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播磨の古代寺院と造寺・知識集団 ２３ 

紀ノ川流域の古代寺院を訪ねて 

― 南海道の古代寺院シリーズ ― 

 

           寺 岡  洋 

 

 このところ、出雲、若狭、豊前、扶餘（韓国）、

伯耆・因幡と播磨から離れているが、今号も紀ノ

川流域（和歌山県域）を訪ねます。紀ノ川流域に

は古代寺院跡が２０ヶ所余り残るようだ。これら

の古代寺院は、上流域の伊都（いと）郡、中流域の

那賀（なが）郡、下流域の名草（なくさ）郡と、郡毎

に瓦に関して特徴があるといわれる。紀ノ川流域

は『日本霊異記』の主要な舞台でもある。 

伊都郡には寄れなかったが、瓦からみると大和

盆地南西地域と関係がある、と指摘される。佐野

（さや）廃寺（伊都郡かつらぎ町）、名古曾（なこそ）

廃寺（橋本市高野口町）、神野々（このの）廃寺（橋

本市神野々）などが知られる。 

阪和自動車道泉南ＩＣで降り、県道３４６号線

（泉佐野岩出線・根来（ねごろ）街道）を南下、風

吹峠を越え紀ノ川流域へ。 

 

■西国分（にしこくぶ）廃寺 

塔跡（国史跡） 

 

岩出市（旧那賀郡）岩出 

町西国分。紀ノ川北岸の広 

い河岸段丘上に位置する。周辺は都市化が進む。

標高３５ｍ。道路脇の空地に心礎（上図）。東、約

１ｋｍに紀伊国分寺跡、歴史民俗資料館あり。 

発掘調査されているが、塔跡以外はっきりしな

い。塔基壇（一辺１３ .８ｍ）は渡来系寺院でよく

見られる瓦積み化粧。心礎は元の位置に戻されて

いるそうだから、心礎の置かれている空地が基壇

になる。空地南側は段差がある。基壇は少なくと

も二度の改修の跡が見られるそうだ。 

瓦は本薬師寺と同笵の軒丸瓦、坂田寺系、それ

に名草郡に建立されている上野廃寺系の軒丸瓦

が出土する。坂田寺は仏師として有名な鞍作鳥（く

らつくりのとり）（司馬鞍首止利 しばのくらつくりのお

びととり）が建立した金剛寺（南淵坂田寺）のこと

である。上野廃寺は後述するように三間名干岐（み

まなのかむき）が関係したと推測され、渡来系集団

のネットワークが存在するようである。 

複層蓮華文軒丸瓦（下図 蓮弁がずれて重なる）

は採集品であるが、大津園城寺（右端）で２点出

土するのみの類例のない文様を採用する。統一新

羅ではよく使われるモチーフであるが同じものは

ない（大脇 ２０１１）。創建年代は７世紀後葉。 

 

 

 

 

 

 

■最上（もがみ）廃寺 

 

 紀ノ川を渡り、貴志 

（きし）川東岸の最上廃 

寺へ。紀の川市（旧那 

賀郡）桃山町最上。最 

上台地に位置し、標高６２ｍ。桃畑に囲まれた墓

地内に塔心礎が残る（上図）。探すのが難しいが、

樹齢数百年の楠の巨樹が廃寺跡の目標。 

貴志川のキシ地名は全国に散在するが、摂津有

馬郡（三田市）には漢字も同じ「貴志」が、播磨

賀茂郡には「来住（きし）」（小野市）が残り、どち

らも渡来系集団の集住地で、外交・海事に従事し

た吉士（きし）集団と関連するようである。 

最上廃寺は発掘調査されている。塔跡以外はっ

きりしないが、北方に雑舎群が確認された。瓦は

坂田寺系の軒丸瓦が２種出土するが、「最上廃寺

のいわゆる重弁蓮華文軒丸瓦も特異な文様で、坂

田寺式軒丸瓦とは一線を画す必要あり（下図）」

（大脇 ２０１１）とも指摘される。 

出土品には、蓮華文帯鴟尾 

（しび）の破片、如来立像塼仏 

（せんぶつ）、山田寺（桜井市） 

と同笵の六尊連立塼仏片など 

がある。 

 

■北山廃寺 

 

 最上廃寺から貴志 

川を渡り、２ｋｍば 

かり西方へ。貴志川 

支流・丸田川北岸の 

舌状台地上。標高３ 

０ｍ前後。紀の川市貴志川町北山。水路もないミ

カン山を広い水田にしている。地表に遺跡の痕跡

も表示もない。塔心礎は水田下に残る。 

 

 

