平成 28 年度秋季企画展『やおの古代―古代集落の成立とくらし―』から
１．はじめに
平成 28 年度の秋季企画展として、『やおの古代−古代集落の成立とくらし−』と題した企画展を
行いました。展示では、「Ⅰ古代の八尾−古代の行政区画と主要道路−」
「Ⅱ古代集落とくらし」
「Ⅲ
古代のいのりと墳墓」
「Ⅳ幻の西京はどこに」の小題を設けました。
もののべのもりや

そがのうまこ

うまや ど の み こ

八尾市域は、6 世紀末(587 年)には、物部守屋が蘇我馬子・ 厩 戸皇子(聖徳太子)の連合軍と渋川付
てい び

近で戦った丁未の乱、飛鳥時代後期(667 年)には、朝鮮半
はくすきのえ

島の白村江の戦いの敗北を受けて、大和における防衛拠点
たかやすのき

として「高安城」を構築、都が奈良に移った奈良時代後期
にしのきょう ゆ げ の み や

しょうとく

(769 年)には、 称 徳天皇による「 西 京 (由義宮)」の造
営など、度々古代史の重要な表舞台となっています。企画
展では、これらの八尾の古代に関する遺跡について紹介し
ました。
２．古代の八尾−古代の行政区画と主要道路−
飛鳥〜奈良時代の行政区画は、大宝元(701)年の大宝令
による国郡里制の制定以降、霊亀３(717)年には郷里制が
ごう

り

採用され国・郡・郷 ・里 の四段階の組織となり、天平
12(740)年頃に郷里制が廃止され国・郡・郷の三段階とな
り、以後定着したとされています。
えんぎしき

河内国に属した八尾市域は、平安時代中期の『延喜式』
たんぴ

おおがた

によれば高安・若江・渋川・志紀・河内・丹比・大県の７

図１ 古代の「都城」位置図
(緑色の範囲が、現在の八尾市域)

郡にまたがっています。市域が位置する中河内地域は、古
代にあっては難波と大和を結ぶ交通の要衝地として、陸路
および大和川を中心とした水運を含めて重要な役割を担
ってきました。
古代の道路については、上町台地の北部に造営された難
波宮を中心として道路網が整備されています。難波宮の中
な に わ たいどう

軸線から南下する道路が難波大道と呼ばれています。難波
し

は

大道(朱雀大路)に交差する東西道路としては、北から磯歯
つみち

たじひ

津路、大津道(長尾街道)、丹比道(竹内街道)があります。
磯歯津路は、
『日本書紀』雄略紀 14(462)年条にみる道路
すみよしのつ

で、住吉神社の南に位置した住吉津から八尾市中南部の老
目次

図２

八尾市域周辺の河内国の郡域と
西京(由義宮)推定地
(緑色の範囲が、現在の八尾市域)

◆平成 28 年度の主な発掘成果から(p１〜３) ◆考古学よろずコラム第 16 回 遺物に残された奈良時代のメ
ッセージ̶太子堂遺跡第１次調査の墨書から̶(p４) ◆イベント案内/編集後記(p４)
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原を結ぶ道です。その他、難波宮の南西隅を基点として旧大和川西岸の自然堤防上に北西から南東方
しぶかわみち

向に延びる道が、『続日本紀』天平勝宝８(756)年４月条にみる「渋河路」と推定されます。南北道
路としては、生駒山地西麓部付近を
縦走する後の南海道(東高野街道)が
想定されます。
３．古代集落とくらし
古代寺院や当時の主な街道の周辺
を中心に集落が分布しています。
こ ま で ら

〈 飛鳥時代〉高安郡では、高麗寺 跡

の周辺で居住域が、河内郡では、条
里制に規制された水田を中心とした
生産域が確認されています。若江郡
の旧小阪合分流路の流域では、西
郡・萱振・東郷・小阪合・中田・東
弓削遺跡で集落域が、７世紀代に大和

図３

八尾市域の飛鳥時代から平安時代前期のムラ位置(居住域)

やはぎ

川本流であった矢作ルートの流域では、西岸に位置する
成法寺遺跡で居住域が確認されています。渋川郡では、
古平野川ルート流域の久宝寺・跡部・植松・太子堂遺跡
で集落が認められ、志紀郡では、渋河路に沿った弓削・
志紀・老原遺跡で集落が検出されています。
〈奈良時代〉高安郡では、飛鳥時代から奈良時代に継続

