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要　　旨

　早稲田大学東アジア都城・シルクロード考古学研究所では、研究課題の１つである「仏教の東方伝
播に関する考古学的研究」に関連して、東国最古級の７世紀の初期寺院として著名な龍角寺の発掘調
査を、2015年２～３月に実施した。調査は、科学研究費補助金（基盤研究A『文明移動としての「仏
教」からみた東アジアの差異と共生の研究』課題番号23242036、代表者：新川登亀男／分担者：城倉
正祥）を用いた。本稿は、その発掘概要報告である。
　千葉県栄町に位置する国指定史跡：龍角寺は、飛鳥山田寺と同型式の軒瓦が出土し、重要文化財と
なっている白鳳仏が伝世するなど、７世紀に創建された東国を代表する初期寺院である。早稲田大学で
は、1971年以来、継続的に発掘調査を実施してきたが、今回は現存する金堂北側、及び西側にトレンチ
を設定して発掘調査を実施した。金堂北側の第１トレンチでは、８世紀に造営された北回廊と想定され
る基壇遺構を検出した。また、基壇北側の土坑からは、完形品の土器が大量に出土し、非常に貴重な
塼仏の破片も確認された。龍角寺において、大量の土器が一括遺物として出土したのは初めてで、非
常に大きな発見となった。一方、金堂西側の第２トレンチでは、中近世の溝と土盛りによって、古代の
回廊と思われる遺構は削平されていたが、その下層から古墳時代後期の竪穴住居を検出した。なお、中
近世の遺構からは大量の古代瓦が出土し、この場所に西回廊が存在した可能性が高い点も確認できた。
　龍角寺Ⅱ期３次発掘調査では、奈良時代の回廊の痕跡を確認、大量の土器が出土し、稀有な遺物であ
る塼仏も検出されるなど、学術的に非常に大きな成果となった。今回の遺構編報告の次には、土器編・
瓦編を報告し、古代東国における仏教の展開過程の具体像を、考古学的に考究していく予定である。
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英文要旨

Institute of East Asia Archaeology for Walled City and Silk Road in Waseda University carried out 

excavation of Ryukakuji, well-known as one of the earliest Buddhist temple in seventh century of East Japan from 

February to March in 2015 in connection with the “Archaeological Study on Buddhism’s Transmission to East” 
which is one of the research subjects at this institute. This report is an excavation summary report at Ryukakuji.

Ryukakuji （a National Designated Historic Site） located in Sakae-machi, Chiba Prefecture is famous 

for having the ancient eaves tiles similar to those of Yamadadera in Asuka and a statue of Buddha founded in 

Hakuho period. Waseda University has continuously conducted excavation since 1971.
This time, the survey was conducted by setting trenches on the north and west side of existing main hall 

in order to grasp the arrangement of the corridor in this temple. As a result, we found an ancient foundation 

which is assumed as roofed corridor in the northern side of the main hall. Furthermore, we detected a pit which 

included a lot of potteries and a piece of tile of Buddha image called ‘Senbutsu’ which is unusual artifact in the 

eastern part of Japan. This was the first time that such a large quantity of potteries was excavated as concentrated 

artifacts in Ryukakuji. On the other hand, in the second trench of the west side of the main hall, it was recognized 

that the foundation of corridor was destroyed by modification. However we found the pit dwelling in early sixth 

century at the lower level of this trench. It was academically very accomplished by the excavation of Ryukakuji.

査読付き研究ノート



はじめに

　千葉県栄町に所在する下総龍角寺は、白鳳期に

創建された東国を代表する古刹である。早稲田大

学では、1948・49・71・76年と龍角寺の発掘調査

を実施してきた（Ⅰ期調査）が、正式な報告書の

刊行には至っておらず、考古学的な成果は不明

な部分が多い。以上を踏まえ、早稲田大学東ア

ジア都城・シルクロード考古学研究所、及び文

学部考古学コースでは、科研費を用いて、2014年

２～３月に測量・GPR（Ⅱ期１次）調査を実施

し、４月に補足（Ⅱ期２次）調査を行った。さら

に、2015年２～３月には同じ科研費を使用して発

掘（Ⅱ期３次）調査を実施した。本論は、龍角寺

の発掘（Ⅱ期３次）調査の遺構に関する成果の概

要報告である。

１．調査の経緯

　2014年のⅡ期１・２次調査の成果を踏まえて

（城倉2015a・2015b）、金堂北側・西側の回廊推定

地の発掘調査（Ⅱ期３次）調査を計画した。費用

は、前述の科研費を使用し、宿泊費・交通費・食

費・布団代などは、参加した教員・学生で負担し

た。なお、調査は早稲田大学文学部考古学コース

の機材を用いて実施したが、調査機材の一部（撮

影用タワー・一輪車等）は、栄町教育委員会・公

益財団法人印旛郡市文化財センターより借用した。

　調査計画は、栄町教育委員会生涯学習課文化財

班の荒井信司氏・喜多裕明氏と協議し、地権者で

ある大照堯常氏の許可を得て、千葉県教育委員会

に平成27年１月20日付で発掘調査に関わる手続き

の申請を行った。結果、平成27年２月16日付で埋

蔵文化財の発掘調査の許可（教文第46号の59）を

得た。発掘調査は、平成27年２月23日～３月27日

（33日間）の期間に実施し、調査最終日の３月27

日付で千葉県教育委員会に「発掘調査終了の確認

について（報告）」及び「埋蔵文化財保管証」、成

田警察署に出土遺物の「埋蔵物発見届」を提出し

て終了した。

　調査で出土した遺物に関しては、栄町文化財審

議会の同意のもと、教育委員会の許可を得て、期

間を決めて借用する協定を結び、早稲田大学で整

理作業を進めている。遺物は、土器編・瓦編に分

けて報告する予定なので、本稿では発掘遺構に関

する成果を中心に報告する。

２．調査の体制と経過

２－１　調査の体制

　調査の体制は以下の通りである。

【対象】龍角寺。【所在地】千葉県印旛郡栄町龍角

寺245－１。【期間】2015年２月23日～３月27日

（33日間）。【面積】第１トレンチ：36㎡／第２ト

レンチ：17㎡（合計53㎡）。【主体】早稲田大学東

アジア都城・シルクロード考古学研究所、早稲田

大学文学部考古学コース。【担当】城倉正祥（所

長、准教授）。【指導】近藤二郎・高橋龍三郎・長

崎潤一・寺崎秀一郎（教授）、田畑幸嗣（准教授）。

【学生代表】青笹基史（科目等履修生）。【参加者】

中村憲司（文学研究科D２）、福岡佑斗（文学研

究科M１）、根本佑（学部４年生）、石井友菜・

井上早季・木村結香・小林和樹（学部３年生）、

呉心怡・佐藤優芽・谷川遼・平石瑞穂（学部２年

生）、伝田郁夫（大田区立郷土博物館）。【協力者】

大照堯常（宗教法人龍角寺住職・地権者）、市毛

勲・今城未知・大網信良・岡内三眞・川尻秋生・

佐藤悠登・佐藤亮太・新川登亀男・ナワビ矢麻・

平原信崇・福田莉紗・松永修平・山崎美奈子・渡

辺玲（早稲田大学）、須田勉（国士舘大学）、糸

原清・白井久美子・萩原恭一（千葉県教育委員

会）、小牧美知枝（公益財団法人印旛郡市文化財

センター）、山田富士雄・伊藤博夫（栄町文化財

審議会）、大久保靖夫（NPO法人栄町観光協会）、

奥住淳（芝山町教育委員会）、喜多裕明・荒井信

司（栄町教育委員会）、大野博（栄町議会副議

長）、山路直充（市川市立考古博物館）、佐川正敏

（東北学院大学）、金田明大・降幡順子（奈良文化
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財研究所）、竹田瑛（考古調査士OB）、能勢幸枝

