
23

美濃地域における古代寺院の展開

１．研究背景

　古代における瓦とは，飛鳥時代以来の寺院をはじめ
とする特定の建造物にのみ使用されるものであり，寺
院造営に際しての技術の一要素である。そのため，古
代瓦の展開を解明することは古代寺院の展開を理解す
ることと捉えることができ，地方への仏教伝播の一端
を知ることができる考古資料のひとつであるといえ
る。
　従来までの古代瓦研究は，軒先に葺かれた軒瓦に施
される瓦当文様を中心としての分析がその主なもの
で，瓦当文様の相似関係やそれらの分布から文化的中
心地であった畿内から地方へと伝播するという解釈が
その主流であった。しかし，近年では造瓦に関わる製
作技法的研究とそれに伴う造瓦工人集団についての検
討が進められてきており，工人集団の多様な展開も明
らかにすることが可能となってきている。その結果，
全国的な研究の動向としては，瓦当文様のみでなく技
法論も含めた造瓦集団の動きと，それに伴う造寺活動
の地方的展開を解明することが求められてきていると
いう状況にある。
　本プロジェクトのおもな対象地域である美濃地域
（岐阜県南半部）からは，大和地域（奈良県）に所在
する川原寺（奈良県高市郡明日香村所在：７世紀後半
～12世紀）を標式遺跡とする「川原寺式軒丸瓦」が
集中的に分布することで著名である（八賀 1973）。し
かし，岐阜県における川原寺式軒丸瓦に関する研究は
概して文様面からの検討が主流であり，全国的な傾向
である技法面からの研究はあまり進展していないとい
える。

２．本プロジェクトの目的と方法

　上記のような研究背景を受け，本プロジェクトでは
まず対象地域となる美濃地域（岐阜県南半部），大和
地域（奈良県），近江地域（滋賀県），尾張地域（愛知
県西半部）から出土する川原寺式軒丸瓦を実見し，資

料集成を行う。そして，それらをもとに瓦当文様と製
作技法の点から資料を比較・検討し，対象地域におけ
る川原寺式軒丸瓦とその造瓦技術の展開過程を明らか
にすることを目的とする。

３．フィールドワークの実施内容

　平成25年９月～11月の間に各地の資料館・博物館
に出向き，関係諸機関が所蔵・保管している資料の実
見を行った。本プロジェクト期間中に調査した機関は
以下の通りである。
　（五十音順）安土城考古博物館，一宮市博物館，稲
枝北小学校，稲沢市教育委員会，大野町教育委員
会，笠松町歴史民俗資料館，香芝市教育委員会，岐
阜市教育委員会，岐阜市博物館，滋賀県埋蔵文化財
センター，彦根市教育委員会，奈良文化財研究所，
見晴台考古資料館，本巣市教育委員会
また，本プロジェクトの期間外ではあるが本研究の前
段階として大垣市教育委員会，各務原市教育委員会，
関市教育委員会，関ヶ原町総務課，御嵩町教育委員
会，美濃加茂市市民協働部文化振興課の各機関が所蔵
する資料の実見を行った。

４．調査報告

4‒1. 川原寺創建瓦

　まず，標式資料となる川原寺創建瓦について説明す
る。瓦当文様は報告書型式でＡ・Ｂ・Ｃ・Ｅの４種類
が存在する。文様構成は，中房に蓮子を1＋5＋9，ま
たは1＋4＋9配し，弁区には複弁八葉蓮華文を有する。
外区は面違鋸歯文を巡らすか，素文となる。（図4‒1～
4）製作技法に関しては３種類が報告されている。そ
れぞれ説明すると，「瓦当全体を厚く成形して裏面下
端縁辺に堤状凸帯をつくるもの（Ⅰ型）」，「瓦当全体
を厚く成形して裏面を平らにつくるもの（Ⅱ型）」，「瓦
当全体を薄く成形して裏面を平らにつくるもの（Ⅲ
型）」である（金子 1983）。これらの製作技法はそれぞ
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図４　川原寺創建瓦
１：Ａ種　２：Ｂ種　３：Ｃ種　４：Ｅ種
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れⅠ型が軒丸瓦Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｅ種，Ⅱ型が同Ｂ・Ｃ・
Ｅ種，Ⅲ型が同Ｃ種に対応する。なかでも，製作技法
Ⅰ型は裏面に堤状凸帯が残るものであるが，凸帯上面
が接合されている丸瓦側面から裏面にかけて連続して
ケズリ調整されているところに特徴がある。これは，
堤状凸帯を作るためにスプーン状の工具で裏面中央部
を抉る前に，裏面全体を平らに調整する際に施された
ものである。そのため，軒丸瓦を真横から見通したと
きに瓦当と丸瓦側面の接合部が直角に仕上げられる。 

