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 はじめに 

前号、「４０回の連載目録」を作りながら、補足しなく

てはあかんと思うことがいくつかあった。 

連載第１３回（『むくげ通信』２４３ ２０１０年）では、

「播磨の双塔伽藍からみる「知識」のネットワーク」を

書いている。出土した平瓦の製作技法（ジグザグ縄叩き）

から河内の渡来系氏族・集団と播磨の関連を推定した。

この双塔伽藍の系譜は、新羅なのか、唐なのか？ 

加古川流域は日本では類例の少ない「薬師寺式双塔伽

藍」が集中する地域であり、何故なのか、を考える前に

双塔伽藍そのものについて補足したい。 

塔の本来の目的は釈迦の舎利（しゃり）を納めるためで

あり、単塔で目的は達する。にもかかわらず、ごく少数

の寺院で双塔がみられ、その双塔伽藍が播磨で際立つ。 

 

薬師寺式双塔伽藍とは 

古代寺院は金堂・塔・講堂・中門・回廊・僧坊など各

種堂塔や付属施設（雑舎）からなり、それらのうち、金

堂と塔の位置によって類型化したものを「伽藍配置」と

いっている。それぞれ基準になった寺院名をとり、四天

王寺式・法隆寺式・薬師寺式などと呼ばれる。 

「薬師寺式伽藍配置」（右欄参照）は、金堂南方の東西

に塔を配するものをいう。しかし、大安寺式や東大寺式

も金堂から距離があるが南方に双塔を備えており、個人

的には「薬師寺式の双塔」であることを強調するため「薬

師寺式双塔伽藍」と称することにしている。 

 

双塔伽藍一覧（７～８世紀代） ３4 ヶ所 

双塔伽藍の類例は、上原真人氏の集成による[上原２０

０６]。平安時代に建てられた山城国の３ヶ寺（法成寺・

尊勝寺・円勝寺）と、双塔伽藍でないことが確認された

大和・比曾寺を省き、出雲来美（くるみ）廃寺を加える。

金堂左右（東西）に塔を配するものが４ヶ寺ある。 

白鳳時代の寺院数については、『扶桑略記（平安時代編

纂）』持統六年（６９２）条に５４５寺とある。 

大 和 ９ヶ寺 

本薬師寺（橿原市）、平城薬師寺（奈良市）、 

地光寺東遺跡（葛城市）、當麻寺（葛城市）、 

大安寺、東大寺、法華寺、西大寺、秋篠寺（奈良市） 

 河 内 ７ヶ寺 

智識寺（柏原市）、善正寺廃寺（羽曳野市）、 

葛井寺（藤井寺市）、田辺廃寺（柏原市）、 

正法寺（四條畷市）、高宮廃寺（寝屋川市）、 

百済寺（枚方市）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 播 磨 ７ヶ寺 

広渡廃寺、新部大寺廃寺、繁昌廃寺、野条廃寺、 

  多田廃寺、溝口廃寺、奥村廃寺 

 諸 国（各国に１ヶ寺） １1 ヶ寺 

  紀伊：上野廃寺、備前：賞田廃寺、豊前：弥勒寺 

因幡：栃本廃寺、伯耆：上淀廃寺、出雲：来美廃寺 

丹波：三ツ塚廃寺、伊勢：多度神宮寺 

美濃：大隆寺廃寺、三河：寺領廃寺、 

常陸：新治廃寺   ＊カラーは金堂の左右に双塔 

 双塔伽藍が建立された地域をみると、大和・河内・播

磨に集中しており、山背・近江には見られない。大和で

は、地光寺東遺跡・當麻寺を除き、造営主体は天皇ある

いは官（国）であり、薬師寺建立以降も大安寺・東大寺

など主要寺院に双塔伽藍が継続して造られている。 

薬師寺式双塔伽藍は、薬師寺と、河内・播磨で主とし

て採用された伽藍配置のようである。 

 

