
埼玉県寺谷廃寺から勝呂廃寺への変遷
−素弁軒丸瓦から棒状子葉軒丸瓦へ−

酒 井 清 治

はじめに

寺谷廃寺は東日本最古の飛鳥時代の寺院であることは知られており、すでに

『寺谷廃寺・平谷窯跡Ⅰ』（以下『報告書Ⅰ』）で概要をまとめたように、多くの

研究者により論議されてきた。しかし、その実態は十分に解明されてない。

筆者も、この遺跡を初めて発掘調査し、『報告書Ⅰ』の中で両遺跡の発掘成果

に基づいて考察した（酒井 2011）。また、その後『駒沢史学』で未発表出土瓦の

資料紹介、胎土分析を公表し（酒井・井上 2012）、簡単なまとめを行った（酒

井・瀬尾・永山 2012）。

本稿では、素弁軒丸瓦を使用した寺谷廃寺と、そこで作り出された棒状子葉

軒丸瓦が比企郡南部へ伝播する過程について検討する。

１．寺谷廃寺の概要について

寺谷廃寺は埼玉県の中央付近で、埼玉県西部の山地から延びる丘陵裾野が広

がるが、その丘陵の一つである比企丘陵の東端に位置する（第１図）。寺谷廃寺

は、滑川と市野川に挟まれた比企郡滑川町大字羽尾字平沼下の小丘陵上に所在

するが、丘陵は凝灰岩で形成されており、出土瓦にも凝灰岩が含まれている。

瓦の散布は二ヵ所に分かれ、興長禅寺裏の小丘陵上に広がるＡ地点と、南南西

約200mには丘陵の開析により半島状に張り出した端部があり、その高まり付

近にＢ地点がある（第２図）。南は比高差約15mの崖状急斜面であることから、

寺域へ南から登ることは不可能で、東西の開析谷から入った後に緩斜面から

登ったと考えられる。Ｂ地点の東斜面には須恵器を焼成した羽尾窯跡が、西に
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第１図 周辺の主要遺跡分布図



は開析谷を挟んで須恵器と寺谷廃寺の瓦を焼成した平谷窯跡がある（第２図）。

２．寺谷廃寺と平谷窯跡の出土瓦

寺谷廃寺と寺谷廃寺の瓦を焼成した平谷窯跡の瓦から、判明したことを述べ

ていきたい。

① Ａ地点から多くの瓦が採集されているが、軒丸瓦は素弁の第１類・第３類、

棒状子葉の第４類、および軒平瓦三重弧文が出土する。Ｂ地点から軒丸瓦素弁

第２類が出土する（第２∼４図、第２表）。

② 平瓦の叩き文様は、斜格子と正格子がほとんどで、大・中・小がある。ま

た、縄叩きが３点だけＢ地点から出土した。格子２類は、斜格子にさらに平行

線を組み合わている。Ｂ地点から格子１類∼６類が出土するが、叩き後丁寧に

横位ナデを行い、凹面も不定方向のナデ、ケズリを施す（第３図、第３表）。

Ａ地点では格子７類∼14類が出土するが、凸面は未調整か部分的なナデ、凹

面は未調整か部分的なケズリである（第４図）。平谷１号窯から格子11類が、平

谷２号窯から格子７類、11類、14類（酒井・瀬尾・永山 2012）が出土し、Ａ地
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No. 遺　跡　名 No. 遺　跡　名

1 寺谷廃寺 12 立野遺跡

2 大谷遺跡 13 小用廃寺

3 地名 御所(横見郡家推定地) 14 勝呂廃寺

4 青鳥城跡 15 馬場遺跡

5 山王裏遺跡 16 町東遺跡

6 三ノ耕地遺跡 17 霞ヶ関遺跡(推定入間郡家)

7 西吉見条里Ⅱ遺跡 A 平谷窯跡

8 地名 古凍(比企郡家推定地) B 羽尾窯跡

9 月並遺跡 C 大谷瓦窯跡

10 大西遺跡 D 石田窯跡

11 緑山遺跡 E 赤沼古代瓦窯跡

第１表 周辺の主要遺跡一覧表
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第２図 寺谷廃寺・平谷窯跡群位置図および出土瓦

