
播磨の古代寺院と造寺・知識集団 ４３ 

 

西海道・肥後の古代寺院を訪ねて 

 

           寺 岡  洋 

 

 ２０１６年、熊本一帯は地震と集中豪雨により

大きな被害を受けた。私が住む「津刀（つと）里（藤

原宮出土木簡） 甲子園の西」も、かつて震度７

を体験した。３年前の２０１３年、肥後（熊本県）

の古代寺院を見に出かけ、通信用原稿の形にして

メモとして残していた。前書きを書き足し、当時

の状況をみてみる。機会があれば、浄水寺跡や陳

内（じんない）廃寺をぜひ再訪したい。 

 

■８月２０日（火） 伊丹→玉名→木の葉→熊本 

 伊丹空港 ０９：２０ → 熊本空港１０：２５ 空

港から熊本市内までのリムジンは各駅停車でＪＲ

熊本駅まで１時間余りかかる。１１：３７発の電

車（快速くまもとライナー）にすれすれ間に合っ

た。玉名まで２８ｋｍ、５４０円。駅前から産交バ

スで菊水ロマン館（温泉施設）まで。バスは菊池

川左岸の旧道を走る。バス停で帰りのバス時間を

確認すると、夕方まで走っていない！ 

 

■江田船山古墳（国史跡 玉名郡和水町） 

 江田船山古墳は、銀象嵌銘の大刀、金銅製冠帽、

金製垂飾付耳飾などなど多くの遺物（一括国宝）

が出土し、星の数ほど（？）多くの論文で取上げ

られているが、現地は初めて。 

墳丘は報告書の実測図をみても１）、修復は最低

限度に留められている。石棺はガラス越しに覗け

る。菊池川沿いの清原（せいばる）台地には虚空蔵

塚古墳や塚坊主古墳（共に国史跡）などが点在す

るが、あんまり暑いので歩かず（３９°？）。 

 すこし離れるが近所で、奈良時代の火葬墓から

銅板墓誌が江戸時代に収集されている。銘文は、 

「…玉名郡人権擬少領外少初位日置郡公…」 

とあったそうで、玉名郡の郡司に日置（へき・ひき）

氏がいたことが確認できる。タクシー（２０００

円）で玉名市立歴史博物館こころピアへ。 

 