双塔伽藍の現状をみてみる。まず大和から。 

薬師寺式の本家、薬師寺が２ヶ寺併存した。本（もと）

薬師寺は、６８０（天武９）年に天武天皇が皇后（後の

持統天皇）の病気平癒のために発願し、６９８年に完成

したとされる。創建時は東塔のみで、西塔は建立が遅れ、

平城薬師寺建立の７１８（養老２）年以降の可能性が推

測されている［花谷２００３］。 

百済系の船氏（後述）出自の僧・道昭が、薬師寺創建

に関わったのではないか、という憶測が散見する。であ

れば、河内が薬師寺式双塔伽藍の元祖？になる。 

 地光寺東遺跡 脇田神社境内とその西方２４ｍの水

田中に塔心礎が残る。遺構は削平され、詳細は不明。新

羅系鬼面文軒丸瓦はよく知られる。 

 創建は渡来系の忍海漢人（おしぬみのあやひと）が主導し

たものであろうか。忍海地域は播磨とも関係あるようで、

播磨の志深（しじみ）の土豪が中央に進出し「忍海部造」

を族称としたという説がある[山尾１９８３]。 

 残りの７ヶ寺の建立は奈良時代 

中期以降であり、白鳳期（６４５ 

～７１０）に創建されたとされる 

播磨の３ヶ寺（広渡廃寺・新部大 

寺廃寺・繁昌廃寺）の薬師寺式双 

塔伽藍のモデルにはならないので 

省略する。＊右図：東大寺式伽藍配置 

 

[安村２００８]より引用 

 

『むくげ通信』２７６ むくげの会 ２０１６．５ 



智識寺 河内に移る。智識寺は寺院が智識（知識）に

より造られたことを裏付ける稀有な例になる。 

東塔 部分的な調査により基壇の一部が確認され、西

塔は江戸時代の「大平寺村絵図」による推定復元。 

東塔基壇 格式高い二重（重成）基壇と推定され、規

模は一辺が２０.８ｍにもなる。この規模は平城薬師寺の

西塔（１３.６５ｍ）、河内国分寺の塔（約１９ｍ）より大

きくなる。数字ではピンとこないが、奈良公園の興福寺

五重塔の基壇が１７.６ｍである。 

創建年代 「軒丸瓦・平瓦の検討から７世紀中葉から

後葉、第Ⅲ四半期と考えるのが妥当ではないか」とされ

る［安村２００８］。この年代に双塔伽藍が完備していた

ならば、新羅の四天王寺（創建 ６７９年）、感恩寺（創

建 ６８２年）と併行、あるいは先行する。 

ただ、７世紀中葉～後葉ころに知識で建立された寺院

の塔としてはあまりに大きく、裏付ける根拠を欠くが、

智識寺盧舎那仏を深く敬った聖武・孝謙天皇により当初

の双塔伽藍が大々的に改築された可能性も考えたい。 

ジグザグ縄叩きの平瓦も出土しており[柏原市２００８]、

播磨の双塔伽藍と密接な関係がある。 ＊引用図版あり 

智識寺址出土の重弁蓮華文軒丸瓦は間弁（かんべん）に

珠点を配した類例少ない意匠であるが、加古川流域の喜

田清水廃寺（賀毛郡）でもみられる。 ＊引用図版あり 

 

