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飛鳥と方格地割
岸

男

︾

②
いた︒このことは新益京と呼ばれた藤原京といわゆる飛鳥

実施した緊急調査に関係して藤原京京域の推定︑および条
①
坊制の復原を試みたが︑その作業の過程で飛鳥の地域に関

私はさきに奈良県教育委員会が藤原宮宮域検出のために

の目的を達したのを契機に︑

緊急調査も推定どおり叢叢の限界を検出していちおう所期

は藤原京が閤題であったので︑それ以上深く追究せず後日

京の地割が関連す〃78可能性のあることを示唆したが︑当面

しても︑藤原京の東京極に利用されたと考えられる中ツ道

して飛鳥京についての考察を進めておくことが急務と考え

に

の延長線が橘寺東大門の前に至ることのほか︑飛鳥寺伽藍

られたので︑改めて右の事実を手がかりに飛鳥の地域につ

↓方飛鳥保存の問題とも関連

を期することとした︒しかしその後私の関係した藤原宮の

中軸線と川原寺伽藍中軸線の聞隔が︑推定復原した藤原京

いて検討を加えることとした︒藤原京の場合と同様︑いわ

は じ め

を論じ︑またその性格を追究するために︑当時の﹁飛鳥﹂の地域の考定︑倭京の範囲などについても考察した︒
史林 五三巻四号 一九七〇年七月

問題にも資するため︑その詳細を報告するもので︑まず一町旺一〇六mの方格地割に飛鳥寺・川原寺・橘寺・豊浦寺などの寺院や︑
あるいは亀石・酒船窓・弥勒石などの石造遺物が正しく規制されていることを示し︑ついでその方格地割と藤原京条坊制との関係

私はさきに行なわれた藤原宮富域検出のための緊急調査に関係して︑藤原京の京域およびその条坊制についての私見を発
表したが︑その際右と密接に関連する方格地割がいわゆる飛鳥の地域にも存在するらしいことに気付いていた︒本稿は飛鳥保存の

︻要約︼

俊

の一睡︑一条の矩離にほぼ等しいらしいという事実に気付

r呂
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一

ゆる飛鳥京にも何らかの計画性が存在したことが明らか

する点も併わせて指摘しておきたいと思う︒

料も能うかぎり掲窪し︑さらに検討を要する問題や疑問と

付﹃朝日新開﹄︶︒

③網干善教﹁飛鳥京地割の戸隠﹂︵要約︶︵昭和四十五年四月三十日

︵一一一四ページ︶︒

②前掲拙稿﹁京域の想定と藤原京条坊制﹂において示唆しておいた

嗣﹁飛鳥から平城へ﹂︵﹃臼本の古代﹄5近畿篇︶︒

①拙稿﹁京域の想定と藤原京条坊欄﹂︵奈良県教育委員会﹃藤原宮﹄︶︑

になれば︑それは遺跡の保存を図るためにいささかでも
資するところがあるかも知れないと考えたからであった︒

その後飛鳥・藤原保存問題は急速・に展開し︑保存に関す
る種々な案が提示され︑また発掘調査もようやく進捗し︑

さらに飛鳥京地割の復原に関しても永年飛鳥遺跡の調査
を担当して来られた網千善教氏の新説が紙上に発表され
た︒

③

このような情勢のなかで︑以下私が考察を進めて来た試

きるだけ多く関係の方肉の批判示教を受け︑正しい飛鳥保

関係するため︑この際敢えて不充分なままでも発表し︑で

ではあるが︑こと飛鳥の保存という緊急を要する課題にも

従って本来ならばそれらを解明した上で慎重に公表すべき

問題も多く︑またみずから疑問としている点も少なくない︒

一つの試案であって︑しかも私なりになお検討を加えたい

の交点︶の間で図上で計測すると二一一八mとなる︒

西之宮三輪神社T字路中心点︵東京極中ッ道と北京極横大路

十字路中心点︵西京極下ッ道と北京極横大路の交点︶と桜井市

九修正︑富士測黛株式会社官製︶によって︑橿原市八木町札の辻

東西幅は橿原市三千分の一地図︵昭和三二・七測図︑昭和四二・

いたと述べたが︑まずこの点から確かめてみる︒藤原京の

条管制の一坊

はじめに飛鳥寺・川原寺両寺伽藍中軸線の間隔が藤原三

存のための捨石とすることが必要であると考えた次第であ

を藤原京は左・右京各四坊︑計八握と考えて一坊距離を算

・案の概要を説明しようとするのであるが︑私案はあくまで

る︒そのため本稿では私案の基礎となった事実をなるべく

出すると︑

①

これ

一条の距離にほぼ等しいらしい事実に気付

詳細に記述するとともに︑今後の考察に資するため関係史
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無︶

となり︑二六五・七五mなる数値をうる︒これはさきの数

の東西にある殿堂との間隔がそれぞれ異なり︑やや東に偏

値より一mほど長いが︑実測図によると藤原宮大極殿はそ

究所千分の一地図︵昭和三〇・八航空写真撮影︑昭和一三・

しているので︑あるいはその影響かも知れない︒すなわち

となって︑二六四・七五mとなる︒つぎに問題の飛鳥寺伽
②
藍中軸線と川原寺伽藍中軸線間の間隔を奈良国立文化財研

アジア航杢測量株式会社調製︶によって計測すると︑二六四mな

大極殿中心線と東殿堂趾中心線との間隔が一八六・一尺で

測図︑

る数値がえられ︑まさに一筋阻一条の距離と一致し︑はU

あるに対し︑西殿堂祉中心線との間隔は一九六・八尺と︑
④

mが修正値となるから︑さきの数値は二六四mに近づく︒

中間を中軸線に想定すれば︑一〇・七尺の半分︑一・六二

↓○・七尺︵三・二四m︶長い︒いま東西両殿堂のちょうど

めの推定の正しいことが確認された︒

この数値は今後の考察の基本的数値として重要な意味を
もつので︑なお藤原室内で測定しうる他のデータにより︑
同じように奈良国立文化財研究所千分の一地図を用いて一

○藤原宮十二堂院南門中心

西京極下ッ道中心

三 一条の距離を計測算出してみた︒

測すると︑一〇五八mとなる︒これも四坊分に当たるから︑

○藤原宮大極殿中心一西京極下ッ道中心
さきに日本古文化研究所の発掘調査によって明らかにさ
③
れた藤原宮大極殿中心を報告書収載の実測図︑および現在

︵鶏癒聴十口購爵轟﹁炉7ごワi圏呉翻︶一〇㎝○︒巳十駆一霧胤・qヨ

同じようにさきに発掘調査された十二堂院南門︑すなわ
⑤
ち朝堂院正門とその真西における下ッ道中心間の距離を計

宮内庁書陵部に蔵されている三百分の一藤原宮阯実測平面

︵二黒謡︸慈︶

となり︑二六四・五mなる数値がえられる︒

図によって求め︑それとその真西の地点における下ッ道中
心との間の距離を図上で計測すると︑一〇六三mとなる︒

○薬師寺伽藍中軸線⁝一西京極下ッ道中心

藤原京薬師寺︑すなわち本薬師寺は現在も東塔・西塔の心

これは四坊分に絹算するから︑
︵鶏勇磁界蘭韓舌ワ！鳳蔓紫︶一〇①︒︒ヨ十△一霧㎝．翻ヨ︵一町聯面
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は右京八条三坊に位置し︑伽藍中軸線は正しく三児の中心

を同じように図上で計測すると︑三九六mとなる︒薬師寺

礎が遺存しているので︑その中閾点と下ッ道中鋼帯の距離

なわちほぼ一〇六mとなる︒

四m強より一町の数値を算出すると︑

わち二・五畜となる︒そこでさきの一条−一坊間距離二六

の一里を二坊聾二条とするから︑一嵩翻一条は半里︑すな

半に相当することを示しているが︑この一町一一〇六皿と

隔が二六四mであるということは︑その間がちょうど二町

さて前述のように︑飛鳥寺・川原寺両伽藍中軸線閤の間

一〇五・六皿強︑す

線と一致すると考えられるので︑一嵩分の距離は︑
︵豊津§辱三十・謙丁重翻︶ω①①一一†・︒①含︵回慈
馨︶

となって︑二六四mという数値が算出される︒

の距離から算出した一泊の数値とまさに↓致する︒従って

強となり︑さきに藤原京北京極における中ッ道・下ッ道間

推定東大⁝門肚前に至るが︑この線と飛鳥寺中軸線型の間隔

まず中ッ道︵藤原京東京極︶の南への延長線︑それは橘寺の

を行なうと︑他にもいくつか注目すべき事実が認められる︒

いう数値に着目して飛鳥地域の主要遺跡に関して図上計測

この数値を藤原京条坊制における一条翻一坊距離の基本数

がほぼ一町に当たる︒またさきに発掘調査された川原寺南

以上三例からえられた一坊分の距離はいずれも二六四m

値と冤倣してまず誤りあるまい︒

大門とその真南に検出された橘寺北門の心々間の距離は曲
⑥

言霊ハ四・五五尺とされるが︑これは五四・三皿となり︑半

ところで藤原京は東西四里・南北六里と推定したが︑そ
の場合の里は大宝令雑令に﹁凡芝地︑五尺為歩︑三百歩為

一三二一mとなるが︑これを一町H

里﹂とみえる令大尺⊥富麗尺の五尺を一歩とする三〇〇歩

の間の距離を測ると︑

一二・四六町となり︑その間が一二

町半なることが知られ︑従って橘寺北限との間は；一町と

一〇六mで除すると︑

町−五三磁に近い︒さらにこの川原寺南大門築地の線を真
⑦
東に延長し︑それと飛鳥寺北方を通る山臓−墨田道路と

−一里である︒同時に三六〇歩一段制における一町の地積

ジ

はやはり令大尺一高麗尺の五尺を一歩とする六〇歩平方で︑
その六〇歩をまた長さの一町とも称する︒従って大宝令に

おける一里−三〇〇歩は五町に相当し︑藤原京条坊制はそ

（451）
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なる︒同じようにその山田−雷丘道路とやはりさきに発

まだ確認されていない︒しかし中門の東︑崖の下は﹁字東

⑧
伽藍配置であることが明らかとなったが︑東大門の位琶は

門﹂と称し︑飛鳥川に架せられた旧道の橋の西からは南に

掘調査された飛鳥寺西門中軸線聞の距離を測ると︑五ゴニ
mとなるが︑これは五器に椙当する︒

〇mの細長い田地三筆が残っており︑

Yにそうような道が通じており︑また東に向っては約一〇

尺度とする方格地割の存在するらしいことが充分に想定さ

ている︒橘寺東大門前の道路の痕跡かともみられ︑ほぼ賑

これらの事実から飛鳥の地域には一町−一〇六mを基準

れるので︑一〇六皿の方格を作製し︑これを千分の田地図上

にそう位置にあるが︑この点に関してはのちに改めて述べ

またこのYは飛鳥寺の西北で︑現在東京国立博物館の庭

﹁竿長通り﹂と称し

にあててみると︑図示したような数女の注目すべき事実の

するが︑便宜上壷中南北線については中ヅ道延長線をYと

に置かれている須弥山像・道祖神像とよぶ二基の石造品を

る︒

し︑それから東へ一町ごとに︑瑞・瑞⁝⁝︑西へW・W⁝

出土した﹁字石神﹂地番二八七回忌を通る︒これらの石造

存在することが明らかとなった︒以下説明を加えることと

⁝と称することとし︑同じように東西線は山田i雷丘道

ユ

路︑この延長線は山田寺肥大門前に至るとみられるが︑その

推定される︒

の後発掘調査が行なわれたが︑詳しい報告がなされていな
⑩
いので詳細は判らない︒しかしYと密接な関係を有すると

贔は斉明紀にしばしばみえる飛鳥寺の西︑甘椿丘の東の川
⑨
辺にある須弥山籐に比定されている︒出土地点についてそ

線をXとして︑それから南へ一町ごとに亀・鉱．⁝⁝とよぶ

Yは中ッ道牲藤原京東京極の南への延長線であるが︑

こととした︒

ω

具体的には横大路における橿原市と桜井市の境界点︑三輪

る五輪塔の少し西方を通ることになるが︑五輪塔の位置で

さらにYは飛鳥寺寺域の西で︑俗に入鹿首塚と伝えてい

結ぶ線である︒橘寺はさきの発掘調査によって中門・塔・

は左四・四mの敷石遣構が南北約三五mにわたって存在す

神社と市藤島神社の間の丁字路中心と橘寺推定東大門肚を

金堂・講堂の遺構の一部が検出され︑東面する四天王寺式

（452）
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ることが発掘調査の結果明らかになっている︒Yに規制さ
れた遺構かも知れないが︑北へはあまり続かないらしいこ
⑪
とが最近明らかとなった︒

らに東に及んでいるらしい︒しかしすぐ東は丘陵になると

いう地形を考慮すれば︑馬の線がほぼ無限に当たることに

なるのでなかろうか︒県道ぞいの畦畔も瑞に近いが︑馬は

西を通ることになる︒ただしその道路は現在の明日香村観

さらに岡の集落内を高市小学校に向い南下する道路の少し

ち南門・中門・塔・中金堂・講堂の中心を連ねる線と一致

光会館︵旧村役場︶より南は新道であるが︑その地域の地

島はさきに述べたように飛鳥寺伽藍中軸線︑すなわ

するが︑さらにその南︑飛鳥板蓋宮伝承地遺跡西遺構とし

籍図を検すると︑そこから南の部分に瑞に適合するような

②

て発掘調査の続けられている地域に︑現在約三八Omにわ

地割のあったことが認められる︒

⑤馬の線上には史蹟にも指定されている洋船石がちょ

たりほぼまっすぐ南北方向に存在する畦畔とも一致する︒

しかしこの畦畔の線は今までの発掘結果では地下遺構の存

が︑その道路はさらに明日香村役場の東を飛鳥川岸近くま

さきの須弥山像・道祖神像など飛鳥に多い巨大石造品の位

字出水通称ケチソダと称する地からは酒上石類似の二個の
⑳
石造品が発掘されている︒あるいは偶然かも知れないが︑

ており︑またのちに改めてふれるが︑西南西飛鳥川ぞいの

はかって付属の石窯かとみられる加工石十六個が発見され

うど位置する︒酒附石の用途は不明であり︑その東方から

瑞はその西遺構の東限を画す施設とみられる南北約

在状態とは直接関係がないようで︑後門的なものである︒

③

Z〇mにわたって長く続く掘立一本柱列の線とほぼ一致
⑫
する︒そしてこの遺購は現在の畦畔と道路にもそっている

で南下しており︑従っイ︑㌫．の線は南北約五〇〇mにわたり

⑥

川原寺伽藍中軸線︑すなわち南大門・中門・中金堂

に通ずる道路がほぼ瑞の線に一致する︒

また島庄の集落においては︑唯称寺から高市小学校西側

置には注意を要する︒

板蓋宮伝承地遺跡東遺溝の東限はまだ確認されてい

ない︒東方に南北に通ずる溝数本が検出されているが︑それ

㈲

現在も確認できる︒

一一

らを越えてさらに東流する大溝のあることから︑遺構はさ
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一飛，ξらと方格圭也害4