（印西市教育委員会）、野口行雄（千葉県立房総の

むら）。※敬称略、五十音順。肩書は当時。機関

の順序は任意。

２－２　調査の経過

　調査の経過は以下の通りである。

【2.23】AM：大学から調査機材を運搬。PM：芝

山町から調査機材を運搬。宿舎整備。【2.24】龍

角寺の発掘と並行して実施した50号墳の補足

GPR調査（城倉ほか2015c）のため、50号墳の表

面を清掃。【2.25】AM：千葉県立房総のむらの

野口行雄氏と打合せ後、50号墳のＳ路線トラバー

ス測量を実施。PM：MALA社500MHzアンテナ

を用いてGPRを開始するも、ヒューズが破損し

て中断。龍角寺第１トレンチの発掘地点の清掃を

行う。【2.26】AM：50号墳のGPR作業のための

エスロンテープを回収。PMは雨のため作業中止。

【2.27】AM：１・２トレンチの発掘地点の清掃、

栄町教育委員会の荒井信司氏が現況と地区設定を

確認。PM：１トレンチ（２×15ｍ）、２トレン

チ（２×７ｍ）を設定。夜：トレンチ内の遺物

取り上げ地区の設定。各トレンチを３ｍ毎に区

分けし、A・B・C……と名称を付けた。注記は

「RKJ-Ⅱ-3 １トレA区表土 150227」など表記を統

一した。【2.28】AM：奈良文化財研究所の金田

明大氏の協力を得て、ナワビがMALA社のX3M

を用いて50号墳のGPRを実施。全体区のGPR終

了。AM－PM：龍角寺は１トレンチの表土を掘

削。【3.1】AM：50号墳はGPR調査区設定、龍

角寺は１トレンチを北側へ３ｍ拡張。PM：雨の

ため作業中止。【3.2】AM－PM：50号墳はレー

ダー杭の測量終了、龍角寺はW・P路線のトラ

バース・水準測量。【3.3】AM－PM：測量班は

P・D路線のトラバース・水準測量終了。発掘班

は１トレンチの掘削。調査区南側で顕著な流土層

を確認。北側には流土が少ない点も確認。【3.4】

AM：雨のため作業中止。栄町教育委員会の整理

室で五斗蒔瓦窯出土品の調査。PM：１トレンチ

北側でソフトロームの上面を検出。２トレンチ

は表土掘削を開始。【3.5】AM－PM：１トレン

チは南側流土を除去。北側の現代撹乱を掘り下

げ。２トレンチは東側に１×３ｍ拡張区を設け

る。引き続き、表土の掘削を行う。【3.6】AM－

PM：１トレンチは北側のソフトロームと考えた

層に遺物が混入することから堆積層と判明し、除

去して中央基壇の北端を検出。堆積層からは、灰

釉陶器・方頭釘・中世陶磁器・内面黒色土器など

の土師器が出土。基壇中央上面ではいくつかの撹

乱を検出。南側は流土を除去して版築の上面を検

出した。２トレンチは表土の掘削。【3.7】AM－

PM：１トレンチは南側流土下から黒と黄の互層

版築を検出。版築の上には盛土層も確認。北側は

ソフトロームの直上に旧表土・盛土を検出。基壇

の南北で構築方法が異なる点を確認した。基壇の

範囲が確定し、基壇南北幅が約12ｍとなり、回廊

としては広く、講堂としては狭い点が判明した。

２トレンチは表土下の検出作業。【3.8】雨のため

作業中止。PM：成田山新勝寺を見学。龍角寺旧

金堂の設計図を利用して1858年に建造された旧本

堂（現在の釈迦堂）を観察した。【3.9】AMに作

業を始めるが雨のため作業中止。10時より終日出

土遺物の洗浄を行う。【3.10】AM－PM：１トレ

ンチは全体の精査。南側斜面に段差を検出。犬走

りの可能性を考える。２トレンチは堆積土が厚い

点が判明し掘削を進める。【3.11】AM－PM：１

トレンチは遺構カードの作成、及び基壇部分の

精査。２トレンチは基壇が検出できず、中世以

降の新しい黒色の盛土（住職墓の造成に伴うも

の？）と判断されたため、黒色土を一気に掘削し

た。結果、下層のトレンチ中央で南北の溝、及び

西側で竪穴住居と思われる掘り込みを確認した。

【3.12】AM－PM：１トレンチは基壇の北側で溝

状の土坑を確認。遺物が多量に含まれる点が判明

した。２トレンチは南北溝と竪穴住居の精査を行

う。【3.13】AM－PM：１トレンチは写真のため

の壁清掃。２トレンチは清掃して夕方に写真撮影

を行うも、天候のコンディションが悪く翌日に延
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期。【3.14】AM－PM：１トレンチは写真のため

の全体清掃。２トレンチは清掃終了後にトレンチ

全体の写真撮影。竪穴住居はベルトを外して写真

撮影。AMに市毛勲氏、PMに佐川正敏氏が龍角

寺を見学。【3.15】AM－PM：１トレンチは全体

の写真撮影。２トレンチは竪穴住居を掘り下げ、

土師器（甕・坏）、貯蔵穴、ピットを確認。【3.16】

AM－PM：１トレンチは実測用の杭を敷設して、

平面図の作成開始。基壇北側の土坑の掘り下げを

進める。完形品の土器が多く出土するため、慎重

に掘り下げを行い、完形品はXYZを記録して取

り上げた。２トレンチも実測用の杭を敷設して、

平面図の作成を開始。竪穴住居のみは10分の１

スケールの微細図を作成した後に土器を取り上げ

た。【3.17】AM－PM：１トレンチは北側の土坑

で金箔塼仏が出土。撮影後にXYZを記録して取

り上げた。その他は平面図の作成。２トレンチは

平面図の作成を進める。【3.18】AM－PM：１ト

レンチは平面図の作成が終了。引き続き北側土坑

の掘り下げを行う。２トレンチは平面図の作成が

終了、セクション図も作成終了。なお、旧二荒神

社北西斜面の重要表採品をXYZを記録して回収、

50号墳の杭も回収。【3.19】AM：雨のため作業

中止。PM：高橋龍三郎・大網信良・平原信崇氏

が龍角寺・龍角寺古墳群・博物館を視察。【3.20】

大学行事のため、終日休業とする。【3.21】AM－

PM：１トレンチは北側土坑の掘り下げ。土器の

取り上げが進む。２トレンチは土層注記、セク

ションのメモ写真を撮影して作業終了。AMに山

路直充氏、PMに野口行雄氏・能勢幸枝氏が龍角

寺を見学。【3.22】AM：現地説明会の開催。50人

以上の見学者が来訪。新川登亀男・糸川清・白井

久美子・萩原恭一氏より出土遺物に関してご教示

をいただく。PM：１トレンチはセクションの清

掃と線引き、２トレンチは埋め戻し開始。【3.23】

AM：川尻秋生氏が龍角寺と遺物を見学。AM－

PM：１トレンチはセクション図の作成。基壇北

側土坑の掘り下げと土器の取り上げ。基壇上面の

中世土坑の掘り下げ。中世土坑からは板碑・宝篋

印塔の隅飾突起・人骨を確認。葡萄唐草文軒平

瓦・蓮華形土製品など古代の遺物も混入してい

た。土坑の断面で、基壇盛土の下層に厚い版築層

を確認。基壇南側で確認している版築が続いてい

ることが判明。PM15：00雨のため撤収。【3.24】

AM－PM：１トレンチは中世土坑の掘り下げ。

宝篋印塔・板碑の下層に大量の人骨が散乱して検

出される点を確認。時間的な制約もあり、それ以

上の掘り下げを断念した。１トレンチのセクショ

ンが終了、完掘写真を撮影。２トレンチは埋め戻

しが完了。【3.25】AM：１トレンチのセクション

土層注記が完了。基壇上面の土坑・柱掘り方？の

断ち割りとセクション図の作成。基壇南側の版築

層を部分的に断ち割りした結果、互層になってい

る版築層の下層にある黒色版築層で創建瓦が混入

する点を確認。その下は地山のハードローム層。

基壇北側の堆積層を切り込む土坑からは８世紀後

半～９世紀前半の土器が出土しているので、基壇

の造営は創建期より少し遅れる８世紀前半代と推

定された。断ち割り部分のセクション図を作成し

て作業終了。PM：１トレンチの埋め戻しを開始。

【3.26】AM：１トレンチの埋め戻し終了。PM：

栄町文化財審議委員会の現地視察。最終的な埋め

戻し状況を栄町教育委員会の荒井信司・喜多裕明

氏に確認していただく。【3.27】AM：今後の調査

のための道路杭（R路線）をトラバース・水準測

量。宿舎の清掃・撤収。PM：芝山町教員宿舎へ

調査機材の運搬。18時に鷲町集会所（宿舎）の鍵

を大久保靖夫氏に返却して大学に撤収。20時大学

帰着。

３．測量調査の成果と発掘調査の課題

　龍角寺の調査研究史、地理・歴史的環境は既

にまとめているので（城倉2015a、以下「前稿」）、

省略する。本稿では、GISで新規作成した地形

図（図１）のみ提示しておく。本節では、測量・

GPR（Ⅱ期１・２次）調査の成果を簡単にまと

め、発掘（Ⅱ期３次）調査の課題を明確化する。
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　測量調査では、元禄金堂の礎石を主軸とする局