■玉名市立歴史博物館こころピア 

 立願寺（りゅうがんじ）廃寺と玉名郡家（ぐうけ）

の資料を見て、図録２）を買う。玉名について詳し

い方が館におられ、郡家について説明やら調査報

告書のコピー３）もしていただけた。式内・疋野（ひ

きの）神社目指して歩く。約１ .５ｋｍ。 

■立願寺（りゅうがんじ）廃寺２） 

 疋野神社の西の台地は塔の尾と 

呼ばれ、立願寺廃寺跡であるが、 

場所がよく分からなかったのと、 

宅地になってるとのことだったの 

で現地には行かなかった。 

立願寺廃寺はⅠ期～Ⅲ期にわた 

り変遷するとされる。 

Ⅰ期：金堂のみの一堂宇。 

７世紀末～８世紀初頭。地山を 

削って基壇を造成、掘立柱建物。 

Ⅱ期：掘立柱建物で伽藍整備。 

８世紀初頭～中頃。観世音寺式 

伽藍配置と考えられている。ただ 

観世音寺式伽藍配置を集成した 

貞清・高倉論文では取上げられて 

いないが４）、九州の法起寺式寺院を 

集成した論文では観世音寺式と 

して取上げられており５）、評価が 

定まっていないようだ。 

Ⅰ期の金堂跡にⅡ期の講堂が 

建つ。大宰府系の瓦（老司（ろう 

じ）Ⅰ式の複弁八葉・都府楼（と 

ふろう）式鬼瓦）の影響が見られ 

始める。後半には立願寺廃寺独 

自の新羅系軒丸瓦（Ｄ型）が採 

用される。Ⅱ期の金堂跡や塔跡は 

調査されていないようだ。 

Ⅲ期：Ⅱ期のプランを踏襲し、 

礎石建築に建替えられる。８世紀中頃～末。この

時期には、新たなデザインの新羅系軒丸瓦（Ｅ・

Ｆ型）が採用される。唐草文をめぐらせた鬼面文

軒丸瓦（Ｇ型）など類例がないのではないか。 

立願寺廃寺の造立集団には新羅とのパイプを

もつ氏族・集団が加わっていたようである。 

講堂、築地塀、西門、南門、鐘楼などが確認さ

れ、近所の「石天神」のご神体は塔心礎のこと（行

かなかったので心残り）。 

日置氏は、製鉄と須恵器生産を基盤としたとの

説明なので、高句麗系の日置氏であろうか。玉名

の北方、小岱山（しょうだいさん）付近は九州でも有

数のタタラ製鉄遺跡群が存在するが、現在確認さ

れる遺構は平安時代まで下る由。 

疋野神社周辺が玉名郡家推定地。北端の一画に

郡倉（倉院）が確認されている。また、菊池川の

港湾施設（大湊）と郡家をむすぶ道路遺構も確認

されており、かなり整備されていたようである。 

大湊はＪＲ玉名駅周辺に比定されており、桟橋

と推定される杭列が確認されている。 

 



伝佐山古墳 丹倍津（あべのつ）（伊倉津） 

玉名市役所の周辺、高瀬は西南戦争最大の激戦

地（高瀬の会戦）跡で、薩軍が敗退した。市役所

の西北に伝佐山古墳があり、金製垂飾付耳飾・環

頭大刀・短甲などが出土しており、百済・加耶、

江田船山古墳被葬者と関連ありそう。 

菊池川左岸を少し南に下ると日明貿易の拠点、

丹倍津（あべのつ）（伊倉津）で、平安時代から室

時代にかけて唐人の居留地が形成されるほどの

ミナト。有明海沿岸は朝鮮・中国との交流を視野

に入れなければならないことを再確認した。 

 

■稲佐（いなさ）廃寺 

玉名郡玉東町稲佐。 

ＪＲ玉名駅から２駅、 

木葉（このは）駅で下 

り、駅前のタクシー 

で西方の独立丘陵上 

に鎮座する熊野座神 

社まで、８００円。 

駅の南に、「白木・ 

白木谷・白木川」な 

どの地名が見られ、 

大原廃寺（倉吉市）の「志羅谷川・志羅谷」を思

い出した。稲佐廃寺（県史跡）は神社の境内。 

東に塔、西に南面する金堂（東面すると観世音

寺式と呼ばれる）、後方に講堂を配置する法起寺

式伽藍配置（上図 ５）より引用）。 

塔の心礎が残る。長径１７５ｃｍ×短径１５０ｃ

ｍ、中央に径５５ｃｍの枘穴、花崗岩。神社の本

殿が講堂と重なる。金堂跡は薩軍の砲兵陣地だっ

たと説明があった。街道に面した立地である。 

周辺一帯は「西南戦争遺跡」（国史跡）に指定

されており、そちらの方が有名みたい。 

軒瓦 創建瓦は立願 

寺廃寺終末期の瓦が使 

用されており、年代は 

奈良時代末期とされる。 

周縁に唐草文を飾る 

軒丸瓦と偏行唐草文軒 

平瓦で、新羅系の文様。 

 

●熊本ワシントンホテルプラザ、電動自転車 

熊本交通センターの近所。２泊朝食付 ９７００

円。ホテルの近所で、電動自転車を借りる（一日

５００円）。この自転車、お勧めです。熊本城を二

周したし、かなりの坂道である池辺寺跡、水前寺

公園近くの肥後国分寺跡へも自転車で出かけた。

熊本市立熊本博物館は休館中だった。 

■８月２１日（水） 豊野町・城南町・熊本市内  

 

