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横置型一本作り軒丸瓦の諸技法とその年代

梶　　原　　義　　実

はじめに

　奈良時代、平城京の造営においては、大極殿などの宮域ばかりでなく、京域全体で、それまで

にないくらい大量の瓦の需要が発生した。それに伴い瓦生産側でも、生産の効率化と生産規模の

拡大をめざして、さまざまな技術革新がおこなわれた。たとえば平瓦の製作技法においては、大

きな道具と工人の熟練度が必要である、平瓦桶巻作りという技法から、小さな成形台で一枚ずつ

瓦を作る、一枚作り技法への変遷がみてとれる。

　本論で扱う横置型一本作りも、この流れの中で説明できる。横置型一本作りとは、軒丸瓦の製

作技法のひとつであり、多くの軒丸瓦が、文様の施された瓦当部と丸瓦部をそれぞれ別に作って

接合して製作するのに対し、特殊な形状（第１図）の成形台を使用し、瓦当部と丸瓦部を一緒

に作り上げる製作技法である。一本作りの名称については、木村捷三郎氏の命名によるもので、

「瓦当部と丸瓦部を共土で作り上げる」【木村 1969】ことからこの名前が付けられた。

　この技法の利点としては、通常の接合技法に比べ、瓦当部と丸瓦部が剥離しにくいという利点

が指摘されることが多いが【近藤 1985】、そのほかにも、平瓦一枚作りと同様、一種の型作りゆ

え、工人の熟練をさほど必要としないという点もあげられよう。

　横置型一本作りの初現は、平城京瓦編年の第Ⅱ期後半、天平初頭（元年：729）頃とされ、そ

の後地方でも国分寺造営とほぼ同時期の８世紀半ば頃を中心に散見するようになる。

　これらの瓦は、先にも触れたことがあるが【梶原 2007】、成形台の形状や、成形台の粘土の詰

め方によって、分類がなされている。成形台の形状としては大きく分けて、上原真人氏が復元し

た上下２段の「組合せ式」成形台（第１図）と、鈴木久男氏などのいう「一木式」成形台が存在

する。鈴木氏は奈良時代末期から平安時代前期にかけて、組合せ式から一木式へと変化したと述

べるが、氏も指摘するようにすべてがそのように変化したわけではない 1。

　成形台への粘土の詰め方については、毛利光俊彦氏・花谷浩氏が、平城京出土瓦の分析の中で、

成形台の瓦当受け部に層状に粘土を積み重ねる「積み上げ技法」と、丸瓦部にやや長めの粘土板

を載せ、瓦当受け部方向にはみ出させた端部を折り曲げることで瓦当部を作り出す「折り曲げ技

法」の２種を確認した（第２図）。各技法の年代にも触れ、積み上げ技法の初出を平城第Ⅱ期後

半（天平初頭（元年：729 年）頃～天平 17（745）年）に、また同技法の終焉と折り曲げ技法の

初出を平城第Ⅳ期後半（神護景雲元（767）年～宝亀元（770）年）としている。
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　筆者は過去の論考の中で、この成形台への粘土の詰め方という属性が、中央と地方でほぼ連動

して変化しており、とくに地方の瓦の年代判定の指標となるとの考え方を示したことがある【梶

原 2005a】【梶原 2007】2。本論では各地の横置型一本作りの瓦を分析検討し、その仮説の正否に

ついて検証する。

１．資料の分析

　全国における横置型一本作りの例としては、これまでの筆者の研究で、備中の平城 6225 系瓦、

下野国分寺系瓦、伊勢国府・国分二寺などの瓦、尾張国内の瓦、越中国分寺系瓦（越中国分寺の

ほか、三河・石見の各国分二寺、出羽秋田城）についてはすでに検討をおこなっており、積み上

げ技法が８世紀後半を大きく下らないこと、下野国分寺の一部の瓦を除き、折り曲げ技法は積み

上げ技法に後出し、８世紀第４四半期を大きく遡ら

ないことを検証した。

　宮都や京内諸寺以外でのその他の諸例としては、

とりあえず管見に触れる限りで、以下の遺跡があげ

られる（同系統の瓦は、標式となる遺跡のみをあげ

る）3。

　・関東：上野国分寺・下総国分寺

　・中部：信濃国分寺
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第１図　分割式成形台復元例

第２図　一本作り軒丸瓦の諸技法

筆者による
横置型一本作り技法復元図

（前田清彦氏の原図をもとに作成）
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　・北陸：越前篠尾廃寺