が二六四m︑すなわち二町半に相当するから︑中軸線はW

の中心を連ねる線は真北をさし︑既述のようにYとの間隔

塔肚のほか︑講堂祉・廻廊趾と推される遺構が検出され︑

よると︑塔は高さ約一〇〇尺の五重塔であったろうという︒

金堂祉は不明であるが︑いちおう法隆寺式伽藍配置と推定
⑮
されているが︑特殊な地形でもあり︑塔趾以外はなお充分

とWの中央を通ることになる︒また川原寺の北方︑飛鳥川
の右岸にそう地点に弥勒石と称されている石柱状の石造品

記の最初の説話に出てくる小子部栖軽が鳴合を求めて磐余

ずる道路をXとした︒この道は上ッ道の延長で︑日本霊異

つぎに東西線では飛鳥寺の北方︑山田から雷丘に通

な検討を要する︒

リな

同じように巨大な石造品として著名な亀石は︑橘寺

ケ

⑧

が存する︒その位置が当初のままであるかどうか疑問であ
るが︑ちょうど川原寺伽藍中軸線の北への延長上︑すなわ
エ

ちWとWの中間線上に当たる︒
⑦

さ

寺域の北限を恥にそって走る古道の傍に位置するが︑同時

にそれはWとWのちょうど中間に位号することになってい

上で計測すると五一一七mとなるが︑

を中断し︑飛鳥川を渡ってからはやや曲折しながら丈六に

現在の道路は雷丘に比定する丘陵︵北は黒熱︑南は上ノ山︶

宮から軽の体質の徳に向けて走った﹁阿倍山田前之道﹂に当
⑯
たるとみられ︑日本書紀の壬申の乱の放下における戦闘記
⑰
事に出てくる﹁飛鳥寺北路﹂もこの道のことかと思われる︒

二・五町⊥一六四m強のまさに二倍︑すなわち五町分とな

る︒すなわち改めて亀石と川原寺南大門心良問の距離を図

る︒従って飛鳥寺中軸線Yからは一里半の位置に当たる︒

至り︑下ッ道と交又している︒この道路がそのまま古道で
⑮
あるかどうかはなお慎重に検討を要するが︑山田寺の南大

これはさきの一坊−

またさきに発掘調査された明日香村立部にある定林寺立

門推定地点と︑丈六における下哩︑道との交会点はほぼ正し

ブ

怪怪の塔心礎はやはり亀石を通るWとWの中間線上︑つま

く東西の関係位置を保っているので︑この二点を結ぶ線に

ロ

り亀石の真南にほぼ正しく風説するようである︒定林寺は

一致する飛鳥寺北方における現在の道路の位置を基準とし
た︒

聖徳太子創建の七里の一つと伝えられ︑素弁十一葉蓮花文
鐙瓦を出土する飛鳥時代寺院の一つとされ︑石田茂作幾に
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飛鳥と方格地割（岸）

＆︒が南と北の回廊の中間を通るというのでもなく︑塔と中

なお西門と主要伽藍区域の関係は︑その中心線︑すなわち

上に露出している礎石のある地点を通る︒この周辺はかつ

金堂心々間の中央を通るというのでもない︒このような飛

緋 まずS．は飛鳥川左岸で︑現在豊浦寺塔心礎として地

て部分的発掘調査が試みられ︑幅一・四mの石敷をめぐら

鳥寺西門のあり方は注意を要すると思う︒なお＆︒はXより
一璽腫五町に当る︒

した一辺一四mの塔基壇状遺構が桧扇された︒現在の心礎
の位置はやや動いているが︑中軸線はほぼ真北をさし︑同時

東函方向の畦畔では飛鳥寺西門趾から南に向う道路

の西側︑飛鳥川右岸との間に亀と馬に一致するもののある

ω

に検出された北方の二つの遺構が真北に対し約二〇度西に
⑲
偏しているのとは異なる︒出土瓦も北遺構よりはやや新し

のが注目される︒ことに㍉はそこから南が地形的に一段高

って突出しており︑北の畦畔との間がちょうど一町u一〇

いとされ︑聖徳太子伝記に夕明六年正月に豊浦寺の塔心柱
も

くなっている境界に当たり︑飛鳥州河岸まで崖のようにな
も

を建てたとみえる記事に適合するともいわれ︑またこの塔
あ

に付属する豊浦寺伽藍は豊浦寺縁起に﹁宝尽上東仏門之処﹂
も

六mであるというのは︑単なる偶然とは思えない︒またさ

も

とあり︑平氏伝雑勘文に﹁豊浦寺東仏門東飛鳥川﹂とある

きに述べた酒窪石と類似の石造品を出土した字出水ケチソ

へ

ことから︑東面していたであろうと考えられていること晦︑

ダの地点はこの賜にそう畦畔に応接するらしいから︑付近

板蓋宮伝承地出土遺構で︑これら東西線に一致する

からちょうどこ里川一町に当たる︒

の地形は変っていないのでないかと思われる︒なお貼はX

後述の橘寺の場合と併せ考えて興味深い︒
㈲ 珠は既述のように飛鳥寺西門の中心線と一致する︒
西門の遺構はさきの発掘調査によって明らかにされたが︑

⑫

ものは少なく︑さきにB︑に一致すると指摘した掘立一本柱

その規模は桁行中央間一四尺︑両脇間＝一尺︑梁瀬九尺二
間で︑桁行中央間一四尺︑両脇間一〇尺︑梁行八尺三間の中
サ

列も︑北で西折する場合はこの主格地割とは無関係のごと
︑

門や︑桁行中央間一三尺︑両脇間八尺︑輪行七・五尺二問
・

くである︒ただ飛鳥から岡に入る県道の天理教前バス停留

⑳

の南門よりも大きく︑飛鳥寺にとって重要な門であった︒
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所付近から西に通ずる道路の南で︑約三〇mにわたって検

出された通約一m︑深さ約○・七mの石敷大溝が馬と恥の
㊧
ほぼ中間に当たることは注意しておく必要があろう︒

⑯

既述のように橘寺は東面の四天王寺式伽藍配置を有

するが︑塔心礎は川原寺南限の線から一六〇瓢︑すなわち

一町心象に位置する︒従って伽藍中軸線はほぼ賜に当たり︑

寺童は鞠・Y・賑・鴇．で囲まれた高麗尺六〇〇尺四方であ
⑳
つたと推定されている︒しかし︑正確な実測図が公表され

つぎに川原寺塔心礎はほぼ煽の線上に位置する︒な

お塔心礎と南大門中心を通る築地の線との間の距離は一七

ていないので確実なことは判らないが︑伽藍中軸線は真西

⑬

四・一七尺と測定されているから︑五二・八m︑すなわち

㈲

橘寺の推定東大門壇の前に﹁弓長通り﹂という東西

南限と推定される鞠までXより三里−−一五町に当たる︒

には一致しないとみられ︑この点注意を要する︒なお橘寺

をささず︑少し北に振れているようで︑必ずしも鉱に完全

従ってはじめに述べたように南大門にとりつく川原

半町に相当する︒

⑭

ヨ
寺寺域南限の築地の
線は亀とミ
魯の中間に当たり︑Xとの問

が＝一三一mで︑一二町半に相当する︒︑

れ︑川原寺建立以後︑少なくとも奈良時代に遡ることが知

それは飛鳥川河畔・に至って南に折れている︒その間に﹁字

鉱と貼の中間線にそそやはり東西に細長い地割が存し︑

に細長い地割の存することはさきに述べたが︑その半町南︑

られたが︑川原寺南大門との心肉間距離が五四・三m︑約

道ノ下﹂

橘寺北門とそれにとりつく築地はさきに発掘調査さ

半町に当たることはすでに述べた︒旧築地の北側の犬走り

Yがちょうど橘寺東大門前に至るので︑あるいはかっての

樽

はほぼ現在の崖端まで続き︑ 一段低く落ちたところに幅約

中ッ道に関係するものかも知れない︒

﹁字中道﹂なる小字名があるのは︑中ッ道延長線

三〇尺の古道の痕跡とみられる東西に細長い水田があり︑

島庄の集落から石舞台付近にかけて飛鳥川右岸の地

域には現在も方格地割が存し︑図上でも明瞭に認められる︒

㈱

の線がだいたい煽に一致し︑その道は亀石付近より西は南

すなわち東西線では明日香村観光会館の少し南から東に向

それは西に延びて現在亀石の南側を通る道に接続する︒こ

よりに方向を変えている︒
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飛鳥と方格地割（LLs序）

って通ずる道斗高市小学校前かぢ石舞台に向う道路︑石舞

でないかとみられることなどは留意すべき点であろう︒

図にみえる石柱と同じように︑膀示的意味をもつもののよ

なお豊浦甘篠坐神社境内にある立石は︑額安寺号田

市小学校の西側を通る道路︑同じく東の道・畦眸︒これら

うにみられる︒しかし当初の位置から動いていないか疑問

⑲

によって区画される地域であるが︑とくに高市小学校の東

で︑方格地割との関係もほぼWに近いが︑なお検討を要す

台古墳東南隅に至る畦畔︑南北線ではさきにも指摘した高

には南北方向のいわゆる砂地型耕地が多くみられ︑ ﹁字長

る︒また同様な鳳大な立石が岡寺北方︑ほぼ貼の東への延

長方向の山腹に存し︑遠望できるが︑この地域の千分の一

通り﹂ ﹁字細通り﹂などの地名が遺存するほか︑付近には
﹁下殿﹂の小字

地図が未調製であるため正確な位置がつかめず︑地割との

﹁鳴海﹂のほか﹁甲殿﹂

名もあり︑地下には板蓋宮伝承地遺跡にみられると同じよ

関係の有無は今後の課題である︒この立石は今までほとん

﹁池阻﹂

うな石敷遺構のあ6ことがっとに知られている︒しかしこ

ど問題にされていないが︑加工したものとみられ︑注意を

﹁水落﹂

れらの方格地割は真東西をささず︑西でやや北一7﹄偏してい

要する飛鳥の石造遺物である︒

以下にも掲げる計測値はいずれも千乃至三千分の一縮尺地図上にお

︵禁良国立文化財研究所学報五︶︑

﹃川原寺発獄謁査報告﹄︵奈良

最近の奈良国立文化財研究所の発掘調査によって︑やはりさきに推

定したとおり藤漂宮においては平安官や平城宮第二次朝堂院のごとき

⑤

④前掲﹃藤原宮阯伝説地高殿の調査﹄︵一︶図版第六三参照︒

研究所報密二︶︒

③足立康・岸熊吉﹃藤原一二俵説地高殿の調査﹄︵一︶︵日本古文化

騒立文化財研究所学報九︶︶︒

告撫

②飛鳥寺も川原寺も伽藍中軸線は真北をさしている︵﹃飛鳥寺調査報

いから︑若干の誤差をもっことを考慮されたい︒

いて三角スケールを用いて測った復原計測値で︑厳密な実溺旭ではな

①

て︑その方向はさきの橘寺中軸線の方位とほぼ一致するよ

うであり︑南北線もそれに応じて真北よりやや東に振れて
いる︒いまこれら東西線はその偏差を修正すると︑それぞれ

賑と賑︑賑と賜︑㍉と賑の中間線にほぼ一致するが︑この
地域の方格地割が以北の部分と大体において譜回しながら
も︑橘寺伽藍中軸線に合わせるがごとく方位をやや異にし
ていること︑また山田⁝雷丘道路Xを三線とした一町ごと
の区分とは半町のずれがあること︑さらにその一町も実距

難において一〇六mよりは少し長い＝Om前後を示すの
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朝集殿院南門が存在せず︑いわゆる応天門と朱雀門が一致することが

日本書紀斉明三年七月辛丑条︑同五年三月甲午条︒

︵昭和四三年度発掘調査概報︶︒

︵﹃日本古文化論致﹄所収︶︒

最近奈良国立文化財研究所が行なった小樽田宮推定地の発掘調査で

福山敏男﹁豊浦寺の創立﹂

︵﹃日本建築史研究﹄所収︶︒

︵昭和四三年度発掘調査警報V︒

前掲﹃飛鳥寺発掘調査報皆﹄︒

前掲﹁飛鳥京跡﹂

前掲﹃川原寺発掘調査報告﹄PLAN2発掘全域実測図︒

前掲石田茂作﹁橘寺・定林寺の発掘﹂第2図・第3図参照︒

以上似ように一町⊥〇六mの方格を作製し︑束西は山田

寺爾大門一雷丘の推定古道︵X︶︑南北は中ッ道延長線︵Y︶

を基軸として飛鳥の地域に置いてみたところ︑その方格に

適合する遺跡・遺構が多く見出されてきた︒もっとも一町

−一〇六m︑さらに半三時五三mというように方眼を細か

くして行けば行くほど︑その方眼網に適合するものが多く

なってくるのは当然で︑偶然という場合が多くなってくる︒

しかしこの場合︑以上の結果について︑これをすべて単な

る偶然として潜過してしまうのは正しくないであろう︒以

上いくつか指摘した事実のなかにはあるいは偶然とすべき

ものがあるかも知れない︒しかしとくに飛鳥寺・川原寺︑

あるいは橘寺・豊浦寺などの主要寺院の伽藍中軸線が相互

に関係しあいながら︑正しく子爵に一致しているという事
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ほぼ確認層された︒

⑥前掲﹃摺原寺発掘調査報告﹄PLAN2発掘全域実測園︒
この道路は昭和初めに設けられたもので古道ではない︒

⑦その線は現在明日香村役場の前を通る県道見瀬−多照駆血にそうが︑

石田茂作﹁飛鳥須弥山遺蹟の発掘調査﹂︵﹃考古学雑誌﹄二六−七︶︑矢

⑧石田茂作﹁橘寺・定林寺の発掘﹂︵﹃飛鳥﹄所収︶︒

⑩

⑨

島恭介﹁飛鳥須弥山と石彫人物に就いて﹂︵﹃羅華﹄六九益︶︑東京国立博

物館存置のものは明治三十四年に発見されたものであるが︑その後昭
和十︸年に出土地点の発掘調査が行なわれた︒その結果︑出土地点の

爽に接して幅三i三・五mの石敷溝が南北約二〇〇尺にわたって沌っ
ているのが検出され︑それは南方において西に曲り︑さらに北に曲り︑
また西から北に曲って︑出土地点をとり囲むような状態になっていた
という︒二二には河原砂が堆積し︑井戸の痕かと思われるものもあっ
たので︑須弥山像は噴水塔のごときものでないかと推測されている︒
⑪奈良県教育委員会﹃飛鳥京跡﹄︵昭和四一・四四年度発掘調査概報︶︒

