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国分尼寺の造営過程に関する基礎的考察
梶

原

義

実

はじめに
天平 13（741）年、聖武天皇の詔によって全国に国分僧寺と国分尼寺が造営されることにな
る。このうち国分僧寺については、七重塔というそれまでの地方にはない高層建築を備えるこ
とが詔に明記されていることもあり、ほぼすべての国においてあらたに新造されており、また
その位置についても多くの国であきらかにされ、発掘調査や研究も進められている。
それに対して国分尼寺は、土佐など在地諸寺の転用で済ませたとされる例も散見し、それゆ
えにか、その正確な位置比定やまた発掘調査についても、おこなわれている国は意外にすくな
い。そのような状況下で、研究面においても、国分尼寺については国分寺研究の付け足しのよ
うな形で扱われることが多い。しかしながら、全国に僧寺だけではなく尼寺をもセットで造営
することは、国分寺制のモデルとされる中国唐代にはない制度であり、
「護国」思想に基づく
国分僧寺とはその役割が異なり、
「滅罪」という天然痘の流行からの救済を願う（吉田 2011）
光明皇后の意志が色濃くあらわれた政策であるといえる。国分寺とワンセットとして等閑視し
てよいものでは決してない。
本稿では、資料数のすくない現状ながらも、国分尼寺の伽藍や出土瓦について、現状の整理
をおこなうとともに、国分僧寺との比較からその造営のあり方について、若干の私見を加えて
みたい。

１．国分尼寺の伽藍配置
先述のとおり、国分尼寺の本格的な発掘事例はすくなく、伽藍配置があきらかにされている
例は、管見の限りでは、関東地方を中心に武蔵・相模・上総・下総・常陸・下野・甲斐・信
濃・三河・播磨・備中・阿波・肥後と、わずか十数例に過ぎない（図１・２）
。
国分尼寺は塔をもたないため、中門と金堂と講堂が南北一直線上に並ぶ伽藍配置のバリエー
ションはすくなく、回廊が金堂に取り付くか、金堂の周囲を巡って講堂に取り付くかというく
らいしか、明瞭な差異は見受けられない。山路直充氏は国分僧寺の伽藍配置の分類において、
前者をＡ型、後者をＣ型として分類をおこなっており（山路 2008）、本稿でもそれに従って国
分尼寺伽藍の分類をおこなう。
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下野国分尼寺

相模国分尼寺

上総国分尼寺
図１

諸国国分尼寺の伽藍配置 ⑴（1：4000）
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常陸国分尼寺

武蔵国分尼寺

播磨国分尼寺

甲斐国分尼寺

備中国分尼寺

三河国分尼寺

阿波国分尼寺
図２

諸国国分尼寺の伽藍配置 ⑵（1：4000）
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回廊が金堂に取り付く伽藍配置（Ａ型）の国としては、上総・下野・甲斐・播磨・備中・阿
波があげられ、回廊が講堂に取り付く（Ｃ型）の国としては、相模・信濃・三河・肥後があげ
られる。また武蔵および下総については回廊は不明であるが、中門から金堂・講堂を巡って講
堂の背後で閉じる柵列・板塀などの囲繞施設をもつ（Ｄ型）。常陸については、報告ではＣ型
をとるという見解が提示されたが、Ａ型であるという説もある。これだけみると特段明瞭な傾
向性は見受けられず、わずかに西日本ではＡ型が、東日本ではＣ型やそれに近い囲繞施設をも
つＤ型が多いといえる程度である。しかし国分僧寺の伽藍配置と比較すると、僧寺がＡ型であ
りながら尼寺はＣ型をとる三河および、隣国の備後とともに国分僧寺としては珍しい法起寺式
伽藍配置が想定されている備中（高橋ほか 1991）を除いては、武蔵や下総の囲繞施設の様相
などを含め、いずれも国分僧寺の配置と共通している。肥後国分僧寺の伽藍配置は特殊である
が、回廊が金堂を巡る構造であり、また肥後を除く西海道の国分寺のほとんどが、金堂と塔を
回廊内に配し、回廊は講堂に取り付く伽藍配置を取っていることから、肥後国分尼寺の伽藍配
置もその系譜下で考えてよいと思われる。国分尼寺の伽藍配置の選択にあたっては、基本的に
は国分僧寺と揃えた形にしているということがわかる。先述の東西差については、山路氏が
「堂塔の配置に地域的な類似はあっても、同一性はない」（山路 2008）と述べることが、単に
国分尼寺の伽藍配置にもあらわれているに過ぎない。ただし、国分僧寺と伽藍配置が揃わない
国はいずれも東海以西であり、関東地方における僧寺・尼寺の統一性とはやや様相が異なる点
は注意しておく必要があろう。