　・近畿：近江国府系瓦（近江・河内など）・河内美濃山廃寺・河内新堂廃寺・丹波国分寺

　・中国：隠岐国分尼寺・安芸国分寺

　・四国：讃岐国分寺

以上の諸遺跡出土の当該瓦について検討していく。

上野国分寺（第３図）

　上野国分寺の瓦については、【梶原 2005b】でもすこし触れたが、国分寺の最多型式で創建瓦

とされる、単弁五弁蓮華文軒丸瓦B201 型式の一部が、横置型一本作りで製作される。B201 型式

は、製作技法によってａ～ｃの３種に分けられており、横置型一本作りで作られるのは、そのう

ちａの瓦である。ｂ・ｃは縦置型一本作りで製作されている。Ｂ 201 ａの同笵・同技法の瓦は、

台之原廃寺、寺井廃寺、有馬廃寺など、東毛地区を中心とした各所で確認されている。

　Ｂ 201 ａの瓦は、瓦当裏面は横方向を中心とした削り調整を施しているため、成形台が分割式

であるか一木式であるかは不明である。粘土の継目としては、瓦当中央部付近に、瓦当と垂直方

向の剥離がみられる個体があり、積み上げ技法の横置型一本作りであると考えられる。ただし、

瓦当部と丸瓦部の間に粘土継目がみられる個体もあり、丸瓦部は一連の粘土板を成形台に被せる

形で作られたものと思われる。

　Ｂ 201 型式については、蓮子の摩滅の状況から、ａがｂ・ｃに先行することが確認されている。

高井佳弘氏の論考【高井 1988】などでも触れられているが、上野国分寺においては、東毛地区

の笠懸窯跡群を中心に作られた単弁５弁系の瓦と、西毛地区の吉井・藤岡窯跡群を中心に作られ

た素弁八弁系の瓦の２系統の瓦で、創建期の瓦生産が賄われているが、笠懸窯跡群での生産のご

く初期段階のみに、積み上げ技法の横置型一本作りが採用されたことがわかる。上野国分寺にお

ける瓦の出土状況から、これらの瓦の生産が、金堂造営より遡り、先行する塔の造営時であるこ

とは確実であり【高井 1988】、年代としては 740 年代の一時期と考えるのが妥当と思われる。

下総国分寺（第３図）

　下総国分寺・国分尼寺においては、主要瓦として、宝相華文軒丸瓦と軒平瓦という、国内では

他にほとんど例を見ない文様の瓦が使用されている。そのうち 1105b・1107・1108 の３型式が、

横置型一本作りで製作されている【山路・辻 1995】【山路 1998】。

　1105b は、先行する丸瓦接合式の 1105a を改笵したものであり、山路直充氏によると、技法の

変化に伴い、方形の笵から円形の笵に改造することを契機として、改笵がおこなわれたと想定さ

れている【山路・辻 1995】。1105b はさらに、外区の圏線を二重から一重にするという改笵をお

こなっていることを確認した。瓦当の裏面および瓦当下部には、丸瓦部からの一連の布目痕が残

る。分割式成形台の痕跡を確認することは難しいが、瓦当裏面下端にわずかに、瓦当下端の弧に
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第３図　東日本の一本作り軒丸瓦（S=1/6）
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沿うように木型のアタリ（段差）が見受けられる個体が存在し、前田氏が三河国分寺で復元して

いる、上部木型が杵型の分割式成形台（第２図参照）を使用していた可能性もある。瓦当厚は４

～５㎝の個体と、一方でかなり薄い個体も存在し、改笵の過程から、薄い個体が後出であること

がわかる。両者いずれも、丸瓦部から一連の粘土のつながりが確認され、また厚い個体のほうは、

瓦当面に平行方向の粘土の継ぎ目が明瞭に確認されており、折り曲げ技法を想定するのが妥当で

あろう。

　1107・1108 の両型式は、尼寺でのみの出土品であるが、これらもまた、瓦当面に平行方向の

粘土継目が確認され、折り曲げ技法で製作された可能性が高い。

　下総国分二寺の宝相華文軒丸瓦については、その文様変遷から、1101 → 1102 → 1105 →

1106・1107 → 1108 という順序が想定されており【山路 1998】、横置型一本作りについては、下

総国分二寺における宝相華文軒丸瓦生産の最末期近くに採用されたことが想定できる。

　宝相華文軒丸瓦については、国分寺に近接する瓦窯（東瓦窯・西瓦窯）での生産が確認されて

いるが、横置型一本作りのこれらの個体は、瓦窯からは出土していない。

信濃国分寺（第３図）

　信濃国分寺の創建瓦は、東大寺所用瓦である平城 6235・6734 型式に酷似した瓦であることは、

多くの研究者が指摘している（【森 1986】など）。これらの瓦は、軒丸瓦は総出土量の 97％、軒

平瓦は 98％と、出土瓦のほとんどがこれらの瓦である【倉澤 1994】。

　一本作り軒丸瓦は、それに時期的に後出すると考えられる、特殊な文様を施した瓦である。内

区には唐草二葉を一単位とした文様を４単位、外区にはおなじく唐草二葉を一単位とした文様を、

９単位右回りに配置しており、内区の文様から、蕨手文軒丸瓦と称されている。また、セットと

なる軒平瓦も、３つの側視蓮華文と、それに連なる唐草文を施した、均整蓮華文と称される特殊

な文様をもつ。

　この蕨手文軒丸瓦は、瓦当裏面に布目痕を残している。また上下の成形台の境目が、横方向一

直線の段状に残り、分割式の成形台を用いていたと考えられる。粘土の詰め方であるが、瓦当部

に粘土の継目や剥離痕は観察されず、むしろ瓦当部と丸瓦部の間に、斜方向に粘土の継目がみら

れる個体が多かった。かつて筆者は尾張の一本作り軒丸瓦について触れたときに、積み上げ技法

とも折り曲げ技法ともやや異質な技法として、「瓦当貼り付け技法」という技法をあげたが【梶

原 2003】、信濃国分寺の瓦も、この技法に近いものと考えられる。

　この瓦は僧寺・尼寺とも主要伽藍にはほとんど使用されておらず、僧寺東回廊・僧寺講堂東

北・尼寺東門地区など、伽藍の縁辺部でおもに出土している。かつては軒丸瓦の文様構成や、出

土位置および出土量の少なさから、平安期の補修瓦とされてきたが【上田市教育委員会 1974】。

しかし、これらの瓦を焼成した、国分寺に隣接する国分寺瓦窯の検討をおこなった桐原健氏は、

その操業時期を８世紀後半に位置付けている【桐原 1986】。これらの瓦が伽藍中枢部でまったく

（5）
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出土しないことからは、主要瓦からやや時期が降る、伽藍周辺域の整備時期に製作された瓦と考

