は、朝鮮時代の郷校や書院の

講学空間に似た機能や性格が関連づけられるが、扶余王興寺のように木塔中央の位置まで

及ぶ構造は、朝鮮時代の郷校や書院における「祭祀（祭享）＋講学」空間が融合した機能

や性格と関連する。塔と金堂は講堂と異なり、儀礼や祭祀に関連する領域だからである。

一方で、扶余陵山里廃寺や軍守里廃寺のように、講堂両脇の建物が典型的な長舎ではな

い場合は、僧房のような講学空間と関連づけるのは難しい。むしろ、寺院として使われる

益山地域における長舎と鳥形土製品に関する研究

333377

2021.03.09 14.22.09 Page 353 ／【Ｋ：】Ｓｅｒｖｅｒ／ｖｅｒ７県外・県内／２６６７４１日韓文化財論集Ⅳ／本文／田庸昊　　　　　　　　　ｐ２９５－３６５



以前は儀礼や祭祀空間であり、のちに工房やほかの機能へと変化していったと考えられる。

このような変化の過程は、慶州皇龍寺や益山王宮里遺跡で創建期の講堂と考えられてきた

3ヵ所の階段施設を備えた建物からも垣間見ることができる。

寺院において、儀礼・祭祀空間と講学空間が明確に区別されている事例としては、益山

弥勒寺を挙げることができる。中院は別途の回廊によって区切られており、東院と西院で

は、南から延びる回廊が内側に折れて僧房に取り付く。また、中院の木塔と金堂を取り囲

む回廊において、回廊北方で講堂側に開く門は確認されなかった。これは塔と金堂を中心

とした空間でおこなわれる儀礼や祭祀領域と、講堂を中心とした空間でおこなわれる講学

領域を分離するための意図的な構造であるとみることができる。日本においても、6～8

世紀代の寺院は塔と金堂が回廊によって区切られ、講堂と分離される事例が多い。飛鳥寺

①益山帝釈寺（百済） ②益山弥勒寺（百済）

③扶余陵山里廃寺（百済） ④扶余王興寺（百済） ⑤扶余定林寺（百済）

第31図 益山帝釈寺と弥勒寺における長舎の比較資料（国立扶余文化財研究所2012）
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では回廊が塔と三金堂を取り囲み、その外部に講堂が位置する。

（2）特徴

王宮である益山王宮里遺跡では、様々な類型の長舎が複数地点で確認された。益山王宮

里遺跡の長舎は、古代中国や高句麗の宮城の影響のもとで独自の変貌を遂げ、のちに新羅

や日本の宮城、地方官衙にも影響を及ぼした。宮城前半部の第1空間は、日本の都城にお

ける正殿を中心とした朝堂院に似た構造であるのに対し、宮城前半部の第3空間は、内裏

と関連する祭祀構造である可能性がうかがえる。特に、これまで創建伽藍の講堂とみなさ

れてきた3ヵ所の階段施設を備えた建物は、前面東西の地山から掘り込まれた排水溝との

関係から、寺院建立前の宮城段階にともなう建物である可能性もある。また、庭園や後苑

においても、平壌安鶴宮や慶州臨海殿に似た長舎がみられ、食堂や宴会空間と関連する施

設であると考えられる。

寺院である益山帝釈寺と弥勒寺は、講学空間の機能や性格を有する長舎と、その建物配

置をみせている。このような構造は、6世紀代の扶余地域の寺院と関連があり、その時期

的変遷のなかで捉えることができる。ただ、益山弥勒寺では寺院の中心建物である塔と金

堂を回廊が取り囲むか、あるいは長舎との取付部手前で内側に折れることで長舎が立ち並

ぶ別の空間が設けられている。すなわち、儀礼と祭祀空間、言い換えれば、祭祀（祭享）

空間と講学空間が区分されている。

長舎の観点において、益山地域を含む百済と新羅ではやや異なる様相もみられる（第32

図）。新羅からは、百済にはない独特な長舎と配置が確認された。慶州皇龍寺は、長舎が

講堂両脇に南北方向に置かれる構造ではなく、講堂と金堂の東西に長軸を揃えて並列する。

このような配置は、百済の王宮である益山王宮里遺跡で確認されてはいるが、百済泗沘期

の寺院では、長舎ではなく、長幅比の小さい建物が講堂両脇に位置することはあるものの、

長舎は主に講堂に対して直交する南北方向に長軸を置き、東・西回廊に取り付く形で配置

される。

そして新羅では、中国の四合院や宗廟に類似する建物も慶州瞻星台南建物址（皇南洞

123－2番地遺跡）から確認された。中央の1号建物を中心に、両脇には南北に長い長舎

が並列する。これについては、権威建築、すなわち官庁の一部、または新羅王室の祭儀関

連の建築物とみる見解が提起された。また、慶州城東洞殿廊という独特な構造をもつ遺跡

もある。中央の間口3間、奥行3間の建物とその両脇にある2棟の殿堂との間、そしてそ

の周囲を長舎が囲む構造が確認された。これは副宮、離宮、または内裏的な意義を持つと

いう見解、さらには明堂のような礼制建築物と評価する議論もなされた。2014年には、慶

州月城のＣ地区で、中央に北－南方向に並列する間口16間、奥行2間の3号建物と、間口

7間、奥行2間の11号建物を塀が取り囲む構造も確認され、統一新羅時代後期の官庁跡と
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把握された。

長舎を中心とした建物配置から、益山地域の王宮や寺院の内部空間をみると、その空間

が持つ意味を新たに認識することができる。益山王宮里遺跡における、正殿と推定される

①益山王宮里遺跡（韓国／百済） ②飛鳥浄御原宮（日本／飛鳥時代）

③奈央宮（中国／漢）

⑦慶州臨海殿址
（韓国／新羅）

⑧前期難波宮
（日本／651年）

⑥平壌安鶴宮
（韓国／高句麗）

④大明宮（中国／唐） ⑤鄴南城
（中国／東魏北斉）

⑨平壌安鶴宮北宮（韓国／高句麗） ⑩慶州皇龍寺1次伽藍（韓国／慶州）

⑫益山弥勒寺（韓国／百済） ⑤慶州城東洞殿廊址（韓国／新羅）⑩扶余陵山里廃寺
（韓国／百済）

第32図 益山地域における長舎の比較資料（国立扶余文化財研究所2012・2015、
奈良文化財研究所2014、국립문화재연구소2005・2010、田有泰1983、李康根2013）
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大型建物と南北に延びる長舎間の建物配置は、別々にみれば大きな意味はない。しかしこ

のような配置は、日本の飛鳥宮や難波宮においても類似した様相が確認されている。つま

り、日本の宮殿における中心空間の建物配置類型が、百済泗沘期にも存在していたことが

わかる。慶州皇龍寺址は一塔三金堂の伽藍配置で、金堂両脇にまた異なる金堂が位置し、

創建伽藍は、講堂両脇にほぼ規模の長舎が位置していた。このような建物配置は、百済の

宮城や寺院ではみられない（第32図）。むしろ、平壌安鶴宮のような宮城との関連性がよ

り多くみられる。これは慶州臨海殿も同様である。一方で慶州城東洞殿廊は、これまでに

もその機能や性格について多くの説があったが、長舎の観点からは、益山弥勒寺とのより

深い関連性がみられる。基本的に内部空間が三つに区画されており、その空間を長舎が取

り囲む。そうでありながらも、各時代、各地域によって類似性や相違点も存在する。外部

の文化をそのまま受容するのではなく、各々の地域的特性にあわせて新たな文化を創造し

たことが、長舎からも確認される。

2．鳥形土製品
（1）現況

本稿で取り上げる鳥形土製品は、益山帝釈寺で出土した。益山帝釈寺54は、弥勒寺とと

もに百済第30代の武王代（紀元後600～641年）に造営された王室の寺院跡として知られて

きた（第33図）。『観世音応験記』には帝釈寺の造営に関する文献記録があり、百済武広王

②木塔全景（航空撮影） ③木塔版築層

④帝釈寺址廃棄遺跡（航空撮影） ⑤帝釈寺址廃棄遺跡出土塑像

①遺構配置図（百済） ⑥益山弥勒寺出土軒瓦 ⑦帝釈寺出土「帝釈寺」銘瓦

第33図 益山帝釈寺の遺構配置図・遺構・出土遺物（国立扶余文化財研究所2011・2013・2019）
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（武王）が枳慕密地（益山の旧地名）に遷都し帝釈精舎を建てたが、貞観13年（639、武王

40年）に落雷によって仏堂、七層木塔、廊房がすべて焼失したとある。この記録から、帝

釈寺は百済武王代には七層木塔、仏堂、回廊、僧房などを備えた王室の寺院として存続し

ていたことがわかる55。

益山帝釈寺の寺域中心部から北東約400mの地点から、帝釈寺の火災で焼失したものを

廃棄した場所も確認された。以前から、この地は地表面に焼き焦げた瓦片や壁体片などが

多く露出していたことから「王宮里伝瓦窯址」と呼ばれていた。しかし2003～2004年にお

こなわれた2度にわたる円光大学博物館による試掘調査、さらには2016年の国立扶余文化

財研究所による発掘調査では、塑像（仏・菩薩・天部像類、神将像類、悪鬼・動物像類）、

5種類の蓮華文軒丸瓦、壁体片（包壁体、灰壁体など）、葺き土などが大量に出土し、「瓦

窯址」ではなく「帝釈寺址廃棄遺跡」であることが判明した。

ところで、益山帝釈寺の寺域中心部にある東回廊の東面基壇外側から、翼の片方と胴体

の一部が残る鳥形土製品1点が出土した（第34図）。全体的な形状と、背中や翼の羽根模

様などから鳥を形象化したものだとみられているが、鳥の種類や土製品の機能および用途

は不明であった。

鳥形土製品は、東回廊と東建物の取付部、地表面から約60cm下から出土した56。東回

②鳥形土製品出土状況 ③東建物周辺全景

④鳥形土製品実測図 ⑤鳥形土製品胴部側

①遺構配置図（百済） ⑥鳥形土製品翼の羽根表現 ⑦鳥形土製品背側

第34図 益山帝釈寺における鳥形土製品関連図面・出土位置図・写真
（国立扶余文化財研究所2013）
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廊と東建物は、礎石が一部残存するのみで、大部分は破壊されていた。鳥形土製品が発見

された地点である東回廊の東側基壇と東建物の南側基壇石も大部分が破壊され、礎石の抜

取痕跡がわずかに残る。基壇土も大部分が失われていた。

鳥形土製品が出土した東回廊と東建物の取付部周辺からは、百済期の刻印瓦・軒丸瓦・

硯などをはじめとして、統一新羅時代の軒丸瓦・銘文瓦・各種土器などが出土した。この

なかには、木塔と金堂間の参道を取り壊して造られた瓦窯と関連するトチン片も含まれて

いた。百済～統一新羅時代の刻印瓦、銘文瓦などの瓦磚類は、東回廊や東建物の屋根に葺

かれていたもので、碗や瓶などの土器類は、東建物で使われた可能性がある。しかし、後

代に民家が建てられるとともに、これら出土遺物と東回廊や東建物との直接的な関連を捉

えづらくなってしまった。むしろ、東回廊や東建物から出土した遺物は、建物との関連で

はなく、瓦窯と関連するトチンのように、他施設や建物で使われたものが廃棄過程で発見

されたとみられる。

（2）特徴

鳥形土製品は胴体の背部分と翼の片方のみが残存し、胴の腹部と頭・足・尾といった大

部分は欠損する（第34図）。残存長7.4cm、残存幅8.3cm、厚さ2.2cmである。全長は15cm

前後で比較的小型品と推定される。胎土は多量の砂粒を含む。色調は灰青色、または灰褐

色で、硬質である。

背部分は沈線で鳥の羽根を、翼部分は複数の沈線を縦方向に施すことで翼を表現してい

る。特に翼は折りたたまずに、下に向けて広げている。胴体と翼をあわせた全体形は三角

形に近い。背の反対側には剥離痕が明瞭に残る。また、尾の部分には別の粘土を接合した

痕跡が観察された。翼内面の先端は、外面と同様に数条の沈線を施した部分が段をなし、

比較的薄く仕上げられている。

鳥形土製品の詳細な特徴をまとめると次の通りである。

第一、鳥形土製品は、東回廊の東面基壇外周の旧地表上から、回廊から崩落した瓦片と

ともに出土した。ここは東回廊と東建物の取付部付近でもある。

第二、胴体に比べてかなり大きな翼をもち、翼や羽根が陰刻の沈線で写実的に表現され

ている。これまで、遺跡出土の鳥を形象化した遺物は、大部分がくちばし、足、翼などを

強調し形象化したものであった。また、土器、甲冑、大刀、武器類など、ある部位に付け

て装飾するもので、鳥の羽根を写実的に表現するものはなかった。

第三、粘土をつなぎ合わせて形作る成形技法が確認された。胴体－翼－尾を一度に粘土

で作るのではなく、基本の骨組みとなる胴体に粘土を貼り付けて翼を作り、再度粘土を貼

り付けて尾を作る。頭部は別途製作し、胴体と接合させたものではなく、頭部が胴体と一

体的に欠損していることから、胴体と一体で作られたようである。このことから、頭部－
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胴体－脚部までが一体として作られ、そこに翼、尾の順に成形していったとみられる。

第四、胴体－翼－尾の形や配置からは、地面や木にとまっている鳥ではなく、飛んでい

る鳥が表現されている。翼は左右に大きく広げず、胴に沿って緩やかに広げていることか

ら、飛んでいる鳥を形象化したものだと考えられる。なお、鳥の形状を彫刻したり、型作

りの場合には、翼を大きく広げた形が作りやすいが、手づくねの場合はほぼ不可能である。

Ⅵ．長舎と鳥形土製品の機能と性格

1．長舎
長舎は奥行に対して非常に長い建物、あるいは、ほぼ同じ奥行で長さが異なる建物が立

ち並ぶ形態で、特殊な機能や役割を担っていたと考えられる。長舎は時代や場所によって、

建物そのものやほかの建物との関係、配置に違いをみせる。特に単独よりは、ほかの長舎

建物と組み合わさり、空間に特殊な意味を付したりもする。

日韓において、長舎はおおよそ6世紀から宮城や寺院に登場する。ただし、日本では地

域有力者の邸宅からも確認される。そして長舎は、7～8世紀からは日本の地方官衙で、

中世以降は韓国の宗廟や日本の神社といった礼制建築物、中央の文廟（成均館）、地方の

郷校や書院などの教育機関でも確認されるようになる。

（1）類型分類（第35図）

長舎を中心とする建物配置は、大型建物が単独で位置する類型（Ⅰ型）、等しい規模の

建物が一方向に並ぶ類型（Ⅱ型）、中心建物両脇でその造営方位に直交、または並行して

横に並列する類型（Ⅲ型）、中心建物の前・後・左・右を完全に取り囲む類型（Ⅳ型）、独

立建物ではなく、建物間を連結、または建物を取り囲む類型（Ⅴ型）に分けられる。

それぞれの類型は、さらに細分化される。一方向に並んで位置する類型（Ⅱ型）は、さ

らに、左右両側に造営方位を東西に配置する類型（Ⅱa型）と南北に配置する類型（Ⅱb

型）に細分される。

長舎の類型分類のなかで、もっとも複雑で多様な様相を呈する型式は、中央に位置する

中心建物の両脇で長舎が南北、または横一列に並んで位置するⅢ型である。中心建物両脇

で長舎が横に並ぶ型式（Ⅲa型）と、南北方向に置かれる型式（Ⅲb型）に区分される。

そして、中央の長舎や両脇の長舎の数量や位置によっても区分される。中央の長舎が1棟

（1型）、中央の長舎が2棟（2型）、両脇の長舎が2列以上（3型）というように細分さ

れる。都城内の王宮や地方官衙で、長舎が単独で存在する場合は正殿と称する。中央の長

舎が近距離で前後に位置する場合は、前方の長廊を前殿、後方の長廊を後殿と称する。こ

れと異なり、中央の長舎が両脇の長舎の前・後を揃えて位置する型式（カ型）、両脇の長

舎が中央の長舎前面の柱筋と揃えたり、これよりも南に位置する型式（ナ型）、両脇の長
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第35図 6～8世紀における日韓長舎の類型（奈良文化財研究所2014、국립문화재연구소2010、
国立扶余文化財研究所2008、江口編2014、甲賀市教育委員会2018）
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舎が中央の長舎背面の柱筋と揃えたり、これよりも北に位置する型式（タ型）、中央の長

舎が両脇の長舎の背面よりも南に置かれる型式（ラ型）がある。くわえて、中央と両脇の

長舎配置が前後に置かれる型式（①型）、左右で2セットをなす型式（②型）もある。最

後に、両脇の長舎が1棟の型式（㋕型）、長舎が2棟以上並ぶ型式（㋤型）に分けられる。

以上の型式の組み合わせにより、多様な類型が確認される。

Ⅴ類型は、内外を分けるという機能面では塀や城壁と類似するが、建物と建物をつなぐ

通路という機能面で異なる。塀や城壁のように、門などの出入施設を除き、内外を完全に

遮断するものであったかの判別は難しい。

長舎は、建物間の関係をはじめとして、丘陵や河川など地形条件によって様々に変化す

る。建物の性格や階層によっても、位置や配置に違いが生じる。左右両脇の長舎の奥行が

1間ではなく2間になると、中央の長舎もほぼ同じ奥行になるか、あるいは、はるかに広

くなる。中央と左右両脇の長舎の造営方位が全体的に振れている場合もある。

（2）時・空間的分布

韓国の長舎は三国時代に初めて王宮、寺院、山城などで出現する。そもそも韓国では、

間口に対して奥行が広い建物が主流をなす。百済では、長舎は王宮より寺院で主に確認さ

れており、回廊を除き、これに取り付く東・西付属建物が講堂両脇に配置される。一方、

新羅では寺院の講堂、王宮の宮苑など、中心建物の両脇に東西方向に取り付く長舎も継続

的に現れる。百済漢城期、熊津期、泗沘期の扶余において、王宮と推定される場所では、

長舎はほとんど確認されていない。その反面、6世紀末から7世紀前半にわたり、百済泗

沘期の王宮であった益山王宮里遺跡では、多様な形態の長舎が発見された。

日本では、6世紀末から7世紀前葉に九州地方における政治勢力の中心地で、中央に位

置する長舎とこの両脇に取り付く長舎が登場する。7世紀中葉に至ると、近畿地方を中心

に宮殿で長舎が本格的に使われるようになる。むしろ寺院では、講堂や回廊を除き、百済

のような金堂・講堂両脇の東・西建物はほぼみられない。7世紀後葉から8世紀代にわた

り、地方官衙で都城の宮殿から変形した正殿と東西脇殿を備えた長舎が比較的整然とした

形で築かれるようになる。むしろ6世紀末から7世紀前葉に九州地方で登場した長舎も、

地方の官衙で少しずつ変化しながら存続していた。

8世紀以降も、韓国では長舎が王宮や寺院、宗廟や文廟、書院や郷校などで変形した形

態で使用されてきた。日本においても同様で、8世紀以降、長舎は都城の宮殿や地方官衙、

寺院や神社などの宗教施設で継続的に用いられた。いまだ韓国では統一新羅時代以後の地

方官衙関連遺跡は確認されておらず、その様相は不明確である。

6～8世紀代における日韓の長舎を中心とした建物配置とその空間の性格を考える上で

注目すべき資料として、朝鮮時代に儒学を教育するとともに、国家の秩序と安定を図る代
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表的な機関として、中央に設置された宗廟と文廟、地方に設置された郷校と書院を挙げる

ことができる（第36図）。このなかで郷校は官学、書院は私学とみることができる57。こ

れらは、建物配置から中心建物の両脇前方に南北に長い建物が配されることから、本稿で

述べる長舎を中心とした建物配置において、その空間の意味を理解するにあたり重要な比

較資料となりうる。儒学における賢人を祀り祭祀を執り行う「祭祀、または文廟空間」、

孔子の教えを授けるために儒者を集めて講習をおこなう「講学空間」、「支援空間」に分け

られている。これら建築物は、儒教で示された位階にしたがい、一定の規則にもとづいて

造られている。平地では「前廟後学」にしたがって祭祀（祭享）空間が前方に、講学空間

は後方に配置される。しかし、傾斜地では「前学後廟」によって講学空間が前方に、祭祀

（祭享）空間が後方に位置する。祭祀（祭享）空間は大成殿を中心にして東西前方に東廡

と西廡が、講学空間は明倫堂を中心に、東西前方に東斉と西斉が南北に配置されている。

二つの空間の間には階段、門、塀からなる「過程的空間」が形成されており、これは両空

間を区分しながらも、お互いを結びつけている。このような建物配置は一定の規範にもと

づき定型化しているが、立地によって部分的に異なる。

一方で、6～8世紀には王宮や寺院で「祭祀（祭享）空間」、「政務空間」、「講学空間」

は異なる様相をみせる。時期や地域によって、空間がもつ性格は似るが、その建物配置は、

やや異なって現れる。このような違いは、朝鮮時代の郷校や書院と同様に、立地などに起

因するとともに、外部の文化の受容過程で独創性がくわわったためである。

結論的に、日韓における長舎は、主に王宮や寺院を中心に王が主管する儀礼や行事をお

こなう「祭祀（祭享）空間」、業務を遂行する「政務空間」、学問や寝食のための「講学空

間」、物品を保管する「倉庫や作業空間」の観点からアプローチすることができる。古代

には、このような領域が一つの長舎で独立的、または複合的にみられ、中世を経て空間的

に完全に分離する。

（3）起源と系統

日韓において6～8世紀に建てられた長舎の起源はどこであろうか。その答えは、中国

の宮殿建築や四合院と呼ばれる伝統建築にみることができる。中国河南省偃師市西部の落

水南岸に位置する夏、商、西周王朝の都城、二里頭遺跡の1・2号宮殿址も本稿で述べる

長舎と関連して注目する必要がある（第36図）。2号宮殿址は回廊式建物によって囲まれ

た内部後方の中央に殿堂が位置する。殿堂の基壇は南北73m、東西58mの長方形を呈す

る。殿堂前方には内庭が形成され、南には南北中心軸からやや東に偏った位置に大門も設

けられている。二里頭遺跡の宮殿は、中国宮殿建築の嚆矢と目されている。

二里頭遺跡とともに、夏、商、西周王朝の都城である偃師商城の宮殿遺跡も重要である

（第36図）。なかでも5号宮殿址は、宮城東方に位置する4号宮殿址から北に約10mの地
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①二頭里遺跡1・2号宮殿址（中国／夏）②偃師商城4・5号宮殿址（中国／商）③岐山鳳雛建物址（中国／西周） ④黄陂盤龍城1号宮殿址（中国／西周）

⑤扶風雲塘西周宗廟（中国／西周） ⑥漢長安城南郊礼制建築群3号（中国／後漢） ⑦唐代宗廟平面構造推定復元図

⑧扶余陵山里廃寺（韓国／百済） ⑨益山帝釈寺（韓国／百済） ⑩慶州鶏林北辺建物址（韓国／新羅）

⑪ソウル宗廟（『国朝五礼儀』宗廟殿図） ⑫ソウル文廟（韓国／朝鮮） ⑬永川郷校（韓国／朝鮮）

第36図 韓国の長舎比較資料（김영재2014、許宏2014、朴淳発2013、국립문화재연구소2000・2005・
2010、国立扶余文化財研究所2012、조상순2011、都龍昊1986）
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点にある。北面に接する主殿は東西54m、南北約14.6mの規模である。回廊式建物が中

央の主殿を囲んでおり、主殿前方の中央には大門が設置されている。この内側には内庭が

形成されている。回廊式建物の基壇は6～7m幅で、大門は桁行5間、梁行3間の規模

である。建物は、宮城内での位置や構造から、宗廟とみられる。

一方、中国伝統建築の典型といえる四合院にも注目しなければならない（第36図）。四

合院は中央が公共活動の場であり、これを東・西・南・北に囲む構造である。ここでの中

心空間は内庭と呼ばれる。四合院の初期形態をもっともよく示す事例としては、陜西省岐

山県鳳雛寸に位置する西周時代の宮殿遺跡を挙げることができる。規模は南北45.2m、東

西32.5mである。建物は南北中軸線に対して対称をなし、南から影壁、大門、中庭、殿

堂、後庭、後室の順に配置され、その外周を回廊式建物が取り囲む。内庭後方にある殿堂

は、間口6間（17.2m）、奥行3間（6.1m）である。殿堂と後室は回廊式建物によってつ

ながる。漢代の画像磚や三国時代の家形明器でも、中央に内庭を置き、四方を長舎が囲む

構造が確認される。このような点から、四合院は中国の三国時代には既にある程度定着し

ていたことがうかがえる。隋代と唐代の絵画作品や明器からも四合院の型式をうかがうこ

とができる。

中国の伝統家屋として定着した四合院を通じて、中国人にとって住宅は、防御性を持つ

機能的産物であるとみる見解58が提示されたことがある。このような外部と断絶した建物

配置と内庭は、砂やほこりが多いため、外部と遮断し、内部に採光と通風を取り入れる措

置との見方もある。何よりも中庭の空間を確保するため、建物の対称的配置が好まれたと

みられる59。

以上のように、中国古代宮城の建築物は中央の中心建物を回廊式建物、すなわち長舎で

取り囲み、内部に内庭を設ける構造である。内庭では王が主管する儀礼や行事がおこなわ

れたとみられる。後代になるにつれて、中心建物は全体的な規模、特に奥行が広くなり、

長舎に取り付かずに単独で存在するようになる。そして、中心建物両脇に位置する長舎も、

これから離れた位置に置かれるようになった。宗廟のような礼制建築物も、秦・漢を経て

唐代になると、内部の部屋配置は変わらないが、方形に近い建築物が単独で配置されたり、

中心建物を中央に置き、その両側に建物を配する型式へと変化した。代表的な事例として

は、扶風雲塘の西周宗廟や春秋・秦の宗廟である馬家庄1号建物址、後漢の王莽九廟、

『大唐郊祀録』に記された唐の宗廟を挙げることができる。反面、四合院のような住宅は、

依然として中軸線上に重要建物が位置し、これを長舎や長方形建物が取り囲んでいる。

（4）機能と性格

長舎は、形態や配置によって多様な機能や性格を有しているため、その型式も大きく異

なる。単独で存在する（Ⅰ型）、または等しい規模で一方向に並ぶ長舎（Ⅱ型）は、大部
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分が倉庫や作業場として使用される。そして中心建物の左右両脇横一列に取り付く長舎