地座標を設定し、10㎝等高線測量を実施した。測

量後に平面直角座標系のトラバースを行ったが、

元禄金堂はほぼ真北に主軸を持つため、局地座

標と世界測地系はほぼ同じ方位を持っていた（１）。

そのため、Ⅱ期３次調査においても調査の利便性

を重視し、局地座標を用いて平面図の作成などを

行った。

　図２は平面直角座標系に基づく測量図で、図３

には主要遺構の軸線を示した。なお、金堂・塔心

礎・鐘楼礎石・龍神宮礎石・仁王門礎石は、S＝

1/20で平面図を作成したが、図４～６に成果を示

した。以上の測量調査の基礎的作業によって、龍

角寺の創建期における伽藍配置、及び古代～近世

までの主軸の変遷が明らかとなった。

　前回調査の成果は以下の２点に集約できる。

①測量・GPRによって創建期伽藍の配置に関す

る基礎情報を取得した。すなわち、従来は中門

（仁王門の位置）・金堂・講堂が主軸上に並ぶ変則

的伽藍が指摘されていた（旧二荒神社造替に伴う

調査成果から指摘されたが、調査成果が公表され

ていないため詳細は不明）が、金堂と塔が東西に

並び、その中心北側に講堂が位置する滝口以来の

「法起寺式」伽藍を再想定した。

②詳細な地形測量・GPRの解析によって、龍角

寺における遺構の主軸に規則性が認められる点を

把握した。すなわち、創建期伽藍が真北に対して

西に４度07分傾くのに対して、現金堂基壇は西に

１度29分、そして元禄金堂がほぼ真北を示すよう

に、方位は白鳳期から江戸にかけて真北に変遷し

た可能性が高い。一方、江戸の仁王門、鐘楼は東

に３度38分傾き、江戸期の参道の軸線に一致して

いた可能性を考えた。なお、旧二荒神社・龍神宮

の社に関しては寺院の主軸に規制を受けていない

可能性が指摘できた（軸線の変遷は図３参照）。

　以上の測量・GPRの成果を踏まえると、創建

期の伽藍配置を確定する上で重要なのは、金堂北

西部～北東部にかけての高まりの性格解明（回廊

の有無と講堂の位置）である。当該地点は、1976

年に早稲田大学が発掘調査を行っているが、報告

が行われておらず、現状では図面などの調査資料

も早稲田大学で保管を確認できないため、詳細は

不明である（２）。なお、76年の調査では、金堂西側

の高まりが自然地形である点が判明したと指摘さ

れている。また、1989年の旧二荒神社の造替に伴

う発掘調査では、調査区東側で「ローム層を掘り

込んで形成された版築基壇の西端を南北方向に約

10ｍほど検出、（中略）、金堂基壇の北側に位置す

ることからして講堂跡の可能性を有する遺構と想

定できる」（千葉県史料研究財団1998、P456）と

されるが、発掘報告書が刊行されていないため、

詳細は不明である。すなわち、金堂・塔の発掘状

況に関しては1971年の概報によってある程度把握

することは可能だが、伽藍配置を決定する上で最

も重要な金堂北西～北東にかけての高まり部分に

関しては情報がなく判断ができない状況にある。

以上を踏まえ、Ⅱ期発掘調査の当面の対象地を金

堂北西～北東にかけての部分とした。前回調査

のGPRでは、旧二荒神社の西南側（M区・P区）

及び北東側（L区）に「回廊状」の強い反応を確

認したが、Ⅱ期３次調査ではこの反応の追及を最

重要課題に設定した。

４．調査の基本情報

４－１　調査区の設定

　前節での課題を踏まえ、調査区を設定した。以

下、トレンチの設定方法とその目的をまとめる。

【第１トレンチ】GPRのL調査区での反応を確認

するため、及び旧二荒神社下で確認された版築層

の性格を明らかにする点を目的に、金堂北側の高

まり部分に設定した。地表面の観察から、過去の

調査区の痕跡が認められない地点を選定し、幅２

ｍ×長さ18ｍのトレンチを設定した。

【第２トレンチ】GPRのM調査区での反応を確認

するため、及び1976年の調査で自然地形（地ぶく

れ）と指摘される高まりの性格を明らかにする点

を目的に、金堂西側に設定した。金堂西側の当該
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図１　GIS 表示に基づく龍角寺と周辺遺跡の立地
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図２　龍角寺Ⅱ期（１・２次）調査の測量成果
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図３　龍角寺の主要遺構の軸線とその変遷
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図４　龍角寺Ⅱ期（１・２次）調査の金堂（上）、塔心礎（下）の実測成果
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図５　龍角寺Ⅱ期（１・２次）調査の鐘楼（上）、龍神宮（下）の実測成果
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図６　龍角寺Ⅱ期（１・２次）調査の仁王門の実測成果（上）と礎石の三次元俯瞰（下）