えられ、８世紀第３四半期後半～第４四半期あたりの瓦としてよいであろう。

　生産地としては、先述の国分寺瓦窯の他に、埴科郡坂城町の土井ノ入瓦窯でも同文の軒丸瓦が

出土しており、込山廃寺に供給されている。土井の入瓦窯では、蕨手文軒丸瓦の他に、単弁蓮華

文や鬼面文軒丸瓦についても、同様の製作技法で作られている。またそれらの瓦と共伴して、平

城 6663 型式の系譜を引く軒平瓦が出土している。平城 6663 型式は、平城第Ⅱ期後半（天平初頭

（元年：729 年）頃～天平 17（745）年）頃に、横置型一本作り軒丸瓦 6225A ともセットとなり

使用されている【毛利光・花谷 1991】。土井の入瓦窯に導入された横置型一本作りの技法が、国

分寺の伽藍周辺域の整備段階において、工人の移動とともに採用されたとも考えられる。

越前篠尾廃寺（第４図）

　篠尾廃寺は、福井県福井市に所在する、７世紀創建の寺院である。創建瓦は文様的に古式を呈

する有稜素弁八弁蓮華文軒丸瓦で、山城正道廃寺など畿内との近縁性が指摘されている【久保

1997】。一本作りの軒丸瓦は、その後補修瓦として製作された、Ⅳ型式と呼ばれる素弁八弁蓮華

文軒丸瓦である。短く簡略化された花弁で、間弁との間に太い沈線を施すことで花弁を表現する。

中房はやや大きく、花弁との間にこれも太い沈線が巡る。セットとなる軒平瓦は粗雑な文様表現

の均整唐草文軒平瓦であろうか。近接する篠尾瓦窯での焼成が確認されている。

　この瓦の製作技法については、久保智康氏により２種が復元されている【久保 1984】。久保氏

は製作技法の「想定Ⅰ」として、①笵型に粘土を詰める　②断面三日月形の型木に布を被せ、型

木に丸瓦部となる粘土板をあてる　③丸瓦部の粘土を型木ごと、粘土を詰めた笵型に押圧して接

合　④型木を外す　という一連の流れを復元している。しかしこれは、平城京やその他の地域に

おける横置型一本作り（成形台に粘土を詰め込み、瓦当部に横から打笵して施文）とは、あきら

（6）

第４図　越前篠尾廃寺の瓦と久保氏による技法復元
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かに異質な製作工程である。以下、瓦に残る技法上の痕跡をもとに検証していく。