（Ⅲa型）は、宮殿や寺院の主要建物や施設の前方、または東西に取り付く食堂や宴会場

などのような付属施設として活用される。これに対して、中心建物の両脇に南北方向に置

かれる長舎（Ⅲb型）は、宮殿の朝堂院や朝集殿、内裏の正殿空間、官衙の脇殿、祭祀

（祭享）や講学空間、寺院の僧房として活用される。中央建物を中心に前・後・左・右を

完全に取り囲む長舎（Ⅳ型）は、迎賓館や饗宴空間とみられる。独立建物やこれに取り付

かず、建物間を連結、または建物を取り囲む長舎（Ⅴ型）は、回廊や翼廊としての機能を

有する。

これまでの研究で、長舎とその配置による機能や性格については、ほぼ把握されてきた。

長舎の観点で論じることがなかっただけである。ただ、中心建物両脇で並列する、または

垂直に配置される長舎は、その機能や性格が空間によって多岐にわたり、いまだ長舎個々

の機能や性格を紐解くことに困難をともなう場合がある。

長舎は、日韓において類似点もあれば相違点もある。各地域で独自に変貌を遂げている

からである。長舎は奥行に比べて極端な長さがある建物であるために、王宮や寺院で特殊

な機能や性格と関連する。全般的に、長舎は儀礼や祭祀などをおこなう祭祀（祭享）空間

と王宮の正殿や寺院の講堂のような業務遂行のための政務空間、学問、寝食のための講学

空間、食堂や宴会などの饗宴空間、工房関連の作業空間として使用されてきた。特に6～

8世紀代には、祭祀（祭享）空間と政務空間、講学空間が王宮や寺院で空間的に区分され、

また時間的な変化を遂げてきた。中世を経て、宗廟のような特殊な施設として拡大し、ま

た、書院や郷校のように、ほぼ同一構造が二重に空間を分けて設置されることもあった。

それとともに建物の幅が長さに比べて大きくなり、典型的な長舎型式は弱まっていった。

すなわち、長幅比が大きな建物は、構造的な安定性や空間的な活用の側面で多くの問題を

抱えていたためである。

このような6～8世紀の日韓における長舎の建物配置を通じて、益山王宮里遺跡が占め

る位相や意味についても新たにアプローチすることができる。百済泗沘期の王宮である益

山王宮里遺跡では、宮城前半部と後半部の複数地点で長舎とみられる建物が確認されてお

り、その機能や性格は大きく異なっていた。

宮城前半部の第1と第3空間では、正殿を中心として西に、南北方向に置かれた長舎が

確認され、これは日本の古代宮城で日常政務をおこなう宮殿の正殿や内裏の正殿空間と類

似する機能や性格を持つと考えられる（第37図）。本稿で筆者は、宮城前半部の第3空間

で創建期の講堂と考えられてきた3ヵ所の階段施設を備えた長舎は、前方東西両側に位置

する地山から掘り込まれた排水溝との関係から、寺院の講堂として使われる前は王宮と関

連した建物である可能性を指摘した。その機能や性格についても内裏の正殿あるいは宗廟
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のような礼制建築物として、祭祀と関連した「祭祀（祭享）空間」とみることができる。

しかしながら、これについてはより慎重な検討が要求される。

宮城前半部の第4空間では中心建物の左右両脇に取り付く長舎が確認され、これは饗宴

空間である宮苑にある食堂や宴会場などの付属施設とみられる。宮城前半部の第2空間と

後半部の後苑では、独立建物を囲む長舎が確認された。この長舎は、宮城内部で重要な位

置を占める建物を外部から遮断、または保護する塀と類似した機能を果たす施設として活

用された。特に第2空間は、朝鮮時代の郷校や書院で中核をなす「講学空間」と「祭祀

（祭享）空間」間をつなぐとともに、これらを支援する「媒介、または支援空間」とみる

ことができる。最後に、宮城後半部の西北部では、同一規模で一方向に並ぶ長舎（Ⅱ型）

が確認され、これは作業場とみられる。

前稿で筆者は、益山王宮里遺跡における宮城前半部の空間について朝鮮時代宮廷の空間

構成に鑑み、「第1空間を外朝、第2空間を水と関連した祭祀空間、第3空間を治朝、第

4空間を宴朝」に設定した60。しかし、本稿で長舎を中心にした建物配置について論議を

重ねたことで、異なる空間設定を指摘するに至った。このような結果を導き出す過程にお

いて、益山王宮里遺跡の宮城（第37図）と石神遺跡を饗宴施設として捉えた小田裕樹の研

究61が大いに役立った。

益山王宮里遺跡の第1空間や、飛鳥宮正殿を中心とした長舎配置は、ほかの東アジア地

域の宮殿型式とは異なる。正殿と、朝堂院の機能や性格をもつ長舎がともに存在するが、

これらは宮内にありながらも前方に大きく偏って配置されている。すなわち、外朝と治朝

が一つの領域内に存在するために、王が主管する国家的儀礼や行事がおこなわれる空間と

して「政務空間」という用語がより適していると考える。このような意味で、筆者の「政

務空間」は、日本の大極殿を中心に宮都構造の変遷を示した渡辺晃宏62が用いる「政務空

間」とはやや異なる（第37図）。渡辺晃宏のいう政務空間は、特定の時期や場所で祭祀

（祭享）の機能や性格をもつこともあると考えるからである。益山王宮里遺跡では、「政務

空間」と「祭祀（祭享）空間」は区分されている。

そして益山王宮里遺跡の第4空間にみられる、庭園を中心にした東西方向に延びる長舎

も、一般的に古代庭園研究では遊戯または遊楽空間とみなすことがあるが、その解釈だけ

では、やや不十分である。第4空間の中央にはほかの建物に比べて大型で長方形の建物28

があり、これを中心に両脇に長舎3棟が横に並ぶだけでなく、庭園前方には東西の長さ×

南北の幅が16.4m×12.56mである建物11も位置している。このような点で、宮城前半部

の第4空間には、いまだ不明な部分もあるが、庭園と関連した多様な姿をみせていたと推

測される。したがって筆者は、遊戯や遊楽という用語よりは、日本の石神遺跡を論じる際

にしばしば言及される「饗宴」という用語を用いる。石神遺跡からも方形の蓮池をはじめ
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①益山王宮里遺跡における宮城前半部空間図画模式図

②日本古代都城における大極殿の変遷（渡辺晃宏2019：p.35、図25）

第37図 益山王宮里遺跡における宮城前半部の空間区画と比較資料
（国立扶余文化財研究所2015、渡辺2019）
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として多様な庭園関連施設が確認されているからである。

既存の益山王宮里遺跡における宮城空間の区画や活用に関して、本稿との大きな違いは、

「祭祀（祭享）空間」を宮城前半部の第2空間ではなく、第3空間とした点であろう。第

3空間で、これまで創建伽藍の講堂とみなされてきた建物を宮城関連建物とした場合、第

3空間や第2空間が持つ機能と性格が異なってくる。そして第2空間には、王宮塔（益山

王宮里五重石塔）直下の長方形の集水施設は水と関連するとともに、宮城の南北中心軸線

上に位置することから、宮城でおこなわれた水と関連した祭祀施設とする説63が提起され

た。最近では、長方形の集水施設を祭祀機能をあわせもつ宮苑とみなす見解64もある。こ

の宮苑は、平壌安鶴宮の南宮3号宮殿付近にある庭園と比較された。長方形の集水施設は、

礫敷きによる外装の石垣積水路へとつながり、その周囲には加工・整形した石材を敷いた

歩道施設が巡る。さらに、大壺を地面に埋めた、また別の集水施設とも連結している。

長方形の集水施設を中心に、西方には一棟二室構造の建物2棟（建物1・2）が東西方

向に、東方には長方形の建物2棟が南北に並んで位置する。東方の長方形建物は、一部が

掘立柱構造で、ここからさらに東方には南北に長い長舎が配置されている。すなわち、王

宮里遺跡宮城前半部の第2空間では、水と関連した祭祀機能や性格を持つ宮苑が中心をな

し、その周囲に独特な構造の建物が東西、あるいは南北に配置されている。このなかで、

長方形の集水施設周辺の建物は水関連の祭祀が中心をなす宮苑に限定した解釈は難しい。

むしろ、これら建物は宮城前半部の第1の「政務空間」、第3の「祭祀（祭享）空間」に

携わる人々の宿所や必要物品を保管する倉庫であった可能性もある。すなわち、「政務空

間」と「祭祀（祭享）空間」をつなぐとともに、これらを支援する「過程空間」であった

（第37図）。

このように、益山王宮里遺跡を長舎を中心にした建物配置の観点から論じると、その機

能や性格、さらには建物が位置する空間が新たにみえてくる。ただ、より正確な究明には

資料的制約や多くの問題点も依然として残る。これらについては、より緻密に検討しなけ

ればならない。

2．鳥形土製品（第38～40図）
（1）機能と性格

益山帝釈寺の鳥形土製品と直接的に比較しうる資料としては、益山弥勒寺出土の鳥形土

製品1点、慶州財買井址出土の鳥形土製品、康津月南寺1号建物出土の鳥形土製品2点を

挙げることができる（第38図）。日本の資料としては、川原寺裏山遺跡出土の迦楼羅頭部

の塑像片1点を挙げることができる（第38図）。

益山弥勒寺の鳥形土製品片は、寺域南辺に後代造られた南回廊西南部にある高麗時代の

井戸周辺から、磁器片とともに発見された（第38図）、頭部と首部分の一部が残存し、焼
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①益山帝釈寺鳥形土製品（韓国／百済） ②帝釈寺鳥形土製品復元（左：腹部、右：背部）

③川原寺裏山遺跡塑像（日本／飛鳥時代）

④益山弥勒寺鳥形土製品（韓国／高霊） ⑤韓国新石器～三韓時代の貝塚から確認される鳥類

⑥康津月南寺鳥形土製品
（韓国／高麗）

⑦慶州財買井址鳥形土製品
（韓国／統一新羅）

⑧益山弥勒寺／大邱時至洞馬形土製品 ⑨扶余旧衙里寺塑像
（韓国／百済）

⑩光州元暁寺象形塑像
（韓国／統一新羅）

⑪ガルーダ旗をもつ女性
（紀元前1世紀）

⑫中国雲南石窟第12窟迦楼羅像 ⑬奈良興福寺
迦楼羅像

⑭韓国石窟庵
迦楼羅像

⑮慶州南山里寺塔
迦楼羅像

第38図 益山帝釈寺出土鳥形土製品に関する比較資料（国立扶余文化財研究所1996・2013、
이병호2013、국립김해박물관2004、국립나주박물관・국립나주문화재연구소・한국문화유산협회2020、

복천박물관2006、飛鳥資料館1985、장혜원2004、국립창원문화재연구소2003）
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成は硬質で、灰青色を呈する。陰刻の沈線があり、くちばしが表現されている。小さな穴

で表現された鼻の穴もある。首と背部分には細い沈線で羽根が表現されている。翼の左右

には容器に付着した痕もみられるが明確ではない。大部分が高麗時代の遺物と共伴するが、

これより古い時期の可能性もある。

慶州財買井址は、慶州市校洞に位置する金庾信生家の井戸跡であり、最大径180cm、深

さ570cmの井戸周辺から鳥形土製品をはじめとして鹿頭形土製品、紡錘車、円形土製品

などが出土した（第38図）。鳥形土製品は高さ3.8cmで、とまっている鳥の頭部と胴体、

翼が粗雑に処理されている。これは、井戸関連の祭祀と関係するとみられる。

康津月南寺は月出山南麓に位置する平地伽藍で、高麗時代の僧侶真覚国師（1178～

1234）によって創建されたという記録が伝わる。伽藍配置は、中門－双塔－金堂－講堂が

南北一直線に並ぶ構造である。調査の結果によると、統一新羅時代の双塔伽藍として、7

世紀末から8世紀末に造営されたと推定される。特に6世紀後半から7世紀代の百済の瓦

当が出土し注目されている。双塔と金堂は周囲を回廊が囲む。その外側で講堂を中心にし

て両脇に翼廊が取り付き、そこから垂直に折れて長く延びる僧房が配置される。鳥形土製

品は、1号建物の西回廊から出土した（第38図）。残存長は19.6cmで、頭部が欠損する。

翼の羽根は沈線で簡略に表現されている。灰青色を呈し、硬質である。

川原寺裏山遺跡から出土した迦楼羅頭部の塑像片1点は、頭部のみが残存し（第38図）、

残存高9.2cm、幅5.9cmである。鳥のくちばしと目が表現され、目からはガラス成分が溶

けて流れた痕跡が残る。目にガラスを嵌めた痕跡は、益山帝釈寺址廃棄遺跡から出土した

塑造悪鬼像からも確認されている。この遺物は形状が鶏に似ることから、迦楼羅の頭部で

はなく、鶏形塑像65とみる見解もある。

益山帝釈寺の鳥形土製品は、胎土や、翼や背の羽根を陰刻の沈線で表現する技法などが、

木塔北東方にある廃棄土坑や廃棄遺跡から出土した塑像とは大きく異なる。色調や焼成度

から、火災による毀損は確認されない。このような点では、益山弥勒寺や康津月南寺出土

の高麗時代の鳥形土製品と酷似する。しかしながら、背の羽根や翼を広げる形状には大き

な違いがある。翼の形は、論山麻田里遺跡の青銅器時代の木組井戸や扶余宮南池出土の鳥

形木製品を連想させる。

従来、韓国において出土した鳥形土器や土製品は大部分が鴨や雁などで、出土状況から

祭祀関連遺物と考えられてきた。しかし、帝釈寺の鳥形土製品は翼や羽根の形状が鷲に似

ており、猛禽類である可能性が高い（第38図）。

益山帝釈寺の鳥形土製品は、形態や製作技法の面で、帝釈寺の寺域中心部や廃棄遺跡か

ら出土した塑像や統一新羅時代から高麗時代の鳥形土製品とは異なる。既存の塑像とは翼

や羽根を表現する技法において異なり、ほかの土製品に比べて胴体よりも広げた翼が強調
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されていることから、鷹や鷲などの猛禽類を表現するという点もある（第39図）。馬や象

など、動物形土製品や一部の塑像が丸くずんぐりしているのに対して、翼や羽根が比較的

精巧に表現されている。

このような点から、日本の川原寺裏山遺跡出土の迦楼羅塑像片は、鳥形であり注目され

る。迦楼羅（Garuda）は仏法を守護する八部神衆の一つで、顔は鷲に似ており、蛇や龍

を食らう姿やそれらを手に掴む姿で表現されることが多い。代表的な事例としては、石窟

庵前室の迦楼羅像を挙げることができるが、この迦楼羅は左手に三枝槍を持ち、翼がつい

た冑を被っている。鳥形の迦楼羅像は、中国雲岡石窟第12窟や広元皇澤寺第26窟、奈良の

興福寺、慶州の石窟庵や南山里寺塔などで確認されている（第38図）。特に、中国雲岡石

窟第12窟の前室西壁2・3層の壁龕に浮彫された迦楼羅像（第38図⑫）は、翼を大きく広

げた姿をしている。

一般的に仏教彫刻の迦楼羅像は、鷲の顔や、龍や蛇などを踏みつける姿、翼を大きく広

げた姿などで表現される。このような点は、益山帝釈寺の鳥形土製品と関連づけることが

できる。特に、翼や羽根の形から鷹や鷲のような猛禽類をモチーフにしている点でも関連

をみせる。

以上を整理すると、益山帝釈寺の鳥形土製品は、韓国において、古代から人間界と天上

界をつなぐ対象として鳥を形象化した宗教的な象徴物であるとともに、仏教における八部

神衆の一つ、迦楼羅像と関連する塑像である可能性も排除できない。翼や羽根を表現する

①帝釈寺出土鳥形土製品内外面 ②帝釈寺址廃棄遺跡出土塑像の製作技法関連資料

④慶州四天王寺出土塑像
（新羅）

⑤川原寺裏山
遺跡出土塑像

③帝釈寺址廃棄遺跡出土塑像（百済）

第39図 益山帝釈寺出土鳥形土製品の製作技法に関する比較資料
（国立扶余文化財研究所2013、円光大学校博物館2006、国立慶州文化財研究所2012、飛鳥資料館1985）
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方式は、これまで廃棄遺跡で確認されてきた塑像とは異なり、その製作時期は、639年の

火災後に造成された2次伽藍、あるいは木塔と金堂が完全に廃棄されて以降の3次伽藍に

比定することができる。

（2）安置場所からみた長舎との関係

鳥形土製品の安置場所もやはり、639年の火災以降に廃棄遺跡や木塔北東の廃棄土坑か

ら発見された塑像とは異なっていたと推定される。木塔と金堂間の参道を取り壊して瓦窯

を構築し、ここから木塔に近い地点では廃棄土坑も確認された（第40図）。この廃棄土坑

からは、塑像をはじめとして金銅製風鐸、常平通宝などが発見された（第40図）。廃棄土

坑はその位置や出土遺物から、窯とともに木塔や金堂の廃棄後に造営されたと推定される。

その時期は、「帝釈寺」銘文瓦が製作される、3次伽藍が運営された高麗時代である。廃

棄土坑出土塑像は639年の火災時に廃棄されたものではなく、2次伽藍の造成時期に製作

され、木塔と金堂の撤去後に廃棄された。このことから、2次伽藍においても塑像が製作

され安置されたことが推測される。

木塔ではなく金堂のみで忍冬唐草文軒平瓦が出土したことから、益山帝釈寺の2次伽藍

の中心建物は金堂であり、鳥形土製品や木塔と金堂間の廃棄土坑出土塑像は、木塔ではな

く金堂に安置されていたと推定される66。ところが、鳥形土製品は廃棄土坑ではなく、東

回廊と東建物の取付部周辺から出土した。鳥形土製品は、祭祀と関連する宗教的な象徴物

や塑像であるため、僧房のような空間に保管、あるいは安置されていたとは考えにくい。

したがって鳥形土製品は、寺院内で祭祀（祭享）空間として使用された中心建物でおこな

う祭祀に用いるために、東建物に保管、または中心建物で塑像として安置されたものが東

建物に一時的に保管され、それが発見されたと推測される。

益山帝釈寺は、創建伽藍の1次伽藍では木塔が中心建物であったが、639年の火災以降

から統一新羅末あるいは高麗時代初期、木塔と金堂間に瓦窯と廃棄土坑が設けられた2次

伽藍では、金堂が中心建物であった。寺域内において木塔と金堂の廃棄後に造営された3

次伽藍では講堂が中心建物であるなど、伽藍の変遷にともない中心建物も変化した（第40

図）。よって、講堂両脇の長舎である東・西建物の機能や性格も変化している。東・西建

物は、創建伽藍では僧房の「講学空間」、2～3次伽藍では、祭祀や儀礼関連用品を保管

する「祭祀（祭享）空間」に変化し活用された。2～3次伽藍では、講学空間は2次伽藍

時に講堂後方に造営された僧房が代替した。講堂は残存状態が良くないため、建物の中心

軸を確定するのは難しい。ただ、比較的良好な遺存状態の西基壇や北西・南西基壇からみ

ると、木塔と金堂の中心軸は同一で、同一時期に築造された可能性が高い。しかし、講堂

後方に位置する北僧房は東西中心軸が木塔－金堂と異なっており、築造時期の違いをみせ

ている。
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したがって、鳥形土製品を塑像とみなす場合には、安置場所は金堂で、製作時期は百済

末、祭祀と関連した宗教的象徴物とみなす場合には、使用場所は講堂で、製作時期は高麗

時代とみることができる。鳥形土製品の安置や使用、保管場所について長舎を中心とした

建物配置とともに考察すると、その機能や性格を新たに理解することができる。益山帝釈

寺から出土した鳥形土製品は残存状態が良くない上、関連遺物と比較・検討する上でも非

常に独特な形態であるため、明確な断定は難しい。ただ、残存状態や製作技法などを考慮

すれば、百済末の塑像である可能性が高いと考えられる。

②鳥形土製品（百済）
③帝釈寺瓦窯跡（統一新羅～高麗）

④廃棄土坑（統一新羅～高麗） ⑤廃棄土坑出土風鐸片（百済）

①遺構配置図 ⑥帝釈寺廃棄土坑出土塑像

⑦益山帝釈寺伽藍変遷図（전용호2017）

第40図 益山帝釈寺窯跡・廃棄土坑と伽藍変遷図（国立扶余文化財研究所2011・2013、전용호2017）
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Ⅶ．まとめ

以上のように、2016～2020年の第4次日韓共同研究の一環として、6～8世紀における

日韓の宮城および寺院関連遺跡から確認される「長舎を中心にした建物配置」と「塑像」

について比較・検討をおこない、益山地域の長舎と鳥形土製品について述べてきた。

日本における長舎に関する議論は、奈良文化財研究所を中心に多くの研究者が参加する

ことで比較的多くの成果が得られてきた。その反面、韓国では宮城の宮殿建物、寺院の塔

や金堂といった中心建物の調査や研究が集中的におこなわれてきた。そのため、扶余、益

山、慶州地域の宮城や寺院関連遺跡では「長舎」の存在は以前から確認されていたものの、

論じられることはほぼなかった。

益山地域の王宮や寺院を長舎の観点からアプローチすると、建物が持つ意味を新たに認

識することができる。王宮である益山王宮里遺跡では、多様な類型の長舎が空間をたがえ

て現れる。益山王宮里遺跡の長舎は古代中国や高句麗の宮城に影響を受け、独自的な変貌

を遂げ、のちに新羅や日本の宮城、地方官衙にも影響を及ぼした。

宮城前半部の第1空間と第3空間は、正殿を中心にして西方に南北方向に置かれた長舎

が確認されており、日本の古代宮城で日常的な政務の場にあたる宮殿の正殿や内裏の正殿

空間に似た機能や性格を持っている。創建期の講堂とみられてきた3ヵ所の階段施設を備

えた長舎は、長舎前面の東西両側に延びる地山から掘り込まれた排水溝との関係から、寺

院の講堂として使用される前は王宮と関連した建物である可能性がある。その機能や性格

も、内裏の正殿や宗廟のような礼制建築物として、祭祀と関連した「祭祀（祭享）空間」

とみることができる。

宮城前半部の第4空間では、中心建物の左右両脇に取り付く長舎が確認された。これは

饗宴空間である宮苑に付属する食堂や宴会場などのような付属施設である。宮城前半部の

第2空間と後半部の後苑では、独立建物を囲む長舎が確認された。これは、宮城内部で重

要な位置を占める建物を外部から遮断、または保護する塀の機能を果たす施設として用い

られた。特に第2空間は、朝鮮時代の郷校や書院で中核をなす「講学空間」と「祭祀（祭

享）空間」を結ぶ「過程空間」とみることができる。最後に、宮城後半部の西北方からは、

同一規模で一方向に並ぶ長舎（Ⅱ型）が確認され、これは作業場とみられる。

寺院である益山帝釈寺と弥勒寺では、講学空間の機能や性格を持つ長舎と建物配置をと

る。このような構造は6世紀代の扶余地域の寺院と関連しており、同様の変遷をみせる。

ただ、益山弥勒寺では、寺院の中心建物である塔と金堂を取り囲む回廊が長舎との取付部

手前で内側に折れて取り付くことで、別の空間を設けている。すなわち儀礼と祭祀空間、

言い換えれば祭祀（祭享）空間と講学空間を分けていたのである。
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益山帝釈寺出土鳥形土製品は、益山地域だけでなく韓国でもその事例が少なく、その機

能や性格の解明には多くの制約がある。益山帝釈寺の鳥形土製品は、韓国において、古代

から人間界と天上界をつなぐ対象として、鳥を形象化した宗教的な象徴物でありながら、

仏教における八部神衆の一つ、迦楼羅像と関連する塑像である可能性も排除できない。鳥

形土製品を塑像とみなす場合には、その安置場所は金堂で、製作時期は百済末、祭祀と関

連した宗教的象徴物とみなす場合には、その使用場所は講堂で、製作時期は高麗時代とみ

ることができる。益山帝釈寺出土鳥形土製品は残存状態が良くなく、関連遺物との比較・

検討の上でも大変独特な様相を呈しているため、それが何であるかという結論付けは難し

い。ただ、残存状態や製作技法などを総合的に検討すると、百済末の塑像である可能性が

高いと考えられる。

日韓において長舎は、中国の宮殿建築や四合院と呼ばれる伝統的な家屋の建築にその源

流をみることができる。王宮や寺院で、王が主管する儀礼や行事をおこなう「祭祀（祭

享）空間」、業務を遂行する「政務空間」、学問や寝食のための「講学空間」、物品を保管

する「倉庫や作業空間」の観点からアプローチすることができる。古代はこのような領域

が、一つの長舎で独立的または複合的に位置していたが、中世以降は空間を完全に分離し

て現れる。

韓国において、「塑像」と関連するもっとも重要な遺跡が扶余定林寺と益山帝釈寺であ

る。両寺院には、金堂両脇の南北に長い長舎が東・西回廊に取り付くという配置形態に共

通点がある。このような点から、6～8世紀の古代文化を解明する上で「長舎」と「塑

像」は密接に関連している。さらに、この「長舎」と「塑像」は、日韓でやや異なる様相

で展開することからも、これらの解明は6～8世紀の日韓文化像を捉える新たな鍵になる

と期待している。
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考古学』23、2010年。

38 奈良国立文化財研究所 飛鳥資料館『日本と韓国の塑像』（前掲註19）。国立慶州文化財研究所『사천

왕사 녹유신장벽전』（前掲註21）。이병호「百済 泗沘時期 塑造像의 展開過程」（前掲註5）。

39 이병호「百済 泗沘時期 塑造像의 展開過程」（前掲註5）。

40 이병호「扶余 定林寺址 出土 塑造像의 製作技法과 奉安場所」『美術資料』72・73合集、2005年。이

병호「百済 泗沘時期 塑造像의 展開過程」（前掲註5）。

41 国立扶余文化財研究所『帝釈寺址 발굴조사보고서Ⅲ』（前掲註4）。원광대학교박물관『益山王宮里

伝瓦窯址（帝釈寺廃棄場）』、2007年。

42 国立扶余文化財研究所『王宮里Ⅵ』、2008年。

43 원광대학교박물관『益山王宮里伝瓦窯址（帝釈寺廃棄場）』（前掲註41）。

44 国立慶州文化財研究所『사천왕사 녹유신장벽전』（前掲註21）。

45 国立慶州文化財研究所『사천왕사 녹유신장벽전』（前掲註21）。

46 奈良国立文化財研究所 飛鳥資料館『日本と韓国の塑像』（前掲註19）。

47 奈良国立文化財研究所 飛鳥資料館『日本と韓国の塑像』（前掲註19）。

48 奈良国立文化財研究所 飛鳥資料館『日本と韓国の塑像』（前掲註19）。

49 奈良国立文化財研究所 飛鳥資料館『日本と韓国の塑像』（前掲註19）。

50 奈良国立文化財研究所 飛鳥資料館『日本と韓国の塑像』（前掲註19）。

51 奈良国立文化財研究所 飛鳥資料館『日本と韓国の塑像』（前掲註19）。

52 奈良国立文化財研究所 飛鳥資料館『日本と韓国の塑像』（前掲註19）。

53 전용호「익산 왕궁성의 구조에 대한 연구 성과와 논쟁점」（前掲註11）。

54 益山帝釈寺の調査状況や研究成果については、以下の資料を参照した。国立扶余文化財研究所『帝釈

寺址 발굴조사보고서Ⅰ』、2011年。国立扶余文化財研究所『帝釈寺址 발굴조사보고서Ⅱ』、2013年。

国立扶余文化財研究所『帝釈寺址 발굴조사보고서Ⅲ』（前掲註37）。전용호「익산 제석사지 출토수막

새에 대한 일고찰」『歴史学研究』第68輯、호남고고학회 편、2017年。

55 国立扶余文化財研究所『帝釈寺址 발굴조사보고서Ⅰ』（前掲註54）。国立扶余文化財研究所『帝釈寺

址 발굴조사보고서Ⅱ』（前掲註54）。

56 国立扶余文化財研究所『帝釈寺址 발굴조사보고서Ⅱ』（前掲註54）、p.97。
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57 李在憲・都龍昊「韓國敎育建築 空間構成因子의 二元的 相補性에 關한 硏究」『淸州大學校産業科學

硏究』第7卷、2016年。

58 최장순「중국 사합원의 생성과 발전과정에 관한 연구」『韓国農村建築学会論文』第7巻1号（通巻

19号）、2005年。

59 前掲註58、p.119。

60 전용호「익산 왕궁성의 구조에 대한 연구 성과와 논쟁점」（前掲註11）。

61 小田裕樹「饗宴施設の構造と長舎」『長舎と官衙の建物配置』報告編、第17回 古代官衙・集落研究会

報告書、奈良文化財研究所編、2014年。

62 渡辺晃宏「平城宮の歴史的位置－遷都とその契機－」『藤原から平城へ－平城遷都の謎を解く』、奈良

文化財研究所編、2019年、p.35。

63 전용호「익산 왕궁성의 구조에 대한 연구 성과와 논쟁점」（前掲註11）。

64 전용호「익산 왕궁리 유적 궁원（宮苑）을 중심으로 살펴본 동아시아 궁원」『Journal of Korean

Institute of Traditional Landscape Architecture』Vol.17、한국전통조경학회 편、2019年。

65 前掲註5。

66 筆者は、益山帝釈寺の2次伽藍では木塔は再建されず、火災で被害を受けた木塔を象徴的な場所とし

てそのまま保存した可能性もあるとみている。先述したように、塑像は廃棄遺跡以外では、木塔北東

に位置する廃棄土坑からも発見されている。2次伽藍を造営する際に木塔を再建したとすれば、その

近くに廃棄土坑を設けることはしなかっただろう。くわえて、もっとも華やかで優れた芸術性が現れ

る忍冬唐草文軒平瓦は金堂でしか発見されていないこともその理由である。
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익산 지역 장랑지（長廊址）와 새 모양 토제품（土製品）에 대한 연구

－６∼８세기 한일 궁성 건물 배치 양상과 사찰 출토 소조상과 비교와 검토를 중심으로－

전 용 호

요 지지 한국과 일본에서 장랑지는 중국의 궁전 건축이나 사합원이라고 불리는 전통 건축

과 관련되어 있다. 이는 왕궁이나 사찰을 중심으로 왕이 주관하는 의례나 행사를 위한‘제

사（향）공간’, 업무를 수행하는‘정무 공간’, 학문이나 숙식（宿食）을 위한‘강학 공간’,

물품을 보관하는‘창고나 작업 공간’과 활용되어 왔다. 고대에는 이런 영역이 한 장랑지에

서 독립적으로, 혹은 복합적으로 나타나다가, 중세를 거치면서 완벽하게 공간상으로 분리

된 양상으로 나타난다.