（昼間・木戸・赤熊1999より一部改変）



点と平谷１・２号窯の需給関係が想定される。また、平谷１号窯から出土した

格子15類∼17類は、叩きの後ナデており、凹面もナデ・ケズリを施しており、

窯出土の三重弧文軒平瓦に伴うと考えＡ地点に供給されたと想定し、技法的に

格子７∼14類よりも古いと考えた。

③ 平瓦は凹面に糸切り痕が残る例が多く、粘土板桶巻き作りである。桶の枠

板幅はＢ地点出土が3.9∼5.2㎝で、４㎝台が主体である。また、Ｂ地点出土平

瓦の特徴として、側面を弧状になるほど丁寧に複数回のケズリを行う。瓦の厚

さは、Ｂ地点では0.7∼2.5㎝と幅があり、1.3∼1.8㎝が多い。昼間氏らの分析

でも、0.7∼1.6㎝と幅を持ち、厚さが一定していないことが特徴とする。それ

に対してＡ地点出土の平瓦は厚く、しかも均一性を持つとした。（昼間・木戸・

赤熊 1999）

④ 瓦の胎土は、『報告書Ⅰ』の凡例に記したように、1a、1b、2a、2b、３類の

５種に分類した。1a類は、砂粒がわずかで粘性が強く、胎土が緻密で焼成が非

常に良く、焼き締まる。割れ目は玻璃状に面をなす。1b類は、1a類と同様であ

るが、小粒の砂粒が多くなり、須恵質も見られる。2a類は、砂粒が大粒になり、

多く含む。粘土は粗く粘性がなく、多孔質で割れ目は荒れる。2b類は、砂粒が

ほとんどないが、粘性はなく焼成が甘いため、多孔質で粉が手に付くものがあ

る。３類は、砂粒が大粒で、粘土は粗く粘性はなく、多孔質で割れ目が荒れる。

胎土1a類、1b類は格子叩き１類∼格子６類と対応し、Ｂ地点で出土する。胎

土2a類は平谷１号窯出土の格子叩き15類∼17類と対応するが、②で述べたよう

に三重弧文軒平瓦との関係からＡ地点へ供給する製品と想定できる。胎土2b

類は、縄叩きの平瓦が３点Ｂ地点から出土する。胎土３類は、格子７類∼14類

と対応し、Ａ地点から出土する。

３．寺谷廃寺と平谷窯跡から見た瓦の変遷

叩き・技法・胎土などから『報告書Ⅰ』において製作段階を想定したのがＡ

の変遷である。

Ａ 【瓦１段階】軒丸瓦第１・２類、胎土1a・1b類平瓦・丸瓦→【瓦２段階】
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軒丸瓦第３類、三重弧文軒平瓦、胎土2a・2b類平瓦・丸瓦→【瓦３段階】

軒丸瓦第４類、三重弧文軒平瓦、胎土３類平瓦・丸瓦

また、窯跡の操業変遷を考えたのがＢである。

Ｂ １号窯《須恵器窯》(坏Ｈ焼成)→《瓦窯改築》瓦１段階→瓦２段階→瓦３

段階≒須恵器(盤焼成)

２号窯《須恵器窯》(坏Ｈ焼成)→《改築》瓦１段階→(瓦２段階？)→瓦３

段階

そこから寺谷廃寺・平谷窯跡の時期変遷を考えたのがＣである。
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第３図 寺谷廃寺・平谷窯跡出土瓦 タタキ文様分類図（１）



Ｃ １期(須恵器生産)→２期(瓦１段階)→３期(瓦２段階)→４期(瓦３段階・

須恵器焼成？)

まず瓦１段階の軒丸瓦第１類（第３図−１）と第２類（第３図−２）である

が、両者とも素弁８葉軒丸瓦で、中房は大きく蓮子は両者とも１＋４と想定さ

れているものの、第１類は蓮子が間弁の延長上に配されているのに対して、第

２類は弁の中心延長に配されて、同紋異笵である。第１類はＡ地区興長禅寺裏

山の墓地から出土したようで、第２類はＢ地点出土という。胎土も異なり、第

１類は砂粒をやや含む粘質の少ない粘土で、胎土1b類よりも砂粒が多く軟質で

ある。第２類は砂粒をほとんど含まず粘性が強く、Ｂ地点で主体的に出土する

胎土1a類である。このことから、第２類の軒丸瓦は胎土1a、1b類の平瓦と伴い、

発掘調査でＢ地点から出土した軒丸瓦小片（第３図−２）３点と同類と考えら

れる。第２類の瓦当背面に丸瓦を接合するため、側縁に沿って半円形の平坦な

面を作り出し、そこに丸瓦端部両面を面取りして接着し、内外に粘土をわずか

に補強している点が共通することからも、両者は同類と想定できる。

第１類と第２類は、瓦第１段階にＡ地区とＢ地区でそれぞれ、創建時の建物
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              瓦第１段階      瓦第２段階      瓦第３段階 
 
 
Ｂ
地
区 
 
 

軒丸瓦 
 
軒平瓦 
胎土 
タタキ 
凸面 
凹面 
側面 

 第2類(素弁)   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2b類 
縄 
ナデ 
未調整 
ケズリ( 1)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 なし 
1a・1b類 
格子1～6類 
ナデ 
ナデ・ケズリ 
ケズリ(複数)  

 
 
 
Ａ 
地
区 
 
 

軒丸瓦 
 
軒平瓦 
 
胎土 
タタキ 
凸面 
凹面 
側面 

第1類(素弁)   第3類(素弁)    第4類(棒状子葉)      棒状子葉か？ 
 
 なし 
 
1b類？ 
 ？ 
 
 
 

 
なし 
 
 ？ 
 ？ 
 
 
 

 
三重弧文(瓦当断面Ｕ字形)  

 
三重弧文(瓦当断面コ字形)  

 
2a類 
格子15～17類 
ナデ 
ナデ・ケズリ 
ケズリ( 1)  

 
3類 
格子7～14類 
未調整・部分ナデ 
未調整・部分ケズリ 
ケズリ( 1)  

第２表 寺谷廃寺・平谷窯跡出土瓦から見たＡ・Ｂ地区の瓦変遷段階
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第４図 寺谷廃寺・平谷窯跡出土瓦 タタキ文様分類図（２）



