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はじめに 

白鳳時代（６４５～７１０）、播磨国餝磨（しかま）郡に

は市之郷（いちのごう）廃寺・辻井廃寺・見野（みの）廃寺、

そして前号で取上げた三宅廃寺が存在した。三宅廃寺は

寺址が推定されているが、今回紹介する今宿廃寺（今宿

遺跡）は遺物整理箱１０００箱にも及ぶ大量の瓦が出土

し、近隣に古代寺院が存在したと推測されるが、まだ姿

の見えない幻の寺である。 

  

今宿遺跡の位置  右図○ 

今宿遺跡（姫路市西今宿） 

は、ＪＲ姫新線・播磨高岡 

駅の北、延喜式内社（えんぎ 

しきないしゃ）高岳神社の南 

の長円形の独立丘陵（標高 

３０.５ｍ）南斜面が該当地 

になる。周辺は風土記の「巨智里（こちのさと）草上村」

に比定されている。里名は韓人（からひと）柞巨智賀那（な

らのこちのかな）等が、「此の地を請ひて田を懇った」こと

による。巨智氏は、新羅系と百済系がいた。 

東へ約８００ｍ地点には辻井廃寺が立地する。南西を

古代山陽道が通過し、草上（くさかみ）駅家が至近に存在

した。美作道は草上駅家から分岐したとされる。 

夢前川（ゆめさきがわ）の左岸になり、かつては夢前川

の分流が流れていた。街路整備事業・山吹線の工事によ

り調査されたもので、南北に長く調査区が設定され、南

端になる「今宿遺跡Ⅰ」地区が今回の舞台になる。 

今宿遺跡は瓦集積地（瓦捨て場）であり、瓦は山ほど

出土するが、白鳳時代の遺構は確認されていない。 

高岳神社には、かの坂上田村麻呂（７５８～８１１）が

延喜元年（７８２）に幣帛を奉じたと看板に書かれてい

るが、真偽不明（？）のようである。渡来人のネットワー

クがあったのであればおもしろいが。 

 

今宿遺跡（今宿廃寺）の 

周辺遺跡 

 

■辻井廃寺・辻井遺跡  

—下層に大型建物群— 

辻井廃寺址（辻井遺跡 

と重なる）は、安室（や 

すむろ）バイパス新設工事や宅地造成などにより大規模な

発掘調査（約１万㎡）が行われ、比較的実体が明らかに

なっている。旧夢前川の氾濫原に立地しており、寺域の

東では幅５０ｍ以上の旧河道跡が調査されている。辻井

廃寺の現状は、住宅に囲まれた水田に巨大な塔心礎が残

されているのみだが、かろうじて偲ぶことができる。 

辻井廃寺の創建で注目されるのは、７世紀前半頃の大

型掘立柱建物群を撤去して寺院を建立していることであ

る。これらの建物群は豪族居館、あるいは官衙のような

性格の建物と推定されている。辻井廃寺はこれらの建物

群を使用していた氏族・氏族集団が主導して創建したこ

とは明白で、それ以外に考えられない。 

造寺集団の集落と寺院が密接に関連する例は、同じ飾

磨郡の市之郷廃寺（ＪＲ姫路駅の東約１ｋｍ）でもみら

れる。市之郷廃寺では周辺に古墳時代から継続して集落

が形成されている。 

 

■山崎山古墳群（姫路市辻井） 

辻井廃寺の北東に市立姫路高校が 

見えるが、その裏山である八丈岩 

山（１７３ｍ）の尾根筋に存在した古墳群（７基）で、

壊されていたが大型の横穴式石室もあった。追葬が行わ

れており、築造年代が辻井遺跡とほぼ重なることから、

ムラの歴代有力者が葬られたと推測されている。 

副葬品には、各種馬具類、武具・武器類、玉類、銀銅

製腕輪（上図）、土器類など、貴重な遺物が残っていた。

とりわけ、雁木（がんぎ）玉・トンボ玉（装飾付瑠璃玉）

は日本での出土例が少ない遺物である［安永２００２］。

銀銅製腕輪（釧 くしろ）もめずらしい。 

被葬者について、調査された松本正信氏は、「いずれも

渡来人の影響が強い点が注目される」と評価される［姫

路市２０１０］。辻井遺跡は渡来系集団・氏族の有力者（柞

巨智・山村許智）が居住していた可能性が高い。 

 