익산 지역의 왕궁이나 사찰을 장랑지라는 관점으로 접근하면 건물이 지닌 의미를 새롭

게 볼 수 있다. 왕궁인 익산 왕궁리 유적에서는 여러 유형의 장랑지가 공간을 달리하여 나

타난다. 익산 왕궁리 유적의 장랑지는 고대 중국이나 고구려의 궁성의 영향을 받아 독특한

면모를 보이고 있으며 나중에 신라나 일본의 궁성이나 지방 관아에도 영향을 끼쳤다.

익산 제석사지에서 출토된 새 모양 토제품은 잔존 상태가 좋지 못하고 관련 유물과의 비

교와 검토에서 상당히 독특한 면모를 보이고 있어 무엇이라 단정하기가 상당히 어렵다. 다

만 잔존 형태나 제작 기법 등을 종합적으로 고려하면 백제말의 소조상일 가능성이 좀 더

높은 것으로 판단된다.

한국에서‘소조상’과 관련해서 가장 중요한 대상이 바로 부여 정림사지와 익산 제석사

지를 들 수 있다. 이들 사이에는 금당 좌우 양쪽에 남북으로 긴 장랑지가 동·서회랑에 접

하고 있다는 공통점이 있다. 이런 점에서６∼８세기의 고대 문화상을 밝히는데‘장랑지’와

‘소조상’은 아주 밀접하게 관련되어 있다. 또한 이 둘은 한국과 일본에서 좀 다른 양상으

로 전개되기도 한다. 이런 실타래를 잘 풀어낸다면,‘장랑지’와‘소조상’은６∼８세기 한일

의 문화상을 파악할 수 있는 새로운 열쇠가 되리라 기대해 본다.

주제어 :: 장랑지, 건물 배치, 새 모양 토제품, 소조상, 봉안, 기원과 계통, 문화상

田 庸 昊
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A Study on Jangrangji and bird-shaped terracotta in Iksan:

Focusing on palace building layout and clay figure excavated

from temple in the 6th and 8th centuries

Jeon Yongho

Abstracts: In Korea and Japan, Jangrangji is observed in the palace architecture or traditional

building called “Siheyuan”(courtyard house) of China. Jangrangji has been utilized as a

“ceremonial space” for conducting ceremonies or events organized by the king, a “state affairs or

lecture space” for conducting state affairs, study or accommodation, and a “warehouse or work

space” for storing items. In ancient times, these spaces appeared either independently or in

complex within one Jangrangji site, and developed as an entirely separate space during Middle

Ages.

From a perspective of Jangrangji, the meaning of the palace or temple constructed in Iksan

region can be seen in the new light. There appear various types of Janrangji in different spaces in

Wanggung-ri Palace Site in Iksan. Influenced by royal palaces of ancient China and Goguryeo,

they had unique features and later affected royal palaces or provincial government offices in Silla

and Japan.

A bird-shaped terracotta excavated from Jeseoksaji Temple Site in Iksan is in poor condition

and has very distinct features compared to other related artifacts, and thus it is difficult to say

what it is. Considering the shape of remaining part and production technique comprehensively, it

is more likely to be a clay figure made at the end of Baekje period.

The most important site in relation to “clay figure” in Korea includes Jeongrimsaji Temple Site

in Buyeo and Jeseoksaji Temple Site in Iksan. The both temples have a common structure where

the long jangrangji buildings spanning in the north and south are adjacent to the corridors on the

east and west side of the shrine hall. In this respect, “jangrangji” and “clay figure” are closely

related, revealing the characteristics of ancient culture between the 6th and 8th centuries. But

they were developed differently in Korea and Japan. If this question is unraveled, “jangrangji”

and “clay figure” will present a new key to understanding the cultures of Korea and Japan in the

6th and 8th centuries.

Keywords: Jangrangji, building layout, bird-shape terracotta, clay figure, enshrine, origin and

genealogy, culture
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韓国庭園史略とその代表的な事例

中 島 義 晴・内 田 和 伸

Ⅰ．はじめに

Ⅱ．宮殿・離宮

Ⅲ．寺院

Ⅳ．住宅・別墅

Ⅴ．楼・亭・台

要 旨 韓国の庭園史を総合的に日本語で記述した書籍・論文はこれまで出版されていない。そのため

本稿では、名勝に指定された庭園や文献で知られる事例から重要なものを選び、先行研究をもとに宮殿・

離宮、寺院、住宅・別墅ごとにそれぞれの庭園の特徴を整理し、さらに楼・亭・台をくわえて、韓国の庭

園史の全体像を把握することを目的とした。

三国時代では高句麗の山城や百済の扶余の王宮跡で方形池が検出されており、百済では仙山に擬した池

の島も造られた。統一新羅時代になると東宮の庭園などの検出事例が増える。高麗時代は文献上で多くの

庭が知られている。朝鮮時代では景福宮などで花階式庭園など現存する宮殿の庭をみることができる。大

韓帝国時代には徳寿宮の石造殿前庭が韓国初の西洋庭園となった。

仏教寺院では、古代に造られた方池や蓮の植えられた池が発掘されている。高麗時代に仏教はもっとも

隆盛し、園池が造られた。また、山地伽藍が美しい自然環境のなかに営まれた。朝鮮時代には排仏政策の

なか、地方の寺院が勢力を保ち、静かな自然のなかに造られた庭園の遺構が伝わっている。

住宅庭園は主に朝鮮時代の事例が知られており、風水地理説にもとづき、周囲の環境が重視され、敷地

内の庭園施設は少なかった。朝鮮時代には官職を務めた多くの知識人が隠逸して別墅を設け、儒教的な倫

理観、風水および老荘思想の自然観が反映された庭園が造られた。これらは優れた風景地の楼・亭・台と

同様に、学問、詩詠、文人どうしの交流などの場となった。

キーワード 韓国 庭園 宮殿 別墅 楼 亭 台

奈良文化財研究所 文化遺産部
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Ⅰ．はじめに

1．韓国の庭園に関する日本語の書籍および学術論文
この文献リスト（第1表）は、韓国の庭園について、2018年までに日本語で書かれた書

籍および学術論文を学術情報の検索サービスである「CiNii」を使って検索した結果に、

若干数を追加したものである。これをみると、発表の数が多くなるのは1980年代後半にな

ってからである。2012年以前に発表された論文の対象は慶州月池（雁鴨池）をはじめとす

る古代庭園（およそ8世紀以前）がもっとも多く、そのほかにも別墅や朝鮮時代の宮殿の

庭園などに幅広く及んでいたことがわかる。奈文研では2000年代を中心に、日中韓の古代

庭園の調査研究に組織的に取り組んだ。奈文研による平城宮東院庭園の発掘調査と修復整

備が完了し、その過程で日本の古代庭園に関する研究成果が蓄積されていた時期にあたる。

当時、韓国では龍江洞苑池と九黄洞苑池が発掘で検出され、中国でも唐長安城大明宮太液

池の発掘調査がおこなわれ、東アジアの古代庭園の新たな研究材料がもたらされた。その

後、特に最近の5年ほどの間には、別墅の空間構成や亭からの眺望景観に関する論文が集

中的に発表されている。全体を通して、韓国出身の研究者が著者に含まれる論文が圧倒的

に多く、最近ではその傾向が特にみられる。

2．韓国に現存する歴史的な庭園
韓国の歴史的な庭園で現存するもののうち、重要なものを第2・3表に示す。第2表は

韓国の名勝の一覧である1。庭園以外も含まれるが参考のためすべてを掲載し、庭園など、

第1表 韓国庭園に関する日本語の文献

中島 義晴・内田 和伸
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特に歴史文化に関係の深いものを太字にした。第3表には、そのほかの代表的な庭園また

はその遺構のうち、前節に挙げた論文などで研究対象とされている重要なものを挙げた。

第2表 韓国の名勝

中島 義晴・内田 和伸
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3．本稿の目的
第1表でみたように、韓国の庭園史を総合的に日本語で記述したものはこれまで出版さ

れていない。そのため本稿では、名勝に指定された庭園や重要な事例を網羅的に選び、時

代ごとにそれらの概要を述べ、先行研究をもとに宮殿・離宮（第Ⅱ章）、寺院（第Ⅲ章）、

住宅・別墅（第Ⅳ章）に分け庭園の特徴と事例を整理し、さらに楼・亭・台（第Ⅴ章）も

くわえて、韓国の庭園史の全体像を把握することを目的とした。なお、本稿では『最新東

洋造景文化史』など、文末に示す参考文献を基本文献として利用した。

4．韓国の各時代の庭園史の大まかな流れ
次章から韓国の歴史的な庭園について種類別に述べるが、ここでは代表的な事例、およ

び作庭に関連する思想・宗教の状況に着目しながら、歴史の時代順に大まかな流れを整理

しておく。

先史時代の造園の現存事例はないが、文献によれば4,000年以上前の檀氏朝鮮の魯乙王

が囿を造り、つづく箕子朝鮮の時代には、誼譲王が後苑を築いたという。その後の衛氏朝

鮮、および漢に編入された楽浪郡の時代には、造園に関する文献は伝わっていない2。

高句麗（BC37～668）・百済（BC18？～663）・新羅（BC57？～657）が鼎立した三国時

代（350頃～668）には各国の宮殿・離宮において、また中国から伝来した仏教の寺院にお

いて庭園が造られた。現在まで往時の姿のまま存続したものはないが、一部は遺跡として

伝わっている。『三国史記』によると、百済の武王（600～641）の御苑には神仙島のある

池があった。朝鮮半島では古くから神仙思想が宮殿の庭園に取り入れられ、朝鮮時代まで

続いた。

統一新羅時代（668～935）には、都・慶州において、674年に造営された東宮の苑池と

される月池（雁鴨池）が、当時の日本の庭園に大きな影響を与えた。そのほかの遺構に鮑

第3表 そのほかの代表的な庭園など

中島 義晴・内田 和伸
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第1図 主な庭園などの所在地

韓国庭園史略とその代表的な事例
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石亭跡の流觴曲水宴の流盃渠がある。

高麗時代には、高麗（918～1392）の都が開京に置かれた。主として文献によって満月

台などの宮殿・離宮や寺院の庭園が知られる。また、この時代には地方でも生活した士大

夫が景勝地に別墅を営み、庭園が造られるようになった。その背景には陰陽五行思想とそ

れにもとづく風水地理説があった。風水地理説は統一新羅時代に中国からもたらされ、高

麗時代には貴族などに、朝鮮時代には庶民にまで広まった。北の山を背にして南に開け、

姿のよい川を見渡し、その向こうに形の整った山並みを望む地が「背山得水」の理想郷と

され、「明堂」と呼ばれる。これにもとづき都市・集落、および個々の宅地・墓地などが

選地された。また、高麗時代には宋との交流があり仏教が最盛期を迎え、王室、貴族から

民衆まで広く受け入れられた。江原道の慶雲山麓に建つ清平寺の文殊院では渓谷沿いに禅

苑が造られた。

朝鮮時代（1392～1910）には多くの庭園が造られ、現存する庭園の件数や種類ももっと

も豊富である。また、絵図に描かれ往時の様相が具体的に理解できる事例もある。李氏朝

鮮は中央集権的封建国家であり厳しい身分階級制度が敷かれ、特権階級の官僚である両班

は王族とともにこの時代の庭園文化を担った。儒教は国教に定められ、風水地理説ととも

に作庭にも大きな影響を与えたが、その一方で仏教は抑圧された。

宮殿の庭園では、漢陽（現在のソウル）に都が置かれ、景福宮（1395年創建）・昌徳宮

（1405年創建）・徳寿宮に造られた宮苑が現存している。陰陽五行思想、天円地方の世界観

にもとづく方池円島など、日本にはみられない独特な構成をもつ。

この時代には両班によって多くの別墅が営まれており、現存するものでは1530年代に潭

陽に築造された瀟灑園、17世紀半ばに莞島に造営された尹善道園林のほか、潭陽の鳴玉軒、

和順の臨対亭、ソウルの城楽園などが名高い。このような別墅は眺望に優れた場所が選ば

れ、自然地形を基盤として、流れや池が整えられた。

山や海、川など美しい自然景観に面する場所には楼・亭・台が設置された。楼・亭は5

世紀の記録にみられ、高麗時代に増加し朝鮮時代に最盛期を迎えた。楼・亭・台は地方に

隠遁した文人たちが過ごした景勝地のなかの開放的な空間であり、数多くの詩文も残され

ている。代表的な現存例に江原道三陟の竹西楼（起源は高麗時代）、潭陽の息影亭などが

ある。また、地方の教育施設である書院にも、門を楼形式とし、優れた自然景観を望むこ

とができた安東の屏山書院晩対楼などの例がある。安義三洞は捜勝台、居然亭など、数多

くの楼・亭・台が一定の範囲に集中し、地域の名勝として当時から一体的に認識されてい

た例である。

この時代に著わされた庭園に関する本には、画家の姜希顔（1417～1464）による園芸書

『菁川養花小録』（1474年）、文官の洪萬選（1643～1715）による経済生活の指針書『山林
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経済』（17世紀末から18世紀初）、文官の徐有榘（1764～1845）による農書『林園経済志』

（19世紀前半）などがある3。

1910年から1945年は日本統治の時代であった。そのため、宮殿やその庭苑が破壊された

が、終戦後に復旧が開始され、現在も事業が続けられている。また、住宅・寺院などで日

本風の庭園が造られたこともあり、1930年代に木浦に造成された李勲東庭園などが現存し

ている。

Ⅱ．宮殿庭園

1．古代の宮殿庭園
（1）古朝鮮時代以降の宮殿の庭園

古朝鮮時代の王宮遺跡は未だ発見されていない。造景に関わる記述を『三国遺事』にみ

ると、修道王（～紀元前615）が浿江（現在の大同江）のなかに神山を築き、その上に楼

台を造ったという。造園に関する記述では、『大東史綱』第1巻の檀氏朝鮮紀に、魯乙王

が即位後に、初めての国の庭園である囿を造り、動物を育てたという内容がある。これは

約3900年前の庭園に関する初めての記述である。また、同書には誼襄王元年（BC590）頃

に清流閣を後園に建て、群臣とともに宴を開いたという記述や、済世王10年（BC180）頃

には冬至の数日後に庭園の桃と李が満開になったという記述がみられる。しかしながら、

いずれも断片的な記述で、史実性は低い。

（2）三国時代の宮殿の庭園

三国時代になると宮殿、山城、寺院などで平面形が方形の方池や曲線部をもつ曲池が認

められる。方池は貯水目的のものもあるがいずれにも存在し、曲池は宮殿などの重要な施

設で採用されたことなどが指摘されている4。

①高句麗

『周書』高麗伝に王は普段、平地の王宮に住まうが、一旦急が迫れば山城に退避すると

記されているように、都には平常時の拠点で王宮のある平地城と非常時の軍事防御の山城

が一組になると考えられている。

紇升骨城5 高句麗の始祖朱蒙、東明聖王は最初の根城を卒本にある「紇升骨城」とし

（BC34）、ここが以後約400年の都となる。この城が中国遼寧省の桓仁地方にある五女山城

で、峻険な断崖に囲まれた山頂の平坦部を主城とし、絶壁の間の一部区間にだけ石積みの

城壁を築いた特異な山城である。城内には章台、池、井戸、建物跡がある。城内の池は天

池と呼ばれ、周囲には城壁を囲うように石を積んだ。

この山城と組む平地城として下古城子土城が注目されている。

国内城と丸都山城 高句麗は瑠璃王22年（AD3）に卒本から鴨緑江中流地域の吉林省に
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ある集安に遷都した。

平地城は、東西約830ｍ、南北約610m、周囲2,686ｍの長方形の国内城である。城壁は

高さ5～6m、基底部幅は10mほどで、土や砂利で固め、城壁の内外の面は石で築造し、

城壁の外側には幅10m余りの堀が掘られていた。瑠璃王が国内城に遷都した翌月の11月

に狩猟で5日間宮殿に戻らなかったため、王の補佐役である陝父が諫めたところ、王は陝

父を庭園担当の賤職に左遷したという記録があり、既に高句麗の初期に国内城には庭園を

担当する官職があったことが知られている。

一方の山城が、その北西に2.5km離れた山城子山にある丸都山城（慰那巌城）である。

丸都山城は前期平壌城の山城の大城山城とともに高句麗でもっとも規模の大きな山城の一

つである。山の稜線と絶壁に沿って築かれた、長さ約8kmの城壁が巡る包谷式の山城で

ある。高さが7～8mにもなる城壁や5つの城門跡、見張り台、瞭望台、行宮跡のほか、

一辺約37mの石積みの方形池などがみつかっている。

前期平壌城と大城山城 高句麗は長寿王15年（427）に国内城から南方の平壌城に遷都し

た。場所は現在の平壌市街地ではなく、6kmほど東北にある大城山城付近であり、平原

王28年（586）までを前期平壌城という。

平地城の前期平壌城を安鶴宮に充てることが多かったが、1964年の安鶴宮跡発掘調査報

告書では高句麗古墳3基を壊して造営されていることが報告されており6、千田剛道はこ

の古墳が427年以前に造営されたものとは認められず、出土瓦などから遺跡は高麗時代の

ものとしている7。これを前提に田中俊明は安鶴宮遺跡を『高麗史』文宗35年にみえる

「左宮」に充てている8。ここでは、これらの説に従う。平壌の平地城が安鶴宮でないと

すると、清岩里土城（清岩洞土城）が有力と指摘されている9。

清岩里土城は平壌市街地の東北郊外、大同江の北岸にある。東西約2km、南北約

600mで、半月形を呈する。城壁は外側の高さが約5m、内側の高さが約2.5m、上部幅

が約1m、基底部の幅が約17mである。城内では瓦葺きの建物跡が検出されている。

一方の山城である大城山城は、大同江の北岸にある高さ274mの高地を中心に、6つの

峰を城壁で囲む長さ7kmの包谷式山城である。城内では、章台跡、倉庫跡、行宮跡など

有事の際に敵と戦うのに必要な一連の建築物、構造物、施設などが検出された。また170

余りの池跡があり、池の平面形態は長方形、三角形、円形などとなっている。池の底は、

泥と荒石を混ぜて固めた上にさらに大きな荒石を敷き、水が地面に浸み込まないようにし

ていた。

長安城 高句麗は陽原王8年（552）から平原王28年（586）まで35年をかけて、牡丹峰南

の大同江と普通江の間、現在の平壌市街地に後期平壌城である長安城を建設し、586年に

遷都した。高句麗が668年に滅亡するまで、この場所が都となった。
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長安城は山城と平地城をあわせた形態で、三国時代の山城式と中国式都城を折衷したも

のと理解され、城壁全体の長さは約23kmであった。長安城は大きく4つの城に分けられ

る。万寿台を囲む内城を中心に、北には牡丹峰を囲む北城があり、内城の南には蒼光山、

解放山、鞍山の外に中城があり、中城の南の平原に広い外城がある。内城には王宮があり、

北城は宮城である内城を防御するための山城である。

②百済10

漢城期 風納土城はソウル市南東部に位置し、漢江に面した南北1.3km、東西0.6km、周

囲3.5kmの土塁で囲まれた遺跡で、漢城期王城の慰礼城である。南方に近接する夢村土

城は微高地に位置し、同時期の王家の重要な城郭や緊急時の防塁と考えられている。

『三国史記』辰斯王7年（391）正月には宮室を修造し、池を掘って山を造り、珍しい

禽類を飼い、珍しい草花を植えたという。

熊津期 百済は475年に都を高句麗に奪われ、熊津（現在の公州市）に遷都し、泗沘へ遷

都するまで63年間をここで過ごした。『三国史記』蓋鹵王21年（475）9月に「国人をすべ

て徴発して土を積み上げさせ城を築き、宮室、楼閣、台榭などを造ったが、すべてが壮麗

だった」と記される。

熊津期の山城である公山城の南門の前面にある広い丘陵地から幅約1mにもなる礎石

が発見されたことから、この場所に宮殿があったと考えられる。

東城王22年（500）の春には、宮殿の東側に臨流閣を建て、高さ50尺にもなった。また、

池を掘り、珍しい鳥を育てたという。同年4月には臨流閣で宴会を披いている。城内東南

の高台中腹部で「流」銘瓦をともなう建築遺構が検出されて、臨流閣跡と考えられている。

泗沘期 百済は熊津から南方の泗沘へ538年に遷都した。戦乱時の防御の拠点が扶蘇山城

である。一方、扶余の王宮跡は扶蘇山南麓の官北里遺跡と考えられており、大型の建物跡

などのほか、東西10.6m、南北6.2mの長方形で、深さ1～1.2mの石積みの池が検出され

ており、蓮の葉と茎がみつかり、蓮池であったことが知られている11。

この時期の苑池としては宮南池が知られている。『三国史記』武王35年（634）3月には

宮殿の南に池を堀って、20余里水を引き入れ、四方の岸には柳を植え、池のなかに島を築

き、方丈仙山に擬えたと記される。また、義慈王15年（655）2月には王宮の南に望海亭

を造ったという。なお、宮南池と呼ばれる池が1966年に整備されているが、遺構を表現し

たものではなく、宮南池の遺構の発見が俟たれる。

扶余から20kmほど錦江を下ったところに益山はある。益山王宮里遺跡は全羅北道益山

市王宮面王宮里山一帯に位置し、発掘調査の結果、百済末期の武王（在位600～641）の時

代の王宮跡で、のちに寺院が建てられたと考えられている。平面形は長方形で、城壁は南

北約490m、東西約240mである。宮城の南半部は殿閣区域である。一方、北半部は後苑
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区域となり検出された建物跡は少なく、方形礎石の建物跡のほか、長方形石積施設、環水

溝、曲水路、瓦裂排水路、城の外郭に水を送る出水施設、出水口などがあり、水と関連し

た多様な施設が集中的に確認された。後苑区域は百済時代から高麗時代に至るまで継続的

に使用されていたことがわかっている。

なお、この武王の時期にあたる620年、『日本書紀』に百済から来た路子工と呼ばれる技

術者が宮殿の南の庭園に須弥山を造り、呉橋を造ったという記録がある。

（3）統一新羅12

新羅は高句麗、百済とともに鼎立した三国時代を経て、668年に三国を統一し統一新羅

時代を迎えるが、三国時代の明確な庭園遺構は知られていない。新羅が滅亡する935年ま

で首都は金城（高麗時代に現在の慶州に改称）にあった。最初の王宮金城は月城の東北に

あり、101年に月城に遷り、以後、月城は王の居所と政治の中枢となった。月城は南川の

北岸に面した独立丘陵上にあり、自然地形を利用して周囲に土塁を巡らせた城郭である。

東宮 月城の東北に苑池が造成されて「月池」「月池宮」と呼ばれ、朝鮮時代には「雁鴨

池」と呼ばれた。『三国史記』文武王14年（674）2月には、宮殿のなかに池を掘り山を造

り、草花を植え、珍しい禽獣を飼ったという。また、孝昭王6年（697）9月、恵恭王5

年（769）3月、敬順王5年（931）2月には臨海殿で宴会を設けたこと、『三国史記』職官

志には東宮所属の官府として月池典、月池嶽典、龍王典、洗宅などがあることが記されて

いる。

1975・1976年の発掘調査では池と整然とした建物群がみつかった。池は東西180m、南

北200mで、西岸と南岸は直線からなり、北岸と東岸は出入りの多い複雑な汀線からなる。

護岸は急勾配で切石を積み上げている。池のなかには三つの島があることから三神山に擬

えたものとみられる。池の水は東南部の石組溝、石槽、滝を経て給水され、北岸の石組暗

渠から排水される。西岸の建物群は中門、前殿、中殿、後殿が中軸線上に配置され、それ

らと池に張り出す建物が回廊で結ばれている。これらの建物群が東宮と考えられている。

出土遺物は金属工芸品、建築部材、仏像仏具など三万点にも及ぶ。

北宮 月城の真北、北川の南岸に城東洞遺跡がある。そこでは東西180m、南北100mの

範囲において、等間隔で東西一列に並ぶ大小4棟の建物跡とそれらを区切って取り囲む長

廊跡などが検出され、出土瓦には雁鴨池と同系の宝相華文磚が出土している。恵恭王2年

（767）の「北宮」に比定する考えが有力といわれる。

国立慶州博物館敷地内苑池 月城の南東、国立慶州博物館敷地内の東北隅で東西に長い三

日月形の苑池遺構が検出されている。規模は長さ15m、幅5m、深さ1.3～2mで、南北

方向に堤が2つあり、池を三等分している。護岸は石積みで池底には川砂利を敷いている。

この苑池が南宮に属する可能性もあるという。
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鮑石亭 慶州盆地の南、南山西麓に鮑石亭と呼ばれる庭園遺構がある。これは『東国通

