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「聖域型」寺院をめぐる景観構成
梶

原

義
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はじめに
筆者はこれまで、古代寺院の造営背景を解釈・理解するためには、古代寺院の立地と周辺景
観を分析することが重要であるとの立場をもとに研究を進めてきている。前著『古代寺院の造
営と景観』
（梶原 2017）では、古代寺院の立地について、官衙・官道隣接型、河川型、港津型、
眺望型、開発拠点型、水源型、聖域型、山林寺院、村落内寺院の ９つに分類し、それぞれの
。
選地の特徴と選地からみた寺院認知について検討を加えている（第１表・第１図）
これらの諸研究を通して筆者は、７世紀後半における地方寺院の激増を支えた思想的背景
として、古墳を通した祖先信仰や、神南備や水源など伝統的信仰の場と仏教との融合があった
のではとの解釈を示した。しかしながらそれら聖域型寺院については、水源型を含めて多数の
類型が存在することを指摘するに留まり、その詳細な解明は今後の課題としていた。
筆者はその後の研究の中で、寺院自体が建てられた場所の近辺のみならず、遠方の神南備等
を信仰対象として意識した寺院が多いことから、遥拝型寺院を聖域型から分離して独自の一類
型とする（梶原 2018）など、聖域型寺院についての検討を進めてきている。
本稿では、これら聖域型寺院について、中国地方の特徴的な諸寺を題材として、その立地と
周辺環境を広く概観することで、これら諸寺の造営背景に迫っていく。

１．出雲・来美廃寺
来美廃寺（山代郷北新造院）は島根県松江市矢田町来美に所在し、茶臼山から谷底平野を挟
んで北側低丘陵の南斜面中腹から丘陵頂部付近にかけて寺域の広がりが確認されている（第

２図）。金堂の東西に塔を配する双塔式伽藍配置であり、西塔の前面に位置する東面基壇は講
。
堂とされている（第３図）
来美廃寺の立地については、
『出雲国風土記』にも記載される、寺院南方に聳える神南備で
ある茶臼山との関係が指摘されている。久保智康氏は「来美廃寺の眼前に遙拝できる」
（久
保 2016）と述べており、来美廃寺の発掘調査報告書の巻頭にも、来美廃寺から茶臼山を望ん
。寺院と神南備との密接な関連性
だ写真が提示されている（島根県教育委員会 2002、第４図）
という点では、筆者の論にも整合的な寺院ではあるが、茶臼山との関係を指摘するこれら諸論
（1）
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第１表

古代寺院の選地パターンとそこから想定される寺院認知（梶原 2017）

第１図

選地パターンからみた古代寺院の造営背景（梶原 2017）
（2）

「聖域型」寺院をめぐる景観構成（梶原）

１．
来美廃寺
６．
向山１号墳
11．
小無田Ⅱ遺跡
15．
御崎山古墳
19．
中竹矢遺跡

第２図

２．
永久宅後古墳
３．
山代方墳
７．
東淵寺古墳
８．
山代郷正倉跡
12．
四王寺跡
（山代郷南新造院）
16．
出雲国付跡
（網かけ部分は指定範囲）
20．
才ノ峠遺跡
21．
平所遺跡

４．
山代二子塚古墳
９．
下黒田遺跡
13．
岡田山古墳
17．
出雲国分寺跡
22．
間内越遺跡
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５．
鶏塚古墳
10．
黒田畦遺跡
14．
岩屋後古墳
18．
出雲国分尼寺跡
23．
来美墳墓

来美廃寺の位置と周辺の遺跡（1：50,000)
（島根県教育委員会 2002 より）

第４図

来美廃寺金堂から茶臼山を望む

（島根県教育委員会 2002）

ጙ ā
第３図

来美廃寺伽藍配置図（1：1,000 島根県教育委員会 2002 を改変）
（3）
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第５図

来美廃寺および茶臼山（神名樋野）周辺の景観構成（1：25,000）

にはやや疑義もある。さらに広域な景観構成の中で、来美廃寺の選地について再検討してみる
（第５図）。
来美廃寺の伽藍の方位については、正南北から約 ７ 度西に振った方位を基軸としており、
これは最初に建てられた金堂から、その後の諸堂塔の造営においても一貫して変わらない。し
かしながら、茶臼山の山頂の方向は、来美廃寺の真南からは逆に東方約 13 度であり、来美廃
寺金堂基壇の方位は、茶臼山を正位では指向していない。
来美廃寺の位置する低丘陵と茶臼山丘陵の間には、東北東から西南西に向かう谷筋が形成さ
れている。島根最大の前方後方墳である山代二子塚古墳（全長 94m）は、この谷筋に沿って正
東西から約 13 度南に振った方位を軸線としており、その西方に位置する大庭鶏塚古墳も同様
である。このことから、古墳時代からこの方位が茶臼山北方の基軸方位として機能していたこ
とがわかる。おそらく古道もこの方向に通っていたものと思われる。来美廃寺の位置からこの
基軸方位をもとに、推定古道に正位で相対する方位で伽藍の軸線を配すれば、寺院のちょうど
正面に茶臼山の山頂を配することにもなり、非常に整合的であるはずなのだが、実際の来美廃
寺の軸線は、これらをまったく無視して設定されている。それではなぜ、来美廃寺はあえて正
（4）