部分には幅２ｍほどの東西方向の凹みが認められ

る。この痕跡が1976年の発掘調査のトレンチと想

定された（発掘によって想定通りの場所で旧調査

区を確認）。そのため、旧トレンチを避けつつ、

東端で旧トレンチの一部が重複する第２トレンチ

を設定した。幅２ｍ×長さ７ｍで、東側のみ幅

１ｍ×長さ３ｍとした。

４－２　遺物の取り上げ方法と遺構記号・番号

　遺物の取り上げは、各トレンチの長軸方向を３

ｍずつに地区割し、１トレA区、B区、C区……

といった具合に名称を付けた。土層は発掘時に色

調・しまり・混入物などで区別した土層名を付

し、遺構に伴う遺物は仮の遺構名を付して取り上

げた。完形品、及び重要遺物は、TSでXYZを記

録してドット上げした。

　なお、調査終了後の整理段階で、重要な遺構に

ついては遺構記号・番号を付した。遺構記号・番

号の付け方には、「固定番号方式」と「仮番号方

式」があり、両者には長所と短所がある（文化庁

文化財部記念物課2010『発掘調査のてびき─集落

遺跡発掘編─』天理時報社）。龍角寺の過去の調

査では、このような概念での整理は行われてこな

かったが、今後の継続的な調査を考慮した時、年

次毎の調査成果を明確にしつつ、調査の進展に

従って柔軟に解釈を変更できる遺構記号・番号を

採用する必要がある。具体的には、調査中に土

坑・溝・柱穴など仮名称と仮番号を付与し、調査

終了後の概報作成時に認識遺構の准正式名称を与

える方法を採用する。准正式名称には、SD（溝）、

SM（盛土）、SK（土坑）、SP（柱穴・ピット）、

SS（石）、SX（その他）などの遺構記号を付与し

た後、調査年度（2015年－15）、遺構番号（01よ

り連番。各トレンチ毎に桁数を変える。１トレン

チは01～、２トレンチは20～など）を与えた。順

番は年代に関係なく、任意に付番する。この方法

であれば、各年次毎の調査成果を遺構番号で明確

に把握できる。以上の准正式名称は、調査の継続

に従って認識が改まった際には、必要最低限の変

更を加えていき、最終報告書作成時に正式名称を

与える予定である。

　以上の方法は、遺構記号・番号が同じ遺構に関

して複数付与されてしまうデメリットもあるが、

調査年次毎の概報を基本とし、変更を最小限にす

ることで混乱を避ける（「仮番号方式」と「固定

番号方式」の折衷型）。

４－３　Ⅱ期３次調査の基準点

　龍角寺Ⅱ期調査に際しては、１・２次調査で設

定した局地座標を用いて調査を継続する予定であ

る。さて、１・２次調査では、今後の継続的な

作業を見据えて、基準となる道路杭（P3・W1・

W2・W3）を設置した。しかし、３次調査の前

半に境内周囲をめぐる道路が再舗装工事され、道

路杭が撤去された。そのため、R1・R2・R3・R4

の道路杭を新設した。以下では、今回（３次調

査）の測量について説明する（図７）。

　まず、工事担当者より道路杭が舗装工事のた

め撤去されるとの通告を受けて、１・２次調査で

敷設した道路杭から境内の杭を経由する結合トラ

バースを行った（W1：後視－W3－W4－W5－

W6－W7－P2－P3－W1：前視）（道路杭のW1・

W2・W3が舗装工事で消滅したため、図７には

この路線図は記載していない）。夾角の観測誤差

は＋２秒で、均等補正した。夾角補正後の水平距

離の誤差はX方向－３㎜、Y方向０㎜で、距離に

応じた補正を行った。次にP路線復活のための結

合トラバースを行った（P2：前視－P3－P5－P4－

P6－P7－P8－P9－P10－P11－P1－P2－W7：前

視）。夾角の観測誤差は＋７秒で、均等補正した。

夾角補正後の水平距離の誤差はX方向＋３㎜、Y

方向＋５㎜で、距離に応じた補正を行った。次に

D路線復活のための結合トラバースを行った（P8：

後視－P9－D1－D2－D3－D4－D5－D6－D7－

P10－P11：前視）。夾角の観測誤差は－44秒で、均

等補正した。夾角補正後の水平距離の誤差はX方

向＋７㎜、Y方向＋１㎜で、距離に応じた補正を

行った。最後に新たに敷設したR1・R2・R3・R4
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図７　龍角寺Ⅱ期３次調査のトラバース路線とトレンチ位置



様相が異なるため、基壇の正確な範囲を位置付

けるのは困難である。すなわち、北側は地山上

の旧表土の直上に盛土（SM1511）で基壇が構築

されているのに対して、南側は地山を0.7ｍ以上

掘り込んで構築した版築層（下層：SM1513 ／上

層：SM1512）の上面に盛土（SM1511）がなさ

れており、南北の構築方法は全く異なる。南側で

検出した版築層（SM1512・SM1513）が北側の

どこまで続くのかは、遺構の保存を優先して全面

的な断ち割りを行っていないため、明らかではな

い。しかし、基壇上面南側に検出された中世土

坑（SK1508）の断面でも北側に続いている点か

ら、少なくとも7.5ｍ以上の南北幅を持つ版築で

ある点が判明している。おそらく、1989年の旧二

荒神社の造替に伴う発掘区の東側で検出したとさ

れる南北10ｍの版築は、SM1512・SM1513と同

一の遺構と思われる。だとすれば、東西幅も９ｍ

以上の規模を持つ大がかりな版築であると推察さ

れる。一方で、1989年の調査成果で指摘されてい

る、ローム層を切り込む（掘込地業の可能性が高

い）版築が建物の基壇範囲を反映するという前

提には疑問が残る。基壇北側の旧表土上面の盛

土（SM1511）の存在は、少なくとも基壇の上面

が版築ではなく、大きなロームブロックの混じる

土を使用して固く叩き締められた（しかし互層に

はならない）橙褐色の土で構築されていた点を示

している。更に、基壇北側では旧表土と盛土の

変換点に当たる部分に倒れ込んだ青灰色の板石

（SS1503）が出土しており、基壇の外装石だった

可能性が高い点が注目される。この地点を基壇の

北端と考えれば、基壇の底面は標高30.6ｍ付近で

（実際に基壇より北側のソフトローム層は30.5ｍ

付近で平坦に整地されている）、検出している青

灰色の板石の標高が30.8ｍ、すなわち標高30.6～

30.8ｍが基壇北側の外装底面と想定できる。基壇

の南北で外装底面の標高が著しく異なるとは考え

にくいので、その視点で南側の東西セクション

を観察すると、版築層（SM1512・SM1513）の

上面、すなわち盛土（SM1511）の下層は東壁で

を経由する閉合トラバースを行った（P4：後視－

P2－R1－R2－R3－R4－W4－W5－W7－P2－P4：

前視）。夾角の観測誤差は－44秒で、均等補正し

た。夾角補正後の水平距離の誤差はX方向＋３㎜、

Y方向－１㎜で、距離に応じた補正を行った。

　以上のトラバース測量に加えて、道路杭P3の標

高29.666ｍを基準として水準測量を行い、全ての

基準杭に標高を与えた。なお、実測用の杭に関し

ては、開放で設定（P9-J1、P10-J2、D2-J3）した。

５．第１トレンチの発掘成果

　Ⅱ期３次調査では、第１・２トレンチを設けて

発掘を行った。トレンチの配置は図７、各トレン

チの平面・断面図は図８・９、土層注記は表１、

第２トレンチの竪穴住居微細図は図10に示した。

なお、調査時の写真は、「写真図版」として一括

して最後に提示した。以下では、各トレンチの発

掘成果について、トレンチ設定・層序・検出遺構

の順番で詳述する。

【トレンチ設定】第１トレンチは、GPR調査の成

果から、北側回廊の可能性を考えた地点である。

一方、1989年の旧二荒神社の造替に伴う発掘では、

「調査区東側でローム層を掘り込んで形成された

版築基壇の西端を南北方向に約10ｍほど検出」で

きたと報告され、講堂の可能性が指摘される地点

でもある。講堂か、回廊なのかを明らかにすべく

設定したトレンチである。発掘区の設定前に清掃

して地表面を子細に観察したが、過去のトレンチ

痕跡等は認められなかったので、未発掘で最も残

りが良いと思われる箇所に２×18ｍのトレンチ

を設定した。

【層序】基本的な層序に関して、確認できた遺構

も含めて古い順番から示す。なお、ここではロー

ム層（下層の硬質なハードローム、及び上層の軟

質なソフトローム）を古墳時代以降の活動痕跡の

基盤となった層として「地山」と表記する。

　まず、最も古く位置付けられる遺構は、古代

の建造物の基壇である。しかし、基壇の南北の
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を区画（遮蔽）する空間的機能を持たない講堂と