鑑』に城の南に離宮があったとの記録から離宮の庭園施設と考えられている。統一新羅時

代末期、『三国史記』景哀王4年（927）9月、景哀王が鮑石亭で宴を張っていた時、後百

済の甄萱に捕えられた場所である。

遺構は鮑のような平面楕円形の石組水路である。水路幅は31cm、深さ21～23cm、長さ

は22mで、46の石材で構成されており、導水部には石臼状の水受け石がある。導水方法

は不明であるが、流觴曲水宴に用いたものと考えられる。

そのほかの庭園遺構 龍江洞苑池遺跡は京域の北方、北川の北約1.5kmにある遺跡で、

池の一部とそのなかの南島、北島の一部が確認されている。池は北側の調査区外に広がる

ため、池は南北方向に長い隅丸方形と推定される。南岸は33m、西岸は65m以上、東岸は

38.6m以上になる。東岸には建物跡があり、島と繋がる橋があったとみられている。全

容の解明が俟たれる。

九黄洞遺跡の苑池遺構は、芬皇寺の東に隣接する敷地でみつかっている。池の規模は南

北46.3m、東西26.1mで、西岸から西へ入江が延びて南に曲がっている。池のなかの北と

南に大小の島を配する。池の西側には伽藍の方位とは異なる建物跡が整然と配置されてい

るが、遺跡の性格はまだ明確ではない。

2．高麗時代の宮殿庭園
（1）開京の都城と宮殿

高麗の首都である開京は現在の北朝鮮の開城市にある。後高麗の弓裔が都を置いた場所

で、太祖王建が弓裔を追い払った後の919年から1392年まで、途中モンゴルの侵入によっ

て江華に遷都した39年間を除いて高麗王朝の都であった。都は四方を山に囲まれ、北西に

は松嶽山があり、その南側の丘陵地帯に位置した。建国当初の国内情勢は地方豪族の反乱

の可能性があったため、防御に脆弱な平地よりも盆地型の都市が有利だったと考えられて

いる。また、開京には遷都以前からの都市施設の蓄積もあったことも無視できない。そし

て、仁宗元年（1123）に高麗を訪れた宋使節の一員である徐兢の『高麗図経』には「高麗

人はもともと書を知り道理に明るいが、陰陽の説に拘り、そのため建国する際には必ずそ

の地の形勢をみて、長久の計をなすべき場所であるとなれば、その地に定めるのであ

る」13と書いている通り、風水も都の決定に大きく影響している。

開京の城郭は松嶽山の南に展開される勃禦塹城、その東に位置する内城、それらの東と

南に広く巡らされた外城である羅城からなっている。

勃禦塹城は896年に高麗太祖王建の父が管理をしながら建てたもので、息子の王建を城

主とした。その後新羅が滅びると、太祖元年（918）に王建が高麗を開国しこの場所に都

を定めた。勃禦塹城はなかほどに東西方向の城壁があり、南の皇城と北の宮城に分かれる。

韓国庭園史略とその代表的な事例

338811

2021.03.16 15.18.28 Page 397 ／【Ｋ：】Ｓｅｒｖｅｒ／ｖｅｒ７県外・県内／２６６７４１日韓文化財論集Ⅳ／本文／中島義晴・内田和伸　　　ｐ３６９－４２２



皇城と宮城をあわせてこの王宮を満月台と呼んでいる。月を観賞するところという意味の

満月台と呼ばれる宮殿があり、これが人口に膾炙し、いつからか王宮全体を満月台と呼ぶ

ようになったものである。都は海抜20～30m であるが、正殿跡は50mに達する。

羅城は11世紀初め、契丹の侵入を契機に築城された。羅城は昔の開京の外城として現在

も開城の市街地周辺を取り囲んでいる。北西の松嶽山の山頂（488m）から東へ延びる尾

根を使い、南へ下り、徳岩峰を城内に入れ、沙川を渡り、南の龍岫山を城内に入れ、西の

山の稜線に沿って再び北の松嶽山へと登っていく。松嶽山の山頂にある一部の石城を除い

てはすべてが土城で、幅12尺、高さ27尺であった。

羅城の内城は高麗末の1391～1393年にかけて紅巾賊と倭寇の侵入を契機とし築城された

もので、勃禦塹城の東から南東を防御するものである。

王宮内については『高麗図経』に当時の勇壮華麗な姿がよく記録されている。中枢部は

会慶殿中心の外殿、長和殿中心の内殿、北西の寝殿で構成され、ほかの宮殿とは異なり、

地形によって軸を変えて自然の地勢を最大限生かした独特な建物の配置をおこなっていた。

このような配置には風水の影響があり、都城の中世的展開とみることができよう。会慶殿

の真南に昇平門があり、その南に光明川があり、毬庭という撃毬場があった。ここは各種

の儀礼もおこなう重要な空間だった。光明川は宮殿と官庁一帯を分けたものと考えられて

いる。

（2）宮殿の庭園

この時期の宮殿や離宮の庭園については文献上でいくつか知られている。

後苑 後苑は満月台の北側地域で、会慶殿などが南北に並ぶ列の西側の建物群の北の丘陵

頂部一帯と考えられている14。後苑には賞花亭、山呼亭、賞春亭の四阿があった。賞花亭

の用途ははっきりとはしないが、山呼亭では星を祀る醮祭、祈雨祭、仏教行事などが開か

れた。賞春亭でもおなじようにそのような祭祀がおこなわれたが、主に各種宴会が披かれ

た。文宗24年（1070）に賞春亭で曲水宴をおこなったという記録がある。賞春亭は花で名

高く、春には牡丹、シャクヤクを観賞し、秋にはキクの香りを楽しんだという。この賞春

亭の前に殿閣があり、高麗末に至るまで宴会をおこなう場所だった。恭愍王22年（1373）、

李穡の『牧隠詩』の内容をみると、賞春亭の横に八角殿を中心にまた一つの花園があった

ことがうかがわれる。

東池 東池は高麗の初期から末期にかけて存在しており、池の周囲で珍しい動物を飼い、

宴会に相応しい建物や景観を備えているなど、多様な利用がなされる後苑の機能を有して

いたことが次のいくつかの記録からわかる。景宗2年（977）、宮殿の庭園に大きな園池を

築造したこと。靖宗2年（1038）12月には東池で飼っていた鶴、アヒル、山羊などの飼育

に高額の費用がかかることや、東池の規模は楼船を浮かべるほどで、池と楼閣を中心とし
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た庭園であったこと。文宗10年（1056）9月には王が皇子と王族のために東池の楼閣で宴

を催していること。睿宗10年（1115）9月には王自らが東池で武人を選抜したこと。恭愍

元年（1352）7月初めには倭寇の船を捕まえ、この東池に浮かべて観覧したこと、などで

ある。

東池は1999年の発掘調査で確認されており、会慶殿の東側築台から240m東にあり、南

北270m、東西190mで周囲に堤を造って造成されているという15。

紗楼一帯 粛宗4年（1099）4月に王が紗楼に出向き、牡丹の詩を詠んで臣下に反物とお

茶を下賜したという。楼閣の周囲の牡丹が咲く頃、花見の宴を披いて花を観賞しながら詩

を読むという饗宴の場所として使用されていた。このような利用は顕宗が宮殿の楼閣の前

に牡丹を植えたという記録まで遡れるのであろう。

延英殿一帯 睿宗は延英閣と宝文閣を延英殿の北側、慈和殿の南側に造った。この二つの

楼閣は講義や宴会をおこなう場所として頻繁に使用された。睿宗11年（1116）に金仁存が

記した『清燕閣宴記』によると、石を積んで釈迦山を造り、庭園の端には水を引いて池を

造り、聳え立った山と四方に溜まった水はまるで中国の洞庭湖や、呉の国の会稽山のよう

で、なんともいえない興を呼び起こすと記している。

花園 英祖の時には宮殿の西南に花園2ヵ所を設置したという。『高麗史』から豪華で異

国的な花園が造られていたことがうかがえる。

穆清殿一帯 毅宗は膨大な規模の土木工事をおこない、華やかな宮殿、殿閣、庭園を造り、

その勢威を誇示した。宮殿内に穆清殿をはじめとする離宮、慶明宮、重興殿、仁智齋、館

北別宮、玄化寺、寿昌宮などを造り、それに相応しい華やかな庭園も整えた。『高麗史』

毅宗10年（1156）10月には、善救宝、養生亭などを造り、庭園の東側の隅に一つの楼閣を

造った。善救宝とは百姓（国民）の病気を広く治療するため薬剤を保管した建物で、その

横に養生亭という四阿を建てて、その周りには珍しい石や花を植えて美しく飾ったという。

（3）離宮の庭園

寿昌宮庭園 寿昌宮は離宮として使用されていたが、契丹の侵入で本来の宮殿が焼失する

と修復されるまで宮殿として使用された。位置は満月台の南側、小西門の内側にあり、本

来の宮殿に次ぐ規模であった。宮殿の後方には後園があって、釈迦山を築き、その近くに

萬寿亭を造った。四阿の後ろには撃毬ができる広い広場を造っている。このような寿昌宮

も蒙古の侵入により焼失したが、その後修復されたという記録が残っており、のちにここ

で朝鮮の太祖李成桂が即位した。

寿寧宮庭園 寿寧宮は寿昌宮に隣接した宮殿で、中国の元の国の職人に作らせたガラスの

瓦を宮殿の建物の屋根に葺いていたという。また、殿閣の近くに牡丹、シャクヤクなどを

植え花が咲く頃には花見の宴を披いていたという。
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寿徳宮庭園 高麗の歴代王のなかで離宮や庭園をもっとも多く造ったのは18代の毅宗であ

る。毅宗は宮殿の東の臣下の邸宅を取り上げ、安昌宮、貞和宮、延昌宮、瑞豊宮を造り、

毅宗11年（1157）正月に離宮である寿徳宮を完成させた。また、民家50軒をつぶして太平

亭を造り、周りに有名な草花や珍しい花樹を植え、珍しいものを左右に陳列した。毅宗は

ここで宴会や仏事を頻繁におこなった。この南には池を掘り、観蘭亭、養貽亭、養和亭を

造った。養貽亭では遠くから水を引き、泉を造ったという。さらに歓喜台、美成台を造り、

水を引いて滝を造り、釈迦山も築いて贅を極めた庭園にした。

龍徳宮庭園 非常に勇壮で豪華な建物や、花壇や曲水宴などについての記録があるが詳し

いことはわからない。

左宮 安鶴宮跡と呼ばれる遺跡は平壌市街地から北東へ12km、大城山城のある大聖山の

南麓の緩やかな傾斜地に位置する。安鶴宮跡は前述の田中俊明説によれば高麗時代の「左

宮」にあたる。宮城の城壁は一辺が620m、周囲の長さが2,488mの土城で、平面形は菱

形に近く、宮城内の総敷地面積は約38万㎡である。宮殿の南側の3つの門のうち、中央の

門がもっとも大きく、その門を基準に南北中心軸上に南から南宮、中宮、北宮と回廊で囲

まれた前庭のある宮殿が連なり、満月台中心部と似ている。北東隅には東宮が置かれる。

ここでは数ヵ所で庭園が検出されている。そのなかでもっとも規模の大きな庭園は南宮

の西側の庭園で、西門と西外殿の間に丘陵があり、その脇に東西約80mの落花生形の池

がある。ここには配置された景石や亭跡、長い建物跡が検出されている。

北宮の北側には築山があり、その上には亭跡と考えられる建物跡が検出されている。ま

た、東宮の南側にも庭園があり、長い小川と地下水が湧き出る泉があった。さらに、安鶴

宮跡東南隅には東西約70mの方池が検出されている。

長源亭一帯 高麗時代も三国時代と同じように正宮以外に何ヵ所かに離宮を造った。平壌

を西宮と改編し、開京に負けないくらいの施設や機関が設置され、歴代の王が頻繁にそこ

に滞在した。『高麗史』によれば礼成江の南に長源亭という四阿を建ててそこで休養し、

四阿の周りには菊、牡丹、楊などを植え、竹林もあったという。

衆美亭一帯 毅宗21年（1167）3月に開城の東山麓に衆美亭という四阿を造り、庭園を整

えた。四阿の南には石と土で堤を築き、水を溜めて舟遊びができるように湖を造り、アヒ

ル、雁などを育て、丘の上には茅亭を造った。

萬春亭一帯 萬春亭は毅宗が宮殿で使用する瓦を焼かせた窯があった場所を離宮としたと

ころである。礼成江の支流を止めて湖を造り、その周辺には松、竹、美しい草花を植えた。

建物は延興殿、霊徳亭、寿御堂、鮮碧齋、玉竿亭など7ヵ所あり、湖に架けた橋を僑錦花

と呼んでいた。延興殿では宴会が催された。

延福亭一帯 延福亭は満月台の東に位置する龍淵寺の南にあり、周囲には高い岩壁と鬱蒼
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とした木々の絶景があった。ここもまた、川に堤を築いて湖を造って舟遊びができるよう

にし、四阿の周りには珍しい花や木を植えていたという。

3．朝鮮時代および大韓帝国時代
（1）漢城の都城と宮殿

高麗の武将李成桂は恭譲王を擁立して全国を掌握し、1392年に高麗王位を簒奪して高麗

王に即位したことで朝鮮王朝が成立した。太祖3年（1394）、朝鮮王朝の太祖李成桂は都

を開京から漢城に遷した。王の居所である宮殿、祖先の霊を祀る宗廟、国の基本となる土

地と穀物の神を祀る社稷壇、それらを結ぶ街路の建設が始められた。都城内の施設配置で

は『周礼』考工記の「左祖右社」の原則にもとづき、宮殿を中心にして東に宗廟、西に社

稷を置いた。また、「前朝後市」の原則にもとづき、宮殿の南に官庁街、北に市場を配置

するところではあるが、宮殿が北岳山の南山麓に位置したため市場も宮殿の南側となった。

翌年からは漢城を取り囲む城壁（総延長約17km）と城門の工事にとりかかった。城壁

は地形に沿った不整形なものであり、街路も碁盤の目のようなものではなかった。城壁に

は東西南北4つの大門を開き、その間に4つの小門を設け、都の中央には鐘閣を置いた。

陰陽五行説で東西南北と中央という五方位にそれぞれ配当される五徳である仁義礼智信に

対応して、東大門に興仁之門、西大門に敦義門、南大門に崇礼門、鍾閣に普信閣（19世紀

に入ってから）と名付けられた。ただし、北大門には何故か智の字は用いなかった。

景福宮は太祖4年（1395）から文禄の役（壬申倭乱）で焼失する宣祖25年（1592）まで

の約200年、正宮として使われた。景福の出典は『詩経』で、命名は鄭道伝である。昌徳

宮は太宗5年（1405）に離宮として造営された。寿康宮は国王の母親のための宮殿として

世宗元年（1419）に造営され、成宗19年（1483）には昌慶宮と改称された。西に国王の正

殿を置き、東には国王の母親を指す東の朝廷という意味の東殿を置くという観念にもとづ

き、東西軸で昌徳宮の東に昌慶宮は配置された。

文禄の役の後、宣祖は宣祖26年（1593）に成宗の実兄、月山大君の邸宅を貞陵洞行宮と

し、光海君3年（1611）には宮殿として慶運宮と名付けたが、仁祖元年（1623）に仁祖が

即位式をした後、270年余り宮殿として使われることはなく、大韓帝国になり、高宗の末

年（1907）に慶運宮は徳寿宮に改名された。昌徳宮は光海君元年（1609）に再建をはじめ、

光海君6年（1614）に完成し正宮の役割を担った。一方、景福宮は文禄の役後270年余り

再建されることはなかったが、高宗の父、興宣大院君の主導により高宗4年（1867）に再

建された。西別宮は光海君9年（1617）に離宮として建設され、その後慶徳宮と呼ばれた

が、英祖36年（1760）に現在の慶熙宮の名称となった。

王宮のなかは大きく、官僚たちが執務する官庁が置かれた外朝、王が臣下たちと政治を

おこなう治朝、王と王妃が居住する燕朝に分けられる。『周礼』考工記の宮室制度のなか
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の三朝三門という条項と関連させて理解することができる。それぞれが行閣と呼ばれる回

廊や塀で区切られて、治朝には正殿である勤政殿および便殿である思政殿、燕朝には寝殿

である康寧殿および交泰殿が置かれた。王宮では王は南を向いて政治をすること（天子南

面、子坐午向）が大原則であり、主要な建物群は南北軸上に配置される。

（2）景福宮16

①宮殿内中軸線上の建物配置

景福宮の正門が光化門で、その名は『尚書』尭典「光被四表 化及万方」に由来する。

宮殿の東門は建春門、西門は迎秋門といい、東の春、西の秋も陰陽五行思想にもとづくも

のである。光化門は石造基壇上に木造二重楼閣造の建屋がのる。基壇には門道が三つあり、

中央が王と王妃、東が文官、西が武官のためのものであった。

光化門前の両脇には景福宮再建時に造られた、海駝（ヘテ）と呼ばれる想像上の動物の

石造物が置かれる。ヘテは人の理非を判断する神獣で、誤っている人を角で刺すというこ

とから、王は誤った政治をしてはならず、臣下は王を助けて懸命な政治をおこなわなけれ

ばならないとされる。

光化門の内側に弘礼門があり、これを入ると川が西から東へ流れる。風水の上では明堂

水と呼ばれ、王宮では禁川や錦川と呼んだ。禁川護岸には4匹の石造の天鹿が川からの鬼

神の侵入を防いでいる。禁川を永済橋で渡ると勤政門があり、これを入ると正殿である勤

政殿に至る。

勤政殿は二重の月台の上に低い基壇を設けて建つ韓国最大の木造建築で、桁行5間（約

30m）、梁間4間（約20m）の規模をもつ。北面廂の中央に御座が設けられ、その背後に

は王権を象徴する、東西に日月を配した日月五峯屏が置かれる。

勤政殿の左右には青銅香炉が置かれる。また、月台には石欄干が取り巻いており、欄干

の柱には四神、十二支といった動物像が設置され、時刻や方位など時空（宇宙）を表す。

さらに、火災除けの水を張ったドゥムと呼ばれる鋳鉄釜が置かれる。月台中軸線上の階段

の踏道には鳳凰、飾りには瑞獣が刻まれている。

殿庭は日射の照り返しを低減するために荒く削ったという花崗岩を敷き詰めており、中

央に御道が通り、その左右には臣下が階級別に整然と並ぶための品階石が立てられている。

勤政殿とその前庭は王の即位式や文武百官との朝会、外国使節との謁見など国家的な行事

をおこなったところであり、身分的な違いを王座との高さの違いと距離によって実感し、

儀礼を通して秩序をあきらかにする空間であった。

勤政殿を北に降りると思政門があり、それを入ると思政殿が置かれている。王の公式な

執務室にあたり、東の万春殿、西の千秋殿とはもともとは廊下で繋がっていた。

思政殿の北の康寧門を入ったところにある康寧殿は王の寝殿である。康寧は『尚書』洪
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範の五福の一つに由来する。康寧殿を囲むように二殿と二亭が配置されており、北の両義

門を入ると王妃の寝殿である交泰殿に至る。康寧殿と交泰殿は1917年に昌徳宮の寝殿が焼

失し、熙政堂と大造殿として1920年に移築したため1995年に復元したものである。

②建物配置とその背景の思想

以上のように宮殿内の政治に関わる場所では基本的に樹木は植えられてこなかった。建

物群が囲む中庭ではそこに木を植えると「困」という字、門の外からみると「閑」という

字となるため避けられてきたのである。

では、宮殿内の政治がおこなわれる場所で樹木を用いず造景するのに、建物はどのよう

に配置していたであろうか。現業的部門では当然機能的な配置が求められたことは想像に

難くないが、重要な施設が配置される宮殿の中軸線上では、一定の思想にもとづく整然と

した建物配置がなされた。以前の報告でも詳しく言及している17が、『勤政殿実測調査報

告書』18では次のように指摘している。

「重創された景福宮の核心部は正殿〔北極星〕→便殿三軒〔三光之庭〕→王寝殿五軒

〔五帝座〕順に配置され天文図の星座を模倣したといえる。次は方向を反対にして解釈

すると、王妃寝殿〔太極〕→門〔陰陽〕→王寝殿五軒〔五行〕順に配置されていて、太

極図説とそのまま一致しているといえる。結論的にいって、重建配置計画案は易理と陰

陽五行など建築外的思想をもとにしている点で朝鮮初期以来の伝統を継承しているとい

える。」

宮殿の建物配置や墓室の天井が天文を象るのは始皇帝以来の伝統である。渡辺信一郎19

は「魏晋洛陽城宮、北魏洛陽宮、北斉鄴宮、南朝建康宮は、闕門（三門）－太極殿－顕陽

（昭陽）宮・後宮（掖庭）－華林園の南北軸構成をとる。そのイデオロギー的基礎は、天

上の天文秩序にあり、紫微垣に囲繞された北極五星と句陳六星を地上に再現したものであ

る。」としており、その後の宮殿でも継承されていることを示している。

王妃寝殿の交泰殿の「交泰」の出典は『易経』泰卦であり、象伝に「天地交わるは泰な

り」とあり、王家の子孫繁栄を願う名称である。ここで生じた気は、陰陽を意味する両義

門を通り、その南にある康寧殿を中心とした五つの建物群に至る。それらには五行に因ん

だ名称がつけられており、そこで響きあった気はその南の五嚮門を出て、思政殿、勤政殿

へと政治の舞台へ流れていくのである20。

このように宮殿の表側には基本的に樹木はないが、建物配置とそれぞれに与える建物の

名称で意味のある空間を構成し、さらに添景物などが空間の意味を深めさせる造景をおこ

なった。その含意の背景には天文思想や陰陽五行思想、風水思想、儒教的な礼や孝の思想、

中国古典にもとづく考えなどがあったのである。こうした宮殿の造営思想は唐長安城では

妹尾達彦が、平城宮では内田和伸が、紫禁城では田中淡がそれぞれ指摘しており21、朝鮮
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王朝末期の宮殿造営の造形においても伝統的な設計手法が適用されたといえる。

一方、宮殿の裏手の王室の私的な空間などには樹木のある庭園が造園され、そこでは思

想的背景も異なるものだった。以下、改めて論じてみよう。

③景福宮の造園空間

交泰殿後園（峨嵋山） 峨嵋山は太宗12年（1412）に景福殿の西に慶会楼を建てて池を掘

った時に出た土を使って造った山で、その名は中国の道教や仏教の聖地の一つに由来する。

高宗2年（1865）の景福宮再建時に交泰殿が王妃の空間となったため、南斜面を四段の花

階式庭園（階段式花壇）としたものである。三方を塀で囲み、長台石（細長い切石）を積

んで段を造り、交泰殿のオンドルにともなう六角柱の装飾煙突4基、怪石、石咸池（石造

水鉢）、松、灌木、草花を配す。石咸池に刻まれた涵月池、落霞潭の名称や怪石は仙山を

思わせる。また、怪石は穴が開いている状態が陰、立った状態が陽であることから陰陽が

調和した状態ともされて愛でられてきたという22。

装飾煙突の側面には、下段に邪気を払うという想像上の動物や蝙蝠が、その上の白地に

は吉祥や長寿を意味する動植物（十長生=日、月、雲、山水、石、松、鶴、鹿、亀、不老

草）、四君子と呼ばれる梅、菊、蘭、竹や卍の文様が、さらに上には長寿を意味する鶴や

福を象徴する蝙蝠、魔除けの鬼神などが、最上段には長方形の白い下地に唐草文様が刻ま

れる。この庭園では長寿や福が意匠上のコンセプトとなっている。

なお、交泰殿の東の慈慶殿は王が母や祖母などに慶事があることを願う意味をもつ建物

で、その北にはオンドルの煙突10本を壁状にまとめた十長生模様煙突がある。

香遠池 咸和堂と緝敬堂の北側の香遠池は景福宮の後苑にあたる部分にある。文禄の役前

には後苑に翠露亭を造り、池を掘って蓮を育てているという記録がある。現在、東西約76

m、南北約70mの方形の園池で、丸い中島に香遠亭という六角形二階建ての四阿がある。

香遠の名は宋代の儒者周敦頤の『愛蓮説』に由来する。現在の池は再建後に掘られたもの

で、高宗が朝夕散策を楽しんだ場所である。池の水源はその北西角の井戸の湧水を利用し

第3図 景福宮香遠亭園池第2図 景福宮交泰殿後園
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ている。池の北側に乾清宮があり、北側か

ら中島に渡る翠香橋があったが、1953年に

南岸に遷された。

慶会楼園池 勤政殿の西側にある慶会楼園

池も後苑にあたる機能を有する。創建当時

は小さな楼閣であったが、太宗12年（1412）、

池を拡張し大規模な楼閣として建造した。

文禄の役で焼失し、高宗4年（1867）に再

建された。慶会楼は桁行7間、梁行5間の

重層建築で、一階は高い石柱だけを48本立てて、二階に床を敷いて宴会場とした。床高は

中央に向かって高くなる三段で構成され、中央の3間（×1間）は天地人を、その周りの

12間は1年の十二ヵ月を、もっとも外側の24本の柱は二十四節気を表す。建物の柱間や柱

の数が時空を象徴するのである。このような見立てあるいは設計方法は唐の明堂の規定や

北京の天壇の祈念殿などにみることができる。この慶会楼は方形の池のなかの大きな方形

の島に立地しており、東岸から三つの橋が架かり、三光（日、月、星）を意味した。この

島の西には長方形の島を南北に配し、松を植えて万歳山と呼んだ。池には島が三つあるこ

とから蓬莱、方丈、瀛州の三神山を意図した、一池三島の伝統的な庭園様式とみることが

できる。

（3）昌徳宮の造景空間23

①宮殿建物の配置と庭

昌徳宮は太祖5年（1405）に太祖が離宮として造営をはじめ、正殿の仁政殿は世宗元年

（1419）に竣工している。文禄・慶長の役で焼失するが、光海君元年（1609）に再建工事

を始め5年後に完成している。昌慶宮とあわせて東闕と呼ばれた。漢城の鎮山は北岳山で、

そこからの山脈（尾根）が都城内で四つに分かれ、北側の一つの峰である鷹峰山が主山と

なり南へ延びる。その南端に宗廟が配され、途中に昌徳宮と昌慶宮が配置されている。両

宮殿と北にある後苑を描いた東闕図は東西南北を意識して整然と建物を描くが、昌徳宮は

中枢部が南北中軸線に対して左右対称に配置された景福宮とは異なり、地形にあわせて施

設群を配置したため、いくつかの軸線がそれぞれ異なる方位となり、自然と調和した宮殿

景観を造っていることが特徴である。

敷地南西隅に正門である敦化門が南面して開く。桁行5間、梁行2間の重層門で、広い

月台をともなう。朝廷に3本の槐を植えてもっとも高い官職にある三公の位置を定めたと

いう中国古典『周礼』での故事に因んで、敦化門を入ると槐が植えられている。錦川に

沿って北上すると右に石造二連のアーチ橋である錦川橋が現れる。この橋にも玄武やヘテ

第4図 景福宮会慶楼園池
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といった想像上の動物の石造物が置かれ、鬼面が嵌め込まれる。東岸に渡り、正面の進善