前掲﹁飛鳥京跡﹂

⑫前掲﹁飛鳥多重﹂︵昭和四二・四三・四四年度発掘調査概報︶参照︒
⑬

⑭佐藤小吉﹃飛鳥誌﹄五八一ページ︒

拙稿﹁大和の古道﹂

⑮前掲石田茂作﹁橘寺・定林寺の発掘﹂︒
⑯

⑱

⑰二本書紀巻二八︑天武元年六月己妻条︒
Xを縦断するトレンチが入れられたが︑その部分には遺構がなく︑現
在の道路にそって東西溝が検出された︒
⑲網干善教﹁豊浦寺跡﹂︵﹃奈良県文化財報告﹄二︶︒
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と︑それに基づく総合計薗の存在が想定されてくるが︑つ

実は見逃がすことができず︑飛鳥における塩釜地割の実在

れる︒また島庄の﹁八条﹂は﹁十﹂

南北にかなり長い地域にわたるが︑その北部が八条に含ま

鳥の﹁三条坊﹂はちょうど三条に相当し︑岡の﹁八条﹂は

それはこれら詩格地割と﹁条﹂の称呼との一致である︒

ば偶然とみられるが︑村内に遺存する﹁条﹂を付した小字

と︑これまたちょうど十八条に適合する︒一例程度であれ

の略されたものとみる

ぎの新しい事実はいっそうそのような考えを強める︒

すなわち明日香村地籍図によって村内の小字名から﹁条﹂

﹁八丁篇︑石舞台古墳のすぐ西南地域︒

で存在したらしいことを傍証しているといえよう︒

れ︑またひいてさきに想定した旧格地割が何らかのかたち

行なわれていたことを示しているとみるのが妥当と考えら

ごとに一条・二条⁝⁝と呼ぶことが︑ともかくある時期に

乗地割を山田寺南大門一雷丘の推定古道を基準に南へ一町

名のすべてが適合するということは︑やはりこの地域の野

大宇飛鳥の﹁三条坊﹂︑飛鳥坐神社の少し北方の地域︒︵地番

①

に関係するものを拾うと︑
ω

三六二一三六九︑三七九・三八こ
︵地番三七一一三八五︑三八七・三八八・三九三一四〇

大字島庄の﹁八条﹂

一︑四〇七一四〇九︑一二六二︶

域︒

② 大字岡の﹁八条﹂︑酒船石のある丘陵の下︑県道ぞいの地

③

のように解すべきであろうか︒なお二︑三の点から検討を

それではこのような飛鳥の地域一7﹄みられる遍羅地割をど

②
の三つがある︒大和の条里制称呼に従えば︑右に掲げた地

加えてみよう︒まず藤原京域の条坊制との関係である︒一

︵地番七一−七三︶

域は京北条里区の路東二九・三〇・三一条にわたる部分に

町方格の実長を一〇六mと定めたのは藤原京条坊制につい

度に関しては飛鳥の方格と藤原京条坊制は共通する︒また

相当する︒従って﹁三条坊﹂﹁八条﹂などはそのような条

それではなぜそうした称呼が遺存しているかが問題とな

藤原京東京極︑すなわち中ッ道延長線を橘寺東大門まで導

ての測値から導き出された結果であるから︑方格の基準尺

るが︑試みにXを起線とし︑それからさきの資格に従って

き︑それをYとして東西に一町ごとに区質した結果がさき

里制とは直接結びつかない称呼とみられる︒

南へ一町ごとに一条・二条・三条⁝⁝と計えて行くと︑飛

ユ3（459）

する︒しかし棄西線に関しては︑藤原京条坊制の北京極を

のようになるのであるから︑南北線に関しては完全に一致

位置に関しては現在のところ確実に測定できるデーターが
③
乏しいため︑なお闘題を今後に残しており︑一〇m程度の

う問題でもあるが︑藤原京の東西線︑すなわち条の大路の

横大路︑すなわち現在の八木i石原田の道路として︑それか

飛鳥の方格地割と藤原京条坊制は東西線においては一即せ

六皿−九四m・＝一皿の差があることになる︒この事実は

り南約九四mとなるから︑Xを二九町の線とするには一〇

が問題である︒結果は右に示したように三〇町の線はXよ

〇六mの里数距離︑実際は二九町の線に一致するかどうか

したが︑ここではXが北京極H横大路から計って一町−一

Xの延長線に一致する丈六−和田ll雷声の道路を比定

定古道より九四mほど南に当たる︒藤原京南京極にはほぼ

計測すると︑それはX︑すなわち山田寺南大門−雷丘推

かでないが︑一見したところわずかにそれるようであるし︑

田寺も未発掘のため確実なことはいえず︑伽藍中軸線も定

は認められない︒四天王寺式伽藍配置を有するとされる山

ろ飛鳥の方格地割に適合するような墨跡・遺構はX以北で

の称呼はXを起線として南に及んでおり︑現在までのとこ

かどうかにもかかっているといえよう︒既述のように﹁条﹂

に︑飛鳥の方格地割の存在がXより北において検出できる

発掘調査によって明らかにされることが必要であるととも

も知れない︒それには薬師寺や紀寺廃寺の南大門の位置が

るから︑あるいは修正されて一致するということになるか

ら一二条⊥二〇町M一〇六m×三〇眼三一八Omを図上で 食い違いなれば︑基準尺度のとり方のわずかな違いでも起

ず︑約一〇mの食い違いがあることを示し︑両地域の方格

奥山久米寺の塔趾とされるものも方格地割とは無関係であ

トノツヂからはかって須恵器の骨壷を出土したが︑その一

⑤

﹁堂ノ西﹂などの小字名が集中する一婦があり︑そのうち

④
あり︑またその西には﹁トノマエ﹂﹁トノツヂ﹂﹁トノキタ﹂

る︒もっとも奥山久米寺の伽藍遺構には問題があるようで

地割は相互に連続しないということになる︒つまり明らか
にした飛鳥の方格地割がそのまま藤原京の京域内にまで拡
がっているとはいえそうにないのである︒

この問題は実は横大路と山田寺南大門一戸丘涯和田
t丈六の古道が相互に関連して計画されたかどうかとい

（460）・
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続く一段低い地割﹁甲西ノブケ﹂がちょうど飛鳥寺伽藍中

える﹁狂心の渠﹂に比定した大官大寺肚東方に南北に長く

あるはずであるからである︒また田村吉永氏が斉明紀にみ

すなわち一三二・五mに当たり︑その間○・二五町の相異が

に対し︑左京四坊中心線はYから一答−二町半の二分の一︑

か︑あるいはそのいずれでもないかを知ることも一つの方
ユ
法であろう︒何となれば︑WはYから一町−一〇六mである

一致するか︑藤原京条坊制の左京四坊の中心線に一致する

残されている︒そのことを解明するには現在未確定な大官
エ
大寺伽藍中軸線を明らかにし︑それが飛鳥方格地割のWに

ているようであり︑飛鳥方格地割と関連する可能性がなお

薬師寺・紀寺とは違って藤原京十条の大路からはやや離れ

は塔肚・講堂杜の遺存状況からすれば︑その南大門の位置は

域の北と東の畦畔は瓦とYにほぼ一致する︒また大官大寺

と考えられること︑これらの点を考慮すると︑藤原京条坊制

あるから︑遅くとも天武末年には伽藍がかなり整っていた

にも天皇不予のため大官大寺・川原寺・飛鳥寺で説経したと

官大寺で百四十余人が出家したことがみえ︑同十四年九月

期とみるかどうか疑問で︑ともかく天武十一年八月には大

高市大寺司に任じたことがみえるが︑それを造営着手の時

寺は天武紀二年十二月戊戌条に美濃王と紀臣夏号麻呂を造

すぐの持統元年十月に造営に着手されていること︑大官大

建立着手は少なくともそれ以前であること︑天武陵は崩後

持統二年正月に天武を弔う無遮大会が行なわれているので︑

に左京十条四坊にある大官大寺の伽藍中軸線も条坊舗に則

大路︑つまり京中軸線の真南への延長上にあること︑さら

ていること︑天武・持統を合葬した檜隈大内陵が藤原京朱雀

まず薬師寺伽藍が右京八条三春の中心線に則って建立され

ところで飛鳥の方格割と藤原京条坊制との関係について

てくる︒そこでこの矛盾を解決するために︑天武紀十三年

藤原京は持統四年から造営に着手したとする通説と矛盾し

の設定はどうしても天武末年以前に遡ると考えざるを得ず︑

っているかも知れないことを指摘した︒そして薬師寺では

軸線︑すなわち瓦にそっていることも考慮すべきかも知れ
⑥

基本的な問題を提起しておかねばならない︒それはさきに

三月辛卯条に天皇が京師を巡行して宮室の地を定めたとあ

ない︒

藤原京条坊制を復原した結果︑最初にも少しふれたように

（461）
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る記事に着目し︑実はこの署すでに天武によって藤原宮へ

香具山の南麓にあった日向寺がやはり条坊制に規制されて

もに不明確な日向寺はさておき︑紀寺についてはその可能

いるかも知れないことは指摘しておいたが︑遺構・所伝と

間もなく天武が崩じたため︑宮の具体的造営は持統即位の

性がかなりあるようである︒最終的には発掘調査の結果を

の遷都が決定し︑京の造営計画もできあがったのであるが︑

年をまって始められた︒しかし寺院や由陵はあらかじめ計

またなければならないが︑もし紀寺伽藍が条坊中心線に則

に関してはともかくさきのように解釈して矛盾を解消する

のである︒ところで薬師寺・大官大寺︑あるいは天武陵．

定することも︑むしろあるいは自然な考え方かも知れない

れた地域にあらかじめ一定の方格地割が存在していたと想

道をその東と西の京極としている以上︑その二道にはさま

うな地割の存在をいちおう考慮の外に置いての立論であっ

に存在していたとすれば︑問題はまた別であって︑そのよ

営以前からその条坊制の基礎となるような地割がその地域

しかしこの私説には一つの前提があって︑もし藤原京造

設定も︑天武陵の位畳選定に適当な解釈が成立すれば︑私

寺の創建年次についても再考の余地ができ︑当然藤原京の

もしそれが事実として成立すれば︑さきの大官大寺・薬師

町半の語格地割がそこに存在していたということになり︑

するのであるから︑すでに天重工に藤原京条坊制と同じ二

いたらしいことが知られるので︑紀寺の創建は天智朝とみ
⑧
られるということに関してである︒つまり現在の遺跡が創
⑨
建時のままのものであるとすると︑それが坊の中央に位置

には奴碑がおり︑その前後に同寺で工人が作事に従事して

事によると︑庚午年籍作製時︑すなわち天智九年ごろ紀寺

るのである︒それは続日本紀天平宝宇八年七月丁未条の記

って建立されていだとすると︑そこで新しい問題がでてく

画された条坊制に則ってそれ以前天武在世中から建設が進
⑦

ことができたが︑ここにもう一つ問題のあることにその後

説は消滅してやはり通説どおりということになる︒しかし

められたという新説を提起したのであった︒

想到した︒それは左京八条二尉に位置した紀寺に関してで

このことは一方では地割に関して極めて重要な問題を提起

た︒しかし藤原京が正しく四里の間隔を保つ中ッ道と下ッ

ある︒薬師寺・大官大寺以外この紀寺や︑大官大寺の北︑

（462）
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することになり︑さきにいちおう一町方格として想定した