「聖域型」寺院をめぐる景観構成（梶原）

第６図

来美廃寺金堂から正面方向を望む

第７図
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大庭鶏塚古墳付近から茶臼山西側山塊を望む

南北から東ではなくやや西に振ったこの方位を軸線にしたのであろうか。
来美廃寺金堂基壇からこの方位をみると、茶臼山丘陵の西端に張り出した山塊の頂部がちょ
。来美廃寺が意識したのは、おなじ茶臼山丘陵でも、そ
うど見渡せることがわかる（第６図）
の最高部の茶臼山の頂部ではなく、この西側山塊であったと筆者は考える。茶臼山の西側に位
置する先述の山代二子塚や大庭鶏塚からも、実は茶臼山頂部は視認することができず、むしろ
。古墳時代から７世紀後葉の
この西側山塊が、綺麗な円錐形に見えることがわかる（第７図）
来美廃寺造営時までの茶臼山西方〜北方においては、茶臼山自体よりもむしろこの西方山塊
が、モニュメント造営時には強く意識されていたと筆者は考える。
さらに広域に周辺景観をみていく。茶臼山丘陵の南方、意宇川左岸の広濶な沖積低地部であ
る意宇平野は、古代意宇郡の中心ともされている。第５図にも示したが、この周辺の群集墳
や横穴墓の分布は、来美廃寺の北方丘陵から意宇川西方丘陵部、または茶臼山の東方丘陵部に
集中しており、茶臼山丘陵にはほとんど古墳が造営されていないことがわかる。筆者がたびた
び引用している研究であるが、穂積裕昌氏は伊勢地域の事例について、古来信仰の対象とされ
てきた阿坂山の東麓が古墳の空白地帯となっており、古墳造営があえて忌避された地域である
。茶臼山丘陵は、南側の意宇平野エリアと北西方の山代古
可能性を指摘している（穂積 2010）
墳群や来美廃寺の所在するエリアの、いわば聖俗の境界として意識され機能していたものであ
り、であるからこそ、とくに南側からの視点では、丘陵全体として必ずしも美しい山容とはい
えない茶臼山が、神南備として継続的に信仰されたものと筆者は考える。

８世紀になると、この意宇平野には出雲国府や国分寺が造営され、出雲全体の中心地とし
て機能するようになっていく。意宇平野の基軸方位は、山陰道推定路や条里地割などから、正
南北から約５度東に振った方位が推定されているが、来美廃寺にやや遅れて茶臼山南麓に造
営された四王寺（山代郷南新造院）は、ちょうどこの方位の北側に茶臼山山頂を配する形で造
営されている。茶臼山丘陵北側〜西側の「聖地」からの視点が中心的に機能していた ７世紀
（5）
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段階から、「俗地」である意宇平野を中心とした景観構成が重視されていく８世紀段階への転
換過程において、
「神南備」である茶臼山への信仰形態も変化していったのではないだろうか。

２．安芸・明官地廃寺
明官地廃寺は広島県安芸高田市吉田町中馬に所在する。江の川中流域の北西方、油川によっ
。
て開析された小盆地の西方山腹に位置している（第８図）
明官地廃寺の伽藍配置は、軸線が正東西から約 ７度南に触れつつ東面する金堂と、その南
方に塔が配されており、東面する法隆寺式伽藍配置とされている（広島県教育委員会 1991 な
1）
。
ど、第９図）

発掘調査によって検出された遺構の大きな特徴として、金堂基壇の西側から北側にかけて、
一部暗渠状の堅固な排水溝（溝Ａ）が設けられている。実際現在でも、西方山塊から寺域の
。
直下を通って、東方の谷底平野の水田地帯に豊富な水流が湧出している（第 10 図）
建造物を建てるという面から考えると、湧水点を避けて高燥な尾根筋や段丘上に造営したほ
うが、地盤の問題や排水の手間からみても有利であることは論を俟たないが、あえて排水溝を
設けてまで、建物周辺から東方下部に湧水を巡らせていることは、この湧水こそがこの地に寺
院を造営した大きな理由であると筆者は考える。湧水や水流の側近に建物を配する事例は、神
、むしろ一般的なことであり、これらと同様、湧
社においては珍しいことではなく（第 11 図）
水信仰に基づく「水源型」寺院2）であると考える。
明官地廃寺をめぐる景観について、さらに広域的にみていく。第 ８図にも示されていると
おり、この地域の群集墳の分布は、明官地
廃寺も位置する、油川の西側丘陵部一帯に
集中している一方、油川東岸丘陵部には古
墳がほとんど分布していない。さらに東側
の江の川左岸の沖積低地部との関係性は、
地図をちょうど 90 度回転させると、前章
でみてきた意宇平野と茶臼山、来美廃寺と
群集墳の分布状況と酷似することがわか
る。明官地廃寺周辺においても、江の川の
１．明官地廃寺跡 ２．明官地古墳群
５．カワチ迫古墳群 ６．道塚古墳群
９．山手古墳 10．上中馬古瓦散布地