門、それを入って左の仁政門を経て、正殿仁政殿に至る。

仁政殿の殿庭には薄石が敷き詰められ、御道の左右には正祖元年（1777）に品階石が配

された。正殿の背後は丘陵部の土留を兼ねた五段の花階になっており、現在その南は東側

からのみ行閣（回廊）が正殿まで延びて、左右の対象を破っている。

各官庁は宮殿の外側に置かれたが、正殿の東、南、西にも置かれ、西側のみ1990年以降

復元されている。王が日常業務をおこなった宣政殿では、地形を考慮して正殿の東行閣の

東隣に南面して設置されており、南の宣政門から複道閣（渡り廊下）が取り付けられてい

る。その東には寝殿である熙政堂と大造殿が仁政殿と宣政殿とは軸線の方位を少しずらし

て南北に並ぶ。現在の大造殿（1920年、景福宮の交泰殿を移築）の北側にも花階式庭園が

ある。

熙政堂の東には東宮があったが、その東に憲宗が側室を迎え、憲宗13年（1847）に楽善

齋、翌年に錫福軒、壽康齋を西から東へ並べて建てた。楽善齋は自身のための、錫福軒は

側室のための、壽康齋は大王大妃である純元王后のための住まいであった。楽善齋は梨本

宮から嫁いだ李方子女史が1989年まで住んでいた。これらの建物の北側には傾斜地を利用

して花階式庭園が設けられている。

楽善齋の後園は数段で構成され、オンドルにともなう装飾された煙突、灌木が配される。

段下には怪石を据えた怪石鉢が置かれ、その正面に玉山、小瀛州と刻むことから庭園は仙

山を意識したものといえる。庭園の階段を上り装飾された塀に開く門をくぐると、高台の

上には六角形の四阿、平遠楼（現在の名称は上凉亭）がある。同様に、錫福軒には閒静堂

が建つ。

②後苑24

昌徳宮と昌慶宮の北側の丘陵に造られた後苑は、禁苑、北苑、内苑、上林苑とも呼ばれ、

朝鮮末期からは秘苑と呼ばれていた。現在の面積は約30ha である。自然を愛で、散策し

たりするほか、舟遊び、詩や学問の論議、

科挙の試験、軍事訓練、弓術行事、宴会、

祭祀、新兵器火車の発射実験、天文観測設

備の設置、学術政策機関の設置、農業体験、

農耕儀礼の籍田親蚕、年中行事など様々な

事柄がおこなわれ、古代中国の後苑からの

伝統的な機能を継承している。庭園の造営

は昌徳宮と同じ太宗5年（1405）から始ま

り、世祖が拡張し、燕山君が整備に努めた第5図 昌徳宮楽善齋後園
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が、文禄・慶長の役で荒廃した。光海君が復旧をおこない、仁祖がさらに整えた。庭園は

南北に延びる丘陵の尾根から東へ派生するいくつかの尾根の間の谷地を使い、特徴ある景

観が造られている。以下、それぞれについて述べる。

宙合楼一帯 宙合楼一帯は朝鮮時代後期、正祖が即位した正祖元年（1777）に造営された。

西に入り込む谷地奥の湧水点を堰止めて池を設け、右手の傾斜地に楼閣などを配した構造

となる。池は芙蓉池と呼ばれ、東西約34.5m、南北約29.4mの方形で、直径8mほどの円

島を配する。護岸は垂直の切石積み護岸である。西岸には谷筋からの水路が取り付き、龍

頭から給水され、その南に四井記碑閣、南岸中央には池に張り出す芙蓉亭、池の東に暎花

堂を配する。暎花堂は王が立ち会う科挙がおこなわれた建物である。

楼閣前は花階式庭園になっており、一段目の上には翠塀と呼ぶ生垣があり、その中央に

王が利用する魚心門、その左右に臣下が利用する小門が設けられている。階段を上ると宙

合楼の正面に至る。宙合楼の一階の奎章閣は王の書画を保管し、二階の宙合楼は図書閲覧

や研究に充てられたが、純祖以後、宴会や休息の機能が強まり、現在は建物全体を宙合楼

と呼んでいる。その南西に書香閣、西に祈雨亭、北東に千石亭を配す。書香閣は本来、御

真影を保管するところであったが、のちに皇后の養蚕場となった。祈雨亭は酔香亭といっ

たが、ここでの祈雨が功を奏して改名したものである。

庭園の池の南から芙蓉亭、中島、魚心門、宙合楼が南北中軸線上に配置され、統一感が

与えられている。魚心の出典は故事成語の「水魚の交わり」であり、暎花堂での科挙を経

て、政治の補佐に欠くべからざる臣下を得たいという王の思いが表れている。宙合の出典

は『管子』で天地の調和や天人の合一を意味する。その宙合楼からは天円地方の宇宙観を

表す島と池を俯瞰する構造になっているのである。

演慶堂と愛蓮池一帯 宙合楼の立地する高台の北にも西に入り込む谷地があり、奥で北西

に向きを変えて深く入っていく。谷が向きを変えたところで南向きに立地しているのが演

慶堂で、演慶堂は純祖28年（1828）頃に士大夫の屋敷に倣って造営された建物群である。

その南を東へ水路が流れて方池に入り、そ

こから引水した水は低い滝を経て、谷地の

入り口の北寄りに設けられた愛蓮池に北西

隅から入る。肅宗が顕宗3年（1662）に池

のなかに中島を造って愛蓮亭という四阿を

建てたというが、現在その島はなく、方形

の池の北岸に接した池のなかに同名の亭が

建ち、近くに怪石が立つ。池の周囲に閉塞

施設はなく開放的であるが、池の南は段を 第6図 昌徳宮後苑宙合楼園池
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設け、三方を塀が囲み各所に門を開く。下段には特に施設はないが、東門は花崗岩の一枚

板を「コ」字形に加工し、不老門と刻む。その区画の南門を入ると南半が高台となってお

り、倚斗閣、韻磬居が東西に配されており、その南は花階になっている。

尊徳亭一帯 愛蓮池北側の尾根は北西に登っていき、その東側の谷地一帯に尊徳亭などが

配置されている。谷地の下流側にある池は形が朝鮮半島に似ていることから半島池と呼ば

れる。その東岸で池にせり出して扇形の観纜亭が建ち、西岸の小山に勝在亭が建つ。池に

流れ込む水路には石橋が架かり、その上流にも池があり、この池に面して尊徳亭が建つ。

仁祖が仁祖22年（1644）に建てたもので当初は六面亭と呼んだ。平面が六角形で、裳階状

の下屋が付き、それを6ヵ所で支える太い柱はなく、各々三本の細い柱が建つ瀟洒な亭で

ある。『東闕図』では方池に面して尊徳亭が、方池の奥に堤を経て半円形の池がそれぞれ

描かれている。1900年代に作成されたと推定されている『東闕図形』では現在のような池

の形を描いているため、直線と曲線を組み合わせた現在の池はこの時までに改変されたも

のであることがわかる。谷奥の尾根には小規模な清心亭と小さな氷玉池が配置されており、

正祖や純祖らが月光を詠った詩を残している。

玉流川一帯 玉流川一帯の施設は尊徳亭のある谷地の北側で東西に延びる谷地の奥に位置

する。仁祖14年（1636）、巨大な岩である逍遥岩を削って平らにし、その上に平面「U」

字形の溝を掘り、その溝から流れ落ちる小さな滝を造った。この流れを使って流觴曲水宴

が披かれた。削り残した逍遥岩にはこの一帯を詠んだ肅宗の五言絶句と、玉のように清く

流れる小川を意味する「玉流川」が刻まれる。周囲には井戸、翠寒亭、逍遥亭、オンドル

部屋のある籠山亭、太極亭、清漪亭が配置される。清漪亭は苑内唯一の草亭で、周囲を小

さな水田とし、親耕礼をおこなったところである。建物は四本柱であるが収穫後の藁を使

って円形の屋根を葺いており、天円地方を象っているのであろう。隣の太極亭とともに天

地の調和を願う名称の建物である。

（4）徳寿宮の造景空間

日清戦争が1894年に勃発し、翌年には日

本が清国に勝利して、下関条約を締結した。

これにより日本は清国に対して、冊封関係

にあった朝鮮が独立国であることを認めさ

せた。1897年、李太王は儒者の建言に従い、

国号を朝鮮から大韓に改名すること、建陽

から光武に改元すること、圜丘壇で祭天の

儀式を挙行することといった古典的な事柄

をおこなって皇帝に即位した。慶運宮（現第7図 昌徳宮後苑逍遥亭
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在の徳寿宮）が政治の舞台として再び注目

されるのは大韓帝国時代になってからの、

高宗在位末年の約10年間であった。

高宗は乙未事変（高宗王妃閔妃明成皇后

殺害事件）が起きた翌年、ロシア公館に避

難し、ロシア公館の隣にあった慶運宮に居

所を移した。この前後から宮殿内には多く

の建物が造られ、徳寿宮は威容を整えた。

1906年には正殿の中和殿が完成し、大安門

を修理して大漢門と改名し、宮殿の正門とした。1907年に高宗は純宗に譲位し、純宗は昌

徳宮に居を移したが、高宗は慶運宮にとどまり、名称を高宗の雅号を用いた徳寿宮に変え

た。

1910年には大規模な西洋式の石造建造物である石造殿を建て、その南にフランス式沈床

式庭園（サンクガーデン）を造った。円形と方形を組み合わせた池を掘り、中央に水盤型

の円い噴水を造り、その四方に4匹の青銅製のかわうその噴水を配した。庭園には大きな

木は植えず、石造殿と軸線をあわせて左右対称とすることにより効果的に荘厳している。

Ⅲ．寺院

1．概観
仏教が朝鮮半島に本格的に伝えられたのは4世紀であり、高句麗・百済・新羅に寺院が

創建された。それらのうち、百済の二つの寺院遺跡で方池、新羅の寺院遺跡で蓮が植えら

れた池が発掘されている。統一新羅時代にも寺院が建設されたが、注目されている庭園遺

構はない。

高麗時代に仏教はもっとも隆盛し、多数の寺院が建設され地方の一般民衆にも広まった。

風水地理説から大きな影響を受け、深山幽谷で四神相応の景勝の地には山地伽藍が数多く

創建あるいは再建された。中心建築は南面したが、伽藍配置は地勢に従って自由なものと

なった。また、中門は楼閣形式となり、その下の階段を経て台地に至るようになった25。

楼閣は門楼の役割を担うとともに、宗教的な行事の場としても使われ重要な役割を担って

いた。高麗時代の寺院の大部分は消滅したが、石塔や一部の建造物の遺構が残る。庭園に

ついては、開城の北方にある松岳山に9世紀に創建され、12世紀初めに重修された安和寺

の庭園が『高麗古都徴』に記録されており、そのほかに11世紀創建の玄化寺と13世紀の龍

華寺に池があったという26。また、仏教の禅思想と道教の無為自然思想から、静寂な自然

のなかに茅亭と園池が造られた27。

第8図 徳寿宮石造殿前庭
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朝鮮時代には排仏政策がとられ、都市部の平地伽藍はまったくみられなくなったが、地

方では山地伽藍が勢力を保った。ただし、この時代の山地伽藍は新たに創建されたものは

なく、以前からの寺院が再建または修理されたものがほとんどであった28。

2．事例
（1）百済の方池29

これまでに発掘調査がおこなわれた百済後期の寺院遺跡のうち、次の2ヵ所で参道を挟

んで東西に並ぶ二つの方池が出土している。いずれも発掘後に復元整備された。

忠清南道扶余郡扶余邑の定林寺は、6～7世紀に百済が都を置いた扶余の中心部に建設

された寺院遺跡である。1984年に南門跡から南へ5.3mの位置で方池が発掘された。東池

は東西15.3m×南北11m、西池は東西11.2m×南北11mであり、深さはともに0.5mであ

った。護岸の一部は石積みで、池の堆積土からは蓮の葉と茎の炭化物が出土した。池の創

建年代は6世紀中頃と推定されている。

全羅北道益山郡金馬面の益山弥勒寺は、首都の機能を補完するために複都とされた益山

の寺院遺跡である。この寺院は7世紀初めに弥勒山の南麓に創建され、大規模な伽藍の中

央に巨大な木造塔、東西に石造九層の塔が建っていた。方池は伽藍の南正面に設けられた

幅50.5mの参道の両側から発見された。東池は東西51m×南北48m、深さ1.2m、西池は

東西54.5m×南北41m、深さ1.6mに及ぶ。これも護岸の一部が石積みであった。この池

が造成された時期は寺の創建期より下り、統一新羅初期の7世紀末である。

（2）仏国寺の蓮池30

仏国寺は528年に慶州外東面吐含山麓に創建された新羅の代表的な寺院である。『仏国寺

古今創記』に「嘉慶三年戊午年に蓮池の蓮の葉を返す」との記録があり、九品蓮池が浄土

の象徴である蓮花を飾る皿としての機能を果たしていたという。この九品蓮池は、浄土に

往生するものが座った9種類の蓮花台に由来する。

1970年の発掘調査でこの蓮池が検出された。青雲橋と白雲橋の南側の泛影楼付近にあり、

東西39.5m、南北25.5mの楕円形、深さ2～3mで池の周囲に巨大な石が積み上げられて

いた。周囲との位置関係から、蓮池が極楽浄土へと進む過程であることが象徴的に表現さ

れているという。さらに、この池は仏、塔、山頂などを水面に映す影池としての機能も果

たしていたと推測されている。

（3）清平寺高麗禅園31

江原道春城郡清平里慶雲山の麓にある文殊院は、宣宗6年（1089）に清平寺で隠者とし

て新しい生活を始めた李資玄（1061～1125）によって建設された。李資玄は居士仏教を開

いた代表的人物であり、智慧を象徴する文殊菩薩に対する信仰が篤く、道家的立場から仏

教を受け入れたために山水が秀でた慶雲山に禅苑を造った。
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現在の庭園は李資玄の作であるとはいいきれないという説もあるが、この禅苑は渓流沿

いにあり、中苑、南苑、北苑に分かれている。面積は4万3,200㎡である。

禅苑の入り口には亀石と九松瀑布があり、中苑に入ると高麗時代の池がある。この池は

水が鏡のように澄み、慶雲山の芙蓉峯と見性庵が映るといわれ、名を影池、または南池と

もいう。池は南北17m、東西幅は南で8m、北で12mの台形をなしている。この形態は、

北に位置する芙蓉峯の岩の形を池に映すのに適し、また池北方の樹石群と池中の三つの石

（三神山）を結びつけるために、対岸である北側の辺がより長く造成されている。

影池の北方の地域には、樹石群が造成されており、亀形石組がある。

南苑は、約7,000㎡の広さで、文献に現れる福禧庵址がある。南側に小さな池の跡があ

り、座禅石、亀形石、渓流に造成された人工瀑布の跡がある。

北苑の入口に清平仙洞（人工石室）があり、李資玄の真筆で右側岸壁に清平仙洞と刻ま

れている。渓流には5ヵ所の自然の滝がある。そのうちの二つ目の左には畳石で積み上げ

られた石山がある。長さ5.8m、高さ3.3mで、自然石の岩盤の上に9段の石板を積んで造

成している。北苑は奥まった閑寂な谷間で、李資玄が主に居住したところである。3ヵ所

の禅苑中もっとも規模が大きく、16,000㎡にもなり、清平息庵からは南に延びる慶雲山の

尾根筋が見渡せる。

名勝第70号「春川清平寺高麗禅園」に指定されている。

（4）一枝庵32

全羅南道海南の頭輪山中腹（大興寺境内）に草衣禅師（張意恂、1786～1866）が19世紀

初めに造った茶庭である。韓国では茶は三国時代から流行し始め、継続されてきた。

草衣禅師は『東茶頌』という茶書を著述して韓国の茶道を中興し、茶禅一如を生活化し

た茶人である。草衣禅師の「頭輪山草庵序」には、蓮池北東に植えられた杜 花（さつ

き）が咲けば、紅色の花が池に映って歓喜に満ちた情景のなかで茶禅が成し遂げられ、月

が蓮池に写るときには宇宙の真理が水中に浸って幽玄な雰囲気のなかで茶を飲みながら、

茶と禅が一つになる神仙の境地に至るという詩文が書かれている。

一枝庵は茶亭として用いられた面

積約18㎡の建物であり、茶泉、上

池（6.2m×3m）、下 池（2.6m×1.5

m）、茶竈（茶を沸かす竈）、石榻

（ベッド状の石）、石臼、石槽などが

付随する。

（5）近代の庭園

朝鮮時代が終わりに近づく1860年

第4表 近代に造られた日本風の庭園

韓国庭園史略とその代表的な事例

339955

2021.03.09 14.11.56 Page 411 ／【Ｋ：】Ｓｅｒｖｅｒ／ｖｅｒ７県外・県内／２６６７４１日韓文化財論集Ⅳ／本文／中島義晴・内田和伸　　　ｐ３６９－４２２



代以降、特に日本統治の時代であった1910年から1945年には、韓国の伝統的な様式で造ら

れた著名な庭園はほとんどないようだ。寺院・住宅などで日本風の庭園が造られた事例が

あり、第4表の庭園が現存する33。

3．日本との比較
寺院の庭園と周辺環境 平等院（京都府宇治市）・毛越寺（岩手県西磐井郡平泉町）など

の阿弥陀堂の前に園池を掘った浄土式庭園や、大徳寺大仙院（京都府京都市）・龍安寺

（京都府京都市）などの禅宗寺院の方丈に面する枯山水など、日本では古くから寺院に庭

園が造られ続けており、寺院庭園は日本庭園史の重要な一分野となっている。韓国には前

節の事例のように、入口に方池や蓮池が造られ、山岳寺院の境内周辺の林内に庭園が整備

された。造園の視点からは山岳寺院の建設において、美しい自然のある場所が選ばれてい

ることも注目される。

日本の禅宗寺院の周辺環境 韓国の山岳寺院の美しい環境をみると、大陸模倣的といわれ

る日本の中世禅宗寺院における境致が連想される。それは上記のような枯山水を造った禅

僧たちの景観の捉え方に関わる概念である34。中国南宋の時代に栄えた江南の大禅院は、

優れた自然環境のなかにあった35。その影響を受けて日本で建立された禅宗寺院では、14

世紀から、境内および周囲の優れた自然や建築を境致として選び、佳名をつけ詩を詠み、

意味づけした。その対象とされた自然は、山・峰、岩・洞窟、川・渓流・滝、池、井・

泉・水、樹木・林などである36。鎌倉の禅興寺の塔頭であった明月院には1394年（応永

元）頃の姿を描いたものといわれる絵図があり、そのような寺院の美観をうかがうことが

できる。境内には山、池、廊橋、樹木があって、美しく造景されている。

禅僧の夢窓疎石（1275～1351）が開山となった京都の天龍寺の例を挙げると、夢窓が寺

域内外の環境から「亀山十境」を選んでおり、そのうちの一つである「萬松洞」には仙境

を詠み、神仙の世界観からその景趣を修飾している。また、夢窓に参禅した春屋妙葩

（1312～1388）はこの寺の風景について、『夢想国師年譜』に「此地也。以龜嶺爲主山。以

第10図 仙厳寺門前の渓流と昇仙橋第9図 大興寺
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嵐峰爲按山。小倉擁左。洪川導右。天開圖畫之絶境。雒下無雙之靈場也。」と記した37。

亀山を主山、嵐山を案山とみて、天開図画の絶境、霊場と評しており、風水地理説を意識

した言葉である。同寺の亀頂塔は風水を鎮めるために後方の亀山山頂に建てられたもので、

眺望にも使われていた38。このように、日本の禅院では外部環境に強い関心が向けられ、

神仙思想や風水地理説の概念を踏まえて環境が語られることがあった。

蓮池と茶の庭 両国の寺院には、蓮池と茶の庭の事例が共通してみられる。蓮池は、池に

蓮を植えたものであり、池の位置や形状も両国で類似点がある。茶の庭は、日本では16世

紀後半から17世紀前半に茶の湯が隆盛して極度に発達し独特の型をもつようになったが、

両国とも静かな空間と清らかな水を尊ぶところは変わらない。

Ⅳ．住宅・別墅

1．住宅－主として朝鮮時代－
（1）住宅の構成

都市・集落の多くは風水地理説にもとづいて、山に囲まれた南下がりの地形で河川に臨

む土地に建設された39。現在、各地の民俗村に伝統的な集落と住宅をみることができる。

野村孝文40によれば、一般に朝鮮住宅の庭（マダンと呼ばれる）は上流、中流、庶民住

宅、さらに農家までを含めて、日本住宅の庭園に相当するものではなく、主に作業空間や

室内空間の延長としての住機能空間である。高級住宅では、主屋棟の区画から離れて庭園

区画を造る例がある。

庶民住宅では、主屋と籬の間に造られる庭は、内部空間で果たしえない住居空間を外部

空間に拡大した、一種の‘半内部空間’の如きものであり、搗き固めた土間で、芝などを

植えることはないという。祝宴をする場合に庭に蓆を敷いたり、穀物を干したり、家事労

働がおこなわれる。そして、墻は軒よりも低く、主屋の視点場からは墻外の空間が墻内の

空間と視覚的に連続し、外の大自然が同化される41。

（2）両班住宅

構成と庭 稲次は朝鮮時代の上流階級である両班の住宅について、敷地を四つの領域に分

類している42。①主婦・家族の領域、②主人・接客の領域、③使用人の領域、④祖先の領

域である。それぞれの領域には、主屋棟、舎廊棟、行廊棟、祀堂棟が建つ。これらは儒教

にもとづく習俗が反映されたもので、階級の別、男女の別、上下の別、祖先崇拝の象徴と

なる家廟の制が基準となっている。南面する斜面上の敷地において、北部には祖先の領域

と、主婦・家族の領域に付設される後園があり、中央に主婦・家族および主人・接客の領

域、南部の入口付近は使用人の領域となる。

主屋棟・舎廊棟・行廊棟に面する庭は土の平庭である。家事作業や儀式に使われ、果樹
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や草花が植えられることがあるが、観賞を主目的としない。後園は生活空間ではあるが、

怪石、石蓮池が置かれ、ザクロ・杏・桃・棗などの果樹が植えられることがある43。怪石

は穴のあいた石など趣のある石を観賞するため、石函と呼ばれる台に縦に据えたものであ

る。後園は敷地の制約から、横長で奥行きは短く、段状となっている場合が多い。住宅に

木を植えることについては、当時様々な言い伝えが流布しており、神経が使われていた。

例えば『山林経済』には、「屋敷内に杏の木があり、建物の西側に柳があるのは凶、西側

に桃があり、北側に李があるのは良くない。」と述べられている44。また、儒教の影響を

受けて、倹素質朴を尊び、堅実な平民的素朴さ、慇懃さが重んじられたことで、華麗な花

木よりは、節操や気概などの象徴性を表す松、竹、梅が植えられた45。

墻は土のほか、石、瓦、煉瓦が積まれる。その壁面は装飾されるものが多く、吉祥文字

紋様、十長生紋様、動・植物紋様、幾何学紋様、文字紋様などがある46。

眺望 主屋棟の中心には大廰（デーチョン）という板間の抹楼（マル）がある。基壇の上

に建ち床が高く開放的で、南に向かって外部の自然景観が遠望され、北に向かっては後庭

をみることができる47。稲次敏郎はこのような「住居内の眺望」を、「作庭されない庭

園」として、韓国庭園の存在形式の一つに挙げた48。

鄭泰烈らは、慶尚北道の両班の本宅である宗家とそこから離れて建てられた亭の眺望に

ついて分析した49。宗家は風水地理説でいう明堂の位置に、その村落で最初に居を構えた

高位貴族の本宅である。風水では、居住適地の地勢を局と呼んでおり、局がもつ顕著な特

徴は主山と案山と呼ばれる二つの山の間に形成される盆地状の地勢である。18の村落に属

する19件の宗家と45件の亭を研究対象として分析し、次の結果を導き出した。

・宗家の74％にあたる14件が主山の麓にあり、村落の縁辺に立地する。これは風水思想

が入る前に既にあった韓国の居住地の立地理論である背山臨水の基本的原則にかなっ

ている。

・宗家における眺望の範囲は、坐向論に

従い視点場である舎廊房（サランパ

ン：主人が主に生活する場）あるいは、

大廰（デーチョン）が開いている方向

（＝宗家の視軸）を正面とする。

・宗家においては、案山がない例外を除

けば、すべての宗家から案山が眺望で

きる。また、亭が眺望の対象として重

視されている。

・案山は宗家の正面方向（宗家の視軸）
第11図 住宅からの眺望景観

（ソウルの韓国家具博物館での再現）
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に位置する。すなわち、案山は宗家の視軸を中心とする静視野60°以内におさまって