　まず瓦当裏面の状況であるが、布目は裏面上半にのみ残り、また半円形ではなく、ほぞ状の圧

痕を残している。これは、後述の近江国府の瓦などでもみられるような、分割式成形台の上部木

型として一般的な形状である。しかし、布目を詳細に観察すると、ほぞの内側に向かって布が強

く引っ張られており、布が上部木型から自然に垂らされたり、また下部木型の瓦当受け部から外

側に引っ張られたりという、通例の横置型一本作りとは異なる様相を呈している。おそらく、布

は上部木型のほぞ部へしまいこまれるように巻き付けられていたものと想定される。

　さらに瓦当下半においては、瓦当上半よりもかなり突出しており、この状態で下部木型が存在

したと仮定するなら、瓦当下半には下部木型の木目が圧痕として残るか、もしくはそれを削り

取った調整痕が観察されるはずである。しかしこの瓦の瓦当下半には、指や掌による押圧痕が残

るのみで、これは久保氏の述べるとおり、瓦当部の粘土を笵詰めした痕跡と考えるのがもっとも

妥当である。

　以上のことから、この瓦の製作においては、通常の横置型一本作りとは異なり、下部木型は使

用されておらず、また製作技法全体についても、久保氏の復元はきわめて妥当であると本稿では

考える。

　その証左のひとつとして、おなじく篠尾廃寺から出土する、Ⅲ型式の瓦の製作技法があげられ

る。Ⅲ型式は接合部のカキヤブリが瓦当上半全体に施されている。おそらく、久保氏によるⅣ型

式と同様の型木をもちいて、型木の下部にのみ粘土をはみ出させたものを接合しようとすると、

上記のような広範囲のカキヤブリが有効になってくるものと考えられる。Ⅲ型式は瓦当裏の布目

圧痕の部分が残ってはいないが、製作技法としては、Ⅳ型式と同一のものと考えるのが妥当であ

ろう。

　以上、篠尾廃寺の瓦の製作技法についてみてきたが、技法自体としては、通常の横置型一本作

りとはその原理からしてまったく異質であり、技法復元図のとおりもはや「横置型」ともいえな

い。しかし、ほぞ状の凹みをもった型木自体は、通常の一本作りのものとおなじであり、また、

この製作工程で使用するならば、本来下部木型と噛み合わせることが目的であるほぞ状の凹みは、

まったく必要のないものであるともいえる。篠尾廃寺においては、横置型一本作りの成形台のみ

はなんらかの経緯で持ち込まれたが、その使用方法に関しては、最初から、もしくはかなり早い

うちに、在地で変容してしまったものとの推測を、ここでは提示しておく。

近江国府系瓦（第５図・第６図）

　近江国府においては、外区に飛雲文をもつ軒丸瓦が、横置型一本作りで作られている（第５

図）。飛雲文軒平瓦がセットとなる。近江国府および、堂ノ上遺跡・惣山遺跡など国府周辺の遺

跡群においても、同笵の瓦が使用されている。また南滋賀廃寺（大津市）の瓦窯である榿木原瓦

窯でも、近江国府系の飛雲文軒丸瓦がみられるが、こちらは製作技法が異なり、丸瓦接合式で作

（7）



66	 名古屋大学文学部研究論集（史学）

られている。

　この瓦の年代について、林博通氏は堂の上遺跡における調査成果から、承和 11（844）年銘の

平瓦と組み合い、平安期まで降るものであると解釈し【林・葛野 1977】、また榿木原瓦窯出土の

飛雲文軒丸瓦については、文様的特徴からそれに先行するものとし、奈良末～平安初期という年

代を与えた【林 1987】。しかし近年の近江国府での調査成果によると、出土状況や共伴須恵器か

らは、近江国府創建期の瓦であり、初現は８世紀中頃で、８世紀後半代まで使用された瓦と考え

られており、また平井美典氏により詳細な型式分類と編年がおこなわれている【平井 2006】。

　平井氏の論や、近江国府の調査報告等を参考にすると、近江国府周辺地域の飛雲文軒丸瓦は、

全部で７型式が存在する。そのうちもっとも多く出土しているのは、内区が単弁十六弁で、外区

には右回り八雲の飛雲文軒丸瓦Ａ２型式である。このＡ２型式および、同様のデザインで文様的

にも整っているＡ１型式を、最先行のものと位置付け、花弁がやや丸みを帯びる単弁十六弁・右

回り七雲のＡ３型式、堂の上遺跡で多く出土する単弁十二弁、左回り八雲のＡ４型式は、それに

後続するものとした。さらに文様が崩れた複弁八弁・右回り八雲のＡ５型式、内区蓮華文が省略

された左右四雲のＡ６型式、おなじく内区蓮華文のないＡ７型式は、もっとも時期の降るものと

考えた。この編年は妥当であろう。なお、Ａ６型式までが横置型一本作りで、Ａ７型式は丸瓦接

合式である。

　以下、この編年に従い、製作技法をみていく。

　近江国府の軒丸瓦は、ほとんどの個体で瓦当裏の布目が残されており、また成形台の痕跡も明

瞭に残る個体も多い。そこからまず成形台の形状について述べていく。平井氏は、笵の変化に対

応して、３種の成形台が順次作り替えられていたとした。まずＡ１型式の瓦当裏面には、分割式

成形台を示すほぞ状圧痕の下端に、さらに水平の線状圧痕が観察され、分割式成形台のうち、上

部木型と下部木型の間に、台形状の木型が挟まるタイプの三分割の成形台が使用されたとした。

Ａ２・Ａ３・Ａ４・Ａ６型式の瓦当裏面には、ほぞ状の圧痕が残ることから、通常の二分割の成

形台が使用されており、Ａ５型式は一木式の成形台で作られているとした。筆者もこれらの個体

を観察したが、瓦当裏面がヘラケズリ調整されているＡ５型式においても、わずかではあるが分

割式成形台の痕跡が確認でき、一木式は使用されていなかったと思われるものの、大筋では平井

氏の復元案に同意する。

　次に成形台への粘土の詰め方であるが、すべての型式において、瓦当厚は４～５㎝程度とかな

り厚く、またＡ１・Ａ３・Ａ４型式の一部では、瓦当が水平方向に剥離した個体または同方向に

粘土の継目が観察される個体が存在した。積み上げ技法の横置型一本作りとしてよいであろう。

なお、堂ノ上遺跡の報告書中には、ほとんどの個体において、丸瓦部から瓦当裏面上半へ粘土が

折り曲がって連続するような図面が描かれていたが、筆者が観察した限りでは、そのような折り

曲げ技法の特徴を示す個体は見出せなかった。近江国府周辺においては、主として積み上げ技法、

分割式成形台で軒丸瓦が製作されていたと考えてよい。

（8）
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第５図　近江国府系瓦（S=1/6）
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　なお、先にもすこし触れた、榿木原瓦窯出土瓦との先後関係であるが、近江国府で最後出の飛

雲文軒丸瓦および、それに後出する瓦群が接合式であること、文様的にも榿木原製品のほうが、

やや硬化していること、また、榿木原瓦窯に近接する瓦窯で、梵釈寺の創建（延暦５（786）年）

に伴って開窯したとされる長尾瓦窯において、近江国府のＡ１型式軒丸瓦が１点のみ、窯体使用

瓦として発見されていることなどを鑑みると、８世紀第４四半期に、近江国府から榿木原等大津

北郊地域に持ち込まれた瓦をモデルに、在地の工人により、飛雲文系瓦が一時期のみ製作された

という先後関係が妥当に思われる。

　また、これら近江国府と同様の飛雲文の瓦が、日置前廃寺（高島市）など国内の寺院ばかりで

なく、平城京、長岡京をはじめ、河内長原地域 4（大阪市）、伊勢西方廃寺（桑名市）・縄生廃寺

（朝日町）、三河国分寺、下野国分寺と、国を越えてみられる。次にこれらの瓦についてみていき

たい。

　まず近江国内であるが、日置前廃寺をはじめ、笠寺遺跡（草津市）や浅井寺遺跡（湖北町）で、

近江国府系軒瓦が確認されている。とくに日置前廃寺では、飛雲文軒平瓦が 20 点以上まとまっ

た形で出土している。軒丸瓦は数量的に、複弁八弁軒丸瓦がセットとなるものと考えられる。ま

た、この日置前廃寺をはじめ、普光寺廃寺など 15 遺跡で、近江国府の丸瓦と同様の、玉縁部凸

面布目丸瓦が出土している。これらの瓦については、北村圭弘氏が論じており、軒丸瓦ばかりで

はなく丸瓦も横置型一本作りで製作されていた証左であり、これらの瓦は「近江国衙が掌握する

瓦工人の一部によって作られた」とされる【北村 1995】。筆者もその意見に賛同である。

　次に近江以外の飛雲文系瓦であるが、これらの瓦については、佐藤隆氏が、長原地域の瓦を中

心に論考を著している【佐藤 1992】。佐藤氏は飛雲文系瓦の製作年代について、次のように論じ

ている。

　①長岡京の造営を契機に、長原地域において、7228・6802 型式の製作が開始され、それとと

もに、同様の一本作り技法によって、飛雲文系の軒丸瓦も製作される。

　②近江においては、①とほぼ同時期に、梵釈寺の造営を契機として、榿木原瓦窯において飛雲

文系瓦の製作がはじめられる。ただし、この瓦は接合式である。

　③平安遷都後、長原地域における飛雲文と横置型一本作りの技法が近江国府にもたらされ、国

府周辺での飛雲文系瓦の生産がはじまる。

　④この時期、平安京の中央官窯でも、一本作りが採用される。

　佐藤氏の論は、瓦の文様構成や詳細な製作技法に立脚した、精緻な議論ではあるが、先に述べ

たように、近江における飛雲文の年代観が大きく変わっており、横置型一本作りの初現について

も、奈良時代中期までさかのぼり、中央ばかりでなく地方でも多くの瓦がこの技法で作られたこ

とがわかってきている。それに伴い、佐藤氏の解釈も再考する必要があろう。以下、長原地区出

土瓦について検討を加えていく（第６図）。

　まず、長原地域出土の近江国府系飛雲文瓦であるが、軒丸瓦、軒平瓦とも、あきらかに異笵で

（10）
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第６図　各地の飛雲文系瓦とその関連瓦（S=1/6）
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ある個体は確認できなかった。軒丸瓦は単弁十六弁で中房蓮子は１＋８、外区には右回り七また