第８図

３．中馬八ツ塚古墳群 ４．金広山古墳群
７．川本古墳群 ８．水越マナダ山古墳群
11．長者原古瓦散布地

明官地廃寺と周辺遺跡

支流である油川で開析された谷底平野が
「聖地」として、江の川沿岸部の「俗地」
とは異なる空間として意識されていた可能
性もあろう。

（1：50,000 広島県埋蔵文化財センター 1991）

（6）

「聖域型」寺院をめぐる景観構成（梶原）

ጙ ā

第９図

明官地廃寺

遺構配置図

（1：1,000 広島県埋蔵文化財センター 1991）

第 10 図

明官地廃寺の湧水（東より）

第 11 図
（7）

吉備中山から吉備津神社に流れ込む湧水
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３．安芸・横見廃寺
横見廃寺は広島県三原市本郷町下北方に所在する。沼田川の支流である梨和川の北岸沖積低
。梨和川の南方には比較的広濶な
地、丘陵が河川付近まで迫る場所に位置している（第 12 図）
平野部が広がっており、南を河川、北を丘陵で画された狭隘な立地である。寺域近傍に明瞭な
湧水点等は確認できなかったが、寺域周辺は比較的湿気の強い土壌であり、湧水・水源を意識
した可能性もあろう。
横見廃寺の伽藍配置は特異である。発掘調査により、正東西から北に約 15 度振った方位を
基軸とする推定講堂と、それに取りつく回廊、さらに講堂の西側正面からやや北にずらした位
。全体として、西面する四天王寺式伽藍配置か、そ
置に塔の基壇が確認されている（第 13 図）
れに類する特殊な伽藍配置としてよい3）。
このような特異な伽藍配置について報告書では、
「西向きの問題については、回廊の南が低
湿地で、……氾濫地であることからみても南面はむつかしかったものと思われる」
（広島県教
育委員会 1973）と言及するのみであり、管見の限りそれ以外の有力な見解も提示されていな
い。しかしながら寺域周辺は狭隘ではあるものの、正位置の四天王寺式伽藍が決して収まらな
いわけではなく、法起寺式など塔と金堂を東西に並列する形の伽藍配置なら、より容易に造営
することができる。立地全体が南に開けていることからも、あえて四天王寺式を西面させる理
由を、狭隘な地形条件のみに求めることは難しい。それではなぜ、このような伽藍配置が選択
されたのであろうか。
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第12 図

横見廃寺と梅木平古墳（1：10,000 広島県教育委員会 1974 に加筆）

（8）

「聖域型」寺院をめぐる景観構成（梶原）
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第13 図

横見廃寺

遺構配置図（1：1,000 広島県教育委員会 1974 に加筆）

さらに横見廃寺の周辺を広くみていくと、推
定講堂中軸線を西側に延長した先には、安芸最
大の横穴式石室をもつ梅木平古墳が位置して
ጙ ā

いる。この梅木平古墳や、切石積横穴式石室を
もつ御年代古墳は、当地の豪族とヤマト王権と
の密接な関係を示すものとされ、横見廃寺の造
営者との関連性も指摘されている。しかも梅木
平古墳の開口方向は、真東から約 18 度南に振っ
、つまり梅木平古墳の
た方角であり（第 14 図）
開口方向と横見廃寺推定講堂の軸線（堂内に収

第 14 図

梅木平古墳石室の開口方位

（1：300 三原市 1977 に加筆）

められたであろう仏像の向く方向）は、ちょう
ど相対する位置関係にあることになる。
これは偶然の所産とは考えにくく、横見廃寺の西面伽藍は、梅木平古墳の開口方向を強く意
識した、祖先信仰に基づいたゆえの特異な伽藍配置であると筆者は考える。