 

 

 

 

  

 

 

■草上駅家（今宿丁田遺跡） 

今宿遺跡から南東へ数１００ｍ、国道２号線周辺だが

遺構は確認されていない。報告書は未刊だが、『布勢（ふ

せ）駅家』で簡単に触れられている［今里１９９２］。 

１９９０年の調査では、２００点近い古瓦片が出土し、

いわゆる「播磨国府系瓦」が１０点含まれていた。「旧河

道堆積土の上層から奈良～平安時代の遺物が出土したが、

当代の遺構を検出するに至っていない。……遺物の包含

状態や摩滅程度からみて、……近辺に原遺構（瓦葺建物

址）の存在が予想される」〔今里２０１０〕。 

今宿丁田遺跡は、播磨国府系瓦の出土、古代山陽道を

踏襲した近世西国街道沿いに面すること、付近の地名に

「草上寺」「前田」などが残ることなどから、草上駅家関

連遺跡と考えられている［岸本２００６］。 

草上駅家も幻の駅家であるが、『続日本紀』や、「太政

官符案（九条家本延喜式紙背（しはい）文書）」など文献

に記載されている。『延喜式』（律令の施行細則 ９２７

年）によれば、「卅疋」の駅馬が配置されていた。 
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山陽道・美作道と駅家 

草上駅家 

『むくげ通信』２８８ むくげの会 ２０１８.５ 



今宿遺跡（今宿廃寺）の調査［兵庫県２００８］ 

  

今宿遺跡は調査地（道路予定地）の南から北へ今宿遺

跡Ⅰ～Ⅲ、山吹遺跡と並んでいる。今回取り上げるのは

今宿遺跡Ⅰのみ。近隣の田畑（寺院址？）から、畑仕事

の邪魔と捨てられた瓦片が大量に集積していた。出土し

た古代瓦の重量は、９６５８ｋｇにもなる。 

調査区の東隣は、「断面に瓦が堆積していることから

更に濃密な状態で瓦が堆積していることが推測できる。

このことから瓦は南東部分からもたらされた可能性が指

摘できる」と特記される。つまり、調査地の南東方面に

「今宿廃寺」が推定されている。 

 

軒丸瓦 

軒丸瓦の 

破片が４９ 

点、すべて 

川原寺系の 

複弁八弁蓮   

華文で、古相と新相に大別される。 

 古相：外縁が斜縁で子葉が立体的 Ｍ１類・Ｍ２類 

 新相：外縁が平縁で子葉が平面的 Ｍ５類 

古相が先行し、新相へ推移する。焼成も甘くなる。 

左図：Ｍ１類の復元図 右図：出土したＭ１・Ｍ２類 

■辻井廃寺出土の複弁八弁蓮華文軒丸瓦 

同じデザイン（同文）の軒丸瓦が辻井廃寺で出土して

おり、今里氏により分類されている［姫路市２０１０］。 

出土瓦を年代順にⅠ期とⅡ期にまとめ、Ⅰ期の軒丸瓦

を文様（蓮子（れんじ）と花弁の位置関係）によりⅠ類・

Ⅱ類に分別された。中房（蓮華文の中心部）に三重に配

置された蓮子（１＋４＋８）の、外周蓮子の位置が蓮弁の

中央線を通るものをⅠ類とし、間弁（かんべん）の線を通

るものをⅡ類と分類する（図版参照）。 

今宿遺跡出土の瓦は、今里分類の辻井Ⅰ期Ⅰ類に該当

する。つまり、「辻井廃寺で出土している古相の一部が出

土していると言える」［兵庫県２００８］。 

 

 

 

 

 

 

 