は八雲の飛雲を描く。軒平瓦も近江国府と同様、内向する六雲の飛雲である。軒丸瓦の裏面には

布目および分割式成形台の痕跡が明瞭に残るが、近江国府のＡ１型式でみられたような、三分割

式の成形台は確認できなかった。粘土の詰め方としては、瓦当が水平方向に剥離した個体が存在

し、積み上げ技法であることがわかる。また長原地域では近江以外ではみられない玉縁部凸面布

目丸瓦も相当数出土している。近江国府とそれほど年代的に隔たらない時期に、同系統の瓦工人

によって、これらの瓦が製作されたことは確実であろう。

　では、近江との先後関係はどうであろうか。先にも触れたが近江の飛雲文軒丸瓦は、細く鋭い

花弁から、丸みを帯びた花弁へと変遷している。長原地域の飛雲文軒丸瓦の花弁はやや丸みを帯

びており、文様的には近江国府のＡ３・Ａ４あたりに近い。また、成形台の形状について、近江

国府では最先行とされる、三分割式の成形台が使用されていない。これらのことから本稿では、

近江国府→長原地域という、瓦工人の動きを推定しておく。

　次に、佐藤氏が「長原在地系」と呼ぶ、細弁蓮華文軒丸瓦についてみていく。この瓦について

は、瓦当裏の布目痕および成形台の痕跡から、分割式成形台が使用されたものと思われる。また、

粘土の詰め方については、積み上げ技法のものと折り曲げ技法のものが混在するように見受けら

れた。軒平瓦については、数量的にもおそらく、先の飛雲文軒丸瓦とともに、六雲の飛雲文軒平

瓦とセットとなるものと考えられる。

　最後に 7228 型式の軒丸瓦であるが、これは毛利光・花谷両氏が述べるとおり【毛利光・花谷

1991】、折り曲げ技法の横置型一本作りであり、年代的には平城Ⅳ期後半（神護景雲元（767）年

～宝亀元（770）年）におかれている。軒平瓦は中心で左右の雲文がひとつになる五雲のものが

セットとなり、またこの瓦は文様的にも平板であり、六雲の瓦に後出するものであろう。

　長原地区の一本作り軒丸瓦については、以上の順で変遷したと筆者は考えている。毛利光氏・

花谷氏は、折り曲げ技法の平城京への導入について、「外からの技術導入」の可能性を述べてい

るが【毛利光・花谷 1991】、この長原地域や、また八世紀中葉段階で折り曲げ技法を採用してい

る下野国分寺【大橋 1997】などが、その候補になるかもしれない。

　最後に畿外の飛雲文であるが、下野については過去に論じたことがある【梶原 2005b】ので、

ここでは省略する。伊勢西方廃寺・縄生廃寺や三河国分寺の飛雲文については、それぞれ文様変

化が著しく、直接の系譜を論じることは難しい。伊勢は近江や長原地域の、三河は長原または平

城か、もしくは下野の瓦に、文様構成は比較的近い（第６図）。

河内美濃山廃寺（第７図）

　美濃山廃寺は、京都府八幡市にある、７世紀後半に創建された寺院である。この寺院の補修瓦

として、一本作り軒丸瓦が使用されている。

　この瓦（Ⅲ―１類）は、凸線で単弁八弁を表した粗雑な文様の瓦である。中房内には半球状の
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大きな蓮子を１個のみ配し、外区には間隔広く小さな珠文を巡らせている。製作技法とは異なり、

平城京との類似性の薄い文様である。セットとなる軒平瓦は、一枚作りと考えられる重弧文軒平

瓦（Ⅱ－２類）または唐草文と思われる小片（Ⅲ－１類）がそれぞれ１点のみ確認されており、

このいずれかであろう。出土遺構としては、これらの軒平瓦や、無段式丸瓦などとともに、03-2

区 SK520 から、ほとんどの個体が出土している。美濃山廃寺の創建瓦は、近接する志水廃寺や

西山廃寺などとの類似性が指摘されているが【大洞 2006】、この瓦に関しては周辺諸寺にも類例

はない。

　製作技法としては、瓦当裏面に布目を残しており、また分割式成形台の痕跡がほぞ状に残って

いるのが観察され、先述の近江国府などと同様の形状の分割式成形台が用いられたと考えられる。

瓦当部には明瞭な粘土の継目を確認することはできなかったが、丸瓦部において、粘土板などで

はなく、小塊状の粘土を多く貼り付けて成形している状況がみてとれた。筆者はかつて、愛知県

大山廃寺の横置型一本作り軒丸瓦について、瓦当面に粘土の小塊を積み上げて成形した可能性を

指摘したが【梶原 2007】、美濃山廃寺の瓦についても、同様な成形技法であったのかもしれない。

ちなみにこのような小塊を積み上げる形での瓦の成形については、上原真人氏が軒平瓦の成形技

法のひとつとして触れたこともあり【上原 1984】、成形台による型作りの瓦における、一般的な

成形技法のひとつであった可能性もある。

　瓦の年代としては、先述の SK520 が寺院廃絶期の遺構とされ、共伴土器から９世紀中頃の遺

構と考えられていること以外に情報がない。

河内新堂廃寺（第７図）

　新堂廃寺は、７世紀前半に創建された、河内でも古い時期に属する古代寺院である。一本作り

軒丸瓦は、８世紀の南門周辺の造営に伴い、製作し使用されたと考えられる【井西他 2001】5。

　新堂廃寺においては、川原寺式複弁八弁蓮華文軒丸瓦ⅡＡ 10 型式の一部と、平城 6304 系の複

弁八弁蓮華文軒丸瓦ⅣＡ 12 型式の９割近くが、横置型一本作りで製作されている。ⅣＡ 12 型式

については、笵傷の進行状況から３段階に分類されており、そのうちやや木目が立ってきた第２

段階の瓦の多くと、大きな笵割れの痕がみられる第３段階のすべての瓦が横置型一本作りであり、

笵傷のみられない第１段階の瓦については、技法の確認できた 10 点すべてが丸瓦接合式であっ

た。セットとなる軒平瓦は、平城 6667 系の均整唐草文軒平瓦である。

　一本作りの瓦については、瓦当裏面はほとんどの個体で２次調整が施されており、布目の痕跡

や成形台の痕跡は確認できなかった。しかし、明瞭な丸瓦接合痕がみられないとともに、丸瓦部

に縦方向の削り調整を施すこと、丸瓦部と瓦当部の接合角度はほぼ 94 度程度で多くの個体で共

通することなどから、横置型成形台の使用が想定できる。丸瓦裏面の調整については、ⅰ）瓦当

裏を平坦に調整を加える個体と、ⅱ）瓦当部中央の粘土を彫り窪めてかきあげるように丸瓦部凹

面にナデつける個体が存在している【井西他 2001】。後者は笵傷第３段階の瓦にしか存在しない

（13）
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ことを今回確認しており、瓦当裏面の調整技法の違いは時期的な差異によるものかもしれない。