4‒2. 美濃地域弥勒寺跡

　つぎに，美濃地域における資料の説明を行う。とり
わけ重要な寺院址として，関市に所在する弥勒寺跡が
あげられる。弥勒寺跡から出土する川原寺式軒丸瓦に
は２種類ある。文様構成をみると，報告書分類Ⅰ類は
中房に蓮子を1＋5＋9配し，弁区には複弁八葉蓮華文，
外区には面違鋸歯文を巡らせる。川原寺創建瓦と同文
（文様構成が完全に同じ）である。報告書分類Ⅱ類は，
中房に蓮子を1＋5＋10配し，弁区には複弁八葉蓮華
文，外区には線鋸歯文を巡らす。製作技法の点からす
ると，どちらの型式にも瓦当裏面下端縁辺にケズリ調
整を施すことにより，面取り調整していることが大き
な特徴としてあげられる。（図5‒1～4）さらに，これ
ら面取り調整の手法には２種類あることが確認でき
た。それぞれ説明すると，「丸瓦側面から瓦当裏面下
端縁辺にかけて連続して浅い角度で面取り調整する」
ものと，「瓦当側面から瓦当裏面下端縁辺にかけて深
い角度で面取り調整する」ものである。これらは軒丸
瓦製作工程の一連の流れのなかで施された調整である
と考えられるが，その際には瓦当側面にまで工具を入
れる必要があるため，図３の模式図のように瓦笵の上
に枷形は使用していなかったと考えられる。また，こ
れら２種類の調整のなかでも，前者については川原寺
創建瓦の製作技法Ⅰ型における丸瓦側面から堤状凸帯
上面にかけて連続してケズリ調整を施すという点が類
似する。そのため，これら２種類の製作技法のなかで
も前者が弥勒寺跡に導入されて，そこから後者に変化
していったものといえる。さらに，弥勒寺跡からは四
重弧文軒平瓦や凸面布目平瓦，玉縁式丸瓦など川原寺
と同じ瓦類が多数出土していることが報告されており
（篠原 1986），その組成は川原寺と極めて類似してい
るものである。

4‒3. 「弥勒寺系列」軒丸瓦

　美濃地域内で瓦当裏面下端縁辺を面取り調整するよ

うな資料はいくつか散見される。それらは川原寺創建
瓦と同文関係にある比較的早い時期のものから，文様
が型式的に変化するような時期の下る資料にまで及
ぶ。なかでも，本巣市に所在する席田廃寺は文様構成
から比較的早い時期の資料であるといえる。中房には
1＋4＋9の蓮子を配し，弁区には複弁八葉蓮華文を有
する。外区は素文であり，川原寺創建瓦と同文である
（図5‒5）。瓦当裏面下端縁辺をみると，弥勒寺跡と同
じように面取り調整を行っている。さらに，調整は瓦
当側面から深い角度で調整をはじめている。これは，
さきに提示した弥勒寺跡における製作技法のなかで
も，後出するものである瓦当側面から調整をはじめる
種類に類似する手法である。このほか，文様構成から
時期が下ると思われるほかの美濃地域から出土する資
料に関しても，すべて瓦当側面から面取り調整され
る。そして，調整手法の特徴として面取り調整の幅が
狭くなるものや調整の角度が深くなるもの，さらには
ナデ調整で仕上げるようになるものもある。そのた
め，この瓦当裏面下端縁辺に調整を施すという特徴的
な製作技法は，弥勒寺跡において川原寺創建瓦の製作
技法Ⅰ型から変化して発生したのちに，美濃地域内に
拡散していった造瓦技術であると考えられる。以降，
瓦当裏面下端縁辺を面取り調整する資料の一群を「弥
勒寺系列」軒丸瓦と呼称する。