（9）
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４．伯耆・大寺廃寺
大寺廃寺は鳥取県西伯郡伯耆町大殿に所在する。日野川が米子平野に流れ込んでいく地点の
左岸、東向きの緩斜面上に位置している（第 16 図）ことから、河川交通を意識した河川型か
つ、平野部水田地帯への河川の流出を意識した水源型の寺院であると判断できる。日野川に
よって形成された段丘崖の下部に接して造営されることも特徴である。
大寺廃寺の伽藍配置は発掘調査により、中門が東に向けて開き、金堂を南、塔を北、講堂を
西に配することがあきらかになっている（第 15 図）。伽藍中軸線は正東西から約３度ほど南に
振っており、東面する法起寺式の伽藍配置である。
この東面伽藍の理由としては、東側に流れる日野川との関係も考えられるが、大寺廃寺の正
東西方向から約 6.5 度南に振った方角の、日野川を越えてさらに先には、伯耆大山が聳えてお

ጙᴰā

第15 図

伯耆大寺廃寺

遺構配置図（1：1,000 岸本町教育委員会 1986）
（10）
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第16 図

伯耆大寺廃寺と大山との関係（1：100,000）

大山

第17 図

伯耆大寺廃寺から東を望む（Google Earth で作成）

り（第 17 図）
、寺院正面に大山の山容を配することを強く意識した、遥拝型寺院の要素が強い
と筆者は考える。

おわりに
以上本稿では、中国地方の諸寺を題材としつつ、聖域型寺院としての役割をもつと考えられ
る諸寺について、その立地と周辺景観を詳細に分析することで、それぞれの寺院の立地や伽藍
の向きが、なにに規定されて造営されたのかを考察した。
（11）
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来美廃寺や明官地廃寺などでは、山塊をはじめとした自然地形をもとにしつつ形成された、
古墳時代以来の広域的な聖俗の空間構成を継承する形で、寺院や官衙等諸遺跡が造営されて
いったと想定した。
また、明官地廃寺、横見廃寺、大寺廃寺と、今回多くとりあげた「南面しない寺院」につい
ては、これまでその理由について、地形的な問題に単純に帰結させたり、非南面という伽藍配
置自体に疑義が呈されるなど、かならずしも積極的な解釈はされてこなかった。しかしながら
本稿の分析で、それぞれの寺院は、景観的に各自固有の事情で「あえて」南面させていないこ
とをあきらかにした。そしてその事情としては、筆者がこれまで主張してきたような、水源・
神南備・古墳等、古代以前から続く伝統的信仰との密接な融合が背景にあると筆者は考える。
本稿は 2019 年８月 24 日に安曇野市豊科郷土博物館の主催でおこなわれた講演会「古代寺院をめぐる景観─

明科廃寺を中心に─」の内容の一部である。この講演会では、明科廃寺もまた、遠景として神南備である有明
山を遥拝する「遥拝型」寺院であると論じている。

また本稿は文部科学省科学研究費基盤研究（B）
「古代における谷底平野および周辺丘陵部における開発と宗

教施設の展開に関する研究」および公益財団法人クリタ水・環境科学振興財団研究助成「日本古代における水
源祭祀と仏教の融合的展開に関する研究」の成果の一部である。

注
１）この東面する伽藍配置の復元案については、近年、妹尾周三氏による異論が提起されている（妹尾
2018）。妹尾氏は報告書の遺構解釈について、文章・挿図と写真の再検討などから基壇の復元案に意を唱

えており、「再調査と、それに基づいた客観的な検討が必要である」とする。妹尾氏の指摘は説得力があ
り、今後のさらなる調査等が必要であることは妹尾氏に同意する。しかしながらその一方、東に開けた寺
院の立地自体は、東面伽藍を想定してもまったく問題なく、後述の諸寺にもみられるように、周辺景観と
の関わりの中で、寺院は必ず南面するという前提をもつ必要はないと筆者は考えている。よって本稿で
は、明官地廃寺は現在のところ、南面とみるだけの充分な根拠を認めないと判断し、報告書のとおり東面

として考えておく。
２）寺院と湧水との関係は、筆者（梶原 2012・梶原 2017 など）のみならず、久保氏（久保ほか 2016）など
も注目するところである。
３）横見廃寺という名称自体が、「ヨコミ寺」があったとされる伝承によるものである。南を向かない伽藍配
置を意識したものであろうか。
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Abstract

Landscape Composition of “Sacred Sanctuary” Temple Sites in Japan
Yoshimitsu Kajiwara
This research was conducted on the basis of the viewpoint that the analysis of the location of an ancient
temple and its surrounding landscape is crucial to interpret and understand the construction background of
the temple. In this paper, I analyzed the location and surrounding landscape of “sacred sanctuary” temples in
the Chugoku region in Japan.
The Kurumi and Myokanchi temples were constructed on an inherited sacred space from the Kofun
period. In addition, temples not facing south, such as the Myokanchi, Yokomi, and Odera temples, were
not intended to face south due to the unique circumstances of each landscape. Hence, I concluded that the
background was the close fusion of traditional beliefs such as water sources, sacred mountains, and burial
mounds among others.
Keywords: Temple Site, Location, Landscape, Sacred Area
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