して想定するには躊躇を覚える。一方で、基壇の

南側が大きく削平されていないと仮定し、南北幅

の広い回廊基壇と考えることはできないだろう

か。本来的に遮蔽施設としての性格を持つ回廊と

考えた場合、地山の上に盛土を施す北側と境内内

部の掘込地業の上部に盛土を施した南側という対

照的な基壇構築の様相を、伽藍の「内外」が隔絶

される機能をもつ回廊の構造に起因すると考えれ

ば理解はしやすい。また、盛土による基壇の構築

技法は、龍角寺を遡る時期に造営された岩屋古墳

などに見られる「中堤」（古墳外を重圏する周溝、

その中間に現出する内外を隔絶する施設）の構造

に通じる点も注意しておきたい（仏教という「中

央」の思想を導入しながらも、寺院の造営には前

代までの土木技術が使用される点にこそ、地方の

初期寺院造営の歴史的意義が隠されているのかも

しれない）。すなわち、基壇自体は幅広く盛土で

構築しながら、上部構造は一本柱塀や小規模な単

廊などによって遮蔽施設としている可能性もあ

る。

　以上、89年の発掘で確認された版築層を基壇

本体と考えることは難しく、今回の発掘遺構の

状況からする限り、現状では講堂と考えるより

も、（比較的規模の大きい）回廊の基壇とする蓋

然性が高いと現時点では判断している。栄町に保

管されている1971年の調査図面（金堂・塔の発

掘成果）の精査、あるいは今後更に東側に発掘

を継続することで、版築層（SM1512・SM1513）

及び盛土（SM1511）を含む基壇の性格を更に追

及する予定である。なお、基壇の年代も今後の

整理を踏まえて結論付ける予定だが、下層版築

（SM1513）に創建期の瓦の破片が包含される点

を確認しており、基壇が講堂だとしても、回廊だ

としても金堂・塔よりも下る時期の造営が想定で

きる。この点は、従来指摘されているように、重

弧文軒平瓦で構成される創建瓦が伽藍中枢部で多

く認められるのに対して、関東では下野薬師寺に

しか類例のない葡萄唐草文軒平瓦が境内北側で採

標高30.8ｍ、西壁では30.7ｍである点が分かる。

つまり、基壇の外装底面は南北ともほぼ同じで、

30.6～30.8ｍと想定でき、基壇の南北幅は残りの

良い西壁で計算すると11.2ｍとなる。しかし、一

方の東壁では盛土の開始点が約２ｍ北に位置して

おり、南端がある程度削平されている点も事実で

ある（なお、トレンチは基壇の想定軸線よりも大

きく北西にふれているので、当然ながら実際の基

壇南北幅は11.2ｍよりかなり短くなると予想でき

る）。現状では正確な基壇南北幅を確定するのは

難しいが、通常の回廊と想定するには幅広く、講

堂と想定するには狭い範囲と言える。

　以上の状況からすると、89年の調査で指摘され

た版築層（今回のSM1512・SM1513）は、基壇

そのものというよりは、盛土（SM1511）で構築

された基壇の南側下層に存在する掘込地業で、そ

の上面レベルは基壇外装底面にあたり、掘込地業

自体は境内内部の金堂方向に続くと考えるべきで

ある（少なくとも宮内庁下総御料牧場から移築さ

れた校倉資料庫の北側限界まで設定した第１トレ

ンチの範囲を越えて、南側まで続く点は確認でき

る）。つまり、その分布状況から機能を考えるの

であれば、基壇の強度を高める下層の掘込地業で

はなく、境内内部の整地、あるいは舗装の機能を

有した版築だった可能性がある。もちろん、現状

の盛土の範囲は南側を大きく削平されたもので、

第１トレンチの南側まで続く版築層上面に基壇盛

土が続いていた可能性も捨てきれない（建物規模

から判断して、講堂を想定することになる）。し

かし、その場合は南北幅が非常に広い基壇を持つ

講堂で、71年の発掘から現金堂北側部分に50尺四

方（15ｍ四方）で想定されている創建期金堂に近

接しつつ、金堂北側のかなり西に偏った位置に存

在を想定しなければならなくなる。また、講堂と

想定した場合は、基壇南北の構築方法の大きな違

い（北側は旧表土の上に盛土、南側は掘込地業の

版築上に盛土）を説明することが難しい。基壇の

南北で構築方法が異なる理由は、南北で機能的、

あるいは空間的差異があると考えるべきで、南北
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集される点とも関係する可能性がある。

　次には、基壇以降の層序、遺構について確認し

ていく。基壇の次に位置付けられるのは、基壇北

端から約2.5ｍの位置にある古代の土坑（SK1501）

である。基壇北側の流土（②）との関係は明らか

ではないが、流土（②）を覆う堆積土（④）には

完全にパックされている状態であり、基壇北側の

流土に近い時期が想定できる。地山を大きく削り

込んでおり、深さは0.6～0.7ｍである。トレンチ

北端に一部を検出している状態のため、全体プラ

ンなどは不明である。包含遺物から廃棄遺構と考

えられ、土坑としているが溝である可能性も残る。

出土遺物の部分で後述するように、瓦片と共に完

形品の土師器・須恵器が多量に出土し、瓦塔や塼

仏、勾玉などが出土した。完形品の土器は器種に

関係なく灯明皿として使われていた痕跡が認めら

れ、万灯会などの法会の後に一括廃棄された可能

性が高い。年代は８世紀後半～９世紀前半を想定

しているが、今後の整理作業を待って正確な年代

を位置付けたい。なお、SM1513の版築に混入す

る創建瓦の破片、及びSK1501の土器の年代によっ

て、第１トレンチで検出されている基壇の年代が

奈良時代である点はほぼ確定した（７世紀後半に

想定される創建よりも遅れ、８世紀後半～９世紀

前半には廃絶し北側に廃棄土坑が掘削されている

ことから、８世紀前半～中葉と想定できる）。

　基壇上面には、建造物の柱穴・礎石据え付け

穴の可能性もある盛土を切り込む遺構（SX1504・

SX1505・SX1506・SX1507）を確認しているが、

調査範囲が狭いため性格は不明である。また、基

壇南側の掘込地業の版築（SM1513）を掘り込む

２つの小ピット（SP1509・SP1510）も検出して

いるが、やはり年代・性格ともに不明である。基

壇上面の南側では、基壇流土・堆積土（②）を

切り込んでいる中世土坑（SK1508）を検出した。

SK1508は、直径1.7ｍ、深さ1.9ｍ以上にもなる大

きな土坑で、常滑甕・宋明銭・板碑・宝篋印塔

などが出土した。後述するように出土遺物の状況

からすると埋葬施設ではなく、掘削後に埋め戻し

た廃棄土坑と思われる。なお、SK1508の断面で

は、ハードローム層の上にSM1513・SM1512の版

築層、SM1511の盛土層が確認でき、少なくとも

この位置までは版築層が北側に続く点を把握でき

た。基壇北側では、流土（②）及び堆積土（④）

を切り込む形で近世の撹乱（SX1502）を確認し

た。陶磁器・板碑・宝篋印塔の破片などが出土

し、廃棄土坑として使用されていた点を確認した。

　以上、１トレンチの層序の整理からすると、基

壇の造営以降、寺院としての機能を有していたの

は古代の限られた期間である点が判明した。中近

世以降は廃棄土坑などが認められるのみで、金堂

や旧二荒神社、龍神宮などで近世龍角寺の寺院と

しての機能が認められるのとは対照的な様相を呈

する。基壇が講堂だとしても、回廊だとしても、

奈良時代の極めて短い期間のみ寺院の一部として

機能した点は明らかである。

【検出遺構】以下、重要な検出遺構を整理する。

SM1513：基槽となる版築層である。SM1512ほ

ど明確な互層とはならないが、黒色地に茶・白・

赤のブロックが混じる硬質な土で、互層に固めら

れており、版築と判断した。創建期の瓦破片、年

代不明の土器片をわずかに含む。トレンチ南側の

４ｍ分の断ち割り調査で確認した。厚さは0.4ｍほ

どで直下にはハードローム層が水平に堆積する。

ハードローム上面の標高は30.5ｍで、基壇北側

変換点で確認している旧表土が30.9ｍ、SM1512

上面が30.8ｍである点から判断してSM1512・

SM1513は地山を掘り込んだ堀込地業と推定でき

る。南側はトレンチ外へと続き、北側はSK1508

の断面よりも北側に続いており、平面範囲は不明

である。しかし、基壇北側に存在しないのは確実

で、基壇南端部分から基壇外の南側地下に存在す

る地業である。以上の状況から、基壇の強化を目

的とする掘込地業ではないと考える。

SM1512：版築のSM1513の上層に位置し、やは

り基槽となる掘込地業の版築層である。断ち割り

によって南北２ｍ分を検出した。黒と黄のきれい

な互層を呈し、厚さは0.3ｍほどである。SK1508
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げたので、出土遺物として報告を予定する。