 

 

 

貴志川  



 北山廃寺は発掘調査されているが、伽藍配置な

どは明確でない。溝と杭列により一町四方の寺域

が画されていたようである。当初、寺として塔と

中門、小さな瓦葺建物（金堂？）が造立され、周

囲は溝で囲まれていた。その後、寺院の再整備が

行われたとされる。坂田寺系の軒丸瓦、鴟尾片な

どが出土している。 

 北山廃寺から北に山越えすると、「上三毛（かみ

みけ）」「下三毛」の地名が残り、『日本霊異記』下

巻第十七話に出てくる「那賀郡弥気（みけ）の里」

に比定されており、北山廃寺を弥気山室堂とする

説が有力なようである（三舟 ２００２）。 

 

■山口廃寺  

 

 再び紀ノ川を北に渡 

り、熊野古道が雄ノ山 

（おのやま）峠を下り、 

紀ノ川流域へ出てきた 

辺り。和歌山市（旧名 

草郡）谷。ＪＲ阪和線も阪和道もこの峠を抜ける。 

県道６４号線（和歌山貝塚線・大坂街道）に産

廃反対の看板が立つが、その辺りからタンボの畦

道を西へ１００ｍくらいか、樹木が繁り、基壇状

の高まりが残る一画に塔心礎が残る（上図）。 

 塔心礎の柱座は、直径１２０ｃｍと大きく（柱

が太い）、五重の塔だったかもしれない。熊野古

道と南海道が交差する交通の要衝に建立されて

おり、西約１ｋｍには上野廃寺が建つ。 

 船橋廃寺式軒丸瓦の破片と、上野廃寺式軒丸瓦

（下図  川原寺系軒丸瓦の複弁の子葉部分が凹

む）２点が表採されている。 

 

■上野廃寺（国史跡）  

双塔伽藍 

 

 紀ノ川北岸、和泉山脈 

南麓裾に立地する。標高 

約４０ｍ。回廊の北側は 

急傾斜面で、一見、終末 

期古墳の立地を思い浮かべた。崖の上は、阪和道

の紀ノ川 SA である。こんなぎりぎりの場所を選

地しなくても広い場所があると思ったが……。 

 周辺は宅地開発されており、南側の駐車場から

寺跡への小道がある。現場に立つと寺域の起伏が

予想外に大きい。金堂が一段と高い位置を占め、

双塔は少々低い位置に建つ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金堂基壇は地山を削り出し、その上に版築して

いる。規模は東西約１９ｍ×南北約１６ｍ。東辺

のみ河原石と瓦片混用の化粧が残っていた。 

金堂前面に東塔・ 

西塔跡（右図、発 

掘時）が残る。双 

塔式伽藍であるが、 

講堂が西塔の西に 

東面して建ち、典 

型的な薬師寺式で 

はない。東塔の基壇には一部塼積みが残り、３種

類の塼を使用する。規模は一辺約１２ .６ｍ。 

西塔基壇（一辺約１２ .１ｍ）は瓦積みで、基壇

の化粧が異なり、基壇の規模もわずかに小さい。 

百済系田辺史（たなべのふひと）氏が主導して建立

したと推測される田辺廃寺（柏原市）も、東塔は

塼積基壇で西塔は瓦積基壇である。造寺集団が違

ったのではないか、と想像される。 

  

 ★新羅系軒丸瓦（右図） 

 上野廃寺では左図のような 

軒丸瓦と共に少数であるが、 

統一新羅時代に多く見られる 

外縁に珠文を巡らせた特徴的 

な新羅系軒丸瓦が出土し注目 

されている（森 １９８２、 

国立慶州博物館『新羅瓦塼』２０００）。前頁、「新

羅 東方洞廃寺」出土瓦にも珠文が見られる。 

 双塔伽藍の祖型も新羅と関連すると考えられ

るが（異説ある）、軒丸瓦の文様にも新羅の影響

があり、上野廃寺の造立集団は渡来系集団間のネ

ットワークを持っていた。 

 ★片岡王寺の軒丸瓦 

 上野廃寺の新羅系軒丸瓦と 

同笵の軒丸瓦が片岡王寺（奈 

良県王寺町）で採集されてい 

る（小谷 ２００１ 右図）。 

片岡王寺と上野廃寺の造寺 
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集団は軒丸瓦を共有する密接な関係であったこ

