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はじめに 

播磨では山陽道の駅家に近接して寺院が建立されてい

る例がしばしばみられる。前回に紹介した今宿廃寺推定

地も、推定草上（くさかみ）駅家に近接する。 

近接するのは、それまで日本に存在しなかった巨大な

建築物である塔・金堂・講堂や回廊などを備える寺院と、

駅家（幅１０ｍ内外の直線道路とセットである）を見せ

ることで、時代が変わったことを実感させたのであろう。

寺院・駅家・古代道路・郡家（ぐうけ）などは律令国家を

可視化する重要な舞台装置でもあった。 

今回はあまり馴染みのない揖保郡の小犬丸中谷廃寺を

まず取り上げる。日本で最初に駅家であることが確認さ

れた布勢駅家に隣接する。現代の道路建設により、予期

しなかった寺院址が出現した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遺跡の位置 

 小犬丸中谷廃寺と布勢駅家はどちらも、たつの市揖西

町（いっさいちょう）小犬丸に所在し、古代山陽道に沿っ

て約７００ｍ離れて立地している。揖保川の右岸になる

が、川から５ｋｍばかり西になり、三方を山に囲まれ、

南に開けた小盆地状の地形である。最寄り駅はＪＲ姫新

線・本竜野駅で川の左岸、レンタサイクルあり。ＪＲ山

陽本線・竜野駅からでは北へ５ｋｍ強。 

駅から西へ向かう県道５号線（姫路上郡線）は古代山

陽道とほぼ同じコースになるが、現在まで山陽道の遺構

が確認されているのは布勢駅家（小犬丸遺跡）周辺のご

く一部のみ。この道路沿いには小神（おがみ）廃寺（揖西

町小神）、中垣内（なかがいち）廃寺（揖西町中垣内）と古

代寺院が並び、揖保郡家（郡衙）も想定されている。 

周辺の遺跡 

■長尾薬師塚古墳（揖西町長尾） 

 ７世紀後半の終末期古墳。長辺 

約１７ｍ、三段築成の方墳。地域 

の最有力者の古墳であり、里長・ 

郡司の系譜につながると考えられ 

ている。寺院創建を主導した人物、 

前期布勢駅家の初代駅長候補である（上図）。 

■渡来系関連遺跡 ― 長尾タイ山古墳群・長尾谷遺跡 

周辺には渡来系遺物を出土する遺跡が点在する［播磨

考古学２００３］。『むくげ通信』にも 2 回取り上げた。 

１９８８年には、金銅製の冠（広帯二山式冠）が出土し

た長尾タイ山古墳群（揖西町長尾）へ出かけている。『む

くげ通信』は、Ｂ５版・手書き・縦書だった。 

１号墳は特異な竪穴系横口式石室（正方形に近い竪穴

式石室に簡単な横口を付けたもの）に、冠・鉄地（てつじ）

金銅張り馬具・馬鐸（ばたく）・馬形埴輪・装飾付須恵器

などが副葬されており、被葬者は加耶系の首長である可

能性が高い。喪屋（もや）と推定される建物址があるのも

極めて稀な例。馬鐸は馬を飾るものであり、馬と密接に

関連する集団とも想像される副葬品である。 

１９９３年には、渡来系集団のムラと考えられる長尾

谷遺跡へ出かけている。長尾タイ山古墳群に隣接する谷

間に形成された大規模な集落遺跡で、これらの遺跡が長

尾薬師塚古墳の被葬者につながるのであろう。 

ミヤケ地名 布勢ミヤケ？ タイ山の北には宮家（みや

け）という小字名が残り注目される。長尾タイ山古墳群・

長尾谷遺跡が布勢の地に出現するのは、ミヤケの設置と

関連すると考えられる。 

 

小犬丸中谷廃寺の調査 

 