する心合寺跡・高麗寺跡・教興寺跡周辺で集落が確認さ
れ、神宮寺遺跡の東部一帯に集落が存在したようです。

写真１ 総柱の掘立柱建物跡
（奈良時代）〈成法寺遺跡第３次〉

河内郡では、飛鳥時代から継続して条里制に従った水田
経営が認められます。若江郡では、西郡廃寺・東郷廃寺の周辺で集落の拡大が見られるほか、東弓削
遺跡内においては、由義寺跡(弓削寺跡)周辺で集落が認められます。渋川郡では久宝寺遺跡内を通る
渋河路周辺や渋川廃寺一帯および東西に伸びる磯歯津路に面した太子堂・植松遺跡で集落が検出され
ています。志紀郡では、弓削・志紀遺跡で当該期の集落が検出され、志紀遺跡では、条里水田の開発
時期が奈良時代中頃から後半であったと推定されます。
４．古代のいのりと墳墓
＜寺院＞八尾市においては、渋川郡に中河内最古の飛鳥時
代前期(７世紀前半)に渋川廃寺が建立されます。そのほか、
渋川郡では、久宝寺遺跡で仮称神武町廃寺、太子堂遺跡で
仮称南太子堂五丁目廃寺が想定される飛鳥時代後期から
奈良時代前期の屋瓦が出土しています。市域中央部の若江
にしごおり

とうごう

ゆ げでら

ゆ

げ でら

郡では、北から 西 郡 廃寺・東郷廃寺・由義寺跡(弓削寺跡)
が飛鳥時代後期(７世紀後葉)に建立されます。また、由義
寺跡(弓削寺跡)周辺では、奈良時代後期に由義宮を中心と

図４ 八尾市域の主な古代寺院位置図

した西京が設けられています。生駒西麓部に位置する高安郡では、後に南海道(東高野街道)となる道
しんごうじ

きょう こ う じ

じんぐうじ

路の東部で、北から心合寺跡・高麗寺跡・ 教 興寺跡が飛鳥時代後期(７世紀後葉)、神宮寺廃寺が奈良
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時代後期に建立されます。志紀郡では、老原一丁目
で奈良時代後期の東大寺系軒丸瓦が出土した五条宮
①
②
③
④
⑤
〈①東郷遺跡〉
〈②〜④成法寺遺跡〉
〈⑤弓削遺跡〉

廃寺が存在しています。
とじょう

＜いのり＞この時代、都城 では、不衛生な環
図５

えきびょう

境で 疫 病 が流行し、天候不順など自然災害

墨書人面土器に描かれた顔
はんらん

かんばつ

により、生活がおびやかされたことが記録にあります。特に河内では、河川の氾濫 や旱魃 の影響が
ぼくしょじんめん ど き

すみ

大きかったと思われます。当時の川や溝、井戸など水に関係する場所からは、墨書 人面 土器(墨で顔
うまがた

ど ば

やくびょうかみ

面を描いた小壺)や土馬(土製の小さな馬形 )などが発見されます。墨書人面土器の顔は 疫 病 神 で、病
けが

うつわ

いけにえ

気などの穢 れを 器 に封じ込め、水に流したという説があります。土馬は、生きた馬の生贄 の代わり
あまご

し う

として、雨乞いや止雨など天候に関するマツリに使ったと考えられています。
＜墳墓＞飛鳥時代の墳墓には、高安千塚古墳群の法蔵寺境内３-Ｂ号墳、来迎
寺北古墳、天神山古墳や高安山山頂近くにある高安山古墳群(１〜３号墳)があ
り、７世紀中〜後葉に築造されています。奈良時代には、東部に存在する花岡
山古墳(楽音寺６丁目)、心合寺山古墳(大竹４・５丁目)から、須恵器壺を用い
いしびつ

た蔵骨器、鏡塚古墳(大竹５丁目)からは蔵骨器を納めた石櫃が見つかっていま
す。これらは、古墳の墳丘を再利用した火葬墓です。古墳以外では、東弓削

写真２

須恵器蔵骨器

(奈良時代)〈東弓削遺跡第 24 次〉

遺跡第18次調査から墳墓や須恵器壺を用いた蔵骨器が、同遺跡
24次調査からは須恵器壺を用いた蔵骨器が発見されています。
５．幻の西京はどこに
きのえね

みことのり

ゆげのみや

にしのきょう

かわちのしき

「甲子、 詔 して、由義宮を 西 京 としたまふ。河内国を河内職
しょくにほん ぎ

じ ん ご け い うん

とす。」(『続日本紀』神護景雲三年(769)十月三十日条。読み
下しは『新日本古典文学大系 続日本紀 四』(岩波書店)より。以
きのと う

また

じんごけい

下同)・・・
「 乙 卯、河内職を復、河内国とす。
」(『同前』神護景
うん

みことのり

雲４年(770)八月二十六日条。) 詔 が出て、わずか 10 箇月後
しょうとく

ほうぎょ

の、神護景雲４(770)年８月４日に 称 徳天皇が崩御され、「西
み た び ぎょうこう

京」の造営は停止されました。天皇が三度 行 幸 した由義宮も、
その姿を歴史上から消し、いまだその位置は不明です。大県郡・
若江郡・高安郡などを含む「都城」は確かに未完でしたが、律
令国家確立期に、東弓削地区出身の僧道鏡との関わりをとおし
みやこ