横置型一本作りは、受け部をもつ成形台を使用するというその製法的特性から、瓦当部が肥厚し

重くなる傾向があり、後者の調整技法は、それを回避するためにもちいられたのかもしれない。

　成形台の形状であるが、瓦当上半部での大きな笵割れは、他の多くの横置型一本作りの瓦にも

同様の位置での笵割れが観察され、瓦当部粘土に瓦笵を押し付けた際に、分割式成形台の上下の

ズレによって笵割れを起こしたものと考えられる。したがってこの瓦についても、分割式の成形

台が使用されたものと考えられる。また瓦当の厚さについてはかなりばらつきがみられるが、上

（14）

第７図　河内の一本作り軒丸瓦（S=1/6）
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記のように瓦当裏面にかなり手の込んだ調整を加えており、瓦当受け部の存否の指標にはなりに

くい。

　成形台への粘土の詰め方であるが、今回、裏面調整ⅰ）ⅱ）の両者ともに、瓦当部が水平方向

に剥離した個体がいくつか確認され、積み上げ技法で製作されたことがわかった。

　ⅣＡ 12 型式の祖形と考えられる平城 6304 型式および、セットとなる軒平瓦の祖形である

6667 型式については、平城第Ⅰ期後半（霊亀元（715）年～養老５（721）年頃）から第Ⅱ期前

半（養老５年頃～天平初頭（元年：729 年））の瓦とされている【毛利光・花谷 1991】。新堂廃寺

にこの文様がもたらされたのも、おそらくこれに近い時期であろう。また技法的に丸瓦接合式か

ら横置型一本作りへの変化がみられることから、文様の伝達からやや遅れて一本作り技法がもた

らされたと考えられ、南門造営というそう長くない期間の間に、中央との複数次の造瓦情報の交

流がおこなわれたものと解釈できる。

　なお、横置型一本作りで製作される川原寺式複弁蓮華文軒丸瓦ⅡＡ 10 型式については、川原

寺式という文様が一般的に示す７世紀後半という年代と、平城京その他で横置型一本作りが採用

される８世紀中葉以降という年代は、あまりにも乖離しすぎている。一本作りのⅡＡ 10 型式の

技法的特徴は、ⅣＡ 12 型式のそれとまったく差がなく、新堂廃寺でⅡＡ 10 型式の笵が使用を開

始した７世紀後半から、数十年にわたり笵が保管され、ⅣＡ 12 型式の文様が平城から移入され、

またその後横置型一本作り技法が導入される８世紀中葉まで引き続き使用されたと解釈できる。

瓦笵の長期使用を示すひとつの顕著な例である。

丹波国分寺（第８図）

　丹波国分寺においては、創建瓦である忍冬文軒丸瓦が、横置型一本作りで製作されている。こ

の軒丸瓦については、かつては平安期の補修瓦とする説も存在したが【安井 1991】、出土量等か

らも、この瓦が創建瓦であることは疑いない。セットとなるのは、円形の中心飾りをもつ、非常

に単純化された均整唐草文軒平瓦である。

　丹波国分寺の忍冬文軒丸瓦は、２つの笵が存在する。意匠は酷似しているが、中房蓮子の配置

がやや異なる。外側の４顆の蓮子が忍冬文と互い違いに配されるものを 01 型式、忍冬文と正位

置に配されるものを 02 型式と仮称する。

　01 型式は管見の限り、すべての個体が横置型一本作りで製作されていた。瓦当裏面は削り調

整を加えており、布目や成形台の痕跡は残っていない。瓦当厚は５㎝のものと４㎝のものがあり、

瓦当裏面上端の成形台のアタリの形状が異なることから、２種類の成形台が順次使用されていた

ものと思われる。瓦当面や丸瓦側端部に、水平方向の剥離がみられることから、積み上げ技法で

作られたものと考えられる。

　02 型式は、横方向の大きな笵傷のないものとあるものの２種がみられる。笵傷のないものに

ついては、01 型式と同様の積み上げ技法の横置型一本作りで成形されているが、笵傷のあるも

（15）
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のは、丸瓦接合式で作られており、製作技法が異なる。この 02 型式は、丹波国分寺の瓦窯であ