いる。9件（53％）は注視野20°に入っている。

方池 両班住居の大門外部周辺、または主人専用の離れである別堂近くに方池が設置され

た例がある。江原道江陵市所在の船橋荘は地方両班の代表的な住居である。大門の外に蓮

池と亭からなる外庭がある。東岸には活来亭が池にせり出して建ち、池内には蓬莱仙山を

象った円形の島がある50。護岸は切石積みであり、流水樋、四隅の押え石に怪獣の石彫り

がつく。これらは王宮の方池の伝統的な様式を継承するものである51。

（3）近代の住宅庭園

寺院の章で述べたように、近代に住宅で造られた日本風の庭園がある。第4表に示した

通りである。

2．別墅
（1）概観

別墅の起源は、新羅末の文官であった崔致遠（857～？、号は孤雲）が慶尚南道の海印

寺に隠棲したことに遡るという。高麗時代には地方官吏出身の士大夫が地方に別墅を造っ

た。光州市郊外の良瓜洞亭や1361年に沈東老が海の近くに建てた海岩亭が知られている。

李氏朝鮮は官僚制中央集権国家であり、両班制によって文班（東人）と武班（西人）の

特権身分が官職を独占した。彼らは国教とされた朱子学をはじめとして学問を修め、科挙

に合格して官僚となった。しかし、両班の間での激しい党争による盛衰は過酷であり、ま

た、儒教や道教の発展により、自然のなかで隠逸しようとする風潮が高かった。このよう

な別墅は風水地理説に適う土地が選定され、たいていは庭園が造られ、自然環境を基礎と

して、流れや池が整えられた。日常生活の場である住居から離れて、別墅は徒歩圏に造ら

れ、休息・作詞・吟詠、遊び、舟遊び、酒、研究・読書などの場として利用された52。

『最新東洋造景文化史』では、別墅を川・海などと隣接するかどうかで臨水型と内陸型

に分類し、さらに渓流が敷地内を通るかどうかに着目して細分している。別墅に建てられ

た亭は、正面3間、側面2間が基本形であるという。有室型と無室型があり、有室型の部

屋の配置は中央、偏心（左または右）、分離（左右の両方）、背面型のいずれの例もある。

渓流のある別墅でも方池などの池が造られることが多く、池への給水は自然の流れのほ

かに視覚的な趣のために人工的な形状の水路などを設置する場合もある。人生観や道教的

な宇宙観にもとづいて別墅内の空間に命名し、それを周辺の岩に漢字で記した岩刻もよく

みられる。花階が造られ、怪石が置かれることもあった。

植樹もおこなわれており、故事にまつわる樹木が植えられ、境界や遮蔽のために松や竹

が群植された。『軍国歳時記』には、枝垂れ柳が雑鬼を辟邪する力をもつという記録があ

るため、渓流の縁に植えられた。また、枝垂れ柳は、風に揺れる様子が願いに象徴された
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り、女性の姿に喩えられる木であった。

（2）事例

①瀟灑園53

潭陽の壮元峰の谷から流れる渓流の両岸を敷地として、儒学者・政治家の趙光祖（1482

～1519）の門下であった梁山甫（1503～1557）が隠居のために造った別墅であり、1530年

代には築かれ、1548年までには完成した。別墅は丘陵の南東麓に近い斜面に位置し、面積

は約4,000㎡である。幅の狭く傾斜の急な渓流が敷地内の東寄りを北から南へ曲流する。

1672年頃に描かれたという造営時の図が「瀟灑園圖」という、大きさ36cm×24cmの

木版画として1775年に制作されており、往時の姿を詳しく知ることができる。地割は現状

とほぼ同じである。図中には建物や植物などの名称が記入されている。さらに、画面の上

部には、梁山甫らと親しく交友した儒学者である金麟厚（1510～1560、号は河西）が詠ん

だ「瀟灑園四十八詠」という五言絶句がつけられており、この詩も往時の状況を知るため

の重要な資料である。

渓流の西岸では傾斜地に段々の平場を造り、上方に霽月堂、渓流に接して光風閣を建て

た。霽月堂は主人が居所し、本を読む場であり、光風閣からは後述する渓流や対岸の景色

をよくみることができる。ともに南東の方角に向けられ、軒をそらせた開放的な建築であ

る。対岸にも待鳳臺の上に小亭が建つ。渓流は幅や高さの変化が激しく、特にこの待鳳臺

付近では露出した岩盤上を水が流れ滝となって落ちている。「瀟灑園圖」には「槽潭」

「瀑」「廣石」「床岩」「榻岩」という文字が記入されている。そのほかに「石假山」という

文字もあるが、これは現存しない。「瀟灑園四十八詠」によって、「槽潭」は水を浴びる場、

「廣石」は月見をする場、「床岩」は将棋をする場、「榻岩」は瞑想する場であったことが

わかる。

入口は南側にあり、麓から竹林のなかを歩いて入口に至る。入口から渓流の東岸を北に

移動すると、5.5m×4.0mの下池、その先に2.8m四方の上池がある。かつてはこの二つ

の池の間に水碓の小屋があった。その先の待鳳臺を過ぎると、愛陽壇という平坦地がある。

この付近が敷地の北端である。北面の土塀は石積みの柱を支えに渓流をまたいで建てられ

ており、渓流の流れがそのまま敷地内に入ってくるようになっている。

略彴（まるきばし）で渓流を渡って西岸につくと、かつては北の土塀には五曲門という

門が建っていた。橋のほぼ正面には、梅臺という名の花階がある。この花階は自然石を積

み上げた高さ約1mの2段の擁壁で、背後に土塀が建ち、植栽は疎らである。「瀟灑園

圖」に描かれている植栽もやはり多くない。花階前の細長い平坦地を進むと霽月堂前の広

場に出る。「瀟灑園圖」には、南を除く三方の境域には塀があり、北東や北西の方角には

山々が描かれている。塀は低く抑えられ、別墅内の高所からは外の風景を望むことができ
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第13図 瀟灑園の全景（右上が北） 第14図 瀟灑園の花階

第16図 瀟灑園光風閣からの眺望景観第15図 瀟灑園の斎月堂

第12図 瀟灑園圖
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た。霽月堂の南側で塀を隔てた場所には、かつて鼓岩精舎と負暄堂があった。これは梁山

甫の子の書斎として建てられたものであり、現在は失われ草地になっている。その背後に

は住居があった。霽月堂の前から下に降りていくと光風閣があり、その先の透竹危橋とい

う橋を渡ると入口に戻る。園全体において、平坦地の境や建物基壇によって高低差が生じ

る部分には、自然石を積んだ擁壁と階段が築かれている。

往時の植栽は「瀟灑園圖」と「瀟灑園四十八詠」から知られている。例えば、聖徳の天

子が現れる兆しである鳳凰を待つという思いから、待鳳臺の近くに桐と竹が植えられ、ま

た、陶淵明の「桃花源記」から、光風閣の近くに桃塢が設けられたという。桃塢とは桃が

植栽された花壇のことである。ともに中国の伝説や文学に因んで植栽が選ばれた例であり、

隠逸した文人の趣向が典型的に現れている。

名勝第40号「潭陽瀟灑園」に指定されている。

②環碧堂54

光州の環碧堂は、地元の若者を教育することを目的として、朝鮮時代初期の学者である

金允悌（1501～1572）によって建てられた。東に小川が流れる低い丘陵の南東向きの斜面

に造成された平場の上に建っており、眺望は北東から南東の方向に開けている。近くには

渓谷やサルスベリ林があり、金允悌が晩年を過ごした村から約200mの場所にあった。の

ちに文臣、詩人として活躍した鄭澈（1536～1593、号は松江）が住む村も近くにあったた

め、2人が知り合う歴史的な場所となった。位置は光州と潭陽の境に近く、およそ東へ

800mの近所に瀟灑園がある。

名勝第107号「光州環碧堂一円」に指定されている。

③臨対亭55

学者の南彦紀（1534～？、号は考盤）が1500年代に造営したといわれるが、19世紀の中

頃に閔冑顕（1808～1883）の手に入り、1862年4月に臨対亭が建てられてから、臨対亭の

庭と呼ばれるようになった。臨対亭は高台の端に建ち、周辺の景色を俯瞰することができ

た。亭の近くに小さな方池円島が設けられている。下にも二つの曲池がある。

臨対亭は全羅南道和順郡にあり、名勝第89号「和順臨対亭園林」に指定されている。

④息影亭

息影亭は、1563年に金成遠が義父である林億齢のために建てられた。全羅南道潭陽郡の

高台の上にある。当時この地には多くの士大夫が隠棲し、この亭のほかに、梁山甫の瀟灑

園、金允悌の環碧亭など多くの亭が建てられ、庭園が造られた。梁山甫の外兄にあたる宋

純（1493～1582）が1533年に故郷である潭陽霽月里に建てた俛仰亭が早い例であり、宋純

は金成遠、金允悌、林億齢、鄭澈、高敬命、金麟厚など、星山歌壇を形づくっていた人々

と深い交誼を重ねていた。
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息影亭の建設時には、金成遠、林億齢、高敬命、鄭澈が息影亭をめぐって二十種ずつの

漢詩を賦した56。また、鄭澈が彼の代表作である「星山別曲」や「息影亭二十詠」などの

詩を残しており、息影亭は文学史の上でも重要な場所となった57。「星山別曲」には、隠

逸した文人らしい思想・趣味や春夏秋冬の美しい情景が詠まれている。

名勝第57号「潭陽息影亭一円」に指定されている。

⑤草澗亭

醴泉の草澗亭は学者、官僚であった権文海（1534～1591、号は草簡）によって建てられ、

ここで彼は朝鮮時代の最初の百科事典となる『大東韻府群玉』を編纂した。前身は精舎で

あり、風流を楽しむ別荘というよりは講学や著作のための空間であった。その立地は岩盤

が露出した渓谷に臨む切り立った岩崖の真上である。権文海の住居からの距離は1.9km

である。

名勝第51号「醴泉草澗亭園林」に指定されている。

⑥甫吉島の尹善道の園林58

尹善道とその別墅 尹善道（1587～1671、号は孤山）は文官にして時調歌人であった。時

調とは韓国の代表的な古典詩歌で、短歌形式の定型詩である。1637年に51歳で一旦隠逸し、

莞島郡甫吉島に樂書齋・洞天石室・洗然亭を造成し一帯を芙蓉洞と名付けた。

その後、登用、配流、隠逸を繰り返し、1639年に海南蓮洞の水晶洞・聞簫洞、翌1640年

に金鎖洞にも別墅を造成した。晩年は浦吉島に居住し、1671年に樂書齋で死去した。その

間、1688年に子が曲水堂を造成している。

芙蓉洞一帯（楽書斎・洞天石室・洗然亭・曲水堂）は発掘などの調査ののちに、修復さ

れ、名勝第34号「甫吉島尹善道園林」に指定されている。金鎖洞は海南にあり、その居所

であった會心堂は人家とは遠く隔てた山上に造営されており、現在は遺跡化している。

尹善道は鄭澈、朴仁老（1561～1642、号は蘆渓）とならぶ朝鮮三大歌人に数えられてい

る。作品は詩文集『孤山遺稿』にまとめられており、代表作の一つであってここに示す

第18図 息影亭の近景第17図 息影亭からの眺望景観
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わが友を数うるに 水に石に松に竹
東の山に月昇り 歓びはひとしおなり
ああ この五友あれば 何をか加えん

雲の色は美しきに 黒きこと数あり
風の音は清きに 途切ること多し
美しくて とぎれぬものは 水のみ

花はなぜにか 咲きては易く散り
草はなぜにか 青きからに黄ばむ
しかと 変わらぬものは 岩のみ

暖かくば花の咲き 寒くば葉の散るを
松よ汝はなぜ 雪にも霜にも強きか
九泉に 根ざしたるを 以って知るなり

木にもあらず 草にもあらずして
真っ直ぐは誰の為 中はなぜ空か
かくて 四時に青く そを好むなり

小なるが 高く浮かび 万物を遍く照らす
夜中の光明は 汝に如くものはなし
見るも 黙せるに わが友となるべし

「五友歌」59は、金鎖洞で詠われたものである。水・石・松・竹・月の不変性を主題とする

もので、尹善道の自然観をうかがうことができる。

芙蓉洞の樂書齋・洞天石室・洗然亭 尹善道は隠逸を決意したとき、済州島に向かったが、

その途中で甫吉島の景観をみて好感をもった。そして、島の主峰である格紫峯から発する

大きな谷に芙蓉洞と名付け、最初の隠逸の地とした。一帯は、楽書斎を中心とした定住空

間、自然景観を観賞しながら散策と休息を楽しむ郎吟渓と曲水堂の空間、芙蓉洞全体を見

下ろすことのできる洞天石室空間、渓流を活用して人工的な水景を創り出した洗然亭空間

に分けることができる。

格紫峯の北麓において、小隠屏と名付けられた大岩の下に樂書齋を建て、生活の本拠地

とした。この建物は後方に位置する主山の気脈を受ける形になっており、北面する。この

ような建物配置は方位よりも気脈を受けることを重視する風水論にもとづくものである。

楽書齋の立地は、格紫峯から尾根伝いに流れる気を受け止め、その気が止まる場所であり、

中島 義晴・内田 和伸
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「明堂」にあたるとされる。

また、樂書齋の前方で北側にあたる谷と郎吟渓を挟んで、格紫峯と対峙する山を風水上

の案山とし、その露岩が岩山を呈したところに方一間の小屋を建て、仙人の住まいとして

「洞天石室」と命名した。洞天とは神仙が住むところで、尹善道はここを「芙蓉洞第一之

勝」とした。洞天石室は楽書斎から真北に約1km離れた案山の中腹で、海抜約100ｍの

所にあり、面積は約2,300㎡である。洞天石室からの眺望景観は芙蓉洞のなかでもっとも

優れており、格紫峯をはじめ、その山裾に位置する樂書斎の一角を望むことができ、また

眼下には西から東へ流れ下る郎吟渓を見下ろすことができる。

この洞天石室で、尹善道は岩盤の上に1間の石室（石函）を築造し、特別な水の空間を

造った。『甫吉島識』によると、石門、石梯（石段階段）、石欄、石井、石泉、石橋、石潭

などがあり、これらはみな手をくわえず、自然の形を活かして名前を付けたものだという。

石室の位置はもっとも高いところにあり、石室の西には岩台と石壁の間に石潭があり、睡

蓮が咲いていた。

さらに、芙蓉洞の入口に亭を建て洗然亭と名付けた。亭内からは四方の眺望を楽しむこ

とができる。東南側の池は郎吟渓から分水した流れを洗然亭の北東に築いた堰によって堰

き止めたもので、奥行きは40mほどあり、大小の自然石が自然な状態で転がっている。

第19図 尹善道園林全体の俯瞰

第20図 尹善道園林の樂書斎（亀石の発掘） 第21図 尹善道園林の洗然亭
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また洗然亭のほぼ東には扁平な石の乱積みを護岸とした円島がある。一方、北西側の池は

直線的な護岸からなる矩形の池で、その池のほぼ中央には上述した円島と類似した石積み

の方島がみられる。『甫吉島識』には、東台と西台を造成し、その台の上や玉簫岩の上で

舞を舞ったり、池に舟を浮かべたり、亭で管弦楽を演奏したことが記録されている。

朝鮮時代における隠逸は時の政治から離れるためのものであり、実社会から離れるもの

ではなかった。樂書齋の東側近くには教育機関としての書室や静成菴があった。また、洗

然亭の堰は亭を取り囲む園池を形づくるとともに、その下手に位置する水田用水の貯溜と

水量調節をはかるものであった。

曲水堂 1653年、尹道善はそれまでの樂書斎にくわえて新たな住まいとして天悶堂を築造

し、1688年にはその近くに曲水堂が建てられた。1990年代の金眞成らの調査前には樹木に

覆われていたが、その後、発掘調査を経て、建物復元を含む整備がおこなわれた。曲水堂

の庭園遺構は発掘結果によると、曲水堂、書斎、亭など3ヵ所の建物跡、上池と下池の2

ヵ所の池、渓潭、橋、滝、方台などの要素で構成されている。

上池の後面にあたる池の東側に小さい段をいくつか造り、その上に花を植え怪石を置き、

また池の東南に高い方台を造り、その上に石を積んで仮山を造ったという記録がある。上

池は、象徴的な意味のほかに眺望と観賞の対象となる水景要素であり、上池の東の方台に

穴を開け石筒を入れておき、隠筒で水を導入し穴を通して池に水を流し込んだようである。

池や渓潭、川などは護岸が直線的であり、自然のなかで直線が強調された単純明快な水

景をみせている。この曲水堂での作庭は渓流を堰き止め水源を確保し、景としては静的な

ものとして、渓流は堰堤で流れを防ぐことで水面と水深を確保し、多様な水の景観を創出

した。渓流に架けられた橋を利用して、二つの方池が連なる形の庭園となっている。

⑦石門林泉庭園（瑞石池）60

学者であった鄭榮邦（1577～1650、号は石門）が官職の道を固辞し、故郷近郊において、

10余年にわたり周囲の環境を調査した後に敷地を定め、築いたものである。慶尚北道英陽

郡立岩面蓮塘里にある。

第22図 尹善道園林の洞天石室 第23図 尹善道園林の曲水堂
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中心景観をなしている瑞石池は主一齋の前にあり、南北の長さが11.5m、東西が13.4m

の台型の蓮池である。護岸は高さ1.3～1.5mであり、板石状の自然石を7、8段積み上げ

る。水深70cmの池の水は底から湧く地下水で充当されているが、一部は紫陽山側に出る

泉の水を引き、主一齋の東の幅30cmほどの水渠を通じて蓮池に流れ込むようにしている。

蓮池のなかには60余個の灰白色の石がある。これらは池を掘ったときに出た石英岩をそ

のまま景石に活用したもので、石群の周囲には蓮が植えられている。鄭榮邦はこれらの石

の形に従って一つずつその名前を付け、敬亭雑詠32節に19個の石の名前が記録されている。

これらの名前は神仙思想に由来するものが多く、そのほか、花や蝶、魚、龍、星の名など

が付けられており、池のなかに小宇宙を造ろうとしたことがわかる。

池の西に建つ敬亭は正面4間、側面2間の建物で、広い板間の両側に部屋があり、ここ

からは周囲の山水景観を眺望することができる。一次的には蓮池の瑞石群と蓮華を俯借で

き、東南の低い塀越しに遺種亭と周辺の松林を隣借（塀の外の近隣の景観を眺める）でき、

遠くに位置する蘿月巖、紫錦屛、熢燧山などの山景を自然な視野で仰借できるように造ら

れている。周辺の景観を展望できるように東側の庭は塀を65cmと低く造っている。

⑧鳴玉軒61

潭陽郡古西面後山里にあり、蔵渓亭の名でも知られる。かつて呉希道が住んでいた場所

で、彼の息子である呉以井（1619～1655）が1652年に、ここに隠逸しながら自然景観が優

れた丘の上に庭園建築を建て、その前後に池を造り、赤松とサルスベリを植え、造営した

庭園である。住居は丘を一つ越える、500ｍほど離れたところにある。

面積は3,300㎡であり上・下の2段に分かれ、それぞれに方池円島がある。1979年に発

掘された上部の後庭の池の大きさは14ｍ×8mである。すぐ下には鳴玉軒が建ち、そこ

からは下の池を見渡すことができる。正面3間、側面2間の入母屋造りの建物である。後

庭の斜面を流下する水は自然の巨岩を走り、前庭の池では一枚岩をすべりおちる。前庭の

池は1,600㎡で全庭の約半ばを占める。池畔には47本のサルスベリの老樹がある。

第25図 鳴玉軒園林の渓流第24図 鳴玉軒園林の下池
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名勝第58号「潭陽鳴玉軒園林」に指定されている。

⑨巌棲斎

巌棲斎は、朝鮮中期の権力者であった宋時烈（1607～1689）が隠逸した場所で、中国の

武夷九曲に倣い、忠清北道槐山郡青川面華陽洞の景勝地のなかから9ヵ所を選び、華陽洞

九曲と呼んだ。忠清北道槐山郡青川面華陽里から松面里まで、華陽川の渓谷沿い3.9km

に及ぶ広さである。

ここには巌棲斎をはじめ、住居であった草堂跡、書院跡など宋時烈に関連した遺跡が多

くある。巌棲斎は華陽洞九曲の第4曲である金沙潭に登場する。金沙潭は華陽洞九曲のな

かで景色がもっとも優れた場所で、澄んだ水の底の砂が金沙のようだという意味で、その

名が付けられた。水辺には大きな岩が点々とある。巌棲斎は盤石の上に松の木に囲まれて

建つ。屋根は八角形で、2間が部屋、1間が板間である。川向こうの草堂との間を船で行

き来したという。

⑩茶山草堂62

実学者の丁若鏞（1762～1836、号は茶山）が万徳寺西方にある尹博処士の山亭があった

茶山に居を移し、1808年から1826年に配流生活をしたところである。築造時期は1808年で、

全羅南道康津郡道岩面に位置する。丁若鏞は哲学者、植物学者、科学者であり、ここで

数々の名著を執筆した。

正面5間、側面2間の規模の茶山草堂の左右には東庵と西庵があったといい、康津湾の

海を眺望できた。草堂の東に5ｍ×10mの方池がある。池のなかには自然石を積んで造

った円島があり、島の上に石を配して三峰を造っている。護岸は平たい自然石である。池

の後方の丘の上の泉水を木樋で導いて池に飛泉を象っている。草堂と蓮池の後方の傾斜面

には1.2～1.6mの幅で5～6段の花階を造成しており、サルスベリなどの雑木林となって

いる。草堂の前には1.5ｍ×1.1ｍ×0.36mの平石が置かれており、茶山ではこの石の上で

茶を煎じたことから、茶竈石と呼ばれた。草堂の西北の丘の下には澄んだ茶泉が湧き出て

いる。

⑪城楽園63

城楽園はソウルの北漢山にある。第25代国王哲宗（在位；1849～1863）の治世中に、大

臣を務めた沈相応の別荘であった。その後、第26代国王（在位；1863～1897）・大韓帝国

初代皇帝（在位；1897～1863）高宗（1852～1907）の五男である義親王（1877～1955）も

居住した。

城楽園は北漢山の麓にあり、背景に狗蹲峰がそびえ、左に青龍、右に白虎の二つの山脈

に囲まれている。後方の駱山が主峰で、園がある場所は穴となっている。自然の地形をそ

のまま利用し、前庭、外庭、中庭という三つの部分で構成される。
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前庭は園内を流れる二つの渓流が合流する地点にあり、「双流洞天」という文字が岸壁

に刻まれている。この前庭には龍頭仮山と名付けられた人工的な山があり、樹齢200～300

年の樹木が茂っている。中庭には、流れの途中で自然の岩盤に囲まれて池状になった「影

碧池」がある。この池の上流の岩盤には水路が掘られ、水流が滝となって池に落ちるよう

になっている。岩盤には実学者・書家として知られる金正喜（1786～1856）による「張氷

家完堂」（つららのある家）などの文字が刻まれている。さらに上部には外庭があり、渓

流が流れ込む池と現代に建てられた松石亭という楼閣がある。

名勝第35号に指定されており、現在復元整備事業が進められている。

（3）日本との比較

自然に手をくわえないという思想 韓国の歴史的な庭園の特徴について、これまでの日本

人研究者の言葉をみると、岡崎文彬は「韓国では造園ではなく、もっぱら造景の文字を用

いるが、実態に照らせば、その用語が妥当なことがわかる」64と述べ、小口基實は「日本

庭園の場合、外部の景観は、借景ということでしか、空間利用されないのが通常である。

しかし韓国の庭苑は、まさに字の通り苑ということで、庭と外の苑とが常にかけ離れず連

続して大自然のなかに拡がり、消えてゆくといった修景のあり方で、見方によれば日本庭

園の場合とまったく正反対のような気もする。」と考えている65。稲次敏郎は建築研究の

立場から、住居内について「作庭されない庭園」と象徴的に表現した66。

尹張燮によると、韓国では「庭園は、より自然を生かすことに重点を置き、人の手を加

えないようにして」おり、風水地理説にもとづき、脊山臨水する明堂を探して敷地を定め、

周囲の環境に調和するように自然美を十分に生かして造られているという67。以上の言葉

や事例から、韓国の住宅では、敷地外に存在する環境が広い範囲で常に意識され、自然を

視覚のみでなく体感し、そのなかに身を置くことを目的としていると考えられる。人々の

関心が敷地外の環境に向いている割合が大きく、自然環境と自己の一体化という言葉がし

ばしば使われる。

第27図 城楽園の影碧池第26図 城楽園の前庭
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庭園要素の人工的な形状 上述のように、韓国では自然を生かすことに重点を置き、人の

手をくわえないようにしているといわれるが、庭園に取り込まれた人工的な要素は多い。

韓国の住宅では、人工的な形状をした方池のほか、石函、花階などが敷地内に設けられた。

このことに関連して稲次は、「日本では池と庭園を一体化する池畔構成であるが、韓国

のそれは直線的構成と切石積護岸によって、人と池面の間に断絶感をつくり出してい

る。」と指摘し、「象徴としての庭園」「伝承様式の『方池』」と表現した68。さらにいえば、

日本では庭園内部の全面において、連続的で一体的な景色を整えることが多い。それは自

然な印象を与える曲線を基本とすることからもたらされている。これに対して、韓国の方

池は周囲と切り離され単独で存在することがあり、また、その形は記号化ともいえるほど

簡単なものに定型化している。

別墅をみると、例えば瀟灑園では敷地の広範囲を造成して平場を造り、段差を直線的な

石積みで処理している。また、洗然亭では渓谷と池の護岸を垂直に積んでいる。このよう

に、日本と比較すると、韓国では庭園を整備し個々の要素を付加する際にそれらを整形的

な形状とする傾向がみられる。さらにいえば、そのような場合には、庭園の各要素の配置、

形状・意匠は建築と共通性をもつものと考えられる。例えば、方池や花階の配置は自ずと

周囲の建築と垂直・水平に方向をあわせて整えられ、方池の護岸が建築の基壇外装と共通

の形状・意匠で構築されたり、獣頭の装飾などが施されることがある。

庭園に込められた思想 朝鮮時代の方池円島は、神仙思想を基盤にし、陰陽五行説の影響

を受けたものといわれる。方池は四角の地を、円島は円い天を意味し、また、陰陽の結合

によって子孫の繁栄を祈る意味を含むとされる69。陰陽説は、宇宙の森羅万象すべて陰陽

の相対するものからなるとする古代中国の宇宙観であり、五行説は木火土金水の五要素を

五行といって五行をもととして宇宙・万物などを説明する思想である70。

前章で挙げた例のなかでは、瑞石池は宇宙を表現したものである。尹善道の庭園では、

風水地理説や「五友歌」など、作庭に思想が込められており、その庭園を理解するために

は、思想的な世界観を理解する必要がある。中国から伝わった神仙思想をもとにして、池

に神仙島を造ることは日韓ともにみられる。象徴したり見立てたりすることは東アジア共

通の文化といえる。

作庭の精神について、日本史学者の芳賀幸四郎は、平安時代の貴族住宅の寝殿造と室町

時代の禅宗寺院の庭園とを比較して、前者の庭園は「その様式において自然を模倣した前

栽様式であり、その芸術意志は浄土教的美的世界観に涵されている」のに対し、後者は

「象徴的様式の仮山であり、その芸術意志は禅の唯心的世界観にねざすものであった」と

論じている71。また、造園学者の田中正大も同じようにこれらを対比し、寝殿造りの庭に

おける作者は「自然を謙虚に受け入れて、そのなかにはいりこむ」姿勢があるのに対し、

中島 義晴・内田 和伸

441100

2021.03.09 14.11.56 Page 426 ／【Ｋ：】Ｓｅｒｖｅｒ／ｖｅｒ７県外・県内／２６６７４１日韓文化財論集Ⅳ／本文／中島義晴・内田和伸　　　ｐ３６９－４２２



