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播磨の古代寺院と造寺・知識集団 ２４ 

 

美作道沿いの古代寺院 

 ― 揖保郡・讃容郡の古代寺院を歩く ― 

 

           寺 岡  洋 

 

 長く播磨を離れ他国の古代寺院跡を歩いてき

ましたが、揖保川・千種川流域に戻ります。 

「むくげ通信」２４６（２０１１ .５）は、揖保

川上流になる「宍禾郡・揖保郡の古代寺院」でし

た。宍禾郡域では、千本屋（せんぼんや）廃寺（旧

宍粟（しそう）郡山崎町）、そして、揖保郡の西北

部に立地する、香山（こうやま）廃寺、越部（こしべ）

廃寺、栗栖（くりす）廃寺（いずれも旧揖保郡新宮

町）を紹介しました。 

次いで、２４７（２０１１.７）では、すこし趣

向を変え、西播磨が誇るブランド「蓮華文帯鴟尾

（れんげもんたい・しび）を飾った古代寺院」を取上

げました。鴟尾を焼いた峰相山（みねあいさん）古

窯跡群（姫路市）、中井廃寺、下太田廃寺、辻井

廃寺、今宿（いまじゅく）遺跡などを紹介。 

今回は揖保郡・讃容郡の古代寺院を、美作道を

キーワードにして見て歩きます。 

 

美作道の分岐点・草上駅家（くさかみのうまや） 

 美作道は山陽道から分岐して美作国府（津山

市）へ延びる支路で、たつの市新宮町あたりから

はＪＲ姫新線・国道１７９号線と並行し、道に沿

い古代寺院が建立されている。分岐地点について

は播磨国府や大市駅家（太市中遺跡：姫路市太市）

とする説もあるが、草上駅家（今宿丁田遺跡：姫

路市今宿）からとする説が有力。 

 草上という地名は、風土記に「韓人山村等（か

らひとやまむらら）が上祖（とほつおや）、柞（なら）の

巨智賀那（こちのかな）、此の地を請ひて田を懇りし

時、…」と記され、新羅系の巨智集団と関連する。 

 

 辻井（つじい）廃寺 ― 巨智里（こちのさと） 

 推定草上駅家から美作路を北上すると、駅家か

ら１ｋｍばかりの地点に辻井廃寺が立地する。寺

域は推定東西約１５０～２００ｍ×南北約２００

ｍとされ、大規模な白鳳寺院である。 

     

周辺は風土記にいう巨智里になる。里名の由来

について、「巨智等、始めて此の村に屋居（いへい）

しき。故、因りて名となす」と記され、辻井廃寺

は巨智氏が造立を主導したと考えられる。 

 

 今宿遺跡（今宿廃寺）― 僧寺と尼寺？ 

 辻井廃寺の西に近接して今宿遺跡が道路新設

工事により見つかり、整理箱１ ,０００箱もの膨大

な白鳳時代の瓦片が出土した。複弁八葉蓮華文軒

丸瓦・重弧文軒平瓦・唐草文軒平瓦、それに、蓮

華文帯鴟尾も含まれる。窯跡を想定させる遺物が

見当たらないことから、近隣に未知の寺院の存在

が考えられている。僧寺と尼寺が甍を並べていた

のではないか、と想像するが……。 

 

 韓室里（韓室首） → 伊勢野（倭漢氏） 

西の比叡山ともいわれ、映画ロケでも有名にな

った書写山の南麓を西へ。この辺りは風土記の韓

室里（からむろのさと）になり、「韓室首宝等（からむ

ろのおびとたからら）が上祖、家大（いた）く富み饒（に

ぎ）わいて、韓室を造りき」と、記された地。  

韓室という建物はよほど目立つ建物だったの

だろう。韓室は大壁（おおかべ）建物と考えている

が、この辺りの発掘で見つかっていない。  

蓮華文帯鴟尾も焼いた古窯跡群が残る峰相山

の西麓を大津茂川に沿って少し北上し、梛（なぎ）

神社（姫路市林田町下伊勢）の辺りで西へ。 

梛神社周辺は風土記の伊勢野（揖保郡林田里）

になる。伊勢野では、山の岑にいる神（伊勢都比

古・伊勢都比売）が鎮まらず、「衣縫猪手（きぬぬ

いのいて）・漢人刀良等（あやひととらら）が祖（おや）、

此処に居らむとして社を山本に立てて敬い祭り

き」とあり、梛神社がその社だと伝わる。彼らは

倭漢（やまとのあや）氏の一派（同族）。 

県道２７号線を西へ、林田川を渡れば１ｋｍ余

りで奥村廃寺跡。たつの市神岡町奥村・北横内。 
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奥村廃寺 ―特異な双塔伽藍を備えた寺院― 