SK1501：地山を大きく削り込む土坑である。

0.6～0.7ｍの深さだが、トレンチ北端で検出した

ため、正確なプランは不明である。当初は基壇北

側に沿う溝の可能性を考えたが、埋土は流れた痕

跡がなく、レンズ状の堆積も呈さなかった。ま

た、出土した土師器・須恵器は完形品が多く、入

れ子状の個体も存在したため、一括廃棄土坑と結

論付けた。他に多くの瓦片を含み、勾玉・瓦塔・

塼仏なども出土した。平面プランはトレンチを越

えて広がると思われ、今後の調査で更なる重要遺

物の出土が予想される遺構である。出土遺物の正

確な年代は、今後の整理を待って結論付けたい。

SX1506・SX1505・SX1504：盛土基壇上面の北側

で検出された土坑群。礎石の据え付け穴の可能性

も考えたが、性格・年代は不明である。SX1505・

SX1504は不整形な楕円形、SX1506は不整形な方形

を呈する。断ち割りで、SX1506→SX1505、および

SX1504→SX1505の前後関係は把握できた。SX1505

が深さ0.35ｍ、SX1506が深さ0.15ｍ、SX1504が深

さ0.2ｍである。今後、東側へと発掘調査が進展し

た際に、組み合う遺構が認識できる可能性がある。

SX1507：基壇上面の南側、SK1508に切られる不

整形な土坑である。非常に浅く、性格・年代は不

明である。礎石の据え付け痕跡底面の可能性を考

慮して記録を取った。

SK1508：基壇上面南側で検出した中世土坑であ

る。直径1.7ｍ、深さ1.9ｍ以上にもなる大きな土

坑で、常滑甕・宋明銭・板碑・宝篋印塔などが出

土した。土坑底面から人骨片が散乱して検出され

たため、それ以上の発掘を断念した。少なくとも

４層（⑧⑨⑩⑪）以上に分層できるが、掘削され

た土坑に自然に堆積した状況（レンズ堆積）では

ないため、掘削後に埋め戻した廃棄土坑の可能性

が高い。出土遺物が豊富なため、今後の整理で年

代を特定できると考える。

SX1502：基壇北側で、流土（②）・堆積土（④）

および基壇盛土（SM1511）の一部を切り込む

形で形成された近世の攪乱である。西壁では南

断面でみる当該レベルでは、盛土下に硬化層が

認められる点から、基本的には互層を意識しな

がらも部分的には粗く突き固める方法で構築さ

れたと想定できる。前述したように、SM1512・

SM1513は、1989年の旧二荒神社造替に伴う発掘

区の東側で検出された南北10ｍの掘り込み版築層

と同一の遺構であると判断できる。

SM1511：基壇の本体と考えられる盛土遺構で

ある。ロームを掘削して盛り上げた土と思われ、

３－10㎝の大きなロームブロックを多量に含む

固く叩き締められた橙褐色の盛土である。その構

築方法は、古墳時代後期～終末期の墳丘の構築方

法に酷似する。基壇北側では、旧表土：ブラッ

クベルトの直上、南側ではSM1512版築の直上に

あり、その底面の標高は北が30.9ｍ・南側30.8ｍ

とほぼ水平になっている。北側は旧表土面を活か

し、南側は境内内部に続く版築の掘込地業がなさ

れ、ほぼ水平となった面に盛土による基壇構築が

行われたと推定できる。基壇盛土上面は後世の攪

乱などで凸凹しているが、確認できる最高地点は

標高31.6ｍで、少なくとも0.8ｍ以上の高さを持つ

基壇だったと想定される。トレンチの設定軸と創

建時の基壇の軸線が異なっているため、正確な南

北幅を出すことは難しいが、現状のセクション図

からすると残りのよい西壁で11.2ｍとなる。トレ

ンチは基壇の軸線よりも大きく北西方向にふれて

いるので、基壇の南北幅は11.2ｍよりもかなり短

くなると予想される。今後の継続的な発掘調査に

よって、基壇の正確な軸線を算出した上で明らか

にしたい。

SS1503：盛土基壇北側の旧表土との接点に倒れ

こんでいた青灰色の板石である。出土位置と板石

である点から考えて、基壇の外装石の可能性が高

いと判断した。当初、当該地点の盛土に食い込む

２つのピット状の痕跡が認められたため、木装基

壇の可能性も考えた。しかし、ローム層に打ち込

まれたピット痕跡や木枠をはめた痕跡などは精査

によっても検出できず、SS1503を外装石と判断

するに至った。SS1503はXYZを記録して取り上
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へ3.8ｍのところから流土（⑨）及びローム層の

地山を掘り込む南北溝（SD1521）が確認できた。

SD1521はトレンチを貫通して南北に続く点から

溝と判断したが、多量の瓦・土器の破片を含むの

が特徴である。更に、SD1521を覆うようにして

0.3～0.8ｍの厚みを持つ土が堆積していた。瓦・

土器・石・炭化物などを多く含み、黒色に近い暗

褐色を呈する土層は、西側でSI1520とローム層

の直上に位置する点から考えて、自然堆積土では

ないと判断できる。包含する遺物はSD1521とほ

ぼ一致し、土質もほぼ共通する点からしても、一

連の人工的な活動による土層で、年代も近世まで

は下らないと判断された。土層を詳しく観察する

と、西側方向から盛り上げたような土の流れが認

められる点から、中世～近世初頭頃の人工的な盛

土（SM1522）の可能性が高いと結論付けた。堆

積状況から判断する限り、古代に存在した何ら

かの構造物（位置から考えて回廊の可能性が高

い。下層には古墳時代の住居が存在する）が崩壊

する過程での流土（⑨）を切る形で、SD1521を

含む大規模な掘削があり、その上に人口的な盛土

（SM1522）が構築されたのが２トレンチの状況

と考える。今後の出土遺物の整理を経た上で、遺

構の年代を判断する必要があるものの、状況的に

はSM1522はトレンチ西側に広がっている歴代住

職墓（近世～現代）の造成に伴う廃土が盛られた

可能性が高いと現状では判断している。

　以上、層序の整理からすると、1976年段階で自

然地形と判断されたのはSM1522、すなわち後世

の人工的な盛土（廃土）であり、その下層で流土

が確認できることから古代においては瓦を伴う何

らかの構造物、おそらくは回廊が存在した可能性

が高いと判断できる。

【検出遺構】以下、重要な検出遺構を整理する。

SI1520：古墳時代後期、鬼高期の竪穴住居であ

る。トレンチ西端に一部を検出したため、平面プ

ラン及び規模は不明だが、現状で東西２ｍ、南北

１ｍ分を検出した。埋土の現存高は0.4ｍで、底

面では壁面に沿う溝と北東隅角の小ピット、及び

北6.4ｍ、東壁では南北3.6ｍの範囲が確認でき、

もっとも深い部分では深さ0.8ｍに及び基壇盛土

を大きく削り取っていた。宝篋印塔などが出土し

近世の攪乱と想定された。

SP1509・SP1510：基槽版築SM1513上に掘削さ

れた２つの小ピットである。直径0.3～0.4ｍの楕

円形を呈し、深さは0.2ｍほど。用途および年代

は不明であるが、連続するため何らかの関連性を

持つ遺構である可能性が高い。

６．第２トレンチの発掘成果

【トレンチ設定】第２トレンチは、GPR調査の

成果から、西回廊である可能性を考えた地点で

ある。一方で、1976年の発掘で自然地形（地ぶく

れ）である点が判明したとされる箇所である。発

掘地区の設定前に、地表面の清掃を行い、注意深

く観察した結果、1976年のトレンチ痕跡と思われ

る凹みが確認できたため、この部分をトレンチ

東側（１×３ｍ）で検出できるようにした上で、

未発掘地点に主要部分（２×７ｍ）を設定した。

発掘の結果、想定通りの地点で旧トレンチを検出

（南・東セクションの⑭）した。今回の２トレン

チで確認した遺構は、1976年の発掘調査で自然地

形と認識した部分である点が明白である。

【層序】基本的な層序に関して、確認できた遺構

も含めて古い順番から示す。まず、地山を掘り

込んで作られた鬼高期の竪穴住居（SI1520）があ

る。全体のプラン・規模は不明だが方形で、トレ

ンチ西端で一部が検出された。次に古いのは、ト

レンチ東側で検出されている流土（⑨）である。

鈍い黄褐色を呈し、ロームブロックが混じり、微

細に観察すると西側方向から流れてきた痕跡が認

められる土層である。前述した１トレンチの基壇

南側流土（②③）に酷似する土で、明らかに西側

に存在した何らかの構築物からの流土と推定され

た。流土⑨はトレンチ東側では、新しい時代の掘

り込み（⑪⑫）あるいは旧トレンチ痕跡（⑭）に

よって切られていた。一方、トレンチ東端から西
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後述するようにAMSによる年代測定を行ってい