■浄水寺（じょうすいじ）跡（県史跡） 

 ＪＲ松橋（まつばせ）駅まで、１６ｋｍ、３６０円。

駅前から産交バスで寺村口まで、６ｋｍ、２４０

円。宇城（うき）市豊野町下郷の下郷神社境内。地

元では「きよみずでら」と呼ばれる。ここには、

４基の、「類のない資料価値を持つ……稀有の碑

群」が現地に残されている６）。 

 低い山中に集落が作られ、神社までの道は花木

が多く植えられている。神社の東は崖で、今も湧

水が豊富（御手洗水源）。浄水寺の寺名はこの清

水によるらしい。酷暑だが水は冷たい。小魚が群

れており、遊んでる子供に「なんていう魚？」、

「知らん」とつれない（勉強せんかい！）。 

 浄水寺の東麓は、「三家（みやけ）里」（「寺領碑」）

が想定され７）、西海道西路が通過し（木下良説）、

豊向（とよふ）駅が想定されている８）。５ｋｍ強北

上すれば陳内（じんない）廃寺が位置し、途中に益

城郡家（ましけぐうけ）推定地も存在する。 

 日本国内の古代碑は２５基が知られ、うち１７

基が現存するが、４基が浄水寺跡にある。造寺碑

で残るのは浄水寺のみ。寺の創建を主導した僧・

奘善と壇越（だんおつ 後援者）は碑を立てるとい

う文化に通暁していたのであろう。 

 

 浄水寺古代碑群 

 南大門碑（伽藍碑） 延暦９年 （７９０） 

 燈籠銘（石灯籠竿石）延暦２０年（８０１） 

 寺領碑       天長３年 （８２６） 

 如法経碑      康平７年（１０６４） 

 寺の創建年代は不明だが、少なくとも７９０年

以前になる。天長５年には定額寺（じょうがくじ 国

家により認定され、後援を受けた寺）になってお

り、肥後国分寺に並ぶ有力寺院であった。 

 石灯籠の竿石に「奘善和上・真上日乙・肥君馬

長・化僧薬蘭」の名前が刻まれており、この四名

は造寺・寺の経営に当たった人物であると考えら

れている。 

奘善和上は浄水寺創建を主導した僧で、化僧薬

蘭は後継者。真上日乙・肥君馬長は在地の有力者

（郡領層）で、いわゆる「知識」である。 

肥君は火君とも表記され、『播磨国風土記』に

も「筑紫国の火君等が祖」が、餝磨郡（しかまのこ

ほり）美濃里の継潮（つぎのみなと）に登場する。 

化僧も注目される。教化僧のこととされ、現存

する古写経中の最古（天武１４（６８６）年）の「金

剛場陀羅尼経奥書」に「教化僧宝林」の名が見ら

れる。この「奥書」には、「川内国志貴評内知識

 

 



…… 教化僧宝林」とあり、教化僧宝林は志貴評

（郡）で写経の知識を主導した僧であった。 

「寺領碑」は、寺領リスト（資財帳）である。

「問料（書籍費用）」、「盂蘭盆会料」、「修理料」

など使用用途を特定された水田が記されている。

「河椅（橋）料」として栗林七ヶ所を所有するの

も注目される。道登（どうとう）や道昭（どうしょう）、

行基（ぎょうき）の架橋事業については広く知られ

ており、奘善や薬蘭も「知識」を主導して架橋に

力を尽くした可能性がある。ちなみに、道登は高

句麗系、道昭・行基は百済系氏族出自。 

豊野をもっと歩きたかったが酷暑で断念。 

 