 

奥村廃寺は風土記の上岡（かみおか）里になり、

林田里から分かれと記される。出雲国の阿菩大神

（あぼのおおかみ）が居たとあり、日本海地方との交

通の要地であったのであろう。 

２０１１年３月に出かけた時、裏山の貯水タン

ク工事中で廃寺跡は工事現場になっていた。調査

報告書が３冊刊行されている。 

寺域は南限と東限を画す溝から、約１５０ｍ四

方と推定されており、美作道に南面したようであ

る。県道は境内の中央を横切る格好になる。つま

り、伽藍はかなり北側に偏して建てられている。

現在、地表に痕跡を留めていない。 

 

列島で独自に展開した双塔伽藍 

 奥村廃寺で最も目を引くのは、金堂左右に塔を

配する特異な双塔伽藍。列島内で、来美（くるみ）

廃寺（出雲）・三ツ塚廃寺（丹波）・新治（にいばり）

廃寺（常陸）で類例が見られるのみ。古代朝鮮で

はこの様式の双塔伽藍は存在しないようなので、

列島で独自に展開した伽藍配置になる。  

 金堂の規模は東西約１７ｍ×南北約１４ｍ、木

造基壇と推定されている。東西両塔の規模は一辺

約１０ｍ四方と推定され、金堂の中心軸からほぼ

東西一直線に並ぶ。金堂南側は広い空間があり、

この配置にこだわったとしか考えられない。  

 東西両塔からは塔心礎が見つかっており、龍野

歴史文化資料館に移されている。 

講堂の規模は不明だが、３個の礎石が確認され

た。講堂の西には、南北１２ｍ×東西５ .４ｍの掘

立柱建物があり、僧坊と推定される。法会に幢

（旗）を立てる幢竿（どうかん）支柱も出土した。 

 出土遺物の殆どは瓦である。軒丸瓦１３種、軒

平瓦１６種、鬼瓦３種、塼１種に分類されている。

年代別にⅢ期に分けられており、Ⅰ期は７世紀末

～８世紀初、Ⅱ期は８世紀前半、Ⅲ期は８世紀後

半～末と推定されている。 

 

軒瓦のネットワーク ― 美作道に展開 

① 統一新羅様式に似た珠文帯をもつ複弁八葉蓮

華文軒丸瓦（軒丸瓦Ａ類）は、因幡の玉鉾等ケ坪

（たまほことうがつぼ）廃寺・岡益（おかます）廃寺で

同じ笵（紋様の型）の軒丸瓦が使われている。 

② 珠文帯で六葉の花弁を持つ複弁六葉蓮華文軒

丸瓦（軒丸瓦Ｃ類）は、笵傷の進行状態から、奥

村 → 栗栖 → 越部 → 長尾 → 池ノ内遺跡（旧

英田郡美作町）と美作道沿いに分布する。 

③ 鬼瓦Ｂ類は、栗栖廃寺（栗栖里）で見られる。 

④ 軒平瓦には顎部（凸面・下面の先端部）に施

文したものが見られ、千本屋（宍禾郡）・新宿・

早瀬（讃容郡）・越部・香山・中井・中垣内・下

太田（揖保郡）・吸谷・吸谷瓦窯・繁昌・殿原（賀

毛郡）・溝口（神埼郡）・中西（印南郡）の各廃寺

に見られ、さらに、山背とつながる。 

瓦の作り手・漢人集団 

軒平瓦には、手描きパルメット文が多くみられ、

瓦工の卓越した手腕が窺える。これらの瓦の製作

は、峰相山古窯群の渡来系瓦工（漢人集団）であ

ろうという説には異論がない。 

播磨国分寺には、奥村廃寺と同笵瓦があり、奥

村廃寺を建立した「知識集団」は、播磨国府系瓦

の成立に関っている。軒瓦の種類が多いのも造寺

に多くの「知識」が参加したことを裏付けるもの

と考えられるのではないか。 

  