とが考えられる。で、片岡王寺とは？ 

 ★片岡王寺 ― 大原史（おおはらのふひと） 

 片岡王寺はＪＲ大和路線王寺駅から、国道１６

８号線を南へ７～８００ｍ、王子小学校が建つ場

所に存在した。国道の拡幅工事に伴う発掘調査に

より、寺の東面・北面を巡る溝が見つかっている。 

 片岡王寺については文字資料もあり、造寺集団

について推定されている（東野 ２００９）。 

法隆寺が蔵する「観世音菩薩造像記」には、 

庚午年……、鵤大寺の徳聡法師、片岡王寺の 

 令弁法師、飛鳥寺の弁聡法師ら三僧…… 

族は大原博士、百済に王在り、此の 

土には王姓 

と記され、片岡王寺が登場する。 

 庚午年は持統八年（６９４）、鵤大寺（い 

かるがおおでら）は法隆寺。発願者の三僧は 

大原博士（ふひと）の同族で、百済では王の 

一族、日本では王姓を称した。明らかに百 

済系の僧である。大原博士（史）の３人の 

僧が法隆寺に観世音菩薩を「知識」により 

奉仕・喜捨したのであろう。 

 東野治之氏によれば、片岡王寺は百済系 

の大原史が建立した寺院である（異説ある）。 

 

■『日本霊異記』と紀ノ川流域 

 

 『日本霊異記』については、このシリーズの２

回目に取り上げている（２３２号 ２００９ .１）。

主として奈良時代の「知識」や寺院について豊富

な事例が収録され、遺跡のみでは想像できない実

態が窺える。紀伊国に関連する説話が１１６話中、

１９話と多く。とりわけ名草郡が多い。 

 

 ●弥気山室堂（道場） 「下巻第十七」 

沙弥信行は、紀伊国那賀郡弥気里（みけのさと）

の人。俗姓は大伴連祖。「其の里に一つの道場あ

り。号（な）は弥気山室堂と曰（い）ふ。其の村人

等、私（わたくし）に造れる堂なるが故に、以て字

（あざな）とす。法名を慈氏禅定堂（じしぜんじょう

どう）と曰へり…。…知識を率引（ひき）いて、捻

造し……」（慈氏は弥勒の意）。 

 「其の村人等、私に造れる堂」とは、村人等ら

により「知識」で道場（弥気山室堂）が建立され

たことを表現するものであろう。後段の「知識を

率引いて」は、脇侍造像の知識の件である。 

 弥気山室堂には沙弥信行が住んでおり、元興寺  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の沙門豊慶も住む坊もあった。 

この弥気山室堂については、北山廃寺とする説

が有力なようだが、異説もある。 

 

 ●貴志寺（道場） 「下巻第二十八」 

 「紀伊国名草郡貴志里（きしのさと）にひとつの

道場有り。号をば貴志寺と曰ふ。其の村人等、私

の寺を造れるが故に、以て字とせり。」 

 貴志寺（道場）も弥気山室堂と同様に、村人等

により「知識」によって造られている。貴志寺に

は優婆塞が常住しており、丈六（一丈六尺 約４.

８５ｍ）の弥勒仏を納める堂が建っており、塔を

建てるための木材が用意されていることから、塔

の基壇は造られていたと思われる。 

 紀ノ川河口の北岸には貴志という地名が残る

が、寺院の遺構は知られていない。立地からみて、

吉士集団の居住地であったのであろう。  

  

●弥勒寺（能応寺 のおじ） 「下巻第三十」 

 「老僧観規は、俗姓、三間名干岐（みまなのかん

き）なり。紀伊国名草郡の人。……先祖（おや）の

造れる寺、名草郡の能応村（のおのむら）に有り。

名を弥勒寺と曰ふ。字を能応寺と曰ふ」、 

「智識武蔵村主（すぐり）多利丸（たりまろ）…」。 

 弥勒寺（能応寺）は、俗姓を三間名干岐（旱岐

とも表記）である老僧観規の先祖が建立している。

三間名干岐は、任那の王族である。想像の域を出

ないが、加耶系の渡来系集団を再編成したとされ

る吉士集団の首長であったのではないか。『姓氏

録』には「三間名公（みまなのきみ）」がある。武蔵

村主の村主も渡来系氏族の姓。 

三間名干岐氏は名草郡周辺の寺院建立に際し、

主導的な役割を担ったと考えられる。弥勒寺（能

応寺）には老僧観規の他に弟子もおり、金堂には

丈六の釈迦像と脇士が置かれ、武蔵村主多利丸が

完成させた十一面観音菩薩が塔に置かれたとあ

り、本格的な寺院である。 

 

 



この弥勒寺（能応寺）であるが、上野廃寺か山

口廃寺が挙げられている。「東の塔の本に居けり」

とでも書いてくれていたらよかったのだが。  
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