西芳寺の枯山水や天竜寺の石組では「作者自身の心の中の自然を表現しようとするところ

に、質的な相違がみられる」と述べた72。この2人の言葉の通り、日本には、そのままの

自然を尊重する作庭と、思想や概念を象徴的に表現する作庭がある。このことは韓国にお

ける作庭にもうかがうことができ、この二つを念頭に置き、庭をみることで、理解を深め

ることができると考えられる。両国の庭園の思想や概念をさらに理解、解明していくこと

が今後の課題である。

Ⅴ．楼・亭・台

1．概観
（1）種類と性質

韓国の庭園や風景観賞と関わりの深いものに、開放的に造られた楼・亭・台がある。こ

れらは韓国の庭園や景勝地における眺望行為にとって、非常に重要な役割を果たしている

ものであり、この章では、その特質と代表的な事例について述べる。はじめに、日本で

楼・亭・台などの字がもつ意味を確認しておくと、『学研漢和大辞典』では次のように説

明されている73。楼は「①たかどの 二階以上の高い建物。②高くて大きな建造物。③建

物の二階より上。また、その各階。④やぐら 物見やぐら」。亭は「①地上にすっくとたっ

た建物。また、物見やぐら。また、庭の中の休憩所。あずまや。（以下省略）」。台は「一

〔臺〕うてな 高い土台や物を載せる台。また、見晴らしのきく高い台。（以下省略）」。韓

国での用例もこの内容で矛盾なく理解できると考えられる。なお、台は場所を示すもので

必ずしも建物をともなわない。

韓国における台に関する最初の記録は、『三国史記』にある高句麗の東明王の代（紀元

前37～19）に「鸞集於王台（鸞が王台に集まった）」というものである。亭に関するもっ

とも古い記録は、新羅の炤知王（？～500）が行幸したという書出池の天泉亭であり、そ

の後、真平王（？～632）が孤石亭で遊賞したという記録もある。楼については、蓋鹵王

代（455～475年）に、宮室に豪華な楼閣、台榭を建てたという記録や、百済の武王が、

636年に望海楼で臣下たちとともに宴会を開いたという記録がある。統一新羅時代にはこ

のような遊興のための楼亭建築のほかに、山地伽藍における楼形式の門という後の特徴的

な形式の建築の端緒となるような例が現れていたという。また、自然のなかに建つ楼亭、

宮殿の楼亭のほかに、軍事目的の楼亭もあった。高麗時代には増加し、朝鮮時代末期に最

盛期を迎えたという74。楼は政治、行事、宴会をする公的な空間として、亭は遊観を楽し

む私的な空間として発達した75。

朝鮮時代の書院や客舎が景勝地に立地した場合、優れた眺望地点に楼が建てられ、高所

から眼下に流れる河川、前方にそびえ立つ山々を眺望の対象とする例がよくみられる。こ
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のほかに、庭園には池や流れに臨んで楼亭が建てられることが多く、そのなかには庭園の

外を望むことのできるものもある。例えば、公的な饗宴に用いられた景福宮の慶会楼から

は宮殿外の山並みを臨むことができる。また、先述したように瀟灑園・鳴玉軒などの別墅

の庭園には、通例では園内外を見渡すことのできる開放的な建築がある。

（2）分布

『最新東洋造景文化史』によれば、韓国の楼・亭からの眺めは平均8～10kmである。

1530年代に編纂された『新増東国輿地勝覧』に記録されている楼・亭・台を行政区域別に

集計し分布した結果、楼閣が317ヵ所、亭が237ヵ所、台が110ヵ所である。

また、朝鮮時代の前期から後期における楼・亭・台の変化について、前期（1530年）は

『新増東国輿地勝覧』を、後期（1871～1899年）は邑誌をもとにしておこなわれた調査結

果によると、楼閣の数は317ヵ所から715ヵ所に増えた。また、亭は237ヵ所から1,168ヵ所

へと5倍ほどに増えた。亭の構成比率には大きな変化はないが、全体的な数はもっとも多

くなっている。このような変化の原因は、儒教が漢陽中心から地方中心へと変化したため

であり、地方の儒教文化が形成されたことによるという。

関東八景と関西八景は代表的な名勝八景である。16景のうち、亭が7ヵ所、楼が5ヵ所、

台が2ヵ所にある。

（3）楼・亭における景観の分析の例

『最新東洋造景文化史』と安啓福の論文には、楼亭で使われるもっとも基本的な景観処

理技法として「虚」の概念が紹介されている。それは、憑虚楼という楼について孫舜孝が

記したものであり、「楼虚則能納萬景 心虚則能容衆善（仕切りの無い楼は一万通りもの

景観を取り込むことができる。心を無にすれば良いものがみえてくる）」というものであ

る。楼亭は虚であるべきであり、その場合は景観を楼亭の一点に集めたり（聚景）、楼亭

から多くの景観をみられるようにしたり（多景）、楼亭の周りを自然景観で囲んだり（環

景）、自然景観を楼亭のなかに取り入れたりすることが可能になるという。

先述した鄭泰裂らによる、慶尚北道の宗家とそこから離れて建てられた亭の眺望に関す

る分析では、亭について次のことが指摘されている76。

・18村のうちの14村が周縁辺型の亭をもち、また、全45件の亭のうちの31件が周縁辺型

である。

・全45件の亭のうち、宗家から亭までの最大の直線距離は950mの亭であり、最小の直

線距離は20mの亭である。

・宗家からみえる亭26件についてみると、22件は宗家の視軸を中心とする静視野の外に

ある。これらは案山が宗家の視軸に積極的にからむ傾向が強いことと比べて対照的で

ある。ただし、良洞里と金渓里を除けば、静視野の外にあるが視認可能な亭は、一宗
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家につき1件以上はある。亭はそれ自体が視点場であるとともに、宗家における眺望

の「控えめな」点景をなしうると考えられる。

2．事例
竹西楼77 三陟の竹西楼は高麗時代の創建と伝えられ、三陟邑西の五十川という渓流を見

下ろす絶壁の上に建っている。7間×2間の入母屋屋根の建物で、現在の建物は太宗3年

（1403）に再建されたと伝えられている。

五十川は東海岸の海に注ぐ最長の河川であり、海に到達するまでに50回曲がることから、

その名がついたという。峡谷沿いの岩崖は石灰岩である。

竹西楼は関東八景として名高い江原道の八つの景勝地のうちの一つである。文臣にして

詩人の鄭澈は『関東別曲』に竹西楼を詠った。鄭澈は江原道で関東八景の美を『関東別

曲』に、国王に対する忠誠心を『思美人曲』に詠み、朝鮮初期に生じた詩歌の一形式であ

る歌辞を大成した第一人者と評価されている。

名勝28号「三陟竹西楼および五十川」に指定されている。

広寒楼78 広寒楼は小白山脈の高原地帯に開けた盆地である南原の市街地に建ち、18世紀

に創作された小説『春香伝』の舞台として有名な楼建築である。楼から南方向に、現状で

は数百m離れて蓼川が北東から南西へ流れ、その奥には緑の丘陵が続いている。楼の前

面には三神仙島が配され、銀河（天の川）にも見立てられた東西220m×南北90mほどの

園池が造られている。

太宗時代に不興を蒙った黄喜（1363～1452）が、南原に隠遁して1418～1422年に広通楼

を設け周辺を整備したのが起源であり、1434年には府使閔汝恭が改築し、1444年に広寒楼

と改称された。1461年に郡長官の張義國が楼を修復し、川から水を引いて三神山と銀河を

象徴する池を造った。

ほぼ現状の地割となったのは、1582年に鄭澈が全羅道観察使（知事）として赴任したと

きである。池内に蓬萊・方丈・瀛洲島を造り、蓬莱島に百日紅を、方丈島に緑竹を植え、

瀛洲島には瀛洲閣を建設し、烏鵲橋を架けた。この橋はおよそ長さ55m・幅2.5mの直線

第29図 広寒楼からみた池第28図 広寒楼と池北部
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的な石堤状で、四つのアーチをもつ美しい平橋である。楼からみると右手に烏鵲橋、中央

に蓬萊・方丈島、左手に瀛洲島が配されている。池の岸には亀を象った石が置かれている。

このような「天の川を象徴する湖（銀河）」を造った鄭澈は次のように詠った79。

淸風明月

恢拓銀河弄明月 銀河（池）を大きく広げ明月と遊び

栽培塢竹挹淸風 塢（どて）の上に竹を植え清風を迎えいれる

一年南國巡宣化 一年間南国の観察使を勤めしとき

只在淸風明月中 ただ清風明月のなかにいたり

1639年には申鑑が広寒楼を再建し、1795年には李万吉が瀛洲閣を重修した。現在の楼は

仁祖16年（1638）に再建されたもので、5間×4間、入母屋屋根、全高約12m、床の高

さは地上から約3.6mである。柱間にはすべて四分閤門（四分割された門扉）が付き、欄

干が巡らされている。

名勝33号「広寒楼苑」に指定されている。

書院 書院とは16世紀半ば頃から下野した儒学者たちが地方に隠居して教育をおこなった

施設である。儒学では教育を重視するため、朝鮮時代は教育が振興され、人文教育と職業

技術教育が発展し、人文教育機関としてすべての郡県に郷校が設置され、良人身分の優秀

な男子が入学した。郷校と、漢城の4ヵ所に設置された学校である部学を出ると、科挙を

受けて官吏となるか、または、最高学府である成均館に進学した。成均館で学び文科の試

験を受け合格すると官職が授与された。高麗末期から地方儒学者たちは個人財産を投じ私

立学校として、マウル単位の書斎あるいは書堂を設立しており、16世紀になるとこのよう

な伝統を継承し、また、儒学者たちを祭る祠堂の機能をも統合して、書院が設立され、地

方教育の中心機関として確立した。

屏山書院（慶尚北道安東市）には正面7間、側面2間の高床で四方を吹き放しとする床

板張りの晩対楼がある。前方には洛東江が流れ、対岸には屏風にも喩えられる姿で屹立す

る屛山が眺望できる。開放的な楼建築に座して見渡す山水の風景は格別なものである。晩

対楼の近くには小さな方池円島がある。光影池という名であり、蓮が植えられ、学問に精

進するという意味が込められている。

客舎 客舎は地方官衙の一種である。王を象徴する殿牌と宮闕を象徴する闕牌を安置し、

王のいる都から遠く離れた地方で王の施策を忠実に実行していることを象徴する役割を

もっており、外国の使臣や中央から派遣されてきた官吏たちをもてなす場であり、宿所と

して使われた。

客舎に付属した楼亭である忠清北道清風の寒碧楼は漢江上流の流れを見下ろす高台に

建っている。仁祖12年（1634）の造営と伝える。密陽の嶺南楼も密陽客舎に付属する楼亭
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で、密陽江を望む絶壁の上の景勝地に位置している。平安南道の成川客舎には、川に臨む

長大な降仙楼、蓬莱閣、十二楼、留仙観・通仙観があった80。

捜勝台と安義三洞81 慶尚南道居昌郡にある捜勝台は渓流のなかにある巨大な花崗岩の岩

である。この岩には非常に多くの文人が訪れ、いたるところにその名前や詩句などの文字

が刻まれている。捜勝台のある猿鶴洞の近くには花林洞と尋眞洞があって、この三つは渓

谷の景勝地として知られ、16世紀中頃から安義三洞と呼ばれた。

朝鮮時代にはこの安義三洞に数多くの楼・亭・台があり、儒学者たちが遊覧に訪れてい

た。その様子が『遲菴文集』に収録された李東沆（1736～1804）の「方丈遊録」、『淵齋

集』に収録された宋秉璿（1836～1905）の「遊安陰山水記」に記録されている。李東沆は

1790年（正祖14）に知人と智異山遊覧をおこない、7日間かけて安義三洞一帯を遊覧し、

合計21ヵ所を訪れた。宋秉璿らは、1899年にそれぞれの洞を3日間にわたって遊覧し、15

ヵ所に訪れた。このうち現存するものは13ヵ所ある。これらの遊覧では、景観を楽しむこ

とのほかに、過去の賢人の遊覧を踏襲したり、講学または議論をおこなうことも目的とさ

れていた。

安義三洞のなかから、次の4件が名勝に指定されている。居昌捜勝台（第53号）、咸陽

第31図 屏山書院立教堂からみた晩対楼 第32図 屏山書院の光影池

第30図 屏山書院晩対楼からの眺望景観
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尋真洞龍湫瀑布（第85号）、咸陽花林洞居然亭一円（第86号）、居昌龍岩亭一円（第88号）。

3．日本との比較
眺望行為と隠者 韓国においては自然の景勝地に眺望のための開放的な建築が数多く建て

られ継承されてきたのに対し、日本では自然のなかよりも、庭園、住宅や寺院の敷地のな

第33図 安義三洞の主な楼・亭・台
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かから眺望をおこなった事例が多い82。ま

た、ともに支配者層による事例が多くみら

れることは共通するが、韓国では隠逸した

知識人が深く関わっていることが特徴的で

ある。

『最新東洋造景文化史』では、その特徴

として、社会改革への責任感、儒教（文

学）、自然との一体化（同一化）を挙げて

いる。中国では王朝の交代が頻繁にあり政

治が不安定な時期には、知識人が自身の生命の安全を保つために政治の社会を逃れて隠逸

することが珍しくなかった。それは、絶えず「仕官」を意識しつつおこなわれ、自然のな

かに老荘のめざす「真」があると認識し、「美」があるという自然観がもたれていた83。

また、世に反してばかりはおらず、地方の子弟のため講学をつとめる者も少なくなかっ

た84。このようなことは上述した韓国における隠逸の例と類似のものといえる85。

日本の事例 朝鮮時代と同時期の日本の代表的な隠者またはその精神をもった者には、仏

道修行者以外では、脱俗して文芸に打ち込んだ連歌師、茶人、俳人などがいたが86、彼ら

第34図 猿鶴洞の捜勝台 第35図 捜勝台の岩刻文字

第36図 花林洞の居然亭 第37図 花林洞の弄月亭

第38図 尋真洞の龍湫瀑布
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の経歴や活動は、朝鮮王朝で政治的に隠逸した上層階級とは異なるものであった。近世の

日本では、科挙で選ばれた士大夫階級は存在せず、庭園を築造できるほどの財力をもちな

がら山野に生活することが可能であった者は限られており、そのような庭園の現存例は少

ない。武将として活躍した後に隠棲して漢詩人・書家となった石川丈山（1583～1672）が

住んだ詩仙堂（京都府京都市）、水戸藩主であった徳川光圀（1628～1701）が隠居した西

山荘（茨城県常陸太田市）などの庭園がのこっている。

自然のなかにおける眺望行為では、14世紀の夢窓疎石の事例がよく知られている。禅僧

の夢想は日本各地で隠棲修業し、寺院に近い山中において、山野、河川、海洋などの種々

の景観を静かに見渡せる場所に庵や亭を建て、座禅をした87。しかし、韓国のように眺望

のための建築を自然のなかに建てることは、その後も日本では盛行しなかったようである。

近世の日本における亭や高所からの眺望行為については、庭園をはじめ、住宅、寺院、

飲食店など、多数の例が文献や絵図によって知られている。儒学者・漢詩人・歴史家であ

った頼山陽（1780～1832）の書斎「山紫水明処」（京都府京都市）は眺望に優れた住宅の

現存例である。このほかにも、儒学者・漢詩人の広瀬淡窓（1782～1856）が私塾の咸宜園

（大分県日田市）に建てた「遠思楼」などのように、書斎が高層に設けられることもあっ

た。このような文人の住宅などは韓国の別墅や楼・亭でおこなわれたような、学問、詩詠、

文人どうしの交流などの文化的な活動の場となっていた。韓国との比較研究のために、彼

らの活動や自然観を分析することが今後の課題である。

韓国の風土 最後に、韓国で楼・亭・台が発達した原因について気候・気象・地勢などの

自然環境にも着目したい。『韓国社会の歴史』によれば、韓国は山地が国土の約80％を占

めているが、その半分ほどは200～500m以下の丘陵地であり、周辺には清流の流れる渓

谷が発達し、快適な居住環境を提供している。隣接する中国や日本に比べると、韓国では

自然災害が少なく、中国では黄河の氾濫と春季の黄砂が人々に大きな苦痛を与え、日本で

は夏季の台風と予期不能の地震が大きな被害を与えてきたという。また、小口は、夢窓疎

石を例外として日本に自然のなかの亭が盛行しなかったことに関連して、台風、地震、雨

などの多いことを指摘した88。このように、景勝地が多く自然災害が少ないという韓国の

風土が、楼・亭・台の文化の土台となったと考えられる。
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한국정원사략과 그 대표적 사례

中島 義晴・内田 和伸（나카지마 요시하루·우치다 가즈노부）

요 지지 한국의 정원사에 관해 종합적으로 일본어로 기술된 서적은 현재까지 출판된 적이

없다. 따라서 본고에서는 명승으로 지정된 정원과 문헌에서 알려진 사례로부터 중요 사례

를 선별하여 선행연구를 바탕으로 궁전·별궁, 사찰, 주택·별서（別墅）별로 각 정원의 특

징을 정리하고, 루（樓）·정（亭）·대（臺）를 추가하여 한국 정원사의 전체상 파악을 목적으

로 하였다.

삼국시대의 경우 고구려 산성과 백제 부여의 왕궁터에서 방형지（方形池）가 발굴되었고,

백제에서는 선산（仙山）을 본떠 연못 속에 중도（中島）를 만들기도 하였다. 통일신라시대가

되면 동궁（東宮）의 정원 등 출토 사례가 늘어난다. 고려시대는 문헌상으로 많은 정원이 알

려져 있다. 조선시대에는 경복궁에서 화계식（花階式）정원 등 현존하는 궁전의 정원을 볼

수 있다. 대한제국시대에는 덕수궁 석조전 앞 정원이 한국 최초의 서양식 정원이었다.

불교사찰에서는 고대에 만들어진 방지（方池）와 연꽃이 심어진 연못이 발굴되었다. 고려

시대에는 불교가 가장 융성하였으며 원지（園池）가 만들어졌다. 또 산지 가람이 아름다운

자연환경 속에 조영되었다. 조선시대에는 배불정책（排佛政策）하에서 지방에서 사찰이 세

력을 유지되며 조용한 자연 속에 만들어진 정원 유구가 전해지고 있다.

주택 정원은 주로 조선시대의 사례가 알려져 있으며 풍수지리설에 따라 주위 환경이 중

시되었으며, 부지 내 정원 시설은 적었다. 조선시대에는 관직을 지낸 많은 지식인들이 은

둔하면서 별서（別墅）를 마련하여 유교적 윤리관, 풍수 및 노장사상（老莊思想）의 자연관이

반영된 정원이 조성하였다. 이들은 뛰어난 풍경지의 루, 정, 대와 마찬가지로 학문, 시영

（詩詠）, 문인 간 교류 등의 장소가 되었다.

주제어 :: 한국, 정원, 궁전, 별서（別墅）, 루（樓）, 정（亭）, 대（臺）
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A Brief History of Korean Gardens and Its Representatives

Yoshiharu Nakajima and Kazunobu Uchida

Abstracts: There is no academic work published in Japanese that comprehensively describes the

history of gardens in Korea. Therefore, the purpose of this paper is to present the historical

development and characteristics of different garden types found in Korea at palaces, detached

palaces, temples, residences and villas, along with the structures of towers, pavilions, and

platforms considered important for viewing the landscape.

During the Three Kingdoms period, square ponds were found in the mountain fortresses of

Goguryeo (Gaoguli) and ruins of the royal palace of Buyeo in Baekje, which also had a pond built

with an island symbolizing the cosmological holy mountain. In the later Unified Silla period, more

cases of ponds were found—such as at Donggung Palace. Gardens in the Goryeo period were

represented in literature, while palace gardens from the Joseon Dynasty still exist—like the

flower-storey garden at Gyeongbokgung Palace. The first western-style garden in Korea, the front

garden of the stone pavilion in the Deoksugung Palace, was constructed in the period of the

Korean Empire.

At Buddhist temples, the remains of ancient square ponds and ponds planted with lotus have

been excavated. In the Goryeo Dynasty, when Buddhism was most prolific, garden ponds were

built. Mountainous areas were favoured in the Joseon Dynasty when the popularity of Buddhism

waned in favour of Taoism. However, these Buddhist temples maintained their local power, and

the remains of these gardens have been handed down from generation to generation. Residential

gardens are known mainly from the Joseon period and, based on the theory of feng shui,

emphasis was placed on the surrounding environment with relatively few associated facilities on

the grounds. Under the Joseon Dynasty scholars, serving as government officials, built villas with

gardens reflecting the ideals of Confucian ethics, feng shui and Taoism. Pavilions became places

for learning, poetry, and exchanges between the literati.

Keywords: Korea, Gardens, Palaces, Villas, Towers, Pavilions, Platforms, Scenery view
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日韓伝統造景の眺望景観演出技法についての比較研究

李 元 浩

Ⅰ．序論

Ⅱ．理論的考察

Ⅲ．研究方法

Ⅳ．結果および考察

Ⅴ．結語

要 旨 本研究は、韓国と日本の伝統的な造景の景観を構成する眺望景観の演出技法の一つである借景

技法が、両国でどのように具現されているのか、その特性について、事例をもとに相互比較・考察したも

のである。まず、東洋・西洋の庭園における眺望景観の演出技法を比較し、借景についての従来の特徴を

理論的に考察した。実際の研究事例として韓国の屏山書院と日本の仁和寺の庭園空間を対象に、立地と構

成、借景の視点および対象の範囲、借景を形成する視覚枠に分けて借景の事例を考察した。

両国の伝統庭園の事例をもとに庭園における借景の特性を比較した結果、韓国の伝統庭園の立地は周辺

の景観に対する考慮が優先視され、一方で日本の伝統庭園は相対的に平地に位置しつつ、建築線の区画に

よって造成された様々な庭園を借景の対象とした。このため韓国の場合は自然そのままの近景、中景、遠

景など、借景の対象範囲が様々であるが、日本における借景の対象範囲は塀内部の庭園の近景に限られる。

借景のための視覚枠としては、両国とも柱と梁による建築的視覚枠を基本要素としている点で共通するが、

庭園における享受様式により、特定地点に定座して周辺の景観を眺望する韓国の伝統庭園の場合、借景の

視点が限定的であるため、単一の視覚枠あるいは多数の重なり合う視覚枠がすべて一つの視点から一つの

場面を借景とする。日本の場合、回遊式庭園の眺望動作により、一つの対象を複数の視点から借景とする

一対多の方式、あるいは複数の対象が視線の透過や対比効果から多様な眺望として借景とする多対多の方

式をみせている。

キーワード 空間の位階 視覚構造 視覚枠 立地 眺望範囲

国立文化財研究所
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Ⅰ．序論

景観は人間の目にみえる世界のすべてを意味するが、人為的に創造し、設定した審美的

風景をも同時に意味している。東洋の伝統造景は自然への順応、畏敬の念、思慕などの自

然観にもとづくもので、庭園にもやはり「自然のような」自由な構図と景観演出技法が適

用されてきた。古代から伝統時代に至るまで、庭園の内と外に自然そのものを導入し、ま

たは自然を模倣した風景を実現させることは、庭園造成において重要な問題であった。こ

れは西洋の庭園が幾何学的で装飾的な規則に従うものとは差異がある。

東洋の庭園が定義する借景の辞典的意味は「景色を借りる」という意味で、中国明代に

刊行された『園冶』にその淵源を探ることができる。『園冶』によれば、借景は「庭園内

外の景観が持つ本質を獲得したり自然に内在する形態を引き出したりする技法」とあり1、

「園林は借景により巧妙となる」、「構図を編み出す方法がなければ借景をせよ」として、

庭園造成においても借景をもっとも重要な要素として挙げている2。

『園冶』では、借景を遠借（遠景を借りること）、隣借（近い所の景を借りること）、仰

借（見上げる所に展開する高岳の景を借りること）、俯借（眼下に展開する低い所の景を

借りること）、応時而借（季節の風景によって景を借りること）などに区分して説明して

いる3。これは借景が、庭園一帯に景観要素を配置することで視線の拡張と時間にともな

う変化を眺望できるようにする意図的な景観演出であるといえ、主に中国の庭園内では、

畳石を用いた庭園施設の高低差の設定、漏窓4による視線の透過と遠近感の形成などが借

景に用いられている。

今日では、韓国と日本、中国の庭園文化は独自の様式が発達しているが、過去には中国

の庭園文化が大陸から朝鮮半島を経て日本の庭園に多くの影響を与えたという点からみれ

ば、中国の借景技法も韓国と日本の庭園造成と関連があると思われる。すなわち、借景は

両国ともに中国を通じて伝わったが、長い歳月を経て自国の文化と嗜好によりそれぞれの

借景技法が発達したことで、互いに異なる特徴を有する今日の様式となったと考えられる。

本研究は、国立文化財研究所と奈良文化財研究所による共同研究において、日韓両国の

庭園比較研究の一環として、景観を構成する演出技法のうち、借景技法が庭園空間でいか

に具現されているかについての事例を考察した。両国の特性を互いに比較することで隣接

国間の共通点と相違点の分析を試み、今後の両国の伝統庭園景観関連研究の進展のための

比較研究資料として活用されることを目的としている。
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Ⅱ．理論的考察

1．東洋と西洋の眺望景観の演出技法
（1）東洋の眺望景観の演出技法

日・中・韓に代表される東洋庭園の特徴は、『園冶』において「人が造っても自然その

ままであるかのように」園林を造成すべきと強調されているように、比較的規模が小さく

ても随所に風情があり、限られた範囲内で含蓄、曲折、暗示などの技法を活用して五感を

刺激し、奥深い境地を演出するものである5。

中国の園林では、園林内部の景観を意図的に遮ることで、園林を一目で眺望できなくす

る抑景の技法が主に用いられる。仮山や樹木などの垂直的要素を挟んで曲折する園路によ

って一部だけをみせる技法を主としている。園路に沿って塀や漏窓に向かって少しずつ姿

を現す園林内部の景観が、塀に囲まれた空間のなかに足を踏み入れるとその空間の園林全

体を眺望できるようにし、景観感の極大化を誘導する方式である。明朝末期の画家である

唐志契は、『絵事微言』において「晒しつつも隠さぬのは浅薄である」と説いており、「山

と水ばかりが続き道は無いのかと疑心を抱くとき、行き止まりの道でも道は開ける」とす

る芸術技法を主張してもいる6。

日本の庭園もやはり自然をモチーフに、庭園から眺望できる景観を様々な意匠で演出し

第1図 滄浪亭の漏窓 第2図 留園の漏窓

第4図 仮山を活用した景観の遮蔽（寄暢園）第3図 塀の月門による景観の演出（寄暢園）
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ている。園路を歩きながら観賞する回遊式庭園の場合、動線と視点の移動にともなう景観