 越部（こしべ）廃寺 ― 越部里 

 美作道を西へ進み、揖保川を渡れば、まだ幻で

あるが越部駅家が存在した。風土記の越部里（元

は皇子代（みこしろ）里）。馬立（うまたて）橋を渡っ

て市野保（いちのほ）部落内の薬師堂周辺が越部廃

寺跡。奥村廃寺と同笵の珠文六葉の軒丸瓦が出て

いる。既に紹介しているので、今回は素通り。  

 

 栗栖（くりす）廃寺 ― 栗栖里 

 栗栖川、ＪＲ姫新線に沿い、国道１７９号線は

中国山地へ。千本駅の５００ｍ程西、依藤塚の南

から奥村廃寺と同笵の珠文六葉の軒丸瓦、さらに、

鬼瓦も出ている。軒丸瓦は越部廃寺と同笵。 

 

 新宿廃寺 ― 中川里（驛里か？） 

 

 美作道は相坂峠を越えると千種川（ちぐさがわ）

流域に入る。旧佐用郡三日月（みかづき）町。風土

記の讃容郡（さよのこほり）中川（なかつがわ）里。 

中川里は記事が多い。河内国兔寸（とのき）村の

人も来るし、伯耆・因幡の人物も登場する。三日

月という地名も禰加都岐（みかづき）原に由るもの

で、韓国（からくに）の烏も棲んでいた。 

新宿廃寺へは、三日月駅（無人）で降り、西へ



志文（しぶみ）川沿いに国道１７９号線を２ｋｍば

かり歩く。集落の西はずれの果樹畑の中に礎石が

３個残る（市史跡）。礎石周辺に瓦の細片が散在

するが、寺の実態は不明。字名は末広塔垣内と寺

に関連する。推定美作道を見下ろす位置である。

中川駅家跡だという説もある。 

軒丸瓦が３種あり、１点のみ残されている素文

縁複弁八葉の瓦は、越部廃寺・千本屋廃寺（旧宍

粟郡山崎町）の瓦によく似てるそうである。 

軒平瓦は顎部施文のものが１０点あり、瓦のネ

ットワークがつながる。鬼瓦片もあった。創建年

代は７世紀末～８世紀前半と推定されている。 

大官大寺（藤原京）の発掘調査で、「讃用郡驛

里鐡十連」という木簡が出土しており、この「驛

里」は中川里であろう。風土記には、中川里に「御

宅（みやけ）」があったことが記され、鉄の集積地

としてのミヤケであった可能性が考えられる。 

伯耆・因幡に対する軍事拠点であったことをう

かがわせる記事もある。 

風土記には、苫編首等（とまみのおびとら）の遠祖・

大仲子（おおなかつこ）、苫編部犬猪（とまみべのいぬ

い）、丸部具（わにべのそなふ）、鍛人（かぬち）などの

人物がみえる。新宿廃寺造立の「知識」候補。 

 

長尾廃寺 ― 讃容里（さよのさと） 

 

旧佐用郡佐用町長尾字塔の石。風土記の讃容里

になる。ＪＲ姫新線佐用駅から北へ、佐用川を渡

り、佐用高校北側の田圃の一画に塔心礎が残る。

校内にも礎石３個が移されている。塔跡周辺の確

認調査が行われているが報告書は未刊。  

 塔心礎はほぼ原位置にあり、塔基壇、金堂基壇、

西側築地、中門などが確認されている。  

 塔基壇は一辺約１１ｍ、塔跡の東に金堂基壇跡

があり、法隆寺式の伽藍配置と推定されている。 

 塔中心から南２６ｍの地点に掘立柱建ちの中門

跡。西側築地跡は中軸線から２６ｍ地点。 

 遺物は、軒丸瓦８種、軒平瓦１３種、石帯（丸

鞆）、三彩、獣脚土器などが出土している。軒平

瓦には顎部施文瓦が含まれる。 

 