る。正確な年代については、遺物の整理を待っ

て報告するが、受け口のしっかりした模倣蓋坏、

AMS年代から判断して６世紀前半代の年代を想

定している。

SD1521：詳しい年代は不明だが、SM1522の下

層に位置し、古代の構造物の流土（⑨）及び地山

北東－南西方向の溝を数本検出した。更に、ト

レンチ南壁にかかる貯蔵穴と思われる大ピット

SP1523（住居床面からの深さ0.85ｍ）も確認し

た。図10の微細図でわかるように、住居の床面で

は焼土と炭化物の集中が検出され、その周囲から

残りの良い甑と球胴甕、模倣坏が確認された。甕

の内面底部には保存状態の良好な木炭が出土し、

― 34 ―

⑥
⑨

⑨

N

図９　第２トレンチの平面・断面図
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SM1522とほぼ同じ内容を示す。検出当初は、想

定している創建期の寺院の軸線に近い南北方向の

傾きをもつ点から、古代の寺院に関係する遺構と

も考えたが、SM1522の包含遺物が近い点から、

SM1522の盛土が行われる前段階に大規模な掘削

（SM1522の下層のローム上面がほぼ水平になっ

ている点から判断して、回廊の遺構を掘削して平

坦にする造成などが想定される）の痕跡を示すも

のと結論付けた。だとすれば、SD1521の傾きが

創建期の寺院の軸線と近い傾きを持っているのは

を切って掘削されている南北方向の溝である。東

西幅1.6ｍ、深さ0.8ｍで下層では東側に段を持つ

二段構造である。溝状に掘削された遺構にも拘ら

ず、セクションを見るとレンズ状の堆積を呈して

おらず、西側方向から投げ込まれた土（北壁セク

ションで観察できる⑦⑧の境界が右上がりになっ

ている）で人工的に埋められたと判断できる。断

面では⑦⑧の２層に分層できるが、時間差は想定

できない。さらに、包含遺物は大量の瓦の破片、

及び古代の土師器・須恵器・釘が中心で、上層の
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表１　龍角寺Ⅱ期３次調査の土層注記



ギリスGeoscan Research社製のFM18 FLUXGATE 

Gradiometers）を用いた。機器は奈良文化財研究

所の金田明大氏に貸与いただき、機材の操作・解

析・解釈方法も教示いただいた。

　まず、金堂基壇の磁気探査成果を示す。探査区

は金堂基壇全面を覆うように設定し、東西29ｍ×

南北29ｍの範囲を１ｍ間隔で測定した。金堂基壇

においては、江戸期の焼失の際に熱を受けている

と考えられるので、火災を受けた範囲の把握を目

的とした。測定結果は図11左である。現存の礎石

の周囲で明確な磁気異常が確認できた。ただし全

ての礎石周囲で磁気異常が認められるわけではな

い。磁性を有する箇所は基壇上の北・西部分に多

く認められ、現存する礎石（元禄金堂）を遡る時

期の火災で比熱した範囲を推定することができる

（比熱箇所を結んだ傾きが元禄金堂よりも若干北

西を向いており、基壇の方向と一致する点が観察

できる。この点は前稿で想定した軸線変遷と符合

する事実である）。

　続いて旧二荒神社北西斜面の瓦散布地の探査成

果を図11右に示す。北西斜面には多くの瓦が散布

する点が古い時期から知られているが、これが窯

跡の存在を示すのか、一括廃棄を示すのかは不明

であった。今回の探査では、地表に最も瓦が集中

する範囲に東西29ｍ×南北19ｍの探査区を設定

し、１ｍ間隔で測定を行った。結果、瓦窯の存在

を示す磁気異常は確認できず、同範囲で実施した

GPR探査（MALA社製RAMAC/GPR・500MHz

アンテナを使用してⅡ期１・２次調査中に実施。

顕著な反応は認められなかったため、Time-Slice平

面図の提示は省略する）においても明瞭な反応は

確認できなかった。以上の探査成果から判断する

限り、旧二荒神社北西斜面地における瓦の散布は

瓦窯の存在を示すのではなく、大規模な火災に伴

う建築部材の一括廃棄地点（散布する瓦はほとん

どが被熱により変色している）と判断できる。Ⅱ期

１・２次調査中に、散布瓦を２ｍグリッド毎に表採

しているので、当該地点出土瓦の整理・分析で龍

角寺変遷の年代などが明らかになる可能性がある。

偶然ではなく、掘削の前に存在していた構造物の

軸線を反映している可能性を考えるべきだろう。

ただし、南壁でSD1521に切られる堆積土⑤が示

すように、古代の建造物を破壊するような掘削が

SD1521を遡る段階で行われていた可能性を示す

痕跡もあり、今後は旧二荒神社西側・南側などの

発掘によって西側回廊の存在とその破壊の可能性

を更に検証する必要がある。なお、SD1521の掘

削、及びSM1522の盛土の年代は今後の遺物の整

理作業を待って結論付けたい。ただし、包含物に

破片となった古代の瓦・土器が多量に含まれてい

る点から考えても中世以降、そして近世の遺物を

混入しない点からすれば、中世～近世初頭頃の年

代（西側の近世住職墓の造営開始年代が問題とな

る）が想定できる。

SM1522：詳しい年代は不明だが、SD1521の上

層にある人工的な盛土である。２トレンチ東端か

ら西へ約３ｍの地点から始まり、トレンチ西外ま

で続く。0.3～0.8ｍの厚みがあり、土層の観察か

らは西側から東方向に向けて盛り上げた土である

点が明白である。包含遺物からはSD1521に近い

時期が想定でき、西側の近世住職墓の造成に伴う

廃土の可能性が高いと判断している。

７．磁気探査の成果

　発掘調査の成果と順番は前後するが、前稿では

Ⅱ期１・２次調査の際に実施した磁気探査の成果

が紙幅の都合で提示できなかったので、本節で整

理する。

　Ⅱ期１・２次調査では、金堂基壇及び旧二荒神

社北西斜面において磁気探査を実施した。磁気

探査とは地中の磁気異常を計測する探査手法の

１つで、鉄製遺物や残留磁気を帯びた被熱遺構

を非破壊で把握できる。土中の鉄の粒子は一定

の温度以上の熱を受け冷却する過程で同じ向きに

磁化する。この特徴を利用し、磁力計で地磁気を

計測し、高熱を受けた窯や炉跡が検出可能であ

る。本調査では、フラックスゲート型測定器（イ
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図 10　第２トレンチ竪穴住居（SI1520）の遺物出土状況

図 11　龍角寺Ⅱ期（１・２次）調査における金堂（左）、境内西北斜面地（右）の磁気探査成果



― 38 ―

【龍角寺の発掘（Ⅱ期３次）調査の写真図版】
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などの法会の後に一括廃棄されたような状況を呈