腎一〇九mより約三〇mほど長い︒その一町より長い幅が

って約一三五−一四〇mあり︑普通条里制の一坪

一町

飛鳥の地割とは異なる地割であるから︑両者の関連性につ

り以北︑香久山南麓地域に鼠で及んでいたのかどうか︑ま

うな重要問題はもちろん︑飛鳥に想定した方格地割がXよ

査の結果をまって判断するより以外にない︒従ってこのよ

藍中軸線が未確定なため仮説の域を出でず︑将来の発掘調

しかしこの問題も結局大宮大寺の場合と同様︑肝心の伽

十四条の北端から二坪目と三坪目の界線に相当するが︑そ

京北京極と考えた現在の道路は大和国京南条里区の路東二

とみられる︒同様なことは横大路17悔関してもいえる︒藤原

時期に約四〇mほどの道路幅をもつものとして設定された

二〇mと少し長く︑結局藤原京西京極付近の下ヅ道はある

道にそう最も東の並列︵一−六坪︶の東西幅も一＝準i一

下ッ道の道路敷と想定されるが︑路西条磁区のやはり下ッ

たさらにそれが新益京と称した藤原京の条坊制にそのまま

の北端から三坪目の坪列バ三・十・十五・廿二・廿七・光四坪︶

いても改めて深く考える必要が生じてこよう︒

連続したのかどうかというようなことも︑現在のところは

従って横大路の場合は下ヅ道よりやや狭い三〇mほどが道

は南北幅が一三〇i一四〇mとやはり普通の畷町より約

藤原京洛域には現在も条里綱遺構が明瞭に認められる︒

未詳とするより他はない︒そこでこれらの問題はひとまず

そして藤原京条坊翻は計画に当たって道路幅員をとくに考

路敷として計画されていたかとみられるが︑下ッ道・横大
⑩
路の確実な道路幅についてはなお検討を要する︒またこの

二〇−三〇m長く︑これに対して二坪目の坪列︵二・十一・

慮に入れなかったようであるが︑現存条里制遺構は下ヅ道

ような下ヅ道・横大路の道路敷と条里制の関係については

おき︑つぎには右の方格地割と現存条里制遺構との関係を

と横大路に関しイ︑は道路と思われる部分を除外して条里方

別話要な問題暮するが・それはさておき︑ともか−藤原㈹

十四・廿三・廿六・光五坪︶も一一五一一二〇mとやや長い︒

格を施行している︒すなわちまず下ッ道にそう路東一里の

京域の現存条里遺構は基準となる下ッ道と横大路に関して︑17

検討することにする︒

最も西の坪列︵一一六坪︶の東西幅は現在の道路中央から測

存条里遺構は藤原京条坊方格とは階調しなくなっている︒

た上で条里欺詐を設定しているので︑まずこのことから現

なる小字名も遺存しているので︑これらに基いて右の川原
⑭
寺寺辺の条里復原も試みられている︒その結果は︑亀石を

四里の坪付が掲げられており︑また亀石北方には﹁字五坪﹂

寺窓辺の所領として高市郡東廿八条一里と同じく珊重三・
⑬

かくしてかつての藤原京域から︑さらに香具山北方では

東琳条三里の西南隅とし︑橘寺北築地にそう古道を辮条と

現在の道路幅以外にかなりの道路敷と思われるものを除い

その東部にまで連続して遺存する条里畦畔は︑藤原京廃都

滑一条の界線とすれば︑坪付にみえる田地の分布は現在の

割に適合するような畦畔がいくつか認められるのである︒

は不明瞭となり︑むしろさきに述べたような飛鳥の︑方格地

によってその施行が確かめられるが︑飛鳥寺以南の地域で

からさらに南︑飛鳥寺付近まではほぼ規則正しく現存陛畔

れを周辺に拡大して北方の条里畦畔とうまく連絡させるこ

うに︑それはせいぜい鑑条三里の一里に止まるもので︑そ

の小字名とほぼ一致する︒しかしその復原も認めているよ

垣内﹂﹁十九坪字門田﹂﹁廿血忌大西﹂などの地名が現在

の暮露印解にみえる﹁六坪字亀石垣内﹂

後︑いつの時期かに藤原京条坊制を廃して施行し直された
⑪
ものであることは明らかである︒この条里遺構は藤原町域

ところで藤原京南限以南︑飛鳥の方格地割の認められた南

とは困難であり︑またそれは川原寺伽藍中軸線とも直接に

﹁七坪小島田島良

端石舞台付近までは︑京南条里区の路東誌面・珊・舟一条

川原寺周辺の地形とも合致し︑また永久四年十月十一日付
⑮

に相当し︑史料にも散見する︒たとえば延久二年興福寺雑

かくして史料の上では藤原京南限以南の地域にも京南条
⑯︒
里区の存在が認められるが︑それを現存畦畔に求めるには

寺辺条里の延長とすることは不可能と考えられる︒

方格地割とは半町の食い違いができるので︑やはりそれを

は関係が生じない︒さらにこの復原に従って橘寺北限の線︑
ヨ
つまり亀を条の界線とすれば︑さきに指摘した島庄付近の

役画廊付帳によれば︑高市郡大原庄田四町四段一八○歩は
東十九条四・五里と同じく辮条四・五里にあり︑坪付も示
⑫
されていて︑現在の明日香村小原との比定もほぼ適合する
が︑条里遣瀬としての方形地割は現地には認め難いようで
ある︒また寛弘三年十一月二十日付の弘福寺牒には︑川原
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飛鳥と方格地割（岸）

困難が多く︑従って問題の飛鳥の方格地割は京南条里区画
とは無関係であることが明らかになったことと思う︒これ
は藤原京域の条里遺構が平城遷都以後のものである以上当
然のことではあるが︑それが当面問題とする飛鳥の地域で
は明瞭に認められず︑却って飛鳥の方格地割に適合する畦
畔が部分的に存在するということは注目に値しよう︒なお
ここで一言ことわっておくが︑本稿で飛鳥の地域に認めら
れる方格地割という場合︑必ずしも条里制坪割のごとく現
地に実際に方違の土地区画が認られることを意味しない︒

それは図上における基本的な計画プランであることをも含
んでのことである︒

鳥の﹁三粂坊﹂内の飛 地 で あ る ︒

①大字東山︵地番マニ︶にも﹁字三条坊﹂があるが︑これは大字飛

があるが︑直接関係ないと考えたので除外した︒

②なお他に細川の多武峯への道ぞいに四条田︵地番＝二・一＝δ

の遺構は未発掘である︒ただし薬師寺の場合は平城京薬師寺と同じと

③薬師寺・紀寺の南大門は八条大路に薩していたと推定されるが︑そ
すれば推定できる︒また藤原宮の北限・南限も明らかになったが︑そ
れらは条坊方格の中に位置し︑条坊線に直接一致しないため正確はデ
！タ！にはできない︒ただしこの場合も北限・南限の中間が︑四条の
線に当り︑それは大極殿院南門位置に相当するから︑参考資料となる︒

④最近塔赴とされる土壇の西北に接して現位置のままと推定される礎

石が一個発見された︒石田茂作﹁奥山久米寺﹂︵﹃飛鳥時代寺院祉の研
究伽︶︒

⑥田村吉氷﹃飛鳥京藤原京考証﹄︒

⑤前掲石田茂作﹁奥山久米寺﹂参照︒奈良朝ごろと推定されている︒

⑧福山敏男﹁紀寺﹂︵﹃奈良朝寺院の研究﹄所収︶︒

⑦前掲拙稿﹁飛鳥から平城へ﹂︒

田村吉永氏は横大路の道幅を十丈︑下ツ道の道幅を十五丈としてお

⑨紀寺の遣跡については保井芳太郎﹃大和上代寺院志﹄参照︒
⑩

付近における下ツ這道幡を約三五メートル︑換算値約十丈としている

り︵﹁条里制の問題﹂︵﹃日本歴史﹄四一︶︶︑秋山陰出雄氏は大和郡山市

最近の藤原宮緊急発掘調査によると︑現在の表土二六〇⁝八○セソ

︵﹁条里謂地割の施行起源﹂︵﹃日本古文化論致﹄所収︶︶︒

⑪

地表はかなり削平して整地され︑その部分が耕土となったらしく︑遺

チで遺構に達するが︑掘立柱穴の深さから推定すると︑藤原宮当時の

構面上層には規蜀正しく東西・南北方向に走る瓦器を含む溝状遣構が

て発掘をつづければ︑耕地化の時期︑条里舗施行期をある程度推定す

存する︒︵前掲﹃藤⁝原宮﹄参照︶︒なお藤原宮遺構上層の状態に注意し

ることができるかも知れない︒

﹃平安遣文﹄二一五九七ページ︒

﹃平安遺文﹄九i三六四九ページ︒

﹃平安遺文﹄五一一八六一

ページ︒

前掲﹃川原寺発掘調査報告﹄五〇1五三ページ︒

豊浦寺塔心礎の東︑以北の条里制坪付では十四坪

藤原京南限以南で小宇名に条里制関係のものとして遺存するのは︑

に糟隠する地域で︑それとは適合しない︒あるいは二坪を二条の

豊浦﹁ニノ坪﹂

意とすれば︑むしろ飛鳥の方書地割にあう︒

上居﹁五ノ坪﹂ 今戸より多武峯に通ずる道︑冬野川ぞいの地点︒
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細川﹁蓋ノ坪﹂

その約三〇〇m東方︑同じく冬野川ぞいの地点︑

ともにその由来は未詳︒
また繭大寺田園藏録に﹁高市郡辮一条二坪内御廟束辺二反字青木一−こ

は川原寺周辺条里の坪付とはあわない︒むしろ里数記載がないので二

あり︑この御廟を阿不幾山陵記から天武・持統合葬陵とすれば︑二坪

里□坪と脱字があるとみた方がよいであろう︒

じてみよう︒

現今﹁飛鳥京﹂という称呼が副般的に用いられているが︑

歴史的名辞としてはそのような呼び方は存在しない︒たと

えば日本書紀を検しても︑藤原京以前にすでに京の概念が

成立していたことは明らかであるが︑それは単に﹁京﹂

さて以上の考察によって︑由田寺南門i雷丘推定古道

て述べるが︑倭京・倭都の称呼は︑白雑四年雨着条に︑

が用いられている︒京・京師の用例についてはのちに改め

﹁州都﹂の称呼

Xから南︑現在の明日香村飛鳥・豊浦・岡・川原・橘など

中大兄皇子が﹁欲寵髄翼遷昌干聖上﹂と奏講したが天皇が許

﹁京師﹂と記されるか︑あるいは﹁倭京﹂

rの地域にかけて存在したと想定される一〇六皿を一町とす

さなかったとみえ︑同じく白雄五年正月と十二月の条には

三

る方格の計画地割が︑藤原京条坊制と密接に関連しつつも

しないことなどが明らかとなった︒このことは問題の方格

るものもあるが︑それらは大和の統一的条里遺構とは一致

や偏していること︑また画格地割は現存する畦畔と一致す

及んでいること︑方格地割の方位は橘寺より南の地域でや

いこと︑条の称呼も右の推定古道Xを起首として南にのみ

閉麻呂に対して﹁倭京将軍﹂と呼ばれているが︑また同じ

語がみえ︑そこで活躍をした大伴連吹負は東道将軍紀臣阿

て﹁詣二干倭京一崩御酒醤宮凹﹂に至るまで︑しばしば倭京の

にも︑ ﹁自昌近江京一至昌予倭京一処六置レ候﹂をはじめとし

倭京一﹂とある︒さらに天武即位前堂の壬申の乱関保記事

た天智北年八月輪には近江に遷都した皇太子中大兄が﹁幸昌

﹁鼠向昌倭都一遷都之兆也﹂とあり︑ま

地割が新益京と称された藤原京以前のいわゆる飛鳥京のも

倭京を近江京に対して﹁古京是本営処也﹂などと古京と称

﹁面向昌倭都闘而遷﹂

のである可能性を強く示している︒そこで本章ではいわゆ

している場合もある︒このように京が成立しながら︑それ

なお現在の研究段階では完全に連続するか否か確かめがた

る飛鳥京について検討し︑その面から問題の方格地割を論
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飛鳥と方格地割（岸）

勘匡

仕懸ぞ

中

ナ 隣

一簿｛

」へ

コ匹．

ノ1

じ

炉

ゴ

卍

矛喚

リ

甑一

勘殉7

7一ぎ

︸﹁瞥7＝

講〆久

・レ戦

f凱早

露

1

F一

払．暫．

，き

億畑導

途

早

ド

ρf

︑h

・て山

盈㌔

戸ら

甚

り

域壇 τ

撫考薫霧

〜膿賛一語

梅圃
ダ野 蔽蔑灘織げ1

劉

襯

彫目 驚鯉

への

1

E

自灘

レ﹂

更
s

嚇

㍗﹁

ら豫．

P

二︒

W

Lヒ

r

曜

t−nt再一m8

i＃

一牌

x

椚一一璽

一、

サ註

：一r−t・

?鉱L

・・！・・移い

一、

ｮ，

4

麟

嫉

frご︸

圃︑講

ロァヒ

ら・ぐ

薬猟︑

噸義

ヨ

：t

ユ

1

沸ひ

瞥
」＿．
一1

亡私

、

三

舶
7

讐

ll

㎜
髭r
︸

S，

．疋

二

t

」

翻
隠

ド

型聯

rり〜

・

雪
鋭
rア

驚

距1∵・ご

U

︸〜

エ

ト一隊

貫考課

調謬

v

門滞

再贋董ジ層》

；y浴

り

／

かh
〆

ル髄

ピ滋熟
ン難燃乳病

、1↓．幽∫

も

や

に

ら

∵航ノ繋『一
幽古墳

21

（467）

Aヒブリ

愉

＼：舗腕謄

二︑μ殴・

＿＿瀧

らロ

L＝志

り｝
．謡㌔

ゆ

一I

lI

、改｝

奮星毫至
戸∫一

k一

畠

㌧／難

1

︑︑鰹糠鎌

」へ1

一

へ

∵ン↑髭期㌧

ド

欝

ア菰一㌧

2ーダンV

タ

頭儀諮

∵タ畿1避

馬一

，

㍉㎝

を飛鳥京とよばず︑広く倭京と称していたのはなぜだろう

⑦

後飛鳥岡太一宮

斉明紀二年近心条に﹁於晶飛鳥岡本二更定晶

明紀二年十月条には﹁遷昌於飛鳥岡傍︸是謂

岡本宮一﹂とあり︑

宮地↓⁝⁝天皇乃遷︑号日晶々飛鳥岡本宮一﹂とある︒なお欝

岡本宮は後飛鳥岡本宮の前身とみられるが︑書紀は岡本宮に

関してはつねに﹁飛鳥﹂を冠していない︒このことはのちに
改めて述べる︒

天武紀元年九月条に﹁営扁宮室於岡本宮南嚇

即冬遷以翌翌︑是謂昌飛鳥面面原宮一﹂とあるほか︑天智紀七

飛幽鳥嘱葎御 原宮

年二月条には鶴野皇女につき﹁及レ有昌天下一居昌干飛鳥浄御原

飛鳥寺︑あるいは飛鳥寺西槻などはしばしばみえ

は﹁改レ元日篇朱鳥元年↓働名レ宮日二飛鳥浄御原町ことある︒

宮︷後移目宮干藤原一﹂と記し︑また天武紀雛鳥元年七月条に

飛鳥寺

るが︑その飛鳥寺︑すなわち法興寺の創建については︑崇峻

紀即位前七月条に﹁於昌飛鳥地一起昌法興寺一﹂とみえ︑また崇

峻紀元鑑査歳条に﹁壊昌飛鳥衣三寸祖樹葉之家一回作呂法興寺↓

天武紀朱鳥元年七月条に﹁奉下幣於居昌紀伊国一国

此地名昌飛鳥真神原嚇亦名飛鳥苫田﹂とある︒

飛鳥四社

式の高市郡名神大社飛鳥坐神社四座に当たるとみられ︑天長

懸神・飛鳥四社・住吉大神上﹂とみえるが︑飛鳥四祉は延喜

①

六年コ一月神託によって現在地の高市郡賀美郷鳥形山に遷され

る以前の同郷甘南備由にあった飛鳥社である︒営南備山につ

いては諸説あるが︑いずれも確証がない︒
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か︒また﹁飛鳥﹂とはいったいどの地域を当時はいったも
のだろうか︒これらの疑闘に答えるために︑まず﹁飛鳥﹂
の用例を検討してみよう︒

さて日本書紀にみえる﹁飛鳥﹂を整理するとつぎのよう

顕宗紀元年正月華に﹁獲麟二公卿百寮於近飛

鳥八釣場↓即天皇位﹂とあり︑顕宗記の﹁近飛鳥宮﹂に当たる︒

近飛鳥八空玉

なお允撮記には写実浅津間若子宿禰命生憎遠飛鳥宮一治昌天下一

也﹂とあり︑最中記の説明では河内の飛鳥を近飛鳥とし︑倭
のそれを遠飛鳥としているので︑近飛鳥八釣宮の所在は河内
とする説が有力であるが︑明日香村には八道の大字名を存し︑
万葉集には矢豊山︵三⊥一六二︑柿本人日昌の新田部皇子に献る
歌︶・八塗盆︵十二一二八六〇︶があって問題が残されている︒