に葺かれていた可能性があるが、これについては後述する。

第３類の素弁軒丸瓦（第３図−４）は、『報告書Ⅰ』において瓦第３段階で三

重弧文軒平瓦（第４図−６）と同時期と考えた。しかし、素弁であることから

第１・２類に近接するのではないかと考え、新たに瓦第１段階後半においた（第

２表）。しかし、第１・３類の素弁軒丸瓦はＡ地区から出土するものの、どのよ

うな丸瓦・平瓦が伴うか、胎土・叩き文様も現段階では不明である。

Ａで、瓦３段階においていた棒状子葉の軒丸瓦第４類（第４図−５）は、型

式学的に軒丸瓦第３類に後続すると考えられることから、新たに瓦２段階にお

いた。それは、軒丸瓦第４類と平谷１号窯出土の三重弧文軒平瓦（第４図−６）

の胎土が白色砂粒などを多く含む胎土2a類で類似すること、また、平谷１号窯

出土の三重弧文軒平瓦は、三重弧文の型挽き断面がＵ字形で、Ａ地区出土のコ

の字形断面を持つ三重弧文（第４図−８∼11）よりも遡ると考え、Ｕ字形は瓦

第２段階、コの字形は瓦第３段階と考えた。さらにＵ字形の三重弧文軒平瓦は

平谷１号窯で出土し、窯内で同時期と考えられる平瓦のタタキは格子15∼17類

であり、タタキ後にほぼ全面にナデを施し、凹面にもナデやケズリを行う。瓦

第３段階の平瓦は、タタキ後未調整が多く、平谷１号窯出土の格子15∼17類の

平瓦は、瓦３段階を遡り瓦第２段階におけることから、軒丸瓦第４類、三重弧

文軒平瓦（断面Ｕ字形）は瓦第２段階におけよう。

瓦３段階は、おそらく軒丸瓦４類と同様の棒状子葉軒丸瓦が使用された可能

性はあるものの不明確である。

Ａについて下記のように改めたい。

【瓦１段階】軒丸瓦第１・２類、胎土1a・1b類平瓦・丸瓦→軒丸瓦第３類⇒

【瓦２段階】軒丸瓦第４類、三重弧文軒平瓦、胎土2a・2b類平瓦・丸瓦⇒【瓦３

段階】棒状子葉軒丸瓦？、三重弧文 軒平瓦、胎土３類平瓦・丸瓦（第２表）

４．素弁軒丸瓦から棒状子葉単弁軒丸瓦へ

寺谷廃寺には第４類である、この地域で通称「棒状子葉」を持つ単弁軒丸瓦

がある。この瓦は山田寺系の亞流とする見解もあるが、山田寺系ならば群馬上

駒沢史学82号（2014） 195



酒井清治 埼玉県寺谷廃寺から勝呂廃寺への変遷196

第５図 寺谷廃寺・平谷窯跡出土平瓦（１）



植木廃寺例、千葉龍角寺例のように外区に圏線が巡っていても良い。しかし、

山田寺系にも圏線がない例があることを考慮すれば、棒状子葉の出現は単弁と

無縁ではないことから、山田寺の直接系譜を引いているとはいえないが、影響

下に出現したのであろう。上植木廃寺の創建瓦の一つは、素弁でありながら外

区に圏線を持つ（第９図−10）。この素弁に蕊を彫り加えて単弁にした例があ

る（第９図−11）。寺谷廃寺では８葉の素弁が３笵種あり、第４類の棒状子葉10

葉軒丸瓦は、山田寺の単弁よりも細く特徴的であることから、単弁の情報を基

に寺谷廃寺の素弁意匠から、新たに作り出されたのであろう。

この棒状子葉軒丸瓦は、寺谷廃寺の他に大谷瓦窯跡（第１図−Ｃ）、勝呂廃寺

（第１図−14）、石田窯跡（第１図−Ｄ）、赤沼窯跡（第１図−Ｅ）、小用廃寺（第

１図−13）で出土し、東西４㎞、南北12㎞の範囲、比企郡・入間郡の郡境を越

えて分布する。寺谷廃寺の子葉は、中房側から外区側へ延びるに従い太くなり、

最大幅６㎜を測る。それに対して他の棒状子葉は、棒状というように太さの変

化が少なく、４㎜前後である。また、寺谷廃寺の棒状子葉は、推定弁長に対し

て棒状子葉長の割合が約59％、大谷瓦窯跡も同様であるが、勝呂廃寺10葉軒丸

瓦は約50％、勝呂廃寺８葉軒丸瓦は約45％と短くなっていく。なお、勝呂廃寺

12葉軒丸瓦は約40％であるのは、弁数が増えたことにより弁幅が狭くなったこ

とによると考えられる。

このように棒状子葉の太さと長さの割合から見ると、弁に対しての子葉が長

い例が古く、短い例が新しい傾向があり、子葉の太さからいっても寺谷廃寺の

棒状子葉軒丸瓦は最も古式と考えられる。

５．法量・技法から見た瓦の変遷

瓦の大きさが分かる資料は少なく、平瓦の長さについて寺谷廃寺Ｂ地区の瓦

は不明であるが、大谷瓦窯跡は平均44.8㎝である（第３表）。それよりも新しい

勝呂廃寺棒状子葉12葉軒丸瓦を焼成したと考えられている、赤沼窯跡の変形長

格子叩きは平均42.3㎝、勝呂廃寺棒状子葉8葉軒丸瓦に伴うと考えられている

平行叩きは、平均38.6㎝と、大谷瓦窯跡より新しくなると順次短くなっている。
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第６図 寺谷廃寺・平谷窯跡出土平瓦（２）
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第７図 寺谷廃寺・平谷窯跡出土平瓦（３）