4‒4. 近隣地域における弥勒寺系列軒丸瓦

　弥勒寺系列における特徴的な製作技法は弥勒寺跡か
ら発生したと述べたが，それらは美濃地域内に限定さ
れるというわけではない。近隣地域から類例と思われ
る資料がいくつか報告されている。
　大和地域に所在する尼寺廃寺からは，発掘調査によ
って NKM2～4の川原寺式軒丸瓦の出土が報告されて
いる（山下 2003）。もっとも先行する NKM2は，中房
に1＋6＋12の蓮子を配し，弁区に複弁八葉蓮華文，
外区には面違鋸歯文を巡らす（図5‒6）。文様面から
もっとも先行する NKM2であるが，それでも川原寺
創建瓦と比べて蓮子数が増加しており型式変化がみら
れるため，若干時期の下がる資料であるといえる。ま
た，瓦当裏面下端縁辺をみると，すべての資料ではな
いが面取り調整が施される資料がほとんどである。さ
らに，面取り調整は瓦当側面からはじめ，調整幅は極
端に狭くなる。
　近江地域に所在する下岡部廃寺と普光寺廃寺から
は，比較的川原寺創建瓦と文様構成の近い資料が出土
している。下岡部廃寺出土資料は，中房に1＋5＋9の
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図５　川原寺式軒丸瓦
１・２：弥勒寺跡Ⅰ類　３・４：弥勒寺跡Ⅱ類　５：席田廃寺

６：尼寺廃寺NKM２　７：下岡部廃寺　８：普光寺廃寺
９：尾張元興寺跡Ⅶ‒a 型式　10：厚見寺跡
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蓮子を配し，蓮弁は複弁八葉蓮華文，外区には面違鋸
歯文を巡らす（図5‒7）。普光寺廃寺出土資料は，中
房に1＋5＋10の蓮子を配し，蓮弁は複弁八葉蓮華文，
外区には面違鋸歯文を巡らせる（図5‒8）。瓦当文様
は比較的整っており，とくに下岡部廃寺出土資料は川
原寺創建瓦と同文資料であるためさほど変わらない時
期に製作されたものであると考えられるが（北村 

2004），どちらも瓦当裏面下端縁辺に深い角度で面取
り調整を施すという点で共通する。

　尾張地域に所在する尾張元興寺跡からも弥勒寺系列
に関連する資料が出土している（服部 1994）。報告書
分類のⅦ‒a型式が該当する。文様構成は，中房に3＋
8の蓮子を配し，蓮弁は複弁八葉蓮華文，外区には面
違鋸歯文を巡らす（図5‒9）。蓮子数は減少し，外区
の面違鋸歯文縁は若干の易化が認められる。瓦当裏面
下端縁辺には面取り調整の痕跡が明瞭に残るが，その
手法は美濃地域に所在する席田廃寺出土資料にきわめ
て類似していることが指摘できる。
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　このように，弥勒寺系列に関連する可能性がある資
料は少なくとも美濃地域を含めて四地域にわたって分
布しており，比較的広い範囲にその技術が伝播してい
ることがわかる。