飛鳥板蓋宮 皇極紀二年四月条に﹁移監飛鳥無蓋新宮こ

とある︒

孝徳紀白雑四年七月条に﹁皇太子乃拳﹇皇祖

とあり︑また斉明紀元年正月条に﹁即二天皇位於飛鳥板蓋附こ

飛鳥河辺行宮

斉明紀元年是冬条に﹁災嘉飛鳥板蓋宮朔故遷＝

母尊葱鮪皇后一井率扁皇弟等両往居昌子倭飛鳥河辺行富ことある︒

飛鳥川原宮

居飛鳥川原宮ことある︒

⑤
（6）

⑧

になる︒

ω
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②

飛鳥と方格地割（岸）

⑨ 飛鳥河

推古紀珊四年五月条に嶋大臣と称された蘇我馬子

について﹁家訓於飛鳥亡霊傍納裏庭中開昌小池嚇傍興昌小嶋於池

中↓故時人爲二二大臣ことあるほか︑斉明紀七年十一月条に

⑤に記したごとく前後の岡本宮はいずれも飛鳥岡

は﹁以昌天皇哀一三晶干飛鳥川原一﹂とある︒

⑩ 飛鳥岡
の傍に造られた︒飛鳥岡は岡寺付近から北︑香具山にかけて
の丘陵を指したものとみられるが︑つぎの⑭に記すように持
統・文武はそこで火葬に付された︒

⑪ 飛鳥真神原・飛鳥苫田 ⑧によってともに飛鳥寺付近の
地名であったことが知られる︒

雄略紀十四年一二月条には身狭

村主青らに率いられて来朝した呉国の漢織・呉織および衣縫

⑫ 飛鳥衣縫部・飛鳥衣縫独氾

の兄媛・弟媛は檜隈野に安置された︒そのうち漢織・呉織の

飛鳥岡 大宝三年十二月癸酉条に持統太上天皇を﹁照日火昌

葬雨飛鳥岡一﹂とあり︑また慶雲四年十一月丙午条に同じく

文武天皇を﹁即日火扁葬於飛鳥岡一﹂とある︒

以上書紀における用例を検してまず注意されることは︑

いわゆる飛鳥の地域に存した諸宮のうち﹁飛鳥﹂を冠して

いるものと︑いないものがあるという事実である︒いま改

︹飛鳥浄御原宮︵七・二︶︺

遷︶

後飛鳥岡本宮︵飛鳥岡本︶︵二

災︶・飛鳥川原宮︵元・冬遷Y

飛鳥板蓋宮︵元・正︑元・冬

飛鳥河辺行宮︵白土四・七居︶

飛鳥板蓋新宮︵皇極二・四遷︶

﹁飛鳥﹂を冠する宮

ﾐ︶・厩坂宮︵十二・四居︶・

岡本宮︵飛鳥陶傍︶︵二・十遷︑入・

十遷︶

宮︵九・五居︶・小墾田宮︵十丁

豊浦宮︵前壬子・十二︶・耳成行

﹁飛鳥﹂を冠しない宮

めて書紀に現われる宮号を整理するとつぎのようになる︒
第﹇衷
天皇紀
推古紀

鑓明紀

皇極紀

天智紀

︹藤原宮︵七・二︶︺

身嶺丘×二︶・岡本宮︵二災︶

小墾田宮︵元・十︶・両槻宮︵田

︵註四・正︶

小墾田宮︵元・十二︶・板蓋宮

︹浄御原宮︵註二・正︶︺

百済宮︵十二・十一︑十三・十︶③・

山ハ

衣縫は飛鳥野鼠部・伊勢衣縫部の先であるとあるが︑⑦によ
って飛鳥纏縫部の管掌者たる飛鳥衣縫造は飛鳥寺の地に住ん

天智天皇と阿倍倉梯麻呂の女橘娘の間に生まれ

でいたことが知られる︒

鰯 飛鳥皇女

た︒薪田部皇女と姉妹︑文武四年四月浄広難で麗じた︒紀中
にみえる﹁飛鳥﹂を含む人名はこれだけ︑橘一飛鳥の関係が
注目される︒
②

以上が日本書紀の用例であるが︑なお続日本紀のつぎの用
例を付け加えておこう︒
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aaj

斉孝
明徳
紀紀

芙武紀
飛鳥浄御山宮︵鑓本宮南︶︵元・

門を

かしこくも 定めたまひて﹂︵ニー一九九︶とあるが︑

⑤

立つとき︑

その位置は推定することができる︒そのような推定の上に

名や文献上の断片的な史料によってそれぞれの宮のおおよ

るものは藤原宮だけであるが︑他のものについても現存地

右表に掲げた諸縁のうち現在その遣構の確実に知られてい

たものとすれば後置本宮の位置もほぼ推定することができ

田とよばれていたことは神護景雲元年十二月一日付の太政
⑦
官符に明らかであるから︑岡本宮︑およびそのあとを襲っ

寺趾付近が高市郡高市里で︑その近くの路東十三坪が岡本

れ︑また箭明天皇を高市天皇とよんでおり︑現在の大官大

あったという︒後述のように岡本宮は高市岡本宮とも称さ

冬遷︑二・二︑朱鳥元・十二︶

④

宮・後岡本宮・浄御原富−岡本宮については後に改めて
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その真神原は前述のようにまた飛鳥寺の建立されたところ

であるから︑その位置は飛鳥寺付近と推定できる︒そして

述べる一だけで︑耳成宮・百済宮・厩墨継・田中宮・両

る︒また板蓋宮は蘇我馬子︑すなわち島大臣の家に接して
⑧
起っていたといい︑その島大臣の家については推古紀計四

持統紀

同時に浄磯原宮は岡本富の南にあったというから︑逆に岡

槻宮はともかく︑今口の飛鳥の地域概念からすれば明らか

年五月丁魚条に﹁家二黒飛鳥河芸傍顧乃庭中開器小池ハ傍興昌

本宮は浄御原宮の北に当たり︑またそれは飛鳥岡の傍でも

に飛鳥に含まれて然るべきであると思われる豊浦宮・小墾

小嶋於池中ハ富豪人日犠嶋大臣一﹂とあることや︑岡宮御宇

の北に当たることが推される︒その板蓋宮はまた飛鳥川原

⑥

田宮・嶋宮が﹁飛鳥﹂を冠して呼称されず︑また新市京と

天皇と論された草壁皇子尊の﹁橘の嶋宮﹂ ︵万葉集巻ニー一七

ひさかたの

ゆゆしきかも
真神の原に

天ツ御

﹁飛鳥﹂を冠する宮が板蓋宮・河辺宮・川原

称された藤原宮も飛鳥藤原宮とは呼ばれていない︒ところ

九︶︑天武紀十年九月平平条の﹁無毒国貢昌赤面︷乃筆蹟嶋宮

明日香の

る挽歌のなかに﹁かけまくも
あやに畏き

⑨

で書割原宮は万葉集巻二の柿本人麻呂の高市皇子尊に対す

交鴛

池一﹂などから︑やはり板早宮の位置は現在の明日香村島庄

置亦三辱粟
遷奪屡進熊
言はまくも

正六嶋岡元嶋
・
{本・宮
る箕西寅ブ思

飛鳥と方格地割（岸）

原宮と必ずしも同じものと考えなくともよいが︑いずれに

⑪
らそれとのつながりが想定され︑さきの川原寺発掘調査で
⑫
も寺創建以前の遺溝が検出されている︒また河辺行宮は川

れるが︑・川原宮の位置はやはり川原寺︵弘福寺︶の称呼か

＠
板葺宮とも称されていて︑川原宮との密接な関係が想起さ

んだものと考えられる︒さらに島宮の所在地が橘寺と同じ

立し︑飛鳥川左岸の現在の明日香村豊浦より西の一帯をよ

から小墾田はむしろ飛鳥より早く一つの地域呼称として成

寺とともに小墾田豊浦寺が掲げられており︑万葉集巻八の

統紀即位前十二月乙酉条では大官・飛鳥・川原・坂田の四

⑬
そのものも地名としてかなり早くから普及していた︒また
⑭
藤原の地も名代藤原部を有した允恭妃衣通姫の藤原宮︑あ
⑮
るいは推古紀にみえる藤原池のごとく︑早く﹁飛鳥﹂と異

己とは﹁橘の島宮﹂という表現法によって知られ︑ ﹁島﹂

く﹁橘﹂と当時よばれて﹁飛鳥﹂と区別されていたらしい

一首二四翠巌︶の題詞には﹁小治田広瀬王﹂とある︒これら

してもやはり近い位置にあったとすべきであろう︒

こうして﹁飛鳥﹂を冠した諸宮の位置を考定すると︑そ
れは香具山南麓︑大官大寺趾付近から南︑島庄から橘寺付
近より北の主として飛鳥川右岸の地域にすべて黒められる
ということになる︒そして飛鳥川左岸に当たる豊浦宮や小
酒田宮︑橘寺以南の﹁橘の島宮﹂はその地域には接するが︑

釈迦金銅仏像を安置した伝えがあるほか︑天武紀十二年正

欽明紀十三年十月条には蘇我稲頃が小墾田家に百済渡来の

元年十月甲子条に妃紗手当に小墾田屯倉を賜わったとみえ︑

とは呼ばれなかった︒ちなみに﹁小墾田﹂の地は︑安閑紀

にその地域に亘るとみられる新益京の藤原宮も飛鳥藤原宮

鳥朝のほかに泊瀬朝遠歩・小治田朝・高市岡本宮御世・難

う︒第二表はそのような記載の集成であるが︑そこには飛

目し︑そのなかにみえる﹁飛鳥朝﹂について検討してみよ

伝の系譜記事の﹁1朝﹂﹁一朝庭﹂﹁−御世﹂に着

したのであるが︑つぎには黒日本紀にしばしばみえる麗卒

以上は主として日本書紀を素材に﹁飛鳥﹂の地域を考定

なる地域呼称として成立していたのであろう︒

月丙午条には小早田舞がみえ︑孝元記の建内宿禰後嗣氏族

波朝・尊属本朝・近江︵淡海︶朝・藤原朝・平城朝の区別

﹁飛鳥﹂を冠せられなかったし︑また京域の一部が明らか

の系譜には蘇我臣の同族として小治田臣がみえる︒また持
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第二雪
月