平瓦の幅については、寺谷廃寺Ｂ地区の格子１類叩き平瓦を焼成した平谷１

号窯出土例が27.8㎝、大谷瓦窯跡が広端部で平均28.1㎝で、両者はほぼ同じ幅

である。赤沼窯跡変形長格子叩きは平均28.9㎝、赤沼窯跡平行叩きが平均

29.5㎝とわずかであるが順次広くなっている。

大谷瓦窯跡の平瓦は、幅と長さの割合が1：1.59であるのに対して、新しい赤

沼窯跡変形長格子叩き平瓦は1：1.46、続く赤沼窯跡平行叩きは1：1.31であり、

大谷瓦窯跡が最も長方形であるが、赤沼窯跡変形長格子叩き、平行叩きへと幅

と長さの比が順次小さくなり、大きく長さが減じ方形に近づいている。

厚さは、寺谷廃寺Ｂ地区が1.3∼1.8㎝が主体であるのに対して、大谷瓦窯跡

は1.9∼2.7㎝が主体と厚くなる。これは大谷瓦窯跡の平瓦が大型の長方形で

あったためであろう。石田１号窯は主体が1.3∼1.7㎝、赤沼窯跡変形長格子叩

きは、主体が1.3∼2.0㎝、赤沼窯跡平行叩きは主体が1.3∼2.1㎝で変形長格子

叩きと共通し、南比企窯跡群で再び薄くなる。

次に模骨痕（枠板痕）の幅は、寺谷廃寺Ｂ地区では平均4.5㎝であるが、大谷

瓦窯跡は平均4.8㎝と幅広い。ところが南比企窯跡群の石田１号窯では平均

4.1㎝と幅広いのに対して、赤沼窯跡変形長格子叩きは平均2.6㎝、赤沼窯跡平

行叩きでは平均2.3㎝と狭い枠板を使用しており、寺谷廃寺・大谷瓦窯跡・石田

１号窯と赤沼窯跡とでは枠板幅の違いが大きい。
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    長さ     幅    厚さ   模骨痕        叩き    凸面    凹面 
寺谷廃寺Ｂ 
 
 

    ― 
 
 

27.8 
 
 

0.7～2.5 
1.3～1.8多 

3.9～5.2 
  ( 4.5)  
 

斜格子・正格子・
変形斜格子 
 

横・不定ナ
デ 
 

縦ナデ・ケ
ズリ 
 

大谷瓦窯跡 
 
 

43.0～45.9 
  ( 44.8)  
 

24.3～32.0 
  ( 28.1)  
 

1.5～3.3 
1.9～2.7多 

2.5～5.5 
  ( 4.8)  
 

斜格子 
 
 

横ナデ 
 
 

未調整 
 
 

石田1号窯 
 
 

   ― 
 
 

    ― 
 
 

1.1～2.3 
1.3～1.7多 

3.2～4.7 
  ( 4.1)  
 

平行？・擬格子 
 
 

ヘラケズ
リ 
 

未調整 
ナデ 
 

寺谷廃寺Ａ 
 
 

  ― 
 
 

   ― 
 
 

1.4～2.5 
1.6～2.0多 

3.0～4.3 
  ( 3.5)  
 

斜格子・正格子 
 
 

一部ナデ、 
未調整 
 

未調整、一
部ケズリ 
 

赤沼窯跡 
変形長格子 
 

42.0～42.5 
  ( 42.3)  
 

26.9～31.0 
  ( 28.9)  
 

0.8～2.7 
1.3～2.0多 

2.0～3.4 
  ( 2.6)  
 

変形長格子・長斜
格子 
 

横ナデ 
 
 

未調整 
 
 

赤沼窯跡 
平行 
 

37.2.～41.5 
  ( 38.6)  
 

27.5～32.1 
  ( 29.5)  
 

1.1～3.0 
1.3～2.1多 

1.7～3.0 
  ( 2.3)  
 

平行 
 
 

一部横ナ
デ 
 

未調整 
 
 

（cm）
第３表 平瓦の製作技法比較



凹凸面の叩きと調整痕の関係であるが、まず叩きについて、寺谷廃寺Ｂ地区

は斜格子・正格子・変形斜格子、大谷瓦窯跡は斜格子、石田１号窯は平行
(１)