の変化が重要であるため、複雑な空間分割と狭い園路を配する特徴がみられる。また、自

然をそのまま具現するというよりは、自然を象徴的に抽象化し、石や砂などを島や波立つ

海と意味づけることで、大自然を庭園に具現しようとする諸技法が現れる。

韓国の庭園は、三国の庭園のなかで、最小限の人工を加味して自然に順応しようとする

庭園観がもっとも強く現れている。建築物の延長線上と自然に調和させる直線美と単純美

を追求しており、儒教思想に立脚した空間の位階を設け、仮山や樹木の選定、池塘の配置

とともに象徴性を付与している。庭園内部の人工的な要素は四阿と石積み、池のみであり、

それ以外の庭園に含まれる各要素は渓流や岩盤など、外部の自然環境が主となっている。

このような景観演出方式は、庭園内部からの眺望よりも外部の景観によって視覚を誘導

でき、背山臨水の立地的特性と傾斜を活用した空間の上下の位階区分にもとづき、庭園お

よび家屋の前面に開けた周辺景観を眺望できるようにしている。

（2）西洋の眺望景観の演出技法

西洋庭園の眺望景観の演出および庭園造成技法は、幾何学と拡張性に特徴づけることが

できる。18世紀に入りイギリスの風景式庭園様式が形成されたが、これを除くとイタリア

とフランス庭園の影響によりヴィラ、または宮殿を中心に平面幾何学式庭園が造成された。

第6図 龍安寺の方丈庭園
（https : //garden-guide.jp/）

第5図 建仁寺の○△□乃庭

第7図 庭園内部から塀越しに眺望できる景観
（良洞村観稼亭）

第8図 庭園内部の四阿から眺望できる景観
（潭陽瀟灑園）
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その規模は非常に大きく、「馬に乗った人の庭園」ともいわれる7。

西洋の庭園を造成した階層は主に国王や貴族で、自然を征服しようとする造営意図が確

認できる。生い茂る森林に囲まれた広い荘園は地形を平坦に整え、擁壁を利用して境界を

形成した。また、荘園内に直線の広い園路を中心に強い軸線（Vista）を形成し、左右に

花壇（Parterre）や噴水、水路、壁泉、彫刻、定型化された樹木と垣根などを対称に配置

する方式で庭園を造成するなど、東洋の庭園が思義的意味を内包する反面、形式的な美を

追求した。

2．東洋と西洋の借景
（1）東洋の借景

東洋において借景は、一般的に狭小な庭園空間をより広くみせるためにこれを適用した

り、庭園外部の景観を内部と結合させ、景観感を向上したりする目的に用いられる。また、

単に外部の景観を取り込むだけでなく、時間や季節の変化によりそれぞれ異なる趣を得る

ことができる。

中国の借景は、大半が園林内部の空間と空間との間の視点の透過によってなされる。大

半の園林は高い塀を境界として平地に造成されており、外部景観を借景するというよりは、

内部に自然と類似した景観を演出してこれを眺望する内向的方式となっている。この方式

により、庭園内部には山や絶壁などを形象化した奇異な形の仮山や太湖石などを配し、内

部に水路を造成してそれぞれの空間を結んでいる。各建築物の内部からは独特な文様の扉

枠を通じて園林を眺望することができ、塀や回廊の側壁などに設けた様々な模様の漏窓、

月門などによって塀越しの景観を眺望する景観の枠を設定した。

韓国の借景方式は外向的借景の特徴が確認できる。韓国の庭園立地は、背山臨水の風水

的立地体系に従い周辺に秀逸な山水が展開する場所が選ばれるため、庭園の外部景観も庭

園内部から眺望できる。外部景観を眺望するための方式として、各建築物が外部景観を眺

望するに適した向きを設定し、それぞれの建築物が軸線に沿った直列配置形式となってい

る。建築要素もやはり柱と梁、単純な四角形の門と窓を設け、これらが形成する四角形の

第9図 ベルサイユ宮殿
（http : //www.chateauversailles.fr）

第10図 ランテ荘
（https : //www.countrylife.co.uk）
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フレームのなかで外部景観を眺望する方式がみられる。

日本では、室町時代の庭園にもその事例がみられるように、比較的早い時期から借景技

法が適用されている。書院造庭園は部屋のなかから庭園を観賞することに主眼を置いた庭

園で、書院造建築の向きは内部の庭園施設と外部の借景された景観を鑑賞できるよう窓が

配置され、内向的特徴と外向的特徴が同時に確認できる。以降、書院造庭園は多数の書院

造建物が一つの庭園空間を共有する平面演出へと変化しながら庭園の景観を分散させる構

成が現れる。このため書院造建物に隣接する庭園は、それぞれの建物から眺望できる中心

第11図 扉枠を通して眺めた園林の借景
（留園）

第12図 ガラス窓を通して眺めた園林の借景
（拙政園）

第13図 建築的要素を活用した園林の借景
（寄暢園）

第14図 扉枠と欄干を活用した園林の借景
（留園）

第15図 塀を通して眺めた渓流の借景
（独楽堂）

第16図 建築的要素を活用した庭園の借景
（広寒楼苑）
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景観を持つにいたり、このような借景方式は回遊式庭園の成立に影響を与えた8。

（2）西洋の借景

西洋の平面幾何学式庭園は、眺望対象の大半が庭園内部の施設に限られる。庭園の境界

をなす森林は単に背景としての機能を果たし、庭園を眺望できる中央のヴィラまたは宮殿

からの眺望は、庭園の軸を形成する園路に沿って対称型の庭園を対象とする。したがって、

庭園における借景は、直線の軸に沿って開けた庭園全体を一望することができ、ヘーゲル

（Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770～1831）は、「大自然を、屋根がぽっかり空いた

広々した建物のように改造した」と西洋式庭園の借景のあり方について言及している9。

Ⅲ．研究方法

本研究は、日韓両国の庭園の代表的な景観演出技法である借景の特徴を比較すべく、韓

国の屏山書院、日本の仁和寺を研究対象とした。Itoh10は、庭園における借景の条件とし

て、第一、建物の敷地内に庭園があること、第二、遠景を庭園内部の景観として眺望する

ための物体の存在があること、第三、造営者がみせたい特徴を取り入れて設計すること、

第四、借景がなされた遠景が庭園の景観と連係していること、という4つのデザイン要素

を提示している。これは、借景が建築物外部の景観を庭園内に取り込むことに一次的な目

的がある以上、庭園の立地は必ず、周囲の環境が借景するに適した場所を選択するのが基

第18図 ヴォー＝ル＝ヴィコント城からの借景
（https : //thegardenvisitor.co.uk/）

第19図 ヴィラ・デステの借景
（https : //en.wikipedia.org/）

第17図 鹿苑寺と衣笠山の借景（https : //www.shokoku-ji.jp/kinkakuji/）
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本的な原則であるといえ、鑑賞者の視点にもとづいて眺望できる対象と範囲を設定するこ

とが必須となる。また、借景が庭園でなされる単純な形態の眺望との差別化を図る装置と

して、視覚枠の形成が求められる。視覚枠についての造作的定義としては、庭園でなされ

る眺望の範囲とは異なり、構成要素によって形成される視覚構造を意味しており、これは

大半の庭園内の建築物の柱や梁、回廊など、線的な要素により構成された額縁のような構

造からみられる景観に限定した。分析は韓国屏山書院の遊息空間および講学空間、日本の

仁和寺の御殿一帯を対象に、立地と構成、借景がなされる視点と対象の範囲、借景を形成

する視覚枠について考察をおこなった。

研究の対象地である韓国の屏山書院は、1572年に造成され、1863年に書院として昇格し

たもので、安東河回村とあわせて2010年に世界文化遺産に指定されている。1868年の大院

君による書院撤廃令の際にも残った47の書院のうちの一つであり、前面の自然環境に対し

て北高南低の地形に沿って書院の建物配置構造と空間的位階が保存されており、韓国の伝

統庭園の借景技法の代表的な事例であるといえる。書院の空間は一般に入口部分の遊息空

間と講学空間、上段の祭享空間とに区分されるが、祭享空間は神位を祀る場所であり庭園

施設の導入が制限されている一方、遊息空間は休息のための場所として周辺の景観を眺望

できる形態となっており、講学空間は修学のための場所で、遊息空間と結ばれる。屏山書

院もまた、書院の一般的な空間構成となっており、遊息空間である晩対楼一帯と講学空間

である入教堂も研究対象とした。

日本の仁和寺は、日本最古の造園秘伝書である橘俊綱の『作庭記』が保管されている寺

院である。1994年に世界文化遺産に指定され、日本の庭園師を養成する機関としても有名

で、象徴性が高い。また、平安時代初期の寺院として17世紀の建物群の大半が残っている

ため、日本の伝統庭園の借景技法を考察する上で適切であると判断できる。特に仁和寺の

御殿は京都市の名勝に指定されており、御殿の建築物を中心に、池泉回遊式様式の北庭と

枯山水様式の南庭が仁和寺内の核心的な庭園空間として代表される。屏山書院の現場調査

は、2017年度に国立文化財研究所が実施した重要遺跡地の造景実態調査により2017年2月

から11月までおこない、日本の仁和寺についての現場調査は2017年7月におこなった。

Ⅳ．結果および考察

1．韓国・屏山書院の借景
屏山書院の立地および空間構成をみると、花山が書院の主山に該当し、晩対楼を起点

に約300m前面に絶壁の屏山が洛東江を間に挟むかたちで位置している。屏山書院内の建

築物のうち、晩対楼と入教堂は前面の自然景観に向かって座向が設定され、屏山と洛東江

を眺望できる地点にあたる。このような構造は、傾斜を利用して位階にもとづく視覚的開
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晩対楼

遊息空間 講学空間 祭享空間

入教堂

晩対楼

俯借

入教堂

俯借

入教堂後面

俯借

復礼門

仰借

晩対楼楼下

仰借

Key-map

番号

眺望地点

借景形態

A B C D E

図面：(財)韓国書院統合保存管理団をもとに再作成

晩対楼

入教堂

放性を確保し、前面部の眺望を景観的に開かれたものにするため、楼閣を造成する基本的

な建築構造を示しているが、これは書院の外部空間でもっとも顕著となっている。

晩対楼は屏山書院の遊息空間として楼閣の特性上、二層の長方形構造を持ち、一階は柱

だけを立てて完全に開放されるよう施され、二階は周囲に鷄子欄干のみを設置して完全に

開けた空間が造成されている11。晩対楼に上がると外山門である復礼門と境内のサルスベ

リ群が近景で眺望でき、中景には前面の砂州と洛東江、屏山が、遠景には花山の松林が眺

望できる。これらの景観は、柱と梁により形成される七つの升目が四角形の視覚枠となり、

屏風のように借景の枠を形成している。

第1表 屏山書院の視点にもとづく視覚構造
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Key-map 眺望景観区分

入教堂
晩対楼

入教堂
晩対楼

復礼門の
仰借

晩対楼楼
下の仰借

晩対楼
入教堂

晩対楼
入教堂

Key-map 眺望景観区分

入教堂
の俯借

入教堂
背面の
俯借

晩対楼
入教堂

Key-map 眺望景観

入教堂は屏山書院の中心にある講学空間で、内部から前面の屏山と川辺を眺めると、東

斎と西斎、晩対楼が重なり合う自然景観を眺望することができる。これらの景観は晩対楼

に比べ後面に位置することから、より広い眺望範囲となるが、東斎と西斎を両側に配する

ことで、入教堂からの眺望を晩対楼のように洛東江と屏山、花山の松林に限定する特徴が

第4表 復礼門と晩対楼楼下の仰借

第3表 入教堂の俯借

第2表 晩対楼の俯借
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Key-map 番号 眺望地点 眺望対象 借景形態

白書院から眺
めた南庭

宸殿から眺め
た南庭

宸殿から眺め
た北庭

回廊から眺め
た北庭

回廊から眺め
た小庭

南庭

南庭

北庭

北庭

小庭

隣借

隣借

隣借、遠借

隣借、遠借

隣借

A-1

A-2

B-1

C-1

C-2

図面：仁和寺のホームページ（http://www.ninnaji.jp/en/）をもとに再作成 黒の矢印は観覧動線

みられる。これは庭を取り囲む各建物によって、書院内部の慎ましやかな雰囲気との対比

をなす開放効果が得られ、入教堂の柱と梁が形成する視覚枠内に晩対楼の視覚枠が重なり

合う。さらに、中心軸に沿って配置された晩対楼、入教堂などの建物立地は、入教堂後面

の窓枠からみえる視覚枠が追加的に重なり合いながら様々な視覚枠が一つの焦点景観をな

している。

一方、復礼門と晩対楼楼下からの借景には、低所から高所を見上げる仰借の技法が適用

されている。書院建築物の直線型の平面配置は、復礼門の扉枠による視覚枠が形成され、

さらにその内部に晩対楼の楼下面、入教堂の柱などが、晩対楼の楼下では入教堂の扁額と

書院内部の姿が、小さな視覚枠の形となり重なり合う様子がみられる。

2．日本・仁和寺の借景
京都の仁和寺は沢山南麓の平地に造成された寺院で、御殿は仁和寺の南西側に位置する。

仁和寺御殿の境内から眺望できる対象はすべて庭園で、池泉回遊式の北庭と枯山水式の南

庭が代表的である。御殿の白書院と黒書院、宸殿、霊明殿を結ぶ回廊に沿って左右に小さ

な庭園が近景の形で眺望できる。　

各建築物は塀内部の庭園空間に向かって建ち、南庭の北側と西側には、それぞれ宸殿と

白書院が造成されている。南庭の中心には枯山水式庭園が広がっており、庭園の北側には、

左右にそれぞれ桜の樹（左近の桜）と橘の樹（右近の橘）を植栽し、景観の焦点を形成し

第5表 仁和寺御殿の視点にもとづく視覚構造
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Key-map 眺望景観

白書院から眺めた南庭

宸殿から眺めた南庭

Key-map 眺望景観

宸殿から眺めた北庭（隣借、遠借）

宸殿から眺めた北庭（隣借）

ている。

北庭は、西側の霊明殿と南西側の黒書院、南側の宸殿が庭園を取り囲む形となっており、

各建築物の内部から眺望する庭園は、それぞれ異なる姿をみせる。建築物周辺に開けた白

砂と曲線形の池が配置され、石橋に沿って造成された樹林帯には滝と庭園石が配置されて

いる。また、樹林帯の右側にある茶室と仁和寺境内の五重塔がそれぞれ中景と遠景の対象

となる。　
第6表 南庭の隣借

第7表 宸殿の隣借および遠借
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Key-map 眺望景観

回廊から眺めた北庭（隣借、遠借）

回廊から眺めた小庭（隣借）

各建築物を結ぶ回廊は建築線に沿って直線型で屈折しており、両側が開放された形で動

線および視線の移動によって、連続する庭園の借景がなされるように造られている。また、

回廊により形成される建築物中央の空間に小規模の庭園を置くことで、御殿内部からの景

観がつながるように工夫されている。　

仁和寺は建物を取り囲む廊下の柱と梁、回廊の窓枠によって一つの建築的視覚枠を形成

している。また、特定地点からの静的な眺望というよりは回廊の連結を通じて動線が移動

することにより、景観的な庭園の姿が多様な平面の視覚枠で連なるようにした技法が確認

できる。

また、屈折した回廊の連なりは、各建築物の開口部をすべて開放すると、建物内部の扉

枠と回廊の窓枠などによる多数の視覚枠が一望できる。数々の軸線が形成された借景の視

覚枠を持ち、屈折部では視覚範囲がもっとも長い長辺で対角線の眺望が可能となり、これ

によって庭園全体の姿を確認できるようにした。

第8表 回廊の隣借および遠借

第20図 回廊の連結によって連続する多数の視覚枠（正面と側面）
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3．日韓庭園における借景の特性比較
（1）庭園の立地および構成

韓国における伝統庭園の立地については、庭園に込められた自然観と関連づけることが

できるが、古朝鮮時代の自然崇拝思想から風水地理説、儒教思想など、様々な思想が秀麗

な自然環境と結合し、背山臨水地形に最小限の人工を加味する自然親和的な庭園を造成さ

せた。風水の形状にもとづき山を背にした立地的特性は、庭園の眺望対象となる建築物が

傾斜面に位置し、座向も前面に開けた景観を眺望できるような構造を備えることとなった。

これは朝鮮時代後期に至り儒教思想が幅広く作用するとともに、位階上の構造から顕著と

なる。儒教がもっとも重視する上下尊卑の位階は、忠孝思想にはじまり、目上の者を敬い

自分を低めるための生活様式から出発して、空間を造成する基本原則にまで作用する。特

に建築物およびこれに関連する空間の位階を区分すべく、傾斜を利用して石積みを造成し

たり、空間を方形で明確に区画したりしながら、空間の独立性と調和を同時に考慮した。

日本では庭園立地の選定において、大半が平地に造成される。韓国の庭園と比べると、

相対的に周辺の景観に対する考慮が少ないかわりに、庭園内の敷地と建築物の造成後、塀

に囲まれた内部空間に庭園を区画することで、建築物中心の緊密な空間構成がなされてい

る。これにより庭園空間は塀と建築物により分けられ、回遊式庭園様式の発達は、建築物

とこれを結ぶ動線に沿って順次、あるいは特定地域に対する眺望が形成されながら、庭園

の特性によって借景の具体的な内容が決定される。　

（2）借景の眺望対象および範囲

韓国の伝統庭園は、平面形態から、塀で囲まれた内院と塀の外の外院、庭園に間接的に

影響を与えうる影響圏とに区分できる。内院を構成する要素として怪石と建築物、池、階

段花壇、樹木などが最小限の配置をなしており、外院の構成要素としては塀に隣接する渓

流や河川、周辺の山林などが、外院の外の自然環境が影響圏域の構成要素に含まれる。こ

れは借景の観点において、庭園内の建築物から眺望できる内院の構成要素は近景、外院の

構成要素は中景、影響圏域の構成要素は遠景として関連づけることができる。

第21図 『作庭記』風水の基本である河図と洛書 第22図 『作庭記』にみられる回遊式庭園
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眺望地点 眺望範囲 眺望地点 眺望範囲 眺望地点 眺望範囲

［韓：一対一の方式］ ［日：一対多/多対多の方式］

日本では、塀で区画した敷地内で庭園を眺望対象と捉えている。借景の眺望対象として

は、一部の大規模庭園は、地形の高低差や樹林地の造成により中景に周辺の景観を含んで

いるが、多くの場合、庭園内部の怪石や樹木、砂などの構成要素が近景に該当する。造営

者が自分の空間から眺めたい景観をその趣向にもとづき庭園を造成し、そこで再創造され

た自然を眺めた。

（3）視覚枠の形成

視覚枠はあたかも額縁のように建築的要素で構成された枠のなかに、実際の景観を取り

込むことで、実際の風景があたかも絵であるかのように感じられるよう、自然美を芸術美

へ昇華させる方法といえよう。

韓国の伝統庭園は、特定地点に座して周辺景観を鑑賞する享受様式が主体をなしながら、

借景は一つの地点からみえる単一の景観が一対一の対応方式として現れる。すなわち、庭

園施設が位置する内院から遠く影響圏域に位置する山水景観までの三次元形態の景観要素

が、柱や梁、門窓などの建築的視覚枠により、一つの場面として認識されるのである。こ

のような視覚枠は、直線上に建てられた各建築物との関係において仰借と俯借の技法が適

用された結果、複数の視覚枠がそれぞれのモジュールとして重なり合い、二次元の焦点景

観を形成することとなる。

日本の伝統庭園も、建築的視覚枠により借景がなされる様相は韓国と同様であるが、庭

園を取り囲む各建築物が連係してこれらの視覚枠がつながりながら、庭園の正面、側面、

背面などの姿を三次元で様々に眺望できる一対多の対応方式を確認することができる。ま

た、建築物に連結した廊下と各建築物の間に形成される視覚枠が重なり合い、複数の借景

対象が視線の透過、遠近感の強化などによって様々な場面として認識される、多対多の対

応方式から、庭園造成過程における開口部の枠組づくりに関する様々な計画的意図がうか

がえる。

これらの庭園は、造営当時の庭園内部の景観が外部の主な風景点といかに調和をなすべ

第23図 日韓庭園における視覚枠の形成に関する特性
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きかを考慮した事例であり、庭園内部から外部の景観を眺望するためにもっとも望ましい

位置を調べ、そこで造営者または利用者が鑑賞できる場所として適切に配置したという特

徴を持つ。単一の軸線を有する屏山書院では、一方向に一つの対景を造ることが自然な現

象であり、曲折する動線が連続する仁和寺は、動線と視点の方向が変化するにともない多

数の対景を造り、回遊する方式を演出したのである。

Ⅴ．結語

本研究は、韓国と日本の伝統庭園の景観演出技法である借景の適用方式について、考察

を試みたものである。韓国の屏山書院と日本の仁和寺を対象に、両国の借景特性を比較し

た結果は、次の通りである。

第一、韓国の屏山書院は、前面に開けた洛東江と屏山に向かって北高南低型の立地を有

しており、復礼門と晩対楼、入教堂へと連なる直線型の建物配置は、空間の位階に従った

仰借と俯借の借景技法が適用されている。晩対楼では、境内のサルスベリ群が近景を、前

面の砂州と洛東江、屏山が中景を、屏山越しの山岳地帯および松林が遠景を借景するよう

にし、入教堂の柱と梁が形成する視覚枠内に晩対楼の視覚枠を重ねるなど、複数の視覚枠

が重なり合うことで一つの焦点をなすようにしている。一方、復礼門は晩対楼の楼下およ

び入教堂の柱と梁が形成する視覚枠の重なりにより、入教堂の扁額を眺望できる構造を有

していた。

第二、日本の仁和寺は平地に造成された寺院庭園であり、建築物と塀により庭園が取り

囲まれた、閉じた構造を有している。各建築物の座向は庭園に向かっており、枯山水庭園

と池泉回遊式庭園、回廊に囲繞された小庭の姿を近景とし、回廊と床によって結ばれる動

線は視点の移動によって様々な場面へと認識されることになる。また、建物と回廊により

形成される建築的視覚枠の連続と重なりは、景観的な庭園の姿を平面で結んだり、屈折し

た多数の視覚枠がそれぞれの軸線を形成したりしている。

第三、韓国の屏山書院と日本の仁和寺をもとに両国の庭園における借景の特性を比較し

た結果、韓国の伝統庭園の立地は自然親和的な自然観と結合し、周辺の景観が優先的に考

慮されるのに対し、日本の伝統庭園は平地に造成され、塀内部の空間区画にもとづき造成

された様々な庭園を借景の対象とした。このため韓国の場合は、自然そのままの近景、中

景、遠景が広い眺望範囲を構成しているが、日本では眺望範囲が人工的に造成された近景

に限定されるという特性をみせる。借景のための視覚枠の形成は庭園における享受様式と

関連づけられるが、特定地点に座して周辺の景観を眺望する韓国の伝統庭園における様式

は単一の視覚枠、あるいは多数の重なり合う視覚枠が、すべて一つの視点から一つの場面

として認識される様相が確認され、日本では建築物の連結によって連続的に鑑賞する回遊
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式眺望様式から、一つの対象を複数の視点から借景する一対多の対応方式や、また複数の

対象が視線の透過や遠近感の強化によって様々な場面をなす多対多の対応方式が加わる。

本研究は、韓国と日本の庭園を対象に、両者の比較による結果をまとめたもので、今後

は各庭園の類型別に、多数の事例比較を通じてその特徴をまとめ、両国の庭園景観演出技

法のうち、借景における文化的類似性と相違性を導き出すことを最終目標としている。
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한·일 전통조경의 조망경관 연출기법 비교연구

이 원 호

요 지지 본 연구는 한국과 일본의 전통조경 경관을 구성하는 조망경관 연출기법의 하나인

차경기법이 한국과 일본에 어떻게 구현되었는가에 대한 사례를 통해 그 특성을 상호 비교

고찰하였다. 먼저 동서양 정원에서의 조망경관 연출기법을 비교해 보고 동양과 서양의 차

경의 기존 특징을 이론적으로 고찰하였다. 실제 연구사례 대상지로 한국 병산서원과 일본

인화사 정원공간을 대상으로 입지와 구성, 차경의 시점 및 대상의 범위, 차경을 형성하는

시각 틀로 구분하여 차경 사례를 살펴보았다.

양국 전통정원의 사례를 통해 정원의 차경 특성을 비교한 결과 한국 전통정원의 입지는

주변의 경관에 대한 고려가 우선시되는 반면, 일본의 전통정원은 상대적으로 평지에 위치

하면서 건축선의 구획에 따라 조성된 다양한 정원을 차경의 대상으로 삼았다. 이에 한국의

경우 자연 그대로의 근경, 중경, 원경 등 차경 대상의 범위가 다양하게 나타나고 있으나,

일본 차경 대상의 범위는 담장 내부 정원의 근경으로 한정된다. 차경을 위한 시각 틀로는

양국 공히 기둥과 보에 의한 건축적 시각 틀을 기본 모듈로 한다는 데서 공통점을 지니고

있으나 정원에서의 향유행태에 따라 특정 지점에서 정좌하여 주변의 경관을 조망하는 한

국 전통정원의 경우 차경의 시점이 한정적이기 때문에 단일 시각 틀 혹은 다수의 중첩된

시각 틀 모두 하나의 시점에서 하나의 장면이 차경되는 양상을 보이고, 일본의 경우 회유

식 정원 조망행태에 따라 하나의 대상을 여러 시점에서 차경하는 일대다 방식 혹은 여러

대상이 시선의 투과나 대비효과를 통해 다양한 장면으로 차경되는 다대다 방식을 보이고

있다.

주제어 :: 공간 위계, 시각구조, 시각 틀, 입지, 조망범위

李 元 浩
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A Comparative Study on Landscape Formation in Traditional

Landscape Architecture in Korea and Japan

Lee Wonho

Abstracts: This research analyzes how the borrowed scenery technique which is one of the

landscape formation techniques in traditional landscape architecture in Korea and Japan was

implemented in the both countries with examples to compare their characteristics. Firstly, this

study compares the landscape formation techniques used in Asian and Western gardens and

theoretically examines the characteristics of borrowed scenery techniques in Asia and the West.

Based on the case study analysis on the gardens of Byeongsan Seowon in Korea and Ninnaji

Temple in Japan regarding borrowed scenery in terms of location and composition, viewpoint and

scope of the borrowed scenery, and visual frame of the borrowed scenery can be summarized as

follows.

The comparative study on the characteristics of traditional gardens of Korea and Japan

suggests that traditional Korean gardens give priority to consideration of surrounding landscape

while traditional Japanese gardens located on a relatively flat ground borrow various sceneries of

garden created by the division of the architectural line. Accordingly, in the Korean style, the

scope of borrowed scenery varies from near, middle to distant views of nature while the scope of

borrowed scenery in the Japanese style is limited to a near view of the garden inside the wall.

Both countries commonly use a visual architectural frame formed by pillars and beams as a basic

module. However, how they enjoy the view in the garden are different. In the case of a Korean

garden where surrounding landscape is viewed from a specific seated position, the viewpoint is

limited and thus one scene is borrowed from one viewpoint whether through a single frame or

multiple overlapping frames. In the case of a Japanese garden, depending on the viewing

behavior in a pond garden, one object can be borrowed from various viewpoints (one-to-multiple

method) or different objects can be borrowed in various scenes through the transmission of sight

or contrast effect (multiple-to-multiple method).

Keywords: space hierarchy, visual structure, visual frame, location, scope of view

日韓伝統造景の眺望景観演出技法についての比較研究

444433
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