軒瓦のネットワーク ― 備前・美作 

 珠文帯の複弁六葉蓮華文の軒丸瓦は、奥村廃

寺・越部廃寺・栗栖廃寺・池の内遺跡（湯郷温泉）

と同笵であり、親密な関係が窺える。 

この瓦の祖型について、備前津高郡（岡山市北

区富原）に残る荒神（北津高、富原北）廃寺に求

められるのではないか、また、細弁十六葉軒丸瓦

は、大海（だいかい）廃寺（美作英多郡）出土品と

非常によく似ている、と指摘されている（津川 

１９９２）。大海廃寺では蓮華文帯鴟尾も出土して

おり、備前・美作ともつながる。 

 顎部に施文した軒平瓦は６種１６点出土してお

り、山背・播磨・吉備とつながる。 

 寺院の存続年代は、７世紀末～１０世紀後半。 

   

周辺遺跡 ― 長尾・沖田遺跡（道路痕跡） 

長尾廃寺跡の東方のバイパス道工事により、全

長２２０ｍの道路遺構が検出され、奈良～平安時

代に機能していたとされる。 

道路西側溝などから、木簡「奴□□□毎里」「□

守解 申進□部事」「天マ」など、墨書土器「川邊」

「中殿」「上」「日」「田」など５点、馬歯、斎串、

木製鋤模造品、稜鋺などが出土した。周辺に官衙

（佐用郡家）が存在した可能性が高い。 

この南北方向の道路遺構は因幡国への支路（因

幡道）であり、直交する東西方向道路痕跡は美作

道と推定されている。 

  

 早瀬廃寺 ― 速湍里（はやせのさと） 

  

 旧佐用郡上月町（こうづきちょう）早瀬。風土記の

速湍里。ＪＲ姫新線上月駅から国道１７９号線を

東に１.２ｋｍばかり、早瀬公民館の東隣に塔心礎

が残る。春に出かけたので、佐用川の土手は桜が

満開だった。背後の白山神社は風土記の「速湍の

社」に比定されているが、中世の山城跡。 

 塔心礎は、２００ｃｍ×１８０ｃｍ、高さ５５ｃ

ｍ以上。柱孔は直径１８ｃｍ、深さ８ｃｍ。さわ

ると白蛇のたたりがあるとの伝承があり、動いて

いない可能性があるそうだ。 

周辺は圃場整備されたが、寺院の遺構は検出さ

れていない。町道工事や畑からの瓦の採集が多い

との由。顎部施文軒平瓦２点など。寺院の創建年

代は、８世紀前半ころ。 

 想定古代美作道は佐用から西へ直行する（中国

自動車道に並行）が、姫新線・国道１７９号線沿

いには土居廃寺（美作市土居）も存在し、こちら

が主要な交通路だったかもしれない。上月から国

道３７３号線を南下すれば上郡（赤穂郡）に出る。 
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遺跡』兵庫県教育委員会１９９３年 

武藤誠「長尾廃寺跡」『兵庫県の古社寺と遺跡』 

武藤誠先生古稀記念会 １９７７年 

 

 

美作国調「絹、鍬、鉄を輸す」『延喜式』「主計式」

（延長５年 ９２７） 

 

■平城京木簡 

「美作国勝田郡和気郷輸調鉄一連」 

「美作国英多郡大野里鉄一連」 

神亀五年（７２８）五月条 

「美作国言、部内大庭真嶋二郡、……輸米之重、

換錦鉄之軽」 

『日本三代実録』元慶元年（８６４）二月条「美

作国真嶋郡加夫良利山、大庭郡比智奈井山、…銅」 

 

 ＊鹿庭山（大撫山・おおなでさん）の１２ヶ所の

谷は、皆､鉄を産出した  

  「山の四面（よも）に十二の谷あり。皆、鉄（ま

がね）を生（いだ）す。難波豊前の朝庭（みかど）（孝

徳朝）に始めて進（たてまつ）りき。」 

 ＊クラ（桉） 産鉄の山谷をクラとよぶことか

ら説話化されたもの  

金肆（かなくら）は鉄を出す谷。鞍見は谷水

（クラミ）であろう 

 