と擬

格子、赤沼窯跡変形長格子・長斜格子→赤沼窯跡平行の叩きの変遷である。ま

た、凸面、凹面の調整について寺谷廃寺Ｂ地区は凸面が横・不定ナデ、凹面が

縦ナデ・縦ケズリ、大谷瓦窯跡は凸面横ナデ、凹面未調整、石田１号窯は凸面

ヘラケズリ、凹面未調整とナデである。赤沼窯跡変形長格子は凸面横ナデ、凹

面未調整、赤沼窯跡平行は凸面一部横ナデ、凹面未調整である（第３表）。

このような技法の変遷から、寺谷廃寺瓦第３段階のＡ地区出土格子７類∼14

類平瓦の位置づけをしてみたい。格子７類∼14類は、叩いたのち一部分にナデ

があるものの未調整が主体で、凹面も未調整か一部分のケズリであることから、

上記の変遷から見ると新しい傾向がある。ところが模骨痕は、平均3.5㎝と幅

広く、赤沼窯跡変形長格子よりも古いであろう。しかし、石田１号窯との前後

は、寺谷廃寺Ａ地区平瓦の多くが叩き後未調整が多いのに対して、石田１号窯

はヘラケズリしていることから、石田１号窯の方が古い可能性がある。すなわ

ち、大谷瓦窯跡ののち比企南部へ伝わり、勝呂廃寺のために石田１号窯が操業

し、その後寺谷廃寺Ａ地区の瓦が焼成されたと解釈したい。

比企郡北部の瓦変遷として、寺谷廃寺瓦第１段階の素弁軒丸瓦、瓦第２段階

の棒状子葉10葉軒丸瓦・三重弧文軒平瓦ののちに、大谷瓦窯跡の棒状子葉10葉

軒丸瓦が生産されたのであろう。それは４章で検討したように、寺谷廃寺の棒

状子葉10葉軒丸瓦（第４類）が初現形態と考えたこと、大谷瓦窯跡平瓦は凸面

に横ナデが施されており、寺谷廃寺瓦第３段階の格子７∼14類平瓦は、叩きの

のち未調整が主体であり、大谷瓦窯跡は寺谷廃寺瓦第２段階並行か、第２段階

直後であろう。

このように棒状子葉の変遷、技法から見た時、比企郡内北部と南部において

以下の変遷が想定できる。

【北】寺谷廃寺瓦第１段階のＢ地区第２類素弁軒丸瓦・格子１∼６類平瓦→【北】

寺谷廃寺瓦第２段階のＡ地区第４類棒状子葉第４類軒丸瓦・三重弧文軒平瓦・

格子15∼17類平瓦→【北】大谷瓦窯跡棒状子葉軒丸瓦・斜格子叩き→【南】石

田１号窯→【北】寺谷廃寺瓦第３段階、Ａ地区三重弧文軒平瓦・格子７∼14類
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平瓦→【南】赤沼窯跡棒状子葉10葉軒丸瓦→12葉軒丸瓦・変形長格子・変形長

長格子・長斜格子叩き平瓦→【南】赤沼窯跡棒状子葉８葉軒丸瓦・平行叩き平

瓦

の順序であろう。

６．素弁軒丸瓦と棒状子葉単弁軒丸瓦から見た比企・入間

郡の寺院建立の背景

比企郡内の寺院建立の動向については、素弁軒丸瓦から棒状子葉軒丸瓦が比

企郡北部から南部へ変遷することが判明したことから、背景について検討して

みたい。

（１）比企郡北部の様相

筆者は、『報告書Ⅰ』で平谷窯跡が最初須恵器を焼成しており、その後寺谷廃

寺瓦１段階の素弁軒丸瓦第２類、格子１∼６類平瓦を焼成したと考えた。また、

窯内出土須恵器の検討から、操業開始は620∼630年代と想定した。すなわち寺

谷廃寺創建時の瓦は、須恵器の年代を遡ることはないであろう。

この素弁軒丸瓦の系譜について、百済系、あるいは飛鳥寺系との見解がある

が、すぐには結論がでないため、この地域と寺院建立の背景について先に検討

してみよう。

まず、寺谷廃寺はなぜ龍角寺・山王廃寺のように大型古墳や、前代から継続

する関連遺跡もない地域に造営されたのであろうか。それに関連して、羽尾窯

跡（須恵器）、平谷窯跡（須恵器・瓦）との関連から見ていきたい。

埼玉県では比企郡に南比企窯跡があり、５世紀以降須恵器を生産している地

域である。この地の須恵器生産は継続して行われるものの、６・７世紀は規模

が小さく、群馬の系譜が強いものの、畿内・東海の影響のある窯が作られ系譜

は一つでない。７世紀前半には舞台遺跡の在地産須恵器や舞台窯跡があるの

に、その地で寺谷廃寺の瓦を焼成しなかったのは、在地の粗悪な製品が生産さ

れており、新たな瓦生産には対応できなかったと思われる。なお、この窯跡群

は埼玉古墳群へ須恵器を供給しておらず、この点に注目したい。
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比企郡の北方にある寄居町末野窯跡群は、５世紀には須恵器生産を開始して