２．国分尼寺の造営年代
続いては国分尼寺の造営年代について、遺構の状況や出土瓦などから、可能な限り絞り込ん
でいきたい。
まずは年代の上限であるが、これは関東地方の事例がもっとも参考になる。いくつか例をあ
げていく。
下野（大橋 1997 など）では、僧寺・尼寺ともに金堂東側に仮設の仏堂がまず置かれる。こ
の仮設仏堂については、僧寺は掘立柱建物、尼寺は礎石建物であり、この構造の違いは時期差
を示すものとされる。その後僧寺・尼寺とも正式な金堂を中心に寺院地が設定され、造営が開
始されるが、尼寺造営の本格化は、僧寺金堂および塔の造営後のⅠ ‒ ２期前半、瓦屋が三毳山
山麓窯跡群に集中して以降とされる。
上総（宮本 1994 など）では、僧寺はのちに講堂となる基壇建物、尼寺は掘立柱の仮設仏殿
を基準に寺院地が設定され（Ａ期）
、のちに方位を北に戻して本格的な礎石建の伽藍が整備さ
れていく（Ｂ期）
。僧寺・尼寺ともにＢ期礎石建物の創建瓦は、平城6225‒6691 系の瓦である。
常陸（黒沢 1998 など）では、創建期の素縁複弁十弁蓮華文軒丸瓦が、笵傷の進行から７段
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備中