る三日市遺跡からも出土しており、その出土状況から、笵傷のないものとあるものの両者には、

「大きく年代がかけ離れるものではなく極めて近接した時期である」とされている【石崎 2005】。

丹波国分寺においては、創建期のもっともはじめの時期にのみ、積み上げ技法横置型一本作りを

採用し、その後はおなじ笵ではあるが、丸瓦接合式に技法を変えて、瓦作りをおこなっていたと

考えられる。

　当初、中央系である一本作りをわざわざ採用しながら、すぐに丸瓦接合式に戻した理由とし

ては、02 型式にみられる笵割れが大きな理由だったのではないかと推測する。先にも述べたが、

とくに分割式成形台をもちいて瓦を作ると、笵への力の掛かり具合から、笵割れは避けられな

かったようで、これまで触れてきた多くの寺院でも、横方向に大きな笵割れを起こした個体が多

い。この技法的欠陥が、丹波国分寺をはじめいくつかの寺院において、一本作りをあえて避けさ

せた理由なのではないだろうか。

隠岐国分尼寺（第８図）

　隠岐国分尼寺においては、出雲教昊寺や伯耆上淀廃寺の系譜を引くと考えられる、単弁十二弁

蓮華文軒丸瓦の一部に、横置型一本作りが採用されている。筆者はその個体を実見することがで

きなかったが、報告書【松沢 1971】の記載によると、瓦当裏面には布目が残り、笵の打ち込み

は浅く、外縁の周囲に平縁状のはみ出しや歪みが残るとのことである。また一本作りの瓦は、い

くつかの顕著な笵傷が確認され、笵の同一性は確言できないと論じられているものの、報告書の

拓本をみる限りでは同一の笵の可能性が高く、丸瓦接合式から一本作りへと技法変化がおこった

と考えられる。

　報告書の図面からは、積み上げ技法にしては丸瓦の位置が高く、折り曲げ技法もしくは瓦当貼

り付け技法が想定される。

安芸国分寺（第８図）

　安芸国分寺においては、素文軒丸瓦 21 型式が、横置型一本作りで製作されている。瓦当文様

は素文であり、断面は緩やかな半球状に突出する。

　製作技法からの特徴としては、瓦当裏面には丸瓦部から一連の布面が残る個体と、削り落とす

個体が存在する。布目の残る個体を観察すると、分割式成形台の痕跡はなく、一木式成形台が復

元できる。また布はそのまま下へ垂らされ、布端面のほつれがみられる個体も存在する。粘土の

詰め方としては、報告書には瓦当面に粘土塊を積み上げて成形すると書かれているが、明瞭な粘

土の剥離痕が残る個体は存在しなかった。むしろ、瓦当部と丸瓦部の剥離が著しく、積み上げ技

法もしくは瓦当貼り付け技法で成形したものと考えられる。折り曲げの痕跡はまったく見受けら

れなかった。丸瓦部は基本的には一連の粘土を被せて成形し、玉縁段部のみは、別に厚めに粘土

（16）
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第８図　西日本の一本作り軒丸瓦（S=1/6）
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を継ぎ足し成形している。

　これらの軒丸瓦は塔跡周辺からおもに出土し、塔跡の調査（第 18 次調査）の際は、主要型式

である 01 型式に次ぐ数量が出土している【渡邊・関広 2004】。対応する軒平瓦は確言できない

が、この調査で主要瓦の次に数量が多い軒平瓦は、興福寺式（平城 6671 型式、養老年間）の系

譜を引くと考えられる 03 型式であり、さらにこの調査では、あきらかに創建期より時期が降る

瓦は出土していない。素文軒丸瓦についても、安芸国分寺の創建期か、またはそれに近い時期の

瓦と考えてよいと思われる。ちなみに安芸国分寺からは、天平勝宝２歳（750）銘の木簡が出土

しており、この時期には国分寺の伽藍がある程度整っていたと考えられている。

讃岐国分寺（第８図）

　讃岐国分寺においては、軒丸瓦 SKM01 型式の一部および、SKM03 型式、SKM06 型式が、横

置型一本作りで製作されている。瓦当文様はいずれも外区珠文帯および外縁に線鋸歯文をもつ複

弁八弁蓮華文である。

　瓦当の裏面はいずれも丁寧な削り調整が施され、布目や成形台の痕跡は残らないが、丸瓦部の

側端面に一部布目が残存する個体があり、また丸瓦部凸面に縦方向の削り調整を加えることから

も一本作りと知れる。瓦当厚は 4.5 ～５㎝程度である。

　粘土の詰め方としては、各型式ともに瓦当が水平方向に剥離する個体があり、いずれも積み上

げ技法で製作されていたことがわかる。

　次に讃岐国分寺におけるこれらの瓦の年代的位置付けであるが、松尾忠幸氏はまず数量や出土

状況等より、讃岐国分寺の創建瓦として、上記３型式および、SKM02 型式、SKM04 型式を創建

瓦として位置付けた。このうち単弁蓮華文 SKM02 型式をのぞく４型式は、いずれも同一系統の

文様であり、しかも文様構成や文様の退化の状況から、SKM01 型式が型式学的に最先行すること

は確実であろう。SKM01 型式と SKM02 型式の先後関係は、文様の検討からは導くことができな

いが、僧坊などからの出土状況において、SKM03 型式や SKM06 型式が、文様的に最先行と考え

られる軒平瓦 SKH01A 型式と共伴すると考えられることから、SKM01・03・06 型式という横置

型一本作りの一群が、丸瓦接合式である SKM02・04 型式に先行するとされる【松尾 1986】【松尾

1987】。なお、SKM01 型式の中で、横置型一本作りと丸瓦接合式のどちらが先行するかは明確に

する根拠に欠けるが、丸瓦接合式の個体のほうが、やや笵に荒れが出ていることや、丸瓦接合式

の個体も瓦当厚が６㎝前後と、この技法で製作した瓦としてはかなり厚く作られており、それは

横置型一本作りの名残とも考えられる点などから、本稿では一本作りが先行するものと考えてお

きたい。讃岐国分寺においては、創建期の前半部、主要伽藍の造営を経て僧坊の造営時あたりま

で、横置型一本作りが採用され、その後丸瓦接合式に技法が変化したものと考えられる。
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２．考察