いた可能性がある地域で、６世紀末∼７世紀初頭にかけて、群馬の系譜をひく

末野３号窯で生産された須恵質埴輪壺は、行田市埼玉古墳群中の山古墳へ供給

されていることで知られている。埼玉古墳群では奥の山古墳以降、群馬、ある

いは末野で生産された可能性のある北関東型の須恵器が供給されており、末野

窯跡群は埼玉古墳群を築造した首長層の窯場であった可能性が高い。

中の山古墳に供給したのち、いつまで埼玉の地へ須恵器などの供給を続けた

か不明であるが、この地で寺谷廃寺の瓦生産を行っていないのは、まだ埼玉古

墳群と関連ある勢力の窯場であったためであろう。また、末野窯跡群の北の丘

陵斜面には、素弁10葉軒丸瓦を出土する馬騎の内廃寺があり、寺谷廃寺の造立

者と異なる勢力範囲であったためであろう。

寺谷廃寺が造営されたＢ地区東斜面には、寺谷廃寺が造営される前の６世紀

末から７世紀初頭の羽尾窯跡がある。畿内、および東海の系譜をひく須恵器で、

大きな遺跡や古墳がない地域に突如作られた窯である。また、寺谷廃寺Ｂ地区

の丘陵を挟んで西の谷には、羽尾窯跡に後続する平谷窯跡がつくられた。その

窯を利用して寺谷廃寺の素弁軒丸瓦が焼成されたのである。両窯跡は南比企

窯、末野窯と異なり、群馬の影響を受けていないことを強調したい。

上原真人氏は、中央の寺院と遠隔地型瓦窯の出現について説く中で、豊浦寺、

奥山廃寺、四天王寺造営の瓦生産した遠隔地型の窯が、すべて屯倉と深く関わ

る場所に立地するとした。たとえば豊浦寺や奥山廃寺に瓦を供給した明石市高

丘窯は縮見屯倉、岡山県末ノ奥窯は白猪・児島屯倉などが立地し、豊浦寺や奥

山廃寺の造営においては、蘇我氏が関与していた各地の屯倉に、瓦生産をとも

なう窯業技術の殖産を行ったとした。屯倉経営においては、農業水産物以外の

物資獲得に周囲の山林は不可欠で、農業生産に適さない丘陵地こそ、窯業生産

の適地と考え、遠隔地型瓦窯の窯の多くは、須恵器生産と瓦生産がほぼ相前後

してスタートしているが、瓦生産を主目的に着手したとする（上原2003）。

上原氏は遠隔地型瓦窯について、中央の寺院造営のため屯倉に瓦生産技術の

殖産を行ったとするが、７世紀前半の同時期、平谷窯跡の素弁軒丸瓦は中央の

ためではなく、隣接する寺谷廃寺に供給された。確かに隣接する横見郡は安閑
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紀に見られる武蔵四處の屯倉の一つ、横渟屯倉推定地とされる。この地に羽尾

窯跡で須恵器を焼成し、継続して平谷窯跡で須恵器を焼成したのち、この窯で

瓦を生産している。上原氏は、「瓦生産を開始しにくい状況があれば、とりあえ

ず須恵器生産から着手することもあり得る」とするが、羽尾窯跡は６世紀末か

ら７世紀初頭、平谷窯跡須恵器焼成時期は620∼630年代と考えられることから、

瓦生産までの準備段階とした場合、長すぎるのではなかろうか。

平谷窯跡は、当初須恵器を焼成したのち、瓦の焼成も行ったと考えられるが、

両者がある時期併焼された可能性は残されている。上原氏は、「当初の瓦陶兼

業体制も、瓦は中央消費、須恵器は在地消費という基本原則のもとに成立し」

たが、「幡枝元稲荷窯が北野廃寺所用瓦だけを生産したならば、中央でなく在地

の要請で操業を始めたと考えるべき」とし、そこに屯倉制という共通の政治基

盤を想定することは可能とする（上原 2003）。平谷窯跡は須恵器・瓦とも在地

の消費のためであるが、はたしてそこに屯倉が関わっていたかは断定できない。

しかし規模の大きな古墳や遺跡がない地域に、突如在地や群馬の系譜でない

畿内・東海の新技術を導入して羽尾窯、平谷窯を操業し、続いて東日本最古の

寺谷廃寺の建立を行っていることは、それを行える場所、あるいは体制が整っ

ていたことであり、行うことができた人物がいた可能性がある。場所としては、

横見郡家推定地（第１図−３）の西方８㎞、比企郡家推定地（第１図−８）の

北西９㎞に位置している。また、横渟屯倉推定地と考えた場合、推古朝を中心

とした７世紀前半における屯倉の殖産の場として、羽尾・平谷窯跡を操業し、

先進的な仏教文化を逸速く導入し、寺谷廃寺が造営された可能性はあり得よう。

森田悌氏は『聖徳太子伝暦』から、聖徳太子舎人勤務の後、帰郷して633年に

武蔵国造になった物部連（直）兄麻呂が比企の地を本拠地としていたと想定し、

また、仏教の篤信者であったことから寺谷廃寺を創建したと想定されている（森

田 2013）。年代的には寺谷廃寺創建の時期と合致しており、可能性の一つとし

て注目される。

前述した末野窯跡群は埼玉古墳群の窯場であり、その地で素弁軒丸瓦を葺い

た馬騎の内廃寺が創建される。この地と埼玉古墳群は、荒川により河川交通で

結ばれており、さらに上流の片岩を古墳石材として運んだことでも知られる。
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それに対して寺谷廃寺は、羽尾窯跡、平谷窯跡があり、東方に横見郡家、比企