各国国分二寺の瓦（1：8）

階に分けられているが、僧寺・尼寺ともに、その創建は国府の創建や茨城廃寺の修造に続く段
階（7104ｂ段階）であるとされる。
武蔵（有吉 1998 など）では、まず塔を中心とした僧寺の寺院地が設定され、塔が先行して
造営される。その後金堂を中心に、北を向いた中軸線を基本としながら寺院地を再設定し、尼
寺の伽藍地もそれに合わせて設定している。
下総（山路ほか 1994 など）では、まず塔を基準として、磁北からやや西に振れた僧寺の寺
院地が設定され、その後方位を東に振り直して、僧寺の寺院地の再設定および尼寺の寺院地の
設定がおこなわれる。造営順序は塔が先行し、その後僧寺金堂・講堂・尼寺となるが、尼寺の
造営は僧寺よりもやや遅れるようである。
以上から国分尼寺の創建年代の上限についてまとめる。
まず本格的伽藍に先行する仮設建物がある国は上総と下野であり、上総は尼寺の寺院地の方
位も仮設仏殿を基準とすることからも造営開始年代を上げて考えられるが、下野は僧寺の先行
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建物が掘立柱であるのに対し、尼寺は礎石建物であり時期はやや遅れるであろう。先行建物は
僧寺では美濃や備中、筑後など複数の国で想定できるのに対し、尼寺では少ないといえよう。
また武蔵や下総国分寺のように、堂宇によって基準となる建物方位が変わる例もみられない。
これら造寺計画変更の暦年代としては、国分寺造営への郡司層の協力を要請した天平 19
（747）年の詔と関連をもつという指摘（須田 1995 など）がなされており、この指摘は、出土
瓦の年代およびこの時期における国分寺造瓦組織の転換（梶原 2011）などからみても妥当な
見解であると思われ、これがひとつの基準となろう。尼寺の造営開始は、寺地の設定なども含
め、基本的には天平19 年詔以降であるとみたい。
天平 19年詔以降、国分僧寺・尼寺とも礎石建瓦葺伽藍の造営が本格化したとされるが、瓦
の年代観としては、上総国分寺の創建瓦は天平末年（748）〜天平勝宝年間（749〜756）の早い
時期とされており、常陸国分寺の軒丸瓦も平城宮 6316 型式との関係から、天平 19 年〜天平勝
宝年間であるとされる。下野国分寺の瓦についても、芳賀郡系瓦の年代観から天平 19 年を上
限とする年代が提示されており（山路 2005）
、国分尼寺の本格的造営は天平 19 年以降、それ
も多くの国で僧寺金堂が優先的に造営されることや、天平勝宝８（756）年にもさらに督促令
が出されていることからしても、尼寺の造営はかなり遅れたとも考えられる。
東海以西についてもみていく。
三河（前田ほか 1989・2006、梶原 2010 など）では、国分寺の創建瓦は軒丸瓦の祖型は平城
6314型式などに近いが、平城宮・京から直接導入されておらず、越中国分寺において、特徴
的な蕨手状均整唐草文をもつ軒平瓦とセットとなり、三河に受容される。製作技法はいずれも
横置型一本作りである。6314A 型式は平城宮瓦編年では第Ⅱ‒２期（天平初頭頃〜天平17 年）
に置かれている瓦であり、それが上限となる。三河国分尼寺の金堂で多く出土する主要瓦
（ＭⅠＢ型式）は、僧寺の創建主要瓦からは文様変遷的にやや遅れ、僧寺では築地周辺からわ
ずかに出土するのみであり、尼寺の造営が僧寺より遅れたことがわかる。
備中では、少数ながら須恵質の叩き目をもつ瓦が出土しており、また掘立柱の柱根も検出さ
れたことから、国分寺創建以前の前身寺院（Ⅰ期）の存在が想定されている（高橋ほか 1991）
。
この想定前身寺院の年代については明確ではないが、先述の関東地方における仮設堂宇的なも
のとするのが適切かと考える。本格的な伽藍造営期（Ⅱ期）の軒平瓦は平城宮第二次大極殿
（745年造営）の主要瓦である平城 6663Cb 型式の系譜を引く瓦が採用される。この瓦は横置型
一本作りの平城6225A 系の軒丸瓦とともに、備中二子御堂奥窯や栢寺廃寺などにまず導入さ
れるが、国分寺・国分尼寺では軒丸瓦について、在地の備中式軒丸瓦の様相を加味したあらた
な文様を創出し、製作技法も接合式へと変化させて採用する。軒平瓦については、備中で最先
行と考えられる、栢寺廃寺同笵のものが国分寺でわずかに出土するほかは、そこからやや文様
変遷したものが、国分寺・国分尼寺の主要瓦となる（梶原 2010）。なお、国分尼寺にはⅠ期の
遺構はない。
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以上の事例は、関東地方の事例から導ける年代観と矛盾するものではなく、国分尼寺の本格
的な瓦葺建物の造営については、おおむね天平19（747）年の詔を上限とすることができ、そ
こから僧寺金堂が優先されつつ造営されることを考え合わせると、750 年代、それも前半の早
い時期であることは稀であったのではないだろうか。
下限については、横置型一本作りの変遷からつかむことが可能である（梶原 2013）。横置型
一本作りは、成形台への粘土の詰め方の差異により、積み上げ技法と折り曲げ技法に分けられ
ており、まず積み上げ技法が奈良時代中期に出現し、その後、神護景雲年間（767〜770）頃に
折り曲げ技法に転換していったものとされる（毛利光・花谷 1991）
。
三河国分二寺の軒丸瓦Ｍ４Ａ型式においては、僧寺および尼寺中門の所用瓦はいずれも積み
上げ技法系の技術で製作され、尼寺南面回廊所用瓦のみが折り曲げ技法で作られており、尼寺
造営の最終段階に、折り曲げ技法が採用されたものと考えられる。また伊勢国分僧寺において
も、出土軒丸瓦の大部分が積み上げ技法だが、文様構成的に時期が降ると思われるⅠＧ01 型
式は折り曲げ技法であり、この瓦は帰属建物は不明確ながら１ヶ所の調査区でまとまって出土
していることから、造営最終段階の一時期にのみ限定的に、折り曲げ技法が採用されたと考え
られる。伊勢では文様は異なるが、尼寺や国府でも時期の降る軒丸瓦の一部は折り曲げ技法で
あることが確認されており、国司主導で造営された官営建物である三者における、工人集団の
交流と製作技術の共有が指摘できる。これらの事実からは、国分僧寺や、とくに尼寺の造営終
了の年代的な定点のひとつとして、神護景雲年間を措定することができよう。
以上のことから、国分尼寺の造営においては、おおむね 750 年代のおそらく中葉頃から造営
を開始する国が多く、国分僧寺と同時かやや遅れる形で、770 年頃には回廊等を含めた主要伽
藍の造営は一段落していたものと考える。その中でも、天平宝字５（761）年の光明皇太后の
一周忌に国分尼寺に阿弥陀三尊像を造立し安置したとの『続日本紀』の記載があり、このとき
に造営の督促がおこなわれていないことや、また武蔵国分二寺において、天平宝字２（758）
年新設の高麗郡の郡名瓦がみられない点などから、この頃までに大規模な造営は終了していた