日
位

従一 一位

右大弁

房姓董
系

也：

譜

記

事
〃

颪・一一・二 従三位

之第 子也

孫︑大納言贈正二位安麻呂

大野朝臣東人 飛鳥朝廷糺職大夫直広躁川

呂

智麻呂之第四子也

藤原朝臣弟麻 平城朝贈正一位太政大臣武

臣不比等之女也

天平応真仁正 近江朝大織冠内大臣鎌足之
皇太后
孫︑平城山贈正網位太政大

中納言・：：

臣︑広足平城朝歴任内外蚕

多治比真入広 父志麻藤原輯正二位左大

平之子也
大納言
勝宝蕊よ量δ 従二位
小治田朝旧徳大海之孫︑淡
兼神祇伯 巨勢朝臣奈蚤
麻呂
造宮卿
海病中納言大紫比登之子也
従三位 散位
宝字四・正∴瓢

叩六・七

人之子也

〃

近江朝御史大夫贈正二位大

大伴宿禰御行 難波朝右大臣大紫長徳之子
紀朝臣麻呂

忍之子也
石川朝臣宮麻 近江朝大臣大紫連子之第五

呂

従三位

呂

中之孫︑奈良朝中納言従三

安倍朝臣嶋麻 藤原朝右大臣従二位御主

（472）

26

年

大納言

大宝元・正∴瓢 正広参 大納雷

蹴幌奉和嵩・七・︸九 正三位

六∴千六

和銅元・閾八人 従三位 摂津大夫 高向朝臣麻呂 難波朝廷刑部尚書大花上国

〃
甥也●

ハ・癸卯

草一一工O正四位

巨勢朝臣関麻 難波長柄豊崎朝大臣大繍徳

位広庭之子也
散位

之孫︑平城朝式部大輔正五

位邑治養之為子⁝⁝

之子也︑其紬父中納言正三

太古曾孫︑従五位上小邑治

置・四・九 従三位

紀朝臣飯麻呂 淡海朝大納言贈正三位大人

位下古麻呂之長子也

子也

藤原朝臣弟貞 平域朝左大臣正二位長屋王
七︒一〇・一七

従三位 参議
礼部卿
〃

八・六・九 従三位

藤原朝臣御楯 平城朝贈正一位太政大臣房
〃

授刀督

〃 六・九・き 正三位 御史大夫 石川朝臣年足 本所本朝大臣大紫蘇我臣牟
兼文部卿
羅志曾孫︑平城朝左大弁従
神紙伯
三位石足之長子也

呂

〃

散位

〃四・

鳥朝京職直大参志丹之子也

巨勢朝臣麻呂 小治田朝小徳大海之孫︑飛
石上朝臣麻呂 泊瀬朝倉朝廷大連物部目之
後︑難波朝衛部大華上宇麻
巧子也︒

阿倍朝臣宿奈 後備本朝筑紫大宰帥大錦上

第二子也

麻呂
比羅夫之子也
藤原朝臣不比 海一朝内大臣大織冠鎌足之

足
六・七・一九 従三位

〃 七・叩竃 従 三 位 中 納 言
小野朝臣毛野 小治田輯大徳冠妹子之孫︑
兼中務卿
小錦中正人之子也

従三位 中納言

正三位 大納言
正二位 右 大 臣

参市
議部
卿
〃

〃

八・蕊

子也

孫︑中納言小錦中黒麻呂之

少納言小花下安麻呂之子也
大伴宿禰旅人 難波朝右大臣大紫長徳之

下

〃 七・五・⁝ 正三位 大納雷
大伴宿禰安麻 難波朝右大臣大紫長徳之第
兼大将軍 呂
六子也

臨・

四・正・二七

元・等蔦 正 二 位 左 大 臣

離健 出 稿 一 理 ・ 竃 比 ∴ 八

〃

〃

〃

従二位 大納雷

親勢朝臣正治 難波朝左大臣大豪徳恵之

七∴一五

神亀元・亦六 正三面 中納言

一二・

石川朝臣石足 淡海朝大臣大紫連子之孫︑

〃

天平元・八・九 従三位． 左大弁

等

飛鳥と方格地割（岸）

〃 八・九∴八 正一位

従一位 右大臣
藤原朝臣真楯 平城当量正一位太政大臣房

藤原朝臣豊成 平城朝正一位贈太政大臣武

前之第三子也
賞同市綱凹本洗口即一宇天白白襲世義

慈盃遣其子盤璋王及禅広王

内大臣

大和守

従四位下根父麻呂之子也
藤漂朝臣良継 平坂耕参議正三位式部卿大

負之孫︑平竣輯越前按察使

七・穴・董従三位
藤原朝臣楓麻 平城朝贈太政大臣房前之第
大蔵卿兼 呂
摂津大夫
宅子也
大伴宿禰古慈 飛鳥朝常道頭領大錦中小吹

八・九∴八 従二位

八・八・究従三位

〃

一〇・七・九

祖馬来田寺内大紫︑父二足

平城朝参議正四位下

父意美麻呂中納言正四位上

曾祖国子小治田朝小徳冠︑

そこで他の文献史料について検すると︑まず天平廿一年

する必要がある︒

鳥朝という表現について聾しばらく他の史料について考察

宮御世や後岡本朝との関係はどうなるか︑それにはなお飛

の宮号についての考察の結果と一致する︒しかし高市岡本

廷をさし︑小治田朝・藤原朝と区別されていることはさき

れた時期はそれほど早くないが︑そこで飛鳥朝が浄御原朝

系譜記事が複雑な続日本紀の編纂過程で続紀に採り入れら

禦朝廷を指すことに間違いはある♪転これら肇伝の

がみえる︒そして飛鳥朝が書紀の記載との対照から飛鳥浄

七・嵩八

大宰帥宇合之第八子也

宰帥馬養之第二子也
参議
従三位 中衛大将 藤原朝臣百川 芋竃朝参夏干三位式都卿兼
兼式部卿
〃

七・

参議
延聖母・二・竺 従三位 中富大夫 大伴宿禰麻呂
兼衛門督
正二位 前右大臣 大中臣朝臣清
麻呂
〃

斐

〃
〃

前之第六子也

藤原朝臣仲麻 近江朝内大臣藤原朝臣鎌足
呂
曾孫︑平城朝贈太政大臣武

正三隷 大 納 言

智麻縁之第二子也

二・三・一二

従三位 刑部卿

智麻呂之長子也
〃

六・二八

王兵敗降唐⁝⁝豊璋駕船遁

入侍︑泊予後岡本朝廷義慈
干高麗︑禅広困不帰国︑藤
原朝廷賜号日百済王︑卒贈
正広参︑子百済王昌成幼年
随父帰朝︑先父三王︑飛鳥浄

良朝黙従四位下摂津亮︑敬

御原御世贈小紫︑子郎虞奈

藤原朝臣永手 奈良朝贈太政大臣房前之第
二子也

左大臣

歳次癸亥属本蕃嚢乱帰化
平城朝雲大声従一位長屋王
之女也
虚害帥馬饗之第九子也

藤原朝臣蔵下 平城朝参議正三位式部卿大
麻呂

円方女王

国中連公麻呂 其祖父通謀国骨富近添朝庭

参議
大宰帥

散位

福者即其第三子也
内蔵頭
高丘宿彌比良 其祖沙門詠︑近江朝歳次癸
兼大外記
麻呂
亥自百済帰化︑⁝⁝
遠江守

百済王敬福

漏・

神護元・一＝一七

大江土
師按伊
察賀
使近

〃

景雲二・六・二八

亭δ・三

宝亀二・二∴三

〃

六・七二
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〃 冠・三∴一三

〃

器下艦下墜

られているのは︑飛鳥藤原宮の意ではなく︑持統七年目藤原

宮遷都の前年に当たることから︑なお飛鳥浄御勤宮の意で

三月置三日の年記を有する行基大僧正舎利扇面に
⁝⁝近江大津之朝寒辰之玉書昌於大鳥郡︷野江於飛鳥之朝壬午

用いたと解すべきであろう︒従ってこの飛鳥宮はさきの飛

天皇者

墳出土の船首仁心墓誌に
惟船氏王後首者⁝⁝生

飛鳥天皇御世癸卯年十月十四日蘇我豊浦毛人大臣児入鹿臣

帝説に

と解する以外にないと考えられる︒その二は上宮聖徳法王

に当て︑従って阿須迦天皇を趣旨︑阿須迦宮をその岡本宮

る︒これは歳次辛丑を暫明天皇末年の雪明十三年︵六四一︶
⑱

とある﹁阿須迦宮治天下天皇﹂および﹁震幅迦天皇﹂であ

十二月獲昌葬富松倭山上一⁝⁝

損昌亡於阿須迦天皇之末一歳次辛丑十二月三日庚寅︑故戊辰年

天皇照見知昌其才異↓仕有二功勲↓勅賜二宮位大仁皿品為晶第三雨

於等由羅宮治天下天皇之朝碗至＝於阿須迦宮治天下天皇之朝↓

於乎娑随宮治天下天皇之世↓奉レ仕晶

その一は天智七年歳次戊辰作造とみられる河内松岳山古

鳥朝の用法と異ならないが︑次の場合は明らかに異なる︒

⑰

之歳一出家帰道⁝⁝

とみえる﹁飛鳥之朝壬午之歳﹂は天武十一年︵六八二︶に当

たるから︑その飛鳥朝はやはり浄露原宮であろう︒また法

天皇者

天皇為仁王会納賜老

隆寺伽藍縁起笄流記資財帳には左のように三例﹁飛鳥宮御
宇天皇﹂がみえる︒

経台壱足
家主巳年十月廿 六 日 飛 鳥 宮 御 宇

右癸巳十月廿六 日 仁 王 会 納 賜 飛 鳥 宮 御 宇

︵蓋︶壱具三者

右癸巳年十月廿 六 日 仁 王 会 納 賜 飛 鳥 宮 御 宇

黄砦帳里馬二二帳影干臓九駅八寸脹ユ駅三寸

天皇以癸巴年十月廿六日為仁王子午卜者

同じような記載は大安寺伽藍縁起井流記資財帳にもみえる︒
繍大灌頂一具
右飛鳥宮御宇

これらの史料にみえる癸巳年は持統紀七年十月己卯︵廿三
日︶条に﹁始講昌仁王経営野阜一四日而畢﹂とあるのと照合し

等量滅之也

﹇﹈林太郎坐晶於伊加留加宮一山代大兄及急難弟君合十五王子

とみえる﹁飛鳥天皇﹂である︒家永三郎氏はこの部分を仏

て︑持統七年をさすとすべきであろうから︑飛鳥宮御宇天皇

は持統天皇に相当する︒しかしここで飛鳥宮の表現が用い
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家の年代記のごときものとみ︑その成立年代は天智以後平
⑲

安初期以前としているが︑この飛鳥天皇は癸卯年を壼極二
年︵六四三︶に当て︑皇極天皇とするのが正しい︒従って飛
鳥天白三の称呼の由来はやはり二年四月に遷幽した飛鳥板子

条︶・飛鳥浄原大朝庭︵采女氏楚域碑︶・飛鳥浄御原御世︵続紀天

平神護二年山ハ二条︶・飛︷鳥噛葎御頭原一入白里︵美努岡萬墓誌︶・賊難鳥浄肩兄

原天皇︵常陸風土記︶

などであるが︑いずれも岡本富・板蓋宮・川原宮・浄露原

宮とさきに掲げた﹁飛鳥﹂を冠した尼宮の範囲を出ていな

﹁飛鳥﹂を冠した用例は皆無であり︑推古をさす小治田宮

宮にあるとすべきであろう︒以上飛鳥朝が必ずしも飛鳥浄

治天下天皇がさきの船首王後墓誌では等由羅宮治天下天皇︑

い︒これに対して小話田宮・藤原宮もしばしばみえるが︑

宮を意味する場合のあったことを指摘したが︑それは岡本

元興寺伽藍縁起井流記資財帳では楷井等由羅宮治天下等与

御原宮のみを指さず︑野明の岡本宮︑あるいは皇極の板蓋

宮や板笹葉が﹁飛鳥﹂を冠して呼ばれていたことの証左で

従＝明日香宮凹遷昌居藤原宮一之後志三白三子御作歌︵巻一一五

和銅三年庚戌春二月従昌藤原宮一薄日干寧楽宮一時御輿停昌長

屋原︸廻昌望古郷一作歌 ︸書云太上天皇御製︵巻一−七八︶

②

〜︶

①

る︒この問題については︑

のなかに歌われた﹁明日香﹂についての考察が残されてい

あったらしいことを明らかにしたのであるが︑なお万葉集

含む香具山以南︑橘寺以北の主として飛鳥川右岸の一帯で

の地域が岡本宮・板蓋宮・川原宮・後岡本宮・浄御原宮を

以上宮号に﹁飛鳥﹂を冠した諸宮の検討を通じて︑飛鳥

弥気賀斯岐夜比売命となっているのが注目される︒

あり︑この点でもさきの書紀宮号についての考察と矛盾す
るものでない︒

他にも宮号に﹁飛鳥﹂を冠してみえる史料は多い︒たと
えば︑

飛鳥岡基宮︵大安寺伽藍縁起井流記資財帳︶
飛鳥川原板蓋宮︵日本霊異記︶
明日香川原宮︵万葉集標目︶

飛鳥浄御原宮︵小野毛人墓誌・続紀天平十五年五月条・法隆寺伽藍
縁起井流記資財帳・大安寺伽藍縁起井流記資財帳・出雲風土記・燈後

風土記︶・明日香清御原宮︵万葉集標目︶・明日香能清病原乃宮
︵万申莱集一︷ハニ︶・飛鳥浄御原大宮︵那須弓造碑・常陸風土記︶・飛

鳥之浄之宮︵万葉集︸六七︶・飛鳥浄御原朝廷︵餌刺延暦＋年正月
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長屋王故郷二一藤田︵巻＝﹁−二︷ハ八︶

登扁神岳齢山部宿禰赤人作歌一首︵巻三⊥三西︶
八代女王献晶天皇一歌︸首︵巻四⁝六二六︶

⑳

大伴坂上郎女詠三兀興寺略史一筆一首︵巻六−九九二︶

⑳

などの歌が関係するが︑別稿でやや詳しく述べたのでここ

﹁明

では要説に止める︒ωの明日香宮はやはり浄御逐一をさし︑
新しい藤原宮に遷ったことを﹁京都を臨み﹂と詠じ︑

従

明日香輔臥篭藤原宮喝之後作﹁唖此

日香﹂と明確に区別している︒㈲の故郷﹁古家の里の明日
香﹂は左注の﹁右今案
㊧

歌一鰍﹂を採ればωに同じい︒ωの﹁明日香の旧き京師﹂

は神岳︵神名備山︶の比定に確説がないが︑歌われた状景

はさきの考察による飛鳥と矛盾しないようである︒㈲の
㊧

﹁古郷の明日香の河﹂もまた平城京時代の作であるが︑こ
︑

こでは飛鳥川が詠じられているので解釈の幅がある︒⑥の
﹁古郷の飛鳥﹂は元興寺すなわち飛鳥寺の所在地をいった
もので︑︑適確に飛鳥を指摘している︒このように以上の五

首の﹁明山香﹂はさきの考察結果と矛盾しないが︑ただ問
題は②の古郷﹁飛鳥の明日香の里﹂である︒この一首を題
詞に従って藤原宮より平城遷都の際の作とすれば︑藤原の

地が明冒香に含まれるほとんど唯一の史料となる︒しかし

この歌の題詞については異説もあり︑歌意についての新し

い解釈も可能なので︑あまり抱泥する必要がないと考えら
れる︒

￠日本三略天長六年三月三重条︑なお延喜式にはい中三座飛鳥出口坐

なお履中即位前紀にみえる飛鳥山︑雄略九年七月置にみえる飛鳥戸

神判がみえる︒

郡はいずれも河内の飛鳥であることが明らかなので省略した︒

②

③百済宮については広陵町百済とする説を通説とするが︑飛鳥に近い

地域に求める説も提起されている︵和倒葦﹁嬢の基礎的考察﹂︵﹃史林騒
五一丁五︶︒

④真神原については万葉集に﹁大口の真神原﹂︵﹁六三六・三二六八︶

天武紀四年十一月条には﹁有レ人登二宮東三一妖言﹂とあり︑なお万

がみえる︒

葉集巻二の﹁天皇崩之時︑太后御作歌一首﹂ ︵一五九︶も注目されて

⑤

いる︒

⑥日本書紀皇極二年九月壬午条︑或本云︒
⑧日本書紀皇極四年六月己酉条︒

⑦類聚三代格巻十五︒

⑩日本霊異記上九に﹁飛鳥川原板葺宮御宇天皇目代遅日年春三月頃﹂

⑨続日本紀天平宝字二年八月戊申条︒

扶桑略記斉明元年十月条には﹁天皇遷幸飛鳥川原宮︑造川原寺﹂と

とあり︑癸卯年は皇極二年に当たる︒

ある︒

⑪
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（3）i
（4）
（5）
（6）

●

飛鳥と方格地割（岸）

⑫前掲﹃川原寺発掘調査報告﹄参照︒
皇極紀三年六月条・岡四年六月条には﹁島の藪原﹂がみえ︑同二年
日本書紀允恭七年十二月壬戌条・同八年二月条・同十〜年三月丙午

九月条には皇極の母吉備明主も吉備嶋皇祖溝命とよんでいる︒

⑬
⑭
条︒

︑五八︶

明日香〃を一例として﹂︵﹃国文

八五九・三二二七・三二六穴・三二六七・三五四四・三五四五・四二

﹁轟パー一二︶︒

⑳掴稿﹁古代史と万週頃ことば一

あり︑岡じく三二六八では真神原に近いことが知られるから︑その大

万笹搭朱塩菅十一二一三二六六には神名火山が明門口中密川か㎞伽霜にし〆﹂いるレ﹂

轡7﹄

㊧

体の位置は推定でき︑現在比定されている雷丘や甘檬丘よりも北に考

好本書紀推古十五年冬条︑同十九年五月五日条︒なお万葉集巻一藤
原宮上役民作歌︵五〇︶︑問藤原宮藤井歌︵五二︶では﹁荒妙乃藤原﹂

⑱

同じように﹁明︹口早河鱒戸を清み後れ居て恋ふれば習いや遠そき

えることはできないであろう︒

㊧

臨時歌也﹂の左注がある︒京は藤原京とみられるが︑やはり明日香河

ぬ﹂ ︵巻十九一幸手五八︶には﹁右一首︑左中弁中臣朝臣清麿伝訥古

飛鳥朝京職直大参志丹は天武紀十際年三月明酉条に﹁京職大夫直大

﹁髭妙乃藤井我原﹂と み え る ︒

⑯

参巨勢朝臣辛梗空軍﹂とみえ︑飛鳥朝坐職大夫直広建果安は災武紀元

まず最初は本稿で主題とした方格地割との関係である︒

るであろうか︒

であるが︑それではこの推論からどのようなことが導かれ

橘寺から島先・岡の集落以北の一帯であろうと推定したの

橋・島を含まない香具山南麓の大官大寺堆付近から南︑

囲を考究した結果︑それは藤原はもちろん小治田・豊浦や

鳥京との関係を論ずるために当時の﹁飛鳥︵明日香︶﹂の範

さて私は飛鳥の地域に認められる方格地割といわゆる飛

四

に関して歌われている︒

年七月癸巳条に﹁近江将大野曝果安﹂とみえ︑飛鳥朝常道頭贈大錦中
小吹負は天武紀十二年八月庚申条に﹁大伴達男吹負卒︑以壬申年之功
贈大錨中位﹂とある︒

るが︑代って皇極が即位したのは翌壬寅年正月辛未︵十五日︶である︒

目本書紀によると鋳明は実際は十三年十月丁酉︵九日︶に崩じてい

る︒

⑰威奈真人大村墓誌にも持統天皇を﹁後清原鰹朝初﹂と記す例がみえ
⑱

なお墓誌中乎娑随宮治天下天皇は敏達︑等辺羅宮治天下天皇は推古を
さし︑大仁は墓誌の記すごとく推古十一年一大化三年施行の冠位の第
家永三郎﹃上声団聖徳法王占奪の研究﹄総論篇六五一六八ページ︒