　以上のとおり、宮都以外の地方の瓦においても、明確な年代観を与えることは難しいとはいえ、

おおまかな横置型一本作りの技法変化としては、積み上げ技法から折り曲げ技法へと、中央にお

ける技法の変化と時期が共通することが明らかになった。あきらかに８世紀第３四半期まで遡る

折り曲げ技法は、下野をのぞいて存在しない一方、積み上げ技法についても、８世紀第４四半期

以降まで降ることがあきらかな例はきわめて少ない。とくに創建年代が比較的押さえやすい国分

寺の瓦について、積み上げ技法は創建当初の限られた時期にしか存在しないことが確認できた。

過去に前田氏も述べたとおり【前田 1995】、横置型一本作りという技法は、中央から地方に波及

し、地方の側も中央の技術の変化に敏感に対応したと考えられる。

　それでは、各国の国分寺などを中心に分布するこの技法が、中央と密接な関係を持ち続けると

いう事実をもって即、国分寺造営における中央からの技術援助の証左としていいのだろうか。筆

者は過去、国分寺造営においては、基本的には中央ではなく、在地の生産力や国衙財政の中から

賄われていたという立場を強調し続けてきたが、この横置型一本作りの様相は、むしろそれへの

反証として捉えられるのだろうか。

　筆者はそうではないと考える。最初にも触れたが、横置型一本作りの利点として、

　①瓦当部と丸瓦部の剥離を防ぐ

　②型作りのため、工人の熟練をさほど必要としない

という２点をあげた。

　②については、おなじ利点があり採用されたと考えられる平瓦一枚作りにおいても、国分寺造

営前後に地方波及し、従来の桶巻作りを駆逐しつつ定着していく。型作りでもさまざまな成形技

法があるが、美濃山廃寺の項でも触れたとおり、いちばん簡単な方法なら、型に粘土塊を詰め込

むだけでも瓦をつくることができ、とくに瓦専業工人がすくない地方において、非熟練工を多用

するためには、型作りはきわめて有効であったと考えられる。

　また①についても、積み上げ技法という技法は、出土品の中に、瓦当が粘土の接合面から水平

方向に剥離した個体が多いことでもわかるとおり、この目的を完全に果たしうる技法ではなかっ

たことがわかる。一方、折り曲げ技法の場合、積み上げ技法に比べて粘土の接合面が広いため剥

離しにくく、また仮に剥離したとしても、瓦当の文様部分が剥がれるだけで、軒瓦としての機能

にはさほど影響はない。ということから、瓦製作技法上において、また本来の雨仕舞という目的

からみて、技術的に進んだ技法であると考えられる。

　筆者はかつて「国分寺における工人の移動は、全国均一的な援助の結果とか、ましてや瓦当文

様を揃えるといったような象徴的な理由ではなく、生産力の向上を伴う技術の移動のような、あ

くまで経済効率的な理由に依拠することが多い」と述べた【梶原 2000】。横置型一本作りの地方

波及と技法変化も、その範疇の中で捉えられるものと考える。本稿の結果においても、地方の瓦
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工人やその管掌者（国府など）により、生産効率の向上を目的とした技術革新を中心に、中央や

それ以外の地域からの技術導入が積極的におこなわれたことを表すものと考えている。

おわりに

　以上、横置型一本作りという製作技法を軸に瓦をみてきた。奈良時代中期という時期にあらわ

れたこの技法は、一時期は平城京でも、また各国の国分寺をはじめ多くの国で採用されるが、そ

の後の瓦作りの主流とはなり得ず、技法の細部を変化させながら、いくたびかの一時的流行と衰

退を繰り返しつつ、平安中期以降はまったく姿を消してしまう。

　『類聚三代格』の承和元（834）年条の中に、次のような記述がある。

　「應置造瓦長上一員事　右得造瓦使解偁。瓦之脆弱無師之所致也。方今木工寮瓦工従八位上模

作子鳥。久直寮家知造瓦術。望請件人為長上。謹請官裁者。（後略）」

　平安京の瓦作りの中で、「脆弱瓦」の克服のために、この時期横置型一本作りが採用されたと

されているが【近藤 1985】、むしろ一本作りこそこの「脆弱瓦」であったという考え方もある。

いずれにせよ、古代の瓦工人たちが、都僻を問わず、良質な瓦の製作と造瓦の効率性という、あ

る意味相反するものを希求し続けていたことは事実であり、横置型一本作りという技法も、その

ような中で生まれ、そして消えていった技法の好例としてとらえることができる。

　本稿を著すにあたって、井西貴子氏・倉澤正幸氏・妹尾周三氏・大洞真白氏・樋口隆久氏・平

井美典氏・山路直充氏には多くのご教示を得た。また資料調査に際しては、以下の諸機関にお世

話になった。末筆ながら心よりお礼申し上げます。

　市川考古博物館・上田市信濃国分寺資料館・大阪市文化財協会・大阪府教育委員会・亀岡市教

育委員会・京都府埋蔵文化財センター・群馬県教育委員会・讃岐国分寺跡資料館・滋賀県埋蔵文

化財協会・島後教育委員会・東広島市教育委員会・福井県立歴史博物館・八幡市教育委員会。

注　
1	奈良時代の瓦の中にも、一木式と思われるものが存在することも指摘されている【毛利光・花谷 1991】。
2	その可能性については、三河国分寺出土瓦の分析から、前田清彦氏が最初に指摘している【前田 1995】。
3	横置型一本作りの瓦についても、とくに瓦当裏面の布目が削り落とされているものなどについては、報告書
等でも、一本作りと指摘されていないものが多い。このほかにもまだ抜け落ちている瓦は多いと思われる。

4	長原遺跡・瓜破遺跡（成本廃寺を含む）・喜連東遺跡。
5	新堂廃寺については、筆者も整理作業に参加し、その際に実見し意見も述べたことがあるが、今回あらた
めて資料を実見し、当時とは異なる見解を出した部分がある。
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図版出典（所蔵機関を示すものは、筆者が作図）
第１図	【上原 1986】中の図を筆者改変。
第２図	【前田 1995】の原図をもとに筆者作成。初出【梶原 2007】。
第３図	上野国分寺：【高井 1988】。下総国分寺・尼寺出土軒丸瓦：市川考古博物館蔵。同軒平瓦：【山路・辻 1995】。
第４図	福井県立歴史博物館蔵。製作技法の復元図：【久保 1984】。
第５図	近江国府・堂ノ上遺跡・長尾瓦窯：滋賀県教育委員会蔵。	Ａ６型式・Ａ７型式：【平井 2006】。日置前廃寺：

【葛原 2005】。
第６図	長原地区：大阪市文化財協会蔵。下野国分寺：【大橋 1997】。伊勢縄生廃寺：【早川 1988】。三河国分尼寺：

【前田 2006】。
第７図	美濃山廃寺：八幡市教育委員会蔵。新堂廃寺：【井西他 2001】に一部加筆修正。
第８図	丹波国分寺：亀岡市教育委員会蔵。丹波三日市遺跡：京都府埋蔵文化財センター蔵。隠岐国分尼寺：【松沢

1971】。安芸国分寺：【渡邊・関広 2004】。讃岐国分寺：高松市教育委員会蔵。
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Abstract

Techniques and Dates of Round Eave Tiles made with Molding Method

 Molding method is one of the techniques to make Round Eave Tiles. Generally, round eave tiles were 

produced by assembling separately-made antefix and round tile. On the other hand, those of molding 

method were single-piece tiles made with specially-shaped mold. This method is supposed to be 

employed for the first time in Heijo Palace around 730 A.D., and it was also used in the provinces in the 

middle of the 8th century, when the provincial temples were constructed.

 These tiles made by this method are classified according to form of mold and how clay was stuffed 

into the mold. There are two types of stuffing technique; “building-up” and “bending”. In Heijo Palace it 

is thought that “building-up” technique was replaced with “bending”.

 This paper studies the stuffing techniques for round eave tiles made by molding method in the 

regions, and it is cleared the change of the stuffing techniques occurred almost simultaneously in the 

center and the regions. This result shows a solution for the problem of determining absolute dates of 

provincial tiles. 