５．調査成果

　美濃地域をはじめとする地域から出土する川原寺式
軒丸瓦の資料調査を進めた結果，瓦当裏面下端縁辺に
面取り調整を施すという特徴的な製作技法が存在する
ことが明らかとなった。それは，川原寺創建瓦におけ
る調整手法との共通性から，美濃地域の弥勒寺跡に技
術が移入したのちに発生・拡散していったと推定され
る。このことは，弥勒寺跡から出土する瓦類の組成が
川原寺と極めて類似するということからも首肯でき
る。そして，この弥勒寺系列と呼称した特徴的な製作
技法による軒丸瓦は美濃地域内に分布するのみでな
く，大和地域や近江地域，尾張地域における寺院址に
所用されていた資料からもその存在が確認できた。ま
た，それらの資料は瓦当側面から調整を開始し，面取
り調整の角度が深いものや幅が狭いものであった。こ
れらは調整手法的には後出の特徴であるため，なんら
かの形で美濃地域から伝わったことが予想される。さ
らに，尾張元興寺跡出土資料に関しては席田廃寺出土
資料と調整手法が類似することから，こちらについて
は直接美濃地域から伝わったと考えられる。

６．今後の課題

　特徴的な製作技法を持つ弥勒時系列軒丸瓦である
が，大和地域や近江地域から出土する資料は直接美濃
地域から伝わったかどうかは不明である。今回の調査
では捉えきれなかった資料がまだ存在する可能性があ
るためである。資料の増加を待ち，各地域へのより詳
細な伝播経路を確定することが今後の課題としてあげ
られる1）。ほかにも，美濃地域から出土するその他の
川原寺式軒丸瓦についても課題が残る。今回はおもに
弥勒寺系列の製作技法に関する報告を行ったが，美濃
地域から出土する川原寺式軒丸瓦がすべてこの系列に
属するというわけでない。例えば，岐阜市に所在する
厚見寺跡出土資料（図5‒10）のように瓦当裏面下端
を直角に近くなるように仕上げる資料も存在する。さ
らに，厚見寺跡出土資料は比較的瓦当文様が精緻であ
るため，弥勒寺系列から分化したものとは考えにく
い。そのため，美濃地域には川原寺式軒丸瓦導入時か

ら弥勒寺系列とは別の系列が存在したことが予想され
る2）。今後は，美濃地域から出土する川原寺式軒丸瓦
における製作技法のより詳細な分析とそのあり方につ
いて明らかにするとともに，造瓦技術の展開について
解明していきたいと考える。
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市教育文化振興事業団埋蔵文化財調査事務所・岐阜市歴史博物
館・滋賀県埋蔵文化財センター・関ヶ原町総務課・関市教育委
員会・名古屋市教育委員会・奈良文化財研究所都城発掘調査部
（飛鳥・藤原地区）・彦根市教育委員会・御嵩町教育委員会・美
濃加茂市市民協働部文化振興課・見晴台考古資料館・本巣市教
育委員会
朝田公年・今井晃樹・今津和也・大脇敬之・恩田知美・高木
晃・高木敏彦・竹谷勝也・田中弘志・土本典夫・富田真一郎・
長崎千明・林昭男・藤村俊・北條献示・松本彩・森崎一貴・山
下隆次・吉田晋右・渡邉博人

註

１） ほかにも，美濃地域以外から出土する弥勒寺系列の軒丸瓦
についてはどの範囲までを系列に含めるべきかという問題も
ある。それらは美濃地域からみると，資料によってはあきら
かに二次的波及ということになり，厳密には弥勒寺系列とい
う呼称は正しくないかもしれない。しかし，瓦当裏面下端縁
辺に面取り調整を施すというほかにあまり例をみない細部調
整法を踏襲していることも事実であるため，今回は弥勒寺系
列として一括して扱うこととする。

２） 本プロジェクトの調査により，実際に弥勒寺系列とはあき
らかに異なる製作技法による資料の一群を確認した。それら
の中には，川原寺創建瓦と同文の資料や文様の型式変化が進
む資料も存在する。そのため，美濃地域における川原寺式軒
丸瓦には弥勒寺系列とは異なる製作技法による系列が早い段
階から存在していたことになり，当初から 二系列が併存して
いたということになる。今回は紙幅の関係で詳しい内容につ
いては割愛するが，弥勒寺系列における詳細な資料提示とあ
わせて別稿において詳述する。
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