三等に当たる︒

なお乞食老詠二首のうちの﹁為蟹述痛作﹂︵巻十六一三八八六︶の﹁今

β鰻

⑳

日今日と飛鳥に至り﹂があるが︑この歌の成立年代や同時にみえる地
名置勿・評定努についても明らかでないので保留する︒この他万葉集
にみえるのはいずれも飛鳥川を詠じたものである︒︵一九四・〜九六・
九七・一九八・三二五・三五六・一＝一六・＝一エハ六・＝二七九・

＝二八○・一五五七・一八七八・二七〇︸・二七〇二・二七︸三・二
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また橘寺伽藍中軸線︑および島庄付近の現存方格地割の方

条の称呼もその道を起線として南にのみ及んでい囁ること︑

ろ雷丘i一山田寺南門推定古道以北には確実に認められず︑

さきに一町阻．一〇六mを単位とする方量地割が現在のとこ

と意識されるようになって来たのではないかという事実で

よりもむしろ高市︑あるいは場合によっては小治田の一部

さらに続紀天平宝字五年正月癸巳条には小出田岡本宮とい
②
う称呼がみえ︑時の経過とともに岡本宮所在地付近が飛鳥

た日本書紀の分註には箭明を高市天皇とよんだことがみえ︑

起ったのはその地域が藤原京の京都に含まれるようになっ

向が真西よりやや北に偏しており︑さらに半町のずれのあ

定される﹁飛鳥﹂の北半部分に問題の方格地割が拡大しな

たためかも知れないが﹁日本書紀において岡本宮が多くの

ある︒高市が大官大寺付近の地名であったことは天武紀二

いらしいのはどうしてかということである︒その地域にお

場合﹁飛鳥﹂を冠せられないで現われるのも︑あるいはそ

るこどを指摘した︒後者の点に関しては推定した﹁飛鳥﹂

ける方格地割の存否が最終的に明らかでない現在︑この問

のためかとも考えられる︒こうしたことが問題の三斜地割

年十二月条に造高市大寺司がみえ︑註して﹁今大官大寺是﹂

題はそのまま疑問として残しておいた方が正しいのでない

が︑いまのところ山田寺南門t雷丘古道より南にしか確

の範囲の南限とほぼ一致することが注目されるが︑前者に

かと考えるが︑ただつぎの事実については注意して指摘し

認されないこと︑また条の称呼が同じように南へ一条−一

③
とあることからも明らかである︒そしてそのような変化が

ておきたい︒それは前述の船首遠忌墓誌の示すごとく︑︑岡

十八条と及んでいることに関係するのかどうか︑いずれも

ついては問題が残る︒︐すなわち釘明朝の岡本宮を含むと推

本宮が浄御言宮造営以前の段階では阿須迦宮と呼ばれてい

今後の課題としておきたい︒

しかし右の課題は実は方格地割と倭京との関係の問題で

たのに対し︑天武朝以後はもっぱら浄御言宮が飛鳥の代表
であるかのごとく﹁飛鳥﹂を冠してよばれていること︑そ

﹁飛鳥﹂の地域

もある︒さきに飛鳥重なる称呼がなぜ存在しないのだらう

かという疑問を提起したが︑その理由は︑

れに対して濁本宮はさきにも述べたように忌日本紀所載の
①
百済王感量の麗伝などでは高市岡本宮とよばれており︑ま
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検討の結果明らかになったと思う︒

つまり倭京の範囲は

﹁飛鳥﹂だけでなく︑さらに広く少なくとも小治田や豊浦︑

徳紀の記事を対照的に整理し︑難波京の造営が大化・白雑

軸線から真南にのび︑大津道・丹比道と直交する古道の存
⑥
在したことを指摘し︑また藤原京の復原研究から難波京の
⑦
存在を示唆しておいた︒難波京の成立時期およびその構造

年間からはじめられ天武朝に至って完成したという新説を
⑤
提起されたのは注目に値する︒私も現在発掘中の難波宮中

ったろうか︒この問題に対していま明確な解答を用意でき

は単に藤原京ばかりでなく︑当面する直垂の間題にも深い

あるい﹁橘の島﹂などを含んだものであったから︑飛鳥京

ていないが︑単に方格地割に関してだけでなく︑保存計画

関係を有するので︑私なりに検討を加えているが︑その詳

という表現ではその実体を示すのに不充分であったためで

の立案にも関係するので︑その課題を解く手がかりとなる

細は改めて述べることとしたい︒ところで書紀はその言わ

たもので︑如上の意味で闘題となる京師がはじめてみえる

などの語がみえるが︑それは単なる皇宮の所在地を表現し

たかどうかの問題︒日本書紀には早くから京・京師・京都

まず倭京が一定の範囲を有する行政区画をもって存在し

おり︑また書紀も天武紀に入ると俄然行政区域を示すよう

しかしその間近江大津宮における京極の存在が想定されて

みえる以外︑京の存在を示すような記事を掲げていない︒

たことを記す以外︑壬申の乱関係記事に荷留・古京の語が

ずかに斉明五年七月条に京内諸寺において孟蘭盆経を講じ

はなかろうか︒それでは倭京の範囲はどのようなものであ

のでないかと考える事実を以下少しく指摘しておこう︒

のはやはり大化改新詔の第二条の﹁初修二京師二であり︑そ

な京の関係記事が多くなる︒左に抄出して掲げることとし
よう︒

〃

九・五・乙亥

六・五・

天武五・九・乙亥

〃

勅︑総綿緕布以施願下内廿四寺定有差

早之︑於京及畿内雰之

王卿遣京及畿内︑絞人別兵

の副文には坊令と総長に関する戸令条文相似の規定が記さ
れている︒しかし改新詔を肯定する立場に立つ説も︑その
とき難波の地に京師の制が施かれたとは考えず︑単にその

ような方針を示したまでのものと理解してあまり注意を払
④
っていない︒ただ最近沢村仁氏が難波に関する仁徳紀と孝
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天武九二〇・乙巳
一〇・閏七・壬子

ひ

憧京内諸寺貧乏僧尼及百姓而賑給之

天皇巡行於京師而定宮室之地

天皇巡行子京師

皇后誓願之大斎︑以説経京内諸寺

京職大夫直大参巨勢朝臣辛檀努卒

ご丁七・極重
三・三・辛卯

京童畿内︑各令校人夫之兵

遣難処王広瀬王難波王竹田王弥努王於

西・三・辛酉
颪・九・甲寅

賜京師孤独高年布属︑回漕差
賜京師年八十以上及篤羅貧不能自存者

穴・㎜国五︒丁酉

六・正・戊寅

賜京師及畿内有位年八十以上人裳一領

詔令京師及四畿内講説金光明経

天皇豊新益京路

賜京師男女年八十以上及困乏病者布︑

総二匹綿ご屯曲舞下

七・正・癸卯

七・正・丙午

配造京司衣縫王等収所掘

各面差
七・二・己巳

卿大夫謁者詣京師及四畿内諸社請雨

E六・辛未 詔読経於京畿諸寺

九・六・己卯

京城誉老男女皆臨働嬰於橋西

右にみられるように﹁京﹂﹁京師﹂の語はしばしば﹁畿内﹂と

元・正・築紫

元・八・丁酉

設国忌斎於京師諸寺

併記して現われるが︑畿内も日本書紀では大化二年正月の

遣五位以下掃鷹京寺

〃

元・九・庚午

詔左右京職三訂国司︑築習射所

二・六・辛口﹈

〃
三・七・丙寅

行政区域として設定されていたことは否定できないように

検討を要するが︑ともかく遅くとも天武初年に京が一つの

があったことも考慮しなければならないから︑なお慎重な

武・持統両紀とそれ以前の紀の間に書紀素材としての差異

入って頻出する︒このことから畿内制の成立を天武初年と
⑧
する説もあるが︑京・畿内の語のこのような現われ方は天

薄葬令にみえて以後はしばらく現われず︑やはり天武紀に

改新詔第二条に京師と並んでみえ︑ついで同年三月の例の

〃

賜三三畿内者老男女五千光一人稲人三

ら

賜京与畿内人年八十以上者嶋宮山人廿

四・四・癸丑

遣使者鎮祭新益京

究⁝⁝

詔日⁝⁝言及畿内諸寺梵衆亦当五旦論

京師及郡国四十︑雨氷

師田租口賦

選

〃

思置︑朕将巡行紀伊之故︑県勢今年京

A
A

五・δ・甲子

戊
子

四・九・乙酉

〃

五五

〃

束

コ

四・三・丙申

〃

持統前・三・壬辰
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〃

絶綿︑各有差
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飛鳥と方格地割（岸）

四と計出していることなどの点からであるが︑藤原京を新

思う︒それは賑給の対象者を行内を限って置薬しているこ
⑨
と︑京職の存置が確認できること︑また京内寺院の数を二

なかに含まれていたとも考えられないことはないのである︒
︑また右史料以外でも︑書紀の壬申の乱の倭における戦闘

ある宮室を藤原宮のことと解すれば︑それはすでに京師の

しかしこれとても﹁天皇巡昌行於京師一而定昌宮室職掌一﹂と

ことはまず動かないが︑続紀慶雲元年十一月壬寅条の﹁君

ては大宝令の施行を画期として左京・右京の区別が生じた

ったかが明らかにせられなければならない︒藤原京につい

異にしていたとすれば︑いっから具体的にどのように変わ

れていたかどうかはともかく︑倭京と藤原京がその鴬遷を

移行の問題︑すなわち天武末年からすでに藤原京が計画さ

に関してもなお問題は多い︒たとえば倭京から藤原京への

存在していたらしいことを想定したのであるが︑右の史料

以上少なくとも天武器以後倭京が一定の地域性をもって

には﹁課内廿四寺﹂とあり︐この数字を信ずる限り倭京の

ように考えられるが︑それに対して天武紀九年五月乙亥条

古道のあり方から考えて香具山以北に求めることは困難の

かく︑地理的にみて倭京を望見しうるような地点を当時の

鳥﹂の地域が中心となる︒その比定が正しいか否かはとも

を中ッ道にそう地点と考え︑いちおう香具山付近と推測し・
⑭
たのであるが︑そうなれば倭織はさきに明らかにした﹁飛

倭京は八口の南に展開していたことになる︒私はこの八口

八口に企ってみたとあるが︑これをそのままに受けとれば︑

記事によると︑古京京辺の衝に竪てられた橋板造りの楯を

原宮は従来の京外に新たに造られたものと理解されてくる︒

益京と称したのもそれ以前にすでに京域をもった京師が存

影 藤原宮地ハ直入二宮中門百姓一千五百五南江レ布有レ差﹂な

範囲が右以上にかなり広かった可能性が多いのである︒

在したからであるとも解される︒

る記事はどうしても京域のことをいったとみられるから︑こ

このように文献史料の上からは藤原京以前の京の範囲・

構造を推定する・とがなかなか困難であ・ので︑つぎには圓

れもその問題を考える一つの史料であろう︒またいま新益
京の語から藤原京以前京域をもった京師の存在したことが

現在の遺跡から若干考察を加えておこう︒まず最初はさき

35

推されると述べたが︑その語から同時に藤原京あるいは藤

名

寺

明日香村飛鳥

所在地
ク

ク
！！

ク

橿原市大久保

明目香村橘
（菩提寺）

〃
〃

川原
小山
桜井市

膳夫

寺（弘福寺）

坊廃寺（厩坂寺〜）

橿原市 石川
桜井市 高田
寺（大安寺）

明H香村小1．Ll

寺

騎
ク

寺（浄土寺）

桜勇布

山田
寺（崇敬寺）

！！

安倍
！！

吉備

南浦
〃

坂田

橿原市 八木
明日山村 雷

檜前
〃

寺・八木廃寺・高田廃寺を除けば︑北は横大路

以南︑西は下ッ道以東︑東は上ッ道以西の範囲

内に含まれ︑南限に当るのは三三寺・坂田寺で

ある︒従って京内十四寺という数を重視すれば︑

上表に多少の出入りはあっても︑京域をほぼそ

のような範囲にまで拡大しなければならないで

あろう︒飛鳥を中心に設定された上・中・下三

道の古道を重視する限り右の範囲は当時一つの

意味をもった地域であったとは考えられるが︑

これを直ちに羽指の京域とすることはできない︒

（482）
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鳥およびその周辺に存在した天武平以前の創建と推定され
る寺院趾を選んでみると第三表のようになる︒

この表によって︑試みに京を香具山鎌錠の地域と想定す
るならば︑その地域内に含まれる寺院はわずか十数学に過
ぎず︑二四という数を満たすためには京の範囲をかなり拡
げる必要が生じてくる︒この表に掲出された寺院趾は大窪