善正寺（ぜんしょうじ）廃寺 

（埴生（はにゅう）廃寺） 

― 確認できる列島最初の 

薬師寺式双塔伽藍か ― 

藤澤一夫先生が単独で、「時間の許すかぎり、寺跡に臨

み、採土破壊に併行して調査をくわえ」られた寺址であ

る。簡単な調査報告を残されており、薬師寺式双塔伽藍

であったことが確認できる［藤澤１９６２・１９８２］。 

創建年代 「善正寺跡の年代は出土瓦から７世紀中葉

に伽藍が完成」とされるが［北野１９９４］、最も年代の

古い軒丸瓦の出土は少量で、多く出土するのは「善正寺

式」（上図）と呼ばれる７世紀後半の軒丸瓦であり、創建

瓦とみなされている［上田１９９７］。善正寺式軒丸瓦の

祖型は、百済末期の益山・弥勒寺とされる。 

善正寺廃寺の双塔の塔心礎は、地下式心礎であったこ

とが藤澤先生の報文で確認され、善正寺式軒丸瓦の年代

とも合致する。塔心礎はおおむね地下式から地上式に変

遷しており、本薬師寺では両塔とも地上式になる。 

善正寺廃寺は、遺物（瓦）・遺構（双塔の塔心礎の状態）

から本薬師寺に先行して建立された日本最古級の双塔伽

藍である可能性が高いのではないだろうか。 

創建を主導したのは船史（ふねのふびと）氏が有力なよ

うである。津史氏という説もあるが、船史・津史は、南

朝系百済人で「最も早い時期のヤマト国家の政府書記官

（史）であった」とされる［山尾１９８９］。 

葛井寺（ふじいでら） 遺構は現存の葛井寺と重なり不

明だが、室町時代の絵図や江戸時代の『河内名所図絵』

では塔が２基並んで描かれており、双塔伽藍と推測され

ている。創建年代は、瓦の年代から７世紀中葉以降とさ

れる。創建を主導したのは百済系の白猪（しらい）史（７

２０年 葛井連（むらじ）に改姓）に異論はない。 

 

北河内の讃良（さら）郡になる高宮廃寺は、式内社の大

杜御祖（おおもりみおや）神社の境内と重なる。境内に東

塔基壇が残る。推定西塔址には社殿が建っており、基壇

の確認はできていない。創建年代は７世紀後葉とされる。 

正法寺址は東塔基壇が確認されたが、西塔は未確認で

あり、想定伽藍配置である。 

讃良（更荒）郡には、北から高宮廃寺・讃良寺址・正

法寺址と１ｋｍ毎に古道に沿って寺院が建立されており、

創建を主導したのは渡来系の馬飼集団であろう。 

６８３（天武朝１２）年には、河内馬飼造（うまかいのみ

やつこ）、娑羅々（さらら）馬飼造、菟野（うの）馬飼造な

どが「造」から「連」に改姓・昇格している。ちなみに、

「船史」も同時に「船連」に改姓されており、これらの

渡来系氏族・集団は天武朝のころ、王権から有力な官人

（貴族）と評価される活動をしていたのである。 

時代が平安時代まで下るが、讃良郡の大領（だいりょう

郡司のトップ）に渡来系の茨田勝（まむたのすぐり）男泉が

いる［『続日本後紀』承和８年（８４１）]。郡司は譜第（ふ

だい）の家（在地の豪族）から選ばれるので、茨田勝氏

も造寺知識の有力候補者である。 

持統天皇は独身の頃、鸕野讃良皇女・娑羅々皇女と記

されており、幼児の頃の居住地はこの辺りだったとされ

る。馬飼造の首長居館で育てられたのであろうか。 

播磨と北河内との関連では、『播磨国風土記』揖保郡

（いひぼのこほり）枚方里（ひらかたのさと）の里名について

「枚方と名づくる所以は、河内国茨田郡枚方里の漢人、

来到たりて、始めて此の村に居りき。故（かれ）、枚方の

里といふ」とある。茨田郡は讃良郡の北になる。河内か

ら渡来系氏族・集団が播磨に移住している。 

 

田辺廃寺・ 

百済寺（右図） 

両寺の創建は奈良時代 

以降に下るが、薬師寺式 

双塔伽藍である。 

創建を主導したのは、 

百済系田辺史と百済王家 

の末裔である百済王氏。 

 

河内の双塔伽藍の特徴 

河内では双塔伽藍（未 

確認も含む）の特徴は歴然としており、すべて渡来系氏

族・集団が主導して建立したと考えられることである。 

とりわけ、田辺廃寺や百済寺が建立された時期には、

大安寺式や東大寺式伽藍配置の寺院が存在しており、こ

れら最新の伽藍配置を採用せず、伝統的な薬師寺式伽藍

配置を採用したのは、この伽藍配置が渡来系氏族のシン

ボル的な意味をもっていたのではなかろうか。 

 

 

百済王神社 
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