との見解もあり（川尻 2013）
、すくなくとも尼寺金堂の造営は 760 年頃までで終了していたも
のと思われる。
ただし、本稿で取り扱った国の中では、信濃は瓦の面からみると、かなり遅れることが指摘
される（山崎 2006など）
。信濃国分僧寺・尼寺の創建瓦はいずれも東大寺式の範疇に含まれる
軒瓦であるが、この瓦については西隆寺の瓦との同笵関係が指摘され、信濃国分僧寺・尼寺の
造営開始は、西隆寺の造営開始年代である神護景雲元（667）年より遅れることがあきらかに
なった。
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３．若干の考察──仲麻呂政権期の画期と国分二寺の造営──
以上、国分尼寺を中心に、その伽藍配置の様相と造営年代について整理をおこなってきた。
最後にこれらの整理作業を通しての、筆者による若干の考察をおこなってみたい。
第２章における分析結果からは、国分尼寺の造営が、おおむね 750 年代中葉にはじまり、
760年頃をひとつの区切りとし、770年前後には完成という展開をたどっていることがわかる。
この時期は政治史的にはちょうど聖武太上天皇が没し（756 年）
、光明皇太后を背景に藤原
仲麻呂が政権を担っていく時期から、光明の没後（761 年）
、孝謙太上天皇との不和から仲麻
呂が没落（764 年）し、道鏡が政治の首座に昇っていく時期にあたる。
仏教史および仏教美術史的には、天平勝宝６（754）年に来朝した鑑真の影響が大きい。聖
武太上天皇・光明皇太后に菩薩戒を授け、東大寺戒壇院の設置、日本における戒律制度の整備
に携わった鑑真と、当時の政権首班で、唐風政策を推進したことで著名な仲麻呂とのつながり
は当然深いとせねばなるまい。鑑真が天平宝字３（759）年に創建した唐招提寺の仏像群は、
伝統的な脱活乾漆像（廬舎那仏坐像・鑑真和上坐像）と、新出の技術である木心乾漆像（薬師
如来・千手観音立像）
、木彫像（薬師如来立像など）が混在しており、とくに木彫薬師如来立
像などに関しては、鑑真とともに来朝した工人によって製作されたといわれている（川瀬
2013）
。また経典の書跡としても、
「大聖武」に代表される大字写経が、顔真卿をはじめとした
唐代玄宗期の最新の書体を採用したものであり、天平勝宝６年帰朝の遣唐使によって招来され
た可能性が指摘されている（川上 2001・2011）
。
また光明皇太后は天平宝字３（759）年、滅罪と浄土往生を願い、法華寺阿弥陀浄土院の造
営を開始する。川尻秋生氏は、聖武太上天皇の死を契機として、王権が東大寺・国分寺に期待
した機能が、鎮護国家的なものから自身や近親者の追善供養の場へと変化しており、その結
果、国分寺造営においても、塔より金堂が重視されるようになったと指摘している（川尻
2013）。
このとおり該期は政治的、仏教史的、美術史的にも大きな画期にあたっているのだが、地方
における国分寺・国分尼寺の造営を考古学的に検討する限りでは、この時期に大きな画期は認
められない。この時期あたりに造営が開始された国分尼寺は、各国の国分僧寺の伽藍配置を継
承するものであり、造寺計画の変更はとくに認められない。天平宝字３（759）年には諸国に
「国分二寺図」を頒下するという記述が『続日本紀』にあり、これまでも多くの研究者の議論
を呼んできたが、やはり現象面としては、二寺図頒下の具体的な結果は認められないという結
論に到らざるをえない。
該期の全国の国分僧寺・尼寺を概観していくと、まず天平宝字２（758）年に再置された能
登・安房・和泉では、国分寺が新造されていないことがわかる。能登および、おそらく安房も
転用国分寺の可能性が高く、和泉の安楽寺が国分寺に転用されたのは、承和６（839）年のこ
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とである。先述のとおり信濃国分寺なども、その造営開始は神護景雲年間以降であることがわ
かっており、またその他の国分寺の出土瓦を概観しても、天平勝宝年間や、とくに天平宝字年
間の平城宮・京の瓦の影響をうける瓦はすくなく、造営が遅れている国への梃子入れには消極
的であったとみてよいと思われる。この時期には東大寺・国分寺への献物叙位の例が『続日本
紀』にあらわれなくなることも、政策的な消極性の一証左であろう。しかしながら、川尻氏の
指摘どおり、追善法会の場としての国分二寺の機能は継続しており、政権の興味が、護国思想
に基づく七重塔をはじめとする絢爛な伽藍の造営から、実際の法会の内容やその効能へとシフ
トしていたのではないだろうか。そう考えると、国分二寺図の頒下についても、法会や堂内配
置等に関する図面であったとしたほうが理解しやすく、翌天平宝字４（760）年の国ごとに阿
弥陀浄土の画像を造らせるという記載や、天平宝字５（761）年の国分尼寺における阿弥陀三
尊像造立の記載などとの一連の事業として考えるべきものかもしれない。
国分僧寺・尼寺の造営を通した造寺計画の変化は、造営が一時的にふたたび活発化する、道
鏡政権下であらわれる。僧侶である道鏡にとって、自身の権力を可視化できる大寺院の造営
は、政権運営上意味のあることだったのであろう。
先述のとおり、造営が神護景雲年間より遅れると考えられる国分寺には信濃があるが、信濃
国分寺の塔は柱間寸法８尺―10尺―８尺の計26 尺で、基壇長44 尺と、他の国分寺に比してか
なり小さいことが指摘できる。これと近いかこれ以下の規模の塔は、柱間８尺―８尺―８尺の
計 24尺、基壇長46尺の伯耆や、おなじく柱間計 24 尺の淡路、柱間は８尺―９尺―８尺の計25
尺で基壇長 45尺（地形との整合性からの想定）の伊賀くらいであり、造営がさらに遅れると
考えられる薩摩では柱間５尺―５尺―５尺の計15 尺、基壇長29 尺とさらに小さくなる（宮本
1993 など参照）
。これらは中央官寺を除く塔跡や現存の五重塔、三重塔などとほぼ同規模であ
り（箱崎 2013）、七重塔ではなかった可能性も考えられよう。これらの国については、伊賀国
分寺の造営年代が神護景雲年間に降る可能性はすでに指摘しており（梶原 2010a）、淡路国分
寺についても、瓦窯である国分遺跡の放射性炭素年代（AD 780〜AD 880、中村 2004）は、
造営の遅れが指摘できる根拠となろう。川尻氏は天平神護２（766）年官符において、ふたた
び塔・金堂の順序で記載されるようになることから、この時期再度塔が重視されるようになる
とするが（川尻 2013）
、塔の規模から考えるなら、道鏡政権期とされる神護景雲年間あたりを
画期として、それ以降に造営された国分寺においては、すくなくとも天平 13 年詔の理念であ
る「国華」としての七重塔造営はもはや意識されていなかったものと考えられ、ここに国分僧
寺・尼寺造営の考古学的なひとつの画期を措定できよう。