辻井Ⅰ期Ⅰ類と辻井Ⅰ期Ⅱ類 ＊蓮子の位置が異なる 

■三宅廃寺でも出土［右図］ 

前回紹介した三宅廃寺でも辻 

井Ⅰ期Ⅰ類と同笵の軒丸瓦が出 

土している［姫路市２０１４］。 

「笵キズから辻井廃寺→三宅 

遺跡と理解できる」。この軒丸瓦 

は餝磨郡に建立された寺院のシ 

ンボルのような位置を占めていたようだ。 

■飛鳥寺ⅩⅨ型式に類似［花谷１９９５］ 

類似する軒丸瓦が多哥寺廃寺（託賀郡 下図右）・野口

廃寺（賀古郡）などでみられ、さらに道昭（６２９～７０

０）が建立した 

飛鳥寺禅院で 

出土するⅩⅨ 

型式（左側）に 

類似する、と指 

摘されている。『日本霊異記』（上巻１１）には、「飛鳥元

興寺（飛鳥寺）の僧・沙門慈応大徳が、播磨餝磨郡の濃

於（のお）寺で夏安居（げあんげ）をおこない、法花経の講

義をした」、とある。道昭も播磨を周遊したのではない

か、と憶測している［寺岡２０１５］。 

■軒平瓦／赤色顔料 

 ７７点出土。重弧文軒平 

瓦が７６点、１点のみ均整 

唐草文（播磨国府系の古 

大内（ふろうち）式）。三重 

弧文を中心として、四重弧 

文と二重弧文がわずかに存 

在する。凸面（屋根に葺いた時には下面になる）の顎部

（先端部分）に赤色顔料が付着したものがあり、寺院址

であることが確定したといえる。 

軒平瓦は茅負（かやおい）と呼ばれる軒瓦を支える部材

の上に置かれる。茅負は朱色に塗られており、その塗料

が軒平瓦の下面に付くことがある［上図参照］。 

山陽道の駅家は迎賓館を兼ねており、蕃客（外国使節）

に見せるため別格で、「瓦葺粉壁」であった。 

■播蓮華文帯鴟尾（しび） 

鴟尾片が１０点出土しており、２ 

種類ある（Ａ・Ｂ類）。Ａ類が播磨 

ブランドの峰相山（みねあいさん）窯 

の蓮華文帯鴟尾で、古窯群は漢人・ 

漢部により開窯された。今里氏によ 

りⅠ～Ⅴ型に分類編年されている。 

［復元図 蓮華文が飾られる］→ 

近隣では、辻井廃寺、市之郷廃寺、下太田廃寺（揖保

郡大田里／姫路市）で出土している。この鴟尾は摂津の

四天王寺や細工谷遺跡（百済尼寺）、さらに大宅（おおや

け）廃寺（山背）・斎尾（さいのお）廃寺（伯耆）など、直

線距離でも約２００ｋｍもある遠隔地でも出土している。 

峰相山の鴟尾にこだわるような渡来系集団・氏族のネ

ットワークがあったのではないかと考えられる。 

■軒瓦以外の出土品 

塼（せん）、龍泉窯系の青磁、硯の破片など。 

辻井廃寺との関係 — 今宿廃寺が先行する 

 餝磨郡巨智里には寺院が２ケ寺建立されていた。今宿

遺跡出土の軒丸瓦は古相のみ、軒平瓦は三重弧文が中心

で段顎を持つものが存在する。対して、辻井廃寺では古

相と新相の両者、四重弧文が中心で段顎が存在しないこ

となどから、今宿廃寺の創建が辻井廃寺に先行する可能

性が示唆されている［兵庫県２００８］。  

 

 

 

  

 

  

 

 



■明治３９年（１９０６）の今宿遺跡周辺 

 

・下方に旧西国街道 

・今宿遺跡の南、 

 街道沿いに「前田」 

 という駅家関連地 

 名が残る 

 ウマヤダ→マヤダ 

 →マエダと転訛 

 

 

 出典 

［兵庫県２００８］ 

  

■調査地（丘陵南端部）   膨大な瓦の堆積状況 ↓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■辻井廃寺と赤坂１号窯［たつの市２００７］ 

・辻井廃寺出土の複弁八弁 

 蓮華文軒丸瓦［右図］ 

・外周の蓮子が間弁と対応 

 するので辻井Ⅰ期Ⅱ類に 

 分類される。 

・赤坂１号窯で同笵の瓦が 

 出土している。 

・赤坂１号窯は蓮華文帯鴟 

 尾も焼いている。 

■今宿遺跡 蓮華文帯鴟尾［Ⅰ型］ ［たつの市２００７］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

■周辺の古代寺院址と窯址［たつの市２００７］  
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