■陳内廃寺 

乗ってきた 

バスで松橋ま 

で戻り、熊本 

交通センター 

行きのバスに 

乗る。陳内（じ 

んない）廃寺の 

所在する鰐瀬 

（わにぜ）に行 

くバス（熊本 

バス）が運よくあり、この日はバスでドライブ。 

緑川を渡り、西海道・球磨駅推定地の城南町宮

地、塚原古墳群・塚原歴史民俗資料館（いずれも

熊本市南区）の前を通り過ぎ鰐瀬へ。帰りのバス

時刻を見ると、昼過ぎであったがなんと最終バス。

ということで、緑川の支流・浜戸川の土手から陳

内廃寺のある辺りを遠望したのみ。 

塔基壇（復元長一辺約１３ｍ）と心礎、祇園社

境内に塔礎石が集められている由。 

陳内廃寺は観世音寺式伽藍配置とされる。創建

瓦の年代は、白鳳の終わりから和銅年頃。  

陳内廃寺では、観世音寺と同型式の瓦が使われ

ており、益城郡に肥後国府が置かれた時期に創建

されたのではないか、と推定されている。 

 出土した軒丸瓦には 

瓦当と丸瓦の接合方法 

に益山・弥勒寺出土の 

軒丸瓦と同じ「嵌め込 

み式」と呼ばれる技法 

がみられ、「陳内廃寺 

（熊本県城南町）など 

九州に点在する「嵌め込み式」も、畿内だけでな

く韓半島との関連を考慮する必要があろう」と指

摘されている９）。新羅系デザインだけではなく、

百済系技術も受容しているようである。 

■延命寺跡・二本木遺跡群（ＪＲ熊本駅周辺） 

 電動自転車に生まれた初めて乗り、熊本駅の東

南、白川左岸へ。大型建物跡や多くの遺物が出土

しており、熊本市教委は８世紀中葉段階の肥後国

府は二本木（にほんぎ）遺跡群であるとされる。 

 駅周辺は、「火国春日部 

屯倉」の比定地でもある。 

駅近くに延命寺跡（宮 

寺廃寺）の塔心礎が残る 

が（右図）、詳細不明。 

場所は道路地図に「延 

命寺観音堂」と表示され 

る場所で、小さいお堂が 

あるが、分かりにくい。 

 

■８月２２日（木） 

 

■池辺寺（ちへんじ）跡 

（国史跡）１１） 

 電動自転車で池辺寺 

跡へ。熊本駅の北側の 

丘陵を越え、井芹川沿 

い県道２３７号線を走 

り、第一池上橋を渡り、 

山に入る。あとは道な 

りに登れば遺跡（百塚 

地区）にぶつかる。 

良吏として顕彰されている筑後守兼肥後守・道

君首名（みちのきみおびとな）が作った味生池（あぢふ

のいけ）は、池上町周辺であろうとされる。 

池辺寺跡の百塚地区しか行かなかったが、史跡

整備中で中に入れなかった。平安時代初期の山岳

寺院で、塼敷きの本堂を中心にして、百基の石塔

が整然と並ぶという他に類例のない遺構が残っ

ている（上図 １１）より引用）。  

遺物は軒瓦・鬼瓦、墨書土器、円面硯、転用硯、

青磁椀、緑釉陶器、銙帯（かたい）、土器、鍛冶関

連遺物など多種多様のものが出土している。  

 

■熊本市埋蔵文化財資料室（熊本市蓮台寺） 

 場所は熊本駅の南、西部浄化センターの北側。

小さいが展示室があり、池辺寺跡出土品がある。 

 

■肥後国分寺塔心礎（熊本市国府本町出水） 

 延命寺跡塔心礎をついでにもう一回見て、国分

寺の塔心礎を見に行った。市電・水前寺公園の南

に現国分寺があり、その南の熊野坐神社という小

社の境内に塔心礎が置かれている。周辺は市街地

になっており、国府跡も国分寺跡もまったく不明。 
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             立願寺廃寺 軒丸瓦Ｄ型 
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    立願寺廃寺 軒丸瓦Ｇ型 鬼面紋（復元） 
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  ＊浄水寺古碑は２棟の覆屋に保護されている。 

 

 

 

 

 

 

 