おわりに
以上、国分尼寺の造営時期および伽藍配置を通して、仲麻呂政権期を中心とした国分寺政策
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のあり方について、若干の考察を加えてきた。
ただし、国分僧寺・国分尼寺の造営年代については、今回取り扱わなかった国も含めて、瓦
の文様変遷過程や同笵瓦の笵傷などを含めて詳細に検討し、可能な限り堂塔ごとの造営順序や
造瓦組織の編成のあり方まで明瞭にすべく努力する必要がある。今後の課題としたい。
キーワード：国分尼寺、奈良時代、伽藍配置、古瓦
本稿は平成24 年度三菱財団人文科学研究助成「法華寺および国分尼寺に関する学際的研究」および、平成
25年度文部科学省科学研究費（若手研究 (B)「国分寺・国分尼寺および国府・駅家等出土瓦に関する総合的研
究」）における成果のひとつである。
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Abstract

The Fundamental Consideration in the Erection of Provincial Nunneries
Yoshimitsu Kajiwara
Around the middle of the eighth century, provincial temples and nunneries were erected by Emperor
Shomuʼs imperial edict across Japan. Although there is currently investigation and research being done on the
provincial temples and nunneries, there are still many things left unclear.
This paper examines the arrangement of Buddhist building of provincial nunneries in each province and
shows clearly that there are many provinces that have followed the same style of arrangement used for
provincial temples, except for a pagoda.
This paper also demonstrates clearly that there are many provinces in which the time period during which
the provincial nunneries were founded can be examined from the state of ruins and roof-tiles, dating back to a
period of construction which began in the mid-750s A.D. and ended around 770.
From this, if we consider the erection of provincial temples and nunneries archaeologically, we can conclude
that a clear epoch cannot be found in the 750s, when the construction of provincial nunneries began, in spite of
having been carried out, the big epoch also on the history target of Buddhist art also in political history.
Keywords: provincial nunnery, Nara period, arrangement of Buddhist building, roof-tile
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