郡家推定地がある。のちの東山道武蔵路は坂戸市内（第１図−15・16）を北上

し、越辺川・都幾川の合流地点で直進する道と、北北東へ進む道に分かれ、そ

の分岐点やや北に比企郡・横見郡二つの郡家が存在する。このルートを延長し

た先は埼玉古墳群、あるいは若小玉古墳群の方向である。東山道武蔵路の成立

は７世紀後半であるが、武蔵路がこの地で埼玉方面に分岐することは、東山道

成立以前から埼玉へ向かうルートがあり、この地域と結ぶ交通の要衝だったの

ではなかろうか。

すなわち、末野と埼玉古墳群を結ぶ河川交通、比企と埼玉・若小玉古墳群を

結ぶ道が６・７世紀にはあったのであろう。

（２）比企郡南部の様相

武蔵国最大の勝呂廃寺（第１図−14）は、坂戸市石井にあり、入間郡の北端

に位置する。すぐ東には東山道が北上し、北には比企郡との郡境がある。

筆者は以前勝呂廃寺、赤沼窯跡出土の棒状子葉軒丸瓦について検討し、勝呂

廃寺出土瓦の時期区分第Ⅰ期に軒丸瓦第１類（第８図−２・３）、第２類（第８

図−５）、第３類（第８図−７）が含まれ、第１類→第２類→第３類の時期差を

想定した。第１類には８葉、10葉、12葉があるとして、型挽きの三重弧文軒平

瓦が伴うとした。しかし、平瓦の叩きは図示できなかった。第Ⅱ類には軒丸瓦

第４類の複弁８葉軒丸瓦（第９図−８）が該当し、その叩きが斜格子であった

ことから、平行、斜格子、変形斜格子叩きの丸・平瓦をおいた（酒井1982）。

その後渡辺一氏は、石田窯跡・赤沼瓦窯の発掘から須恵器の編年を基準に、

勝呂廃寺の瓦窯跡の操業変遷を創建１・２・３期とした（第10図）。創建１期は

石田１号窯の平行叩きを持つ平瓦をおいたが、軒先瓦は不明とした。創建２期

は、棒状子葉12葉軒丸瓦（第10図−28）、10葉軒丸瓦（29）と細格子目文軒平瓦

（30）が該当し、変形長格子（31）・長斜格子（32）叩きの丸・平瓦が伴うとし

た。また、この期の後半で棒状子葉８葉軒丸瓦（33）に変わる可能性があると

した。創建３期は、棒状子葉８葉軒丸瓦（33）や（34）、複弁８葉軒丸瓦（35）

が該当し、軒平瓦は細格子目文軒平瓦（36）で、平行叩き（37）丸・平瓦が伴

うとした。そして、創建１期を680年前後、創建２期を685年前後を中心、創建
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第３期を695年を中心とすると年代観を示した（渡辺1997）。

筆者と渡辺氏の変遷はほぼ同じであるが、筆者は勝呂廃寺の創建軒丸瓦の変

遷については、棒状子葉10葉軒丸瓦（第８図−２）→12葉（第８図−３）→８

葉（第８図−５・７）と考えている（酒井 2011）。また、創建段階では三重弧文

軒平瓦も比企北部から導入していると考えている。

寺谷廃寺の棒状子葉軒丸瓦は10葉であり、階段を持つ平谷窯跡で焼成された

可能性が高い。大谷瓦窯跡も10葉が焼成されており、瓦専用窯であるため有階

有段登窯である。創建１期とする石田１号窯は瓦陶兼業窯であるためか階段を

持たない。また、創建２期から３期の県指定史跡赤沼古代瓦窯跡も階段がない。

これは、５章で検討したように、平瓦の枠板痕幅が狭くなり、平瓦の幅と長さ

の割合が小さくなることから、大谷瓦窯跡と時間的な差があると考えられるが、

石田１号窯は枠板痕が幅広く、勝呂廃寺創建瓦と考えてもよいであろう。筆者
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第９図 棒状子葉軒丸瓦関連資料（２）
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第10図 勝呂廃寺瓦窯跡操業変遷図（渡辺1997）