小犬丸中谷廃寺址は、山陽自 

動車道から西播磨テクノポリス 

の拠点となる播磨科学公園都市 

へのアクセス道路建設に伴う発 

掘調査により明らかになった。 

調査区の概要 

新設道路は古代山陽道を横断 

することになり遺構の検出が期 

待された。調査区は南からⅠ～ 

Ⅴ区と呼称（右図 Ⅱ～Ⅳ区）。 

Ⅰ区 中谷川の旧流路と氾濫 

原で、「寺院と関連の深い遺物 

は少ない」。Ⅱ区は上下二面の遺 

構があり、下層から築地址が検 

出された。西面と南面がＬ字状になっている。Ⅲ区はⅡ

区から続く西面の築地塀址、Ⅳ区では築地址の北端と建

物基壇痕跡、Ⅴ区は古墳、中世の掘立柱建物跡などが調

査された。発掘調査では山陽道の遺構は見つからなかっ

たが、なんと、古代寺院址が確認された。 

Ⅱ区 確認された築地本体は、東西方向で約２１ｍ、

南北約３３ｍ。南面築地側溝の埋土からは大量の瓦が出

土した。西面築地側溝からはまとまって瓦が出土しない

ことから、瓦が葺かれなかったと推測された。山陽道か

ら見える南側のみ瓦葺築地塀にしたようだ。 

西門址か 西面築地の側溝が途切れており、遺構は確

認できなかったが西門の可能性がある、とされる。 

Ⅲ区 内側溝から瓦が比較的まとまって出土してお

り、Ⅳ区で検出された瓦葺建物で使われたものとされる。 

Ⅳ区 築地塀の北端が確認され、総延長約７１ｍにな

 

小犬丸中谷廃寺 
布勢駅家 

中垣内廃寺 

小神廃寺 

長尾薬師塚古墳 

長尾タイ山古墳群 

山陽自動車道 

 

 

『むくげ通信』２８９ むくげの会 ２０１８.７ 



る。建物基壇が確認され、大量の瓦が出土した。 

  

築地址（Ｌ字状の溝址のみ残る） 

築地塀の現物は西宮神社（えべっさん）の大練塀（おお

ねりべい）が日本最古のもの（室町時代と推定）として国

重文に指定されている。播磨国分寺跡（姫路市）にも史

跡公園西端に一部復元されている。 

築地は版築（はんちく 内外面に板を立て、土を突き棒

で締める）により作られ、瓦を葺く。築地の内外面に側

溝を掘るので、築地が崩れても掘り込んだ溝址が残る。

寺院や宮殿など格の高い建物に採用されている。 

 

建物基壇 ― 西塔址？ 

基壇は北辺のみ規模が確認された。過半は県道の下に

今も残る？ 上幅約９.０ｍ、裾幅約１１.３ｍ。礎石、礎

石の抜き取り穴は確認されなかった。基壇化粧は不明。

西塔址か、と推定されている（後述）。  

 

遺物（瓦を除く 寺に関連するもののみ） 

・風鐸（ふうたく）と風招（ふうしょう 風鐸の舌（ぜつ）） 

基壇の北側から出土。鉄製風鐸は建物の軒に飾られる

風鈴のようなもの。風招は４個出土しているので、四隅

の軒先に飾られていたのかもしれない。石守（いしもり）

廃寺（賀古郡／加古川市）でも出土例がある。 

・陶製宝塔 「円筒形を呈す 

るものと笠型を呈するもの」 

があり、唐草紋などが描かれ 

ていることから、「宝塔」と 

呼称された（右図）。 

・石製巡方（じゅんぽう） 官 

人の着用する帯の装飾品が出 

土しているのも注目される。 

 