じて収容させたことがみえ︑同様なことは平城京造営の際
⑬
にも令されている︒これら在来の墳墓で発掘されたものま

って墳墓を壊したため掘出された戸を造京司衣縫王らに命

ならないが︑持統紀七年二月己巳条には藤原京造営に当た

が日本ではいつまで遡りうるかを一方で考慮しておかねば

である︒この条文は大宝令にも存したが︑もともと唐笠に
⑫
倣ったものであろう︒従って皇都内に墳墓を営まないこと

老喪葬令に﹁凡皇都及道路側近︑並不レ得二葬埋一﹂とあるから

1234567891011η131415161
7
8と1
9係2
2み1
2︒2
3養24
つぎ
に1
墳墓
の関
を0
みて
よう
そ2
れは

琶蓋寺）

大江
ク
寺（金岡時）

〃
（法輪寺）

lM

飛立豊奥和田山安吉大軽β坂橘川紀膳ウ高大槍八八岡

寺

田中

廃寺

la

橿原市
廃…寺…（葛木寺。プ（野丘』ヒ塔？）

奥山

久米寺

豊浦
寺（建興寺）

立｝狢

寺（定林寺）

寺
寺
寺ソ廃大寺廃出寸儒
鳥部浦山田・甲田倍備窪寺向田出寸原寺夫ラ田官摺木廃乖守

寺（法興寺・元興寺）

の﹁京内旨四寺﹂を具体約に明らかにするために︑保井芳
⑪
太郎・石田茂作・福山敏男ら諸氏の研究に従いながら︑飛

第三表

飛鳥と方格地割（岸）

でをすべて京外に移して改葬したかはともかく︑藤原京で
は持統は天武の藍隈大内陵に︑文武は檜隈安古山陵にとい

ずれも推定藤原京南郊に葬られており︑また平城京におい
ては元明は添上郡椎山陵︑元正・聖武・光明はいずれも添上
⑭

郡佐保山陵︑称徳は添下郡佐貴郷高野山陵と京外北郊に葬
︐

られ︑光仁も添上郡広岡山陵に葬られている︒このような
状態は平安京においても変らず︑さらに庶民の京周辺の葬
㊧

明日香村
〃
ク
ク
〃
〃

橿原市
〃
︑

桜井市
ク

文殊院西古墳

沼山竪琴

牽牛子塚古墳

岩屋山古墳

中尾山古墳

天武・持統合
葬陵
鬼の圓・姐

方墳

円墳

円墳〜

方墳

円壌﹁

不明

円墳

横穴式石室

横穴式石室

円墳p 横穴式石室

円墳
前方後
円墳
円墳

横穴式石室

横穴式石室

横口幅石窒

横穴式石室

特殊石室

横口式石室

横穴式石室

横穴式石室

乾漆棺・銀製骨蔵

乾漆棺

劇抜式家形石棺2

右表は現在所在の確認できる古墳ばかりであり︑このほ

劇皆式家形石棺

ように少なくとも藤原京以後は京城内に墳墓の営造を禁ず

かすでに消滅してしまったものがあるかも知れないし︑ま

丸山古墳

横穴式石室

文殊院東古墳

方墳

銘子塚古墳

谷首古墳

艸墓古墳

る喪葬令の規定が守られたらしいから︑藤原京以前の倭京

た将来該当する古墳が新たに発見されないとも限らない︒

石

道以東には該当古墳が存在しない︒

なお菖蒲池古墳︑

天

西につづく丘陵地帯にも︑菖蒲池古墳を最北として︑下ッ

地帯が空白になっており︑現在比定されている引引丘から

とは︑香具山周辺からさきに想定した﹁飛鳥﹂菓方の丘陵

とはなかなか難しい︒しかし右表を概観して注意すべきこ

しはじめた時点を考慮した上で︑京域推定の資料とするこ

から︑京の成立時期︑またその京域内に墳墓の営造を禁止

⑯

についても︑逆に当代とみられる墳墓の存在しない地域を

〃

器

さらにこれら古墳についても適確な年代決定が困難である

地については最近森浩一民によって明らかにされた︒この

安安安安政見真越千差平野
倍倍倍倍瀬瀬弓
田田口

考慮することが︑京域想定の一法と考えられる︒

墳形

室

こうした観点からまず飛鳥周辺における七世紀代とみら

古墳二

れる主要な古墳の分布をみてみよう︒
第四表

所在 地

横穴式石室

島抜式家形石棺
又塚古墳

菖蒲池古墳

横穴式石室

坂田

円墳〜

島庄

馴抜式家形石棺

〃

明日香村

馴抜式家形石棺2

島庄

横穴式石室
五条野

横穴累石河

棺
円墳

〃

（483）
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石

方償
石舞台古墳
石舞台古墳陪 不明

橿原市

塚

武・持統合葬大内陵︑中尾山古墳︑文武檜隈安古山陵に比

墓

幽典

同士

陵
檜四大陵

霞紀

このとき欽明槍隈坂
合舞に改葬
する説もあるが雄略

長原は河内石川郡と
七年紀に真神原とと
もにみえるから︑付
う︒一説蘇我馬子墓

近に求むべきであろ
に比定

古事記 書紀は竹田皇子陵に

桃原墓

大野運上

皇極

〃

〃

斉明

元 欝明天皇

元 蘇我蝦夷・入鹿

建三硬目畢︒︶

二 吉備島姫王︵皇極母︶

四

滑谷岡

今来隻墓

檀弓岡

今城谷上

元 天武天皇

其弓︵檀︶山陵

大内陵

天智 六 皇極天皇・闘人皇女 小市岡上陵
大田皇女

持統

三 草壁親王

真弓岡

〃

書紀

〃

ク

土寸寺田起はこれを止由﹇

いうから︑現在のい

良佐岐︵豊浦前︶と

わゆる泥質丘から西

方の丘陵であろう

明日香村冬野とい

に改葬

う︒二年九月押坂陵

今来はつぎの今城谷

に比定されている

とともに大淀町今木

が︑大化五年紀には

今来大槻みゆ

明日香村に真弓に比

方にも﹁真樗田﹂﹁真

定︑ただし天武陵南

弓細田﹂の地名あり

皇極・間人は合葬︑

今釆隻墓参照

天皇みゆ︑天武八年

大安寺資財帳に衰智

る︑高取町越智付近

紀には越智隔陵とあ

二﹂＝ハ七

に比定

欽明七年紀に火内丘

みゆ︵檜隈皿巴人川原

野口

罠直宮︶︑明日香村

（484）
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定されているものが藤原京中軸線の南への延長上にほぼ並
⑰

んで位置することはすでに指摘したが︑天武∴持統陵︑鬼
姐・鬼厩︑および光明陵に比定されている梅山古墳がほぼ
正しく東西一直線上にあり︑藤原京南限古道より約三里に
当たることも留意する必要があろう︒

同様のことを文献史料の上から併せて検討しておこう︒

葬

者

そのため飛鳥周辺に墳墓の営まれた事例を検出すると︑次

被

表のようになる︒

次

第五表
年

三六 推 古 天 皇

三四 蘇 我 馬 子

推古二〇 雌蕊媛︵欽明妃︶
〃

〃

十四年紀にみえ︑元

葉紀
集

考

合葬︑大野丘は敏達

1！

1！

万続〃

備

飛鳥と寺格地割（岸）

〃

五 河島皇子

大内陵

越智野
続紀

万葉集

飛鳥岡に火葬︑天武
陵に合葬

二一一九五左注

飛鳥岡に火発︑比定
に諸説あり

吉隠猪饗澗墓 万葉集 ニー二〇三

槍傷上古山陵〃

三 持統天皇

元 但馬皇女

賜 文武天皇

大宝

慶雲
和銅

右表によると︑適確な地名比定の困難なものもあるが︑
推古朝では﹁飛鳥﹂に近い桃原や大野丘が葬地として選ばれ
ていたのが︑皇極朝以後になると今来︵今城︶・真弓︵檀︶・

越智︵小市︶︑あるいは旨旨と少し離れる傾向が認められる︒

そしてやはりさきの古墳分布の場合と同様に﹁飛鳥﹂周辺

第六表

名

称

山田寺東方の山

香具山東方︑興善寺背後の山

地

火振り山

在

︵旧香久山村︶野外

火振山

〃

へ暇二合村︶栗原

︵旧二合村︶平田

ヒフリヤマ

ヒフリヤマ

ヒフリヤマ

ヒフリヤマ

阿都山東南の山

栗原寺北方の山

橘寺南方︑多望神社所在の山
中尾山古墳東方

和田池西方の小丘

和田︑池束方の小丘

奥山久米寺東方の山

︵旧安倍村︶山田

所
桜井箭
ク

明日香村︵旧飛鳥村︶奥山

火振り山
火振り山
火振山ノ西
火プリ山

〃

︵旧越智岡村︶薩摩

︵旧阪合村︶阿部山

︵旧飛鳥村︶豊浦

橿原市 ︵旧畝傍町V和田

火振山

〃

〃

明日香村︵旧高市村︶橘

橿原市

る考察結果とも一致するようではあるが︑これから倭京の

つの空白地帯であったようで︑ある程度さきの寺院祉によ

︵橘寺南限まで︶ほどの間は︑墳墓の上でもある時期には一

合すると︑上ヅ道・下ッ道導東西八里︑横大路以南九里

以上のような遺跡・史料の両面からえられた結果を綜

石が集められている場所があり︑何かの施設であったかも

れもあるいはヒブリ山の転詑かも知れず︑その尾根には巨

西からのびた丘陵の尾根を﹁フグリ山﹂と俗称している︒こ

てはまだ踏査を終っていないが︑これ以外にも島庄南方で

しているのは注意される︒これらのヒブリ山呼称地につい

山麓にかけて認められるが︑とくに問題の飛鳥周辺に集中

⑲

大和においては右以外に三1四例︑飛鳥の西方から葛城

範囲を決定できるかというと︑現在の段階では参考資料に

険な臆測であるが︑元興寺伽藍縁起井流記資財帳のなかに︑

に倭京の防衛施設としての峰や戌に結びつくとするのは危

知れない︒もちろんこれらヒブリ山が時代を遡ってただち

に歌選が認められない︒

考

過ぎないであろう︒

最後に飛鳥周辺にとくに多くみられる﹁ヒブリ山︵火振
⑱

山︶しの地名について参考までに記しておく︒
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備

豊浦寺の創建に関し︑ ﹁所謂刹柱立処者宝欄之東仏門之処︑

所謂二躯丈六作処者物見岡之北方乎﹂と記し︑豊浦寺南方
に﹁物見岡﹂のあったことを示しているのはさきの豊浦の
火振山をいったものかも知れない︒書紀の壬申の乱関係記
事によるとと︑小墾田に兵庫があるが︑これら﹁火振山﹂

の位置がさきの﹁飛鳥﹂をとり囲むようにみえ︑また﹁飛
鳥﹂に通ずる要路を看視するようにも考えられる︒いわゆ
る飛鳥に宮都のあった時期は対内的にも︑対外的にも軍事
的に緊張した場面が多かったから︑ 倭京の防衛が固められ
たのは事実であろう︒
①万葉集巻一の標目にも﹁高市岡本宮御宇天皇代﹂がみえる︒
まで滞在しており︑一晴新京とよんだらしく︑また天平神護元年には

②この奈良朝の小社田宮には淳仁が天平宝字四年八月置ら翌五年正月
称徳が紀伊行幸の途次立寄っている︒その位置は判らないが︑皇年代
記は甘梼宮と記しているから︑飛鳥岡本宮とは別かも知れない︒

③東大寺文書中に存する嘉元元年ころの東二型庄と南山鼠壁の水争い
に間する絵図は︑﹂の付近を示したものとみられるが︑そこを北流する
川は﹁タケチ河︵高市川︶﹂をよばれている︒︵拙稿﹁大津の古道﹂参照︶︒

⑧長山泰孝﹁畿内制の成立﹂︵﹃日本の古代﹄近畿篇所収︶︒

薩大命馨心墨とみえる︒

⑨京職大夫直大参巨勢朝臣辛檀努は続紀養老元年正月条に飛鳥朝京職
⑩前掲拙稿﹁大和の古道﹂︒

福山敏男﹃日本建築一史研

究﹄︑同﹃奈良朗エ守院の研⁝究陣︒

⑬保井芳太郎﹃大和上代寺院志﹄︑石田茂作﹃飛鳥特代寺院肚の研究﹄︑

謂諸照大路皆是﹂﹁古記云︑近辺謂歩数従別式也﹂とあり︑ほぼ養老

⑫令集解喪葬令当該条には﹁古記云︑皇都謂京裏也﹂﹁古記云︑大路

令と同文が存したらしい︒また唐令について直接確かめることはでき

ないが︑晴開皇令に﹁在京師葬者去城七里外﹂とあったことから︑唐

令にも該当する規定があったろうと指摘されている︵仁井田陞﹃庚一令
拾遺睡八四一ぺージ︶︒

⑬両日本紀和銅二年十月癸三条︒

︵続紀︶︑志貴親王は高円山に葬られ︵万葉集︶︑藤原不比等は佐保山椎

⑭いずれも続日本紀による︒このほか聖武の皇太子某王は那寓山に

森浩一﹁古墳時代後期以降の埋葬地と陸地﹂︵﹃古代学研究﹄五七︶︒

山岡で火葬にざれたこと︵公卿補任︶などが知られる︒
⑮

良県高市郡古壇誌﹄によれば︑なお精査を要するものが多い︒

⑯ これら地域の厳密な古墳の分布調査はまだ行なわれてないが︑ ﹃奈

⑰前掲拙稿﹁大和の古道﹂︒

掲﹃藤原宮﹄︶︒なお氏によれば︑祈雨の民俗行事に関係するとの説も

⑱﹁ヒプリ山﹂の地名についてはすでに伊達宗泰氏の指摘がある︵前
ある由である︒

村平岡にヒブリ山︑旧葛村戸毛に﹁向火振山﹂︑また旧新沢村観音寺

と旧離上村原谷に﹁火振塚﹂がある︒なお﹁ヒブリ山﹂などの小字名

⑲﹃大和地名辞典﹄によると︑他に旧新庄町南藤に﹁火降山﹂︑旧忍海

と地籍図の対照については和田舌風の助力をえた︒

④関晃﹁改新の詔の研究︵上︶﹂︵﹃東北大学文学部研究年報﹄一五︶︒

⑥拙稿﹁難波−大和古道愛翫﹂︵﹃小葉田淳教授退官記念国史論集﹄所収︶︒

⑤沢村仁﹁難波京について﹂︵﹃難波宮竣の研究﹄研究予察報告六︶︒

⑦拙稿﹁藤原の宮﹂︵ ﹃ 日 本 と 世 界 の 歴 史 ﹄ 四 ︶ ︒
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飛鳥と方格地割（岸）

お わ り

に

たように飛鳥の保存が問題となっている時期でもあるので︑

あえて未熱なかたちで公表することとした次第である︒な

定していたが︑紙幅と時間の都合もあってこれは続稿とす

おこの二丁地割と条里制についても所見を述べることを予

格地割の詳細について報告し︑ついでその地割と藤原京条

ることとした︒諸賢の適切な助言と批判を希望してひとま

以上飛鳥の地域において想定される一町瞳一〇六mの方

坊制との関係を論じ︑さらにその性格を追究するために︑

ず才筆する︒

を齢する︒

などの便を供与された明日香村役場・同教育委員会に厚く謝意

用させていただいた奈良国立文化財研究所︑および地籍図閲覧

々の助言を与えられた同研究所員︑ならびに千分の一地図を活

されたが︑その後橿原考古学研究所例会で発表しだ︒その際種

本稿の要点は昭和四十五年号月影七日付朝日新聞紙上に報道

︵京都大学文学部教授・奈良

当時の﹁飛鳥﹂の地域を考定し︑さらに倭京についても検討

した︒その結果︑現在の段階ではなお不確定な事実がある
ため︑早急にある結論を導き出すことは困難であるが︑少
なくとも藤原京以前における方格地割の存在という新しい
事実を確認できたし︑またその地割を考えるための種々の
聞題をある程度整理できたと思う︒その意味で本稿は飛鳥
と方格地割に関する中間報告に過ぎないが︑最初にも述べ
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