て「 都 (京)」の造営が推進された意義は、八尾の歴史を考える

図６ 西京(由義宮)域の推定範囲(足利健
亮 1986)と周辺の古代寺院跡及び遺跡分布図

上で重要と思われます。
平成 28 年度のイベントから

●秋季企画展関連講演会の開催

●大人のための考古学入門講座

2016 年 10 月 23(日)には『古代瓦からのメッセージ̶

2017 年 2 月 11・18・25 日(土)の３週にわたり大

中河内の同笵瓦が語るもの̶』、2017 年 1 月 22 日(日)に

人を対象とした考古学入門講座を行いました。３日間に

は『八尾市内の飛鳥〜奈良時代の集落について』と題する関

わたり、発掘調査の方法、地層・地形の見方、本物の土

連講演会を開催しました。参加者からは「話題となっている

器や石器を使った体験学習、銅鐸

由義寺跡(弓削寺跡)に関連する講演が
聞けて良かった。」といった感想も聞

製作などを行いました。参加者は

かれ、八尾の古代に関心が集まってい

熱心に講座を聴講し考古学への興

ることを実感する講演会となりました。

味・関心が高まった様子でした。
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八尾市出土の主な遺物や遺構を紹介します。

遺物に残された奈良時代のメッセージ̶太子堂遺跡第１次調査の墨書から̶
太子堂遺跡の第１次調査から
は、奈良時代の居住域を示す井戸
や土坑などの遺構が見つかりま
した。
そのうち D 区で検出した奈良
時代中期（８世紀中頃)の井戸(Ｓ
Ｅ201)の井戸枠には、墨書が確
認できました。北側の枠には「北
一」
、西側の枠には「西一」
、南側
の枠には「南一」の文字が小さく
書いてあり、当時の人々も方位を
認識していたことが窺えます。
また、Ｂ区で検出した奈良時代
中期（８世紀中頃)の井戸(ＳＥ
201)から出土した坏の底には

Ｄ区井戸(ＳＥ201)平・断面図

Ｄ区井戸(ＳＥ201)出土遺物
井戸枠 実測図

『西』の文字が墨書されていました。さらに高坏の脚には、『高坏』の文字が墨書されていました。
現在も『高坏』の呼び名は使っており、約 1300 年前から変わらないことが判りました。

Ｂ区井戸(ＳＥ201)出土遺物

Ｂ区井戸(ＳＥ201)

イベント情報

編集後記
光陰矢のごとし。月日の経つのはとても
早く、前回の号を編集してから「あっ」と
言う間に半年が過ぎました。
その間、八尾市では世紀の大発見と言え
るくらいの大きな出来事がありました。
その出来事とは、弓削寺跡で行っていた
発掘調査により、神護景雲４(770)年に建
立されたと推定できる由義寺(弓削寺)の
塔跡が姿を現しました。この寺の造営に
は、称徳天皇と道鏡が関与していたと『続
日本紀』には記されています。
この発見は、大手新聞各社のトップ記事
になり注目を集めました。
七重塔が聳え立っていたかもしれない
塔跡の発見に、市民の関心がそそがれ、話
題となっています。
〈ＫＮ〉

◆通常展「八尾の地宝−埋蔵文化財調査センター収蔵品−」
内容：八尾市域から出土した旧石器時代から奈良時代の遺物を中心に展示
期間：平成 29 年２月 22 日(水)〜６月９日(金)
時間：午前９時〜午後５時(入館は午後４時半まで)
休館日：土、日、祝日
◆講演会等「やお・埋蔵文化財トーク−あの遺跡・遺物は今−」
演題：中田遺跡(刑部土坑)出土の吉備系土器について―邪馬台国時代の八尾と吉備
地方との交流を中心に―
講師：西村公助 (当施設学芸担当)
日時：平成 29 年５月 21 日(日)午後１時 30 分〜(先着 30 名、資料代 200 円)
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