軒丸瓦・軒平瓦 

■軒丸瓦 総数４０５点出土し、 

４型式に分類される。 

・ＫＮＭ１ 面違い鋸歯紋縁単弁十弁 

蓮華紋（右図）  ３７点 

 ＊蓮弁の割り付けが不均衡 

・ＫＮＭ２ 面違い鋸歯紋縁単弁八弁 

蓮華紋（右図）  ４１点 

  ＊蓮弁の一部が傾いている。 

・ＫＮＭ３ 細弁十三弁蓮華紋 ４点 

  播磨国府系瓦の古大内（ふろうち）式になるが、 

  蓮子の数が異なり「１＋５」と１個少ない。 

布勢駅家の主体をなす軒丸瓦。 

・ＫＮＭ４ 細弁十六弁  ３２２点 

  蓮子が消滅したものと「十字状」 

  に線刻されたものがある。 

  笵を彫り直したものと指摘される。出土数が多く、

出土数が多く、寺が整備された時 

期に使われたものか、と推定されている。 

■軒平瓦 型式不明も含め総数２３９点、３型式に分類。 

・ＫＮＨ１ 均正唐草紋        １６８点 

  顎付近に朱線（赤色顔料）の付着したものがある。 

・ＫＮＨ２ 均正唐草紋          ６点 

  古大内式軒平瓦。ＫＮＭ３とセットになるのだろう。 

・ＫＮＨ３ 均正唐草紋の崩れたもの   ５９点 

■軒瓦の系譜・年代 

 大部分の軒瓦は播磨で類例の見られない紋様をもつも

ので、ごく一部、播磨国府系（古大内式）に系譜を求め

ることができる。 

年代を推定できる力量をもたないが、揖保郡や近隣の

飾磨郡・賀古郡など、山陽道沿いの白鳳時代に建立され

た他の寺院の軒瓦と比較すると、紋様の崩れがはなはだ

しいので、時代が下るのではないかと思われる。 

 「播磨国府系瓦」の年代は 8 世紀末という今里氏の説

と、駅家の発掘調査により出土した資料に基づき８世紀

第２四半期とする、新たな説が提示されている。 

  

寺域と塔址、伽藍配置について 

西面の築地址は南北約７１ｍで確定しており、南面は

かつての土地割などから東西約１０２ｍと推定されてい

る。北西隅に建物基壇があり、西塔址ではなかと推定さ

れているが、きわめて特異な伽藍配置になる。 

 ［通俗鯉丸誌］ 塔址と推定された根拠には、江戸時

代（文化１４年）の文献［通俗鯉丸誌］が地元に残って

いたことがある。そこには、ⅰ）延暦２３（８０４）年、

現在も法灯を受け継ぐ昌福寺という寺が建立されたこと 

ⅱ）今の寺（昌福寺）の西から、「往来の所の田地の畔

から、丸く浅い穴をほった大石が掘り出され、それは俗

に伽藍石という大塔の真柱の石である」とあり、昌福寺

の庭先に置かれていた ⅲ）田地普請の際に大量の瓦が

出土し、軒丸瓦の図面もあり、瓦の叩き目についても触

れられている。この「今の寺の西」が、ちょうど今回の

発掘調査地点のⅢ区とⅣ区に該当するようである。 

 奥村廃寺様式の双塔伽藍？ 

 確認された遺構は築 

地内の南半が広く開い 

ており、寺域の西北に 

偏して塔を配している。 

このような伽藍配置は 

殆ど見られないが、奥 

村廃寺（揖保郡）の伽 

藍配置と類似するのではないか、と指摘されている。 

年代が近いと思われる双塔伽藍としては野条廃寺（賀

毛郡）が加古川流域に存在するが、配置は異なる。 

 

軒瓦からみた創建・整備の時期 

 遺構が確認されたのが築地塀と推定塔址のみなので不

確定要素が多いが、奈良時代前半までには単堂形式の瓦

葺仏堂が建立され、ついで、築地が作られた後、西塔が

建てられたと想定されている。山陽道の駅家が大々的に

整備されたころ、寺観が整ったとされる。 

 

 

 

 

 



■長尾タイ山古墳群・長尾谷遺跡（龍野市１９９９） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■長尾タイ山１号墳出土 冠（龍野市１９８２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

■布勢駅家周辺の小字（岸本２００６） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＊ミヤケ地名 タイ山の北に「宮家（みやけ）」が残る。 

  播磨では、ミヤケ（屯倉・三家・三宅）、オオタなどと 

渡来系集団がセットでみられる。さしずめ、仮称布勢 

ミヤケとでもいえるかもしれない。  

 ＊塔後（とうご）・堂の前（どうのまえ） 

  寺が存在した地域にしばしば残る小字名であり、あ 

るいは、未知の寺址が存在するか？ 

 ＊大道（だいどう）ノ上（うえ）・大道ノ下 

  布勢駅家址周辺には、山陽道の南北に「大道」とい 

  う小字が残る。 

■宝塔円筒部の文様（兵庫県 ２００６） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■風鐸 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        四天王寺（大阪）中門軒下を飾る風鐸 

■軒平瓦 

 

ＫＮＨ１ 

均正唐草紋 

 

ＫＮＨ３ 

均正唐草紋 

紋様が便 

化する 
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