は比企郡北部の10葉の流れを引く勝呂廃寺棒状子葉10葉軒丸瓦が創建瓦と考え

ているが、この瓦が石田１号窯で焼成されたか不明確である。

勝呂廃寺創建のために比企北部から伝えられた棒状子葉軒丸瓦は、南比企窯

跡群を窯場として石田１号窯、赤沼窯跡で焼成し、立野遺跡（第１図−12）・緑

山遺跡（第１図−11）を経由して、勝呂廃寺へ供給されたと考えられる。また、

小用廃寺、青鳥城跡、山王裏遺跡（掘込地業を持つ基壇）、大西遺跡（寺跡？）

などでも出土する。このように比企郡で生産した瓦が、入間郡の勝呂廃寺へ運

ばれ、その瓦の分布が比企・入間の郡境付近で、東山道分岐点周辺に分布して

いることは重要である。

入間郡には、８世紀後半の正史に登場する二人の豪族がいた。一人は大伴部

赤男で、769年に西大寺へ商布1,500段、稲74,000束、墾田40町、林60町を献じ

て、776年に外従五位下を追贈された。寄進した土地は坂戸市粟生田と想定さ

れている。もう一人は物部直広成で、764年に授刀として恵美押勝の兵を愛発

関で退却させた。768年には広成ら６人が入間宿祢を賜う。781年には征夷の労

により外従五位下になる。782年頃陸奥にて大伴宿祢家持とともに活動し、784

年には征夷のため軍監に、788年には近衛将監、さらに征東副使に、789年には

副将軍となり、蝦夷討伐に参戦するが敗退する。帰京し、太政官にて勘問され

る。同年に従五位下、続いて常陸介に、799年には東大寺次官となり、正史に登

場してから35年間中央で活躍した。物部氏の本貫地について、原島礼二氏は入

間郡安刀郷を想定し、玉利秀雄氏は石上神社や布留大神があることから、勝呂

廃寺周辺の石井付近を想定している。

物部直は『新撰姓氏録』左京神別条において、入間宿祢は天穂日命の後裔で

出雲族とされる。『国造本紀』で无邪志国造兄多毛比命も出雲族で、『聖徳太子

伝暦』に見える物部連兄麻呂も同族と考えられている。また、西角井系図で、

无邪志国造兄多毛比命の曽孫八背直を祖とする丈部直も武蔵国造となり、同系

図では八背直の兄が物部直祖とする（酒井 1987）。青木忠雄氏は、鳩山町小用

廃寺と毛呂山町西戸丸山遺跡の瓦と、さいたま市大久保領家廃寺の瓦が共通し

ていることから、入間宿祢と武蔵宿祢との関連を説いている（青木 1971）。

卜部吉田家旧蔵宝亀３（772）年12月19日の太政官符は、神護景雲３（769）

駒沢史学82号（2014） 209



年９月17日に入間郡の正倉が４棟雷火により焼け落ち、糒穀10,513斛を焼き、

百姓10人が重病、２人が頓死したという神火がおこったことが記されている。

また、九条家本『延喜式』裏文書に、入間郡司らを解任するが、譜第を絶つこ

とをしないとある。また、郡家（推定地：第１図−17）の北西の角にある出雲

伊波比神社の神が、今まで受けていた朝廷からの官幣がなくなったために、郡

家の内外の雷神を率いて火災を起こしたとお告げがあったとする。

このときの郡司は神火の一年前である768年に、物部直広成など６人が入間

宿祢を賜わっていることから、物部氏が郡司であり、出雲伊波比神社を出雲族

の物部氏が奉祭していたのであろう。大伴部赤男は神火のあった769年に西大

寺へ寄進したものの、追贈されていることは神火と関わっていたのであろう。

筆者は、768年に同族６人で入間宿祢を賜った物部広成の家系が勝呂廃寺の

創建と関わっていたと考えている。勝呂廃寺と同じ瓦が比企南部に分布してい

ることも、同族の多い物部氏が妥当であろう。

７．まとめ

比企郡北部にある寺谷廃寺の素弁軒丸瓦の導入は、須恵器生産導入に引き続

き行われた先進文化の導入であり、この地に大きな影響を与えたことが考えら

れる。その導入については、かつて橘樹郡、男衾郡にいた飛鳥部吉志、男衾郡

の壬生吉志などの渡来人が関わっていたと考えた（酒井 1982）。棒状子葉軒丸

瓦は、橘樹郡の川崎市高津区影向寺廃寺にもある（第９図９）。飛鳥部吉志が屯

倉管掌者との考え方もあるが、断定は難しい。しかし、群馬県山王廃寺、千葉

県龍角寺のように、大型古墳に後続するように造営された地域と異なり、小古

墳群しかない地域に東日本最古の寺院がこの地に作られた理由を想定するなら

ば、屯倉が存在した地に先進技術や文化が導入された可能性が考えられる。

仮に屯倉が存在しなかった場合でも、導入を行った人物は、森田氏のいう633

年に武蔵国造になった物部連（直）兄麻呂の可能性も想定できる。また、寺谷

廃寺の素弁軒丸瓦から棒状子葉軒丸瓦が作り出され、比企郡南部へ伝播したの

は、やはり同じ出雲族の物部直との関連であろう。渡来人と物部直氏の関係は、
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並列ではなく造瓦層と造立層という重層的な関係であろう。

南比企窯跡群は６・７世紀から須恵器は上野の影響を受け、８世紀前半にも

上野に見られる環状つまみの蓋が作られる。また、武蔵国分寺のⅠ期の上野系

一本造り軒丸瓦を焼成している。この軒丸瓦の文様は15葉の細弁系で、上植木

廃寺を中心に分布している。東山道を介して、上野佐位郡−勝呂廃寺（南比企

窯跡群）−武蔵国分寺が結ばれており、国家事業を上野との関係から技術を導

入して、自らの窯場で造瓦を行ったのは、物部直であろう。

この地域では、末野と埼玉の河川交通、比企から埼玉へ分岐する道、東山道

武蔵路による南北の道、それぞれを使って地域間交流が行われていたようであ

る。須恵器生産、瓦生産だけでなく、交通路を使用して流通も関与していた可

能性があり、物部氏のような階層が、寺谷廃寺、勝呂廃寺、小用廃寺、山王裏

遺跡などの寺院を造立したのであろう。

おわりに

本稿は寺谷廃寺が存在する比企郡北部と、勝呂廃寺がある比企郡南部の様相

を、素弁軒丸瓦と棒状子葉軒丸瓦の変遷から見ようとした。従来の見解を大き

く発展することはできなかった。

また、素弁軒丸瓦を渡来人らが百済から直接もたらしたかは現段階では不明

確である。ただ、韓国扶餘の瓦を一部調査した段階では、扶餘の叩き技法は平

行叩きが主体であり、寺谷廃寺、大谷瓦窯跡などは格子系であり、違いが見ら

れる。列島の瓦の検討も含めて課題としたい。

末筆となったが、図版作成には藤野一之、水野華菜に協力いただき、感謝す

る。

本稿は平成25年度科学研究費基盤研究（Ｃ）（課題番号：2352097）「東日本に

おける初期寺院導入期の考古学的研究」の成果の一部である。

註

(１) 平行叩きとするが、細いこと、曲線を描くことで叩きか疑問である。
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