する。なお、SK1501からは瓦の破片も多く出土

した。一方、基壇上面の南部分に検出した中世土

坑（SK1508）からは、常滑甕・宋明銭・板碑・

宝篋印塔などが出土した。土坑内からは大量の炭

化物も確認された。土坑の底面では、完形に近い

板碑とその上に宝篋印塔が載せられている状況を

検出した。その板碑より下層では人骨と思われる

遺物が散乱している状況が確認できたため、その

上面で発掘を止めている。出土遺物の年代、土坑

の検出状況からすると、戦国期に遺体を意図的に

廃棄（埋葬している状況とは考えにくい）し、板

碑・宝篋印塔を安置した状況と推察された。明確

な埋葬施設とは認められず、中世土坑として取り

扱った。なお、非常に残りのよい古代の葡萄唐草

文軒平瓦と蓮華文形土製品は、この土坑内から出

土した。基壇南半を構成する下層版築（SM1512・

SM1513）と上層盛土（SM1511）内に遺物は少

なかったものの、基壇下層の版築（SM1513）か

ら創建期の瓦の破片が確認された点は重要であ

る。本基壇が創建期よりも遅れて築造された構造

物である点を示す。さらに、基壇は８世紀後半～

９世紀前半と思われるSK1501とその上層の橙褐

色土層（④）にパックされている点からも、８世

紀前半～中葉頃に築造された可能性が高いと現時

点では判断できる。

　２トレンチでは、中近世以降の土盛り（西側の

住職墓の造営に伴うものか？）であるSM1522か

ら大量の瓦の破片が出土した。SM1522下層で検

出した南北溝（SD1521）も年代的にはほぼ同時

期と推定しているが、今回、残りのよい瓦（軒

丸・軒平瓦を含む）は、SD1521内から出土し

た。SM1522とSD1521からは土師器・須恵器の

破片、鉄釘なども少量だが出土している。一方、

SM1522にパックされる形で、トレンチ西端に方

形プランを呈する住居（SI1520）の一部を検出し

た。住居はソフトローム・ハードロームを切り

込んでいるが、住居床面からは土師器の甑と球

胴甕、及び模倣坏を検出した。甑の底部内面か

８．出土遺物

　出土遺物はテン箱で総数35箱である。多いのは

瓦で、古代の土師器、中世の石造物破片がそれに

続く。各時代の主要遺物として、下記が挙げられ

る。

【縄文時代】縄文土器。【古墳時代】勾玉、土師

器（甕・坏）、炭化物。【古代】軒瓦（八葉単弁蓮

華文軒丸瓦、重孤文軒平瓦、葡萄唐草文軒平瓦）、

丸・平瓦、道具瓦、瓦塔、土師器、須恵器、陶

器、鉄釘、基壇外装石、蓮華文形土製品、塼仏。

【中世】人骨、宋明銭、板碑、宝篋印塔、陶磁器

（常滑甕）。【近世】陶磁器。

　出土の傾向としては、旧石器・縄文・弥生時代

の遺物がほとんどなく、古墳時代は２トレンチ下

層の住居でのみ遺物を検出、調査区全体では古

代～中世の遺物が圧倒量を占め、近世以降の遺物

が少ない点が特徴である。今回の調査対象地点で

ある金堂の北側、西側部分では、住職墓の造営に

伴う盛土と思われる遺構（２トレSM1522）を除

けば、近世以降の寺院としての活動は顕著ではな

い。近世以降、金堂・旧二荒神社・龍神宮を除く

と、境内北西部分の寺院としての機能性は低く、

ゴミ捨て場（１トレSX1502等）として利用され

ていたようである。実際に、出土遺物の大半は

古代～中世の遺物である。古代の遺物としては、

瓦・土師器・須恵器が多く、中世では陶磁器・宋

明銭・石製品が多い。以下では、特に遺構に伴う

遺物の概要をまとめる。

　１トレンチでは、基壇（盛土SM1511）北側の

近世撹乱（SX1502）から陶磁器・石製品（板碑・

宝篋印塔など）が出土している。SX1502が切る

橙褐色堆積土（④）から古代の土器が多く出土し

た。その下層にパックされた土坑（SK1501）か

らは、完形品の土師器・須恵器が大量に出土、瓦

塔や塼仏も出土した（３）。土師器・須恵器は完形

品が多く、残存度の高い個体はXYZを記録・撮

影してから取り上げた。土器は器種に関係なく灯

明皿として使われていた痕跡が認められ、万灯会
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座標のトレース図を－0.83回転して作成した世界測地
系に基づく図版で、真北は紙上の真上を向く。一方、
図４～11は局地座標系に基づく測量・実測図で、方位
は紙上の真上から反時計に0°49′48″回転した方向を
向く（回転がわずかなため、紙上では真上に見える）。
なお、図８・９のトレンチ平面図は、トレンチの長軸
線が真っすぐになるように配置し、局地座標の方位を
示した。 

　ところで、前稿（城倉2015a）で示した主要遺構の
軸線A：反時計4°07′／ B：反時計1°29′／C：時計0°
53′（理論上は、現地で設定した局地座標と一致する0°
49′48″となるはずだが、図面上ではわずかに時計方向
にふれる）／ a：時計3°38′／ b：時計14°23′は、局地
座標の測量図を－0.83回転して世界測地系に変換した
デジタルデータから、Illustratorの回転ツールによって
軸線を求め、Illustorator上の数値を度分秒（°′″）に
換算して導きだしている。主要遺構の軸線については、
現段階では変更の必要はないが、今後の発掘調査の進
展、あるいは研究の進展による認識の変化で、変更す
る可能性もある点を明記しておく。

（２）  早稲田大学が実施したⅠ期調査（1948・49・71・76）
の調査資料及び出土遺物については、現在、所在確認
を進めている。48・49年の資料は所在不明で成果につ
いても、『史観』第32冊の簡単な説明に限られている。
71年の調査については、千葉県教育委員会から概報が
刊行されており（千葉県教育委員会1971）、龍角寺境
内の唯一のまとまった成果となっている。71年の調査
資料・出土遺物については、現在、栄町教育委員会に
所蔵されている。76年の調査資料については、所在が
まだ確認できておらず調査を継続中である。

（３）  塼仏は、独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究
所と連携研究の協定「下総龍角寺出土塼仏の考古学的
研究」（代表：城倉正祥・降幡順子、2015.5－2017.3）
を結び、奈文研保存科学研究室でクリーニング・処
理・分析をしていただいた。また、塼仏については、
公益財団法人髙梨学術奨励基金の研究課題『下総龍角
寺出土金箔付塼仏の考古学的研究』（代表：城倉、平
成28年度若手研究助成）として分析を進め、その成果
は既に報告をしている（城倉ほか2017）。

（４）  竪穴住居から出土した甕の中で検出した残りの良い木
炭については、2015年６月にパレオラボでAMS放射性
炭素年代測定を行った。詳細は別に報告する予定だが、
暦年代の範囲は416－537年（確率95.4％）だった。較
正年代が平らな波部分にあたるので年代幅が広くなっ
ているが、遺物から想定される６世紀前半を含む整合
的な年代を示している。

＜引用文献＞
城倉正祥　2015a「下総龍角寺の測量・GPR（Ⅱ期１・２
次）調査とその意義」『仏教文明の転回と表現』勉誠出版

らは非常に良好な状態の木炭が検出されたため、

AMS年代測定を行っている（４）。出土した甕・坏

の形態、及びAMS年代から６世紀前半の住居の

可能性が高いと判断している。

　以上の遺物は、現在、早稲田大学文学部考古学

コースで整理作業を行っている。上述の遺構・遺

物の年代観は、今後修正する可能性がある点も明

記しておく。

おわりに

　本稿では、下総龍角寺の発掘（Ⅱ期３次）調査

の遺構に関する成果をまとめた。龍角寺における

早稲田大学の発掘調査は、1976年以来、約40年ぶ

りとなった。本調査では、金堂北側の回廊の可能

性の高い遺構を検出、多量の完形土器や塼仏など

の貴重な遺物も出土するなど、非常に大きな学術

的成果を得た。今後は、遺物の整理を踏まえた上

で、正式な発掘報告書の刊行を目指して作業を進

める予定である。

※ 本稿は、科学研究費補助金（基盤研究A『文明

移動としての「仏教」からみた東アジアの差異

と共生の研究』研究課題番号：23242036、代

表：新川登亀男／分担：城倉正祥）の成果であ

る。また、公益財団法人髙梨学術奨励基金の研

究課題『下総龍角寺出土金箔付塼仏の考古学的

研究』（代表：城倉、平成28年度若手研究助成）

の成果も含む。

【註】
（１）  Ⅱ期調査では、現基壇上に存在する元禄金堂の礎石の
中心軸から、現地でP1→P0の局地座標の方位を決定
した。その後、P3・W1・W2・W3の平面直角座標系
（第Ⅸ系）の座標を結合トラバースにより算出した。
その成果を踏まえて、Ⅱ期調査の局地座標の方位角を
Illustrator上で、0°49′48″と割り出した。そのため、局
地座標から世界測地系への変換は、局地座標で作成し
た測量図のデジタルトレースを時計方向に回転（操作
方法としては変更・回転－0.83）している（AIでは＋
が反時計、－が時計回転になる）。図２・３は、局地
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（数値標高モデル：５ｍメッシュ）に、（城倉ほか2015c
のP６図１）の古墳分布をプロットしてArcGISで作成。

図２・３　（城倉2015a）の図版を改変して作成。
図４・５・６　Ⅱ期１・２次調査の測量・実測成果、お
よびEXAScanデータをGeomagicで解析して作成。

図７　Ⅱ期３次調査の測量成果をもとに作成。
図８・９・10 ／表１　Ⅱ期３次調査の発掘成果をもとに
作成。
図11　Ⅱ期１・２次調査の磁気探査成果をもとに作成。
写真図版　Ⅱ期３次調査の撮影データをもとに作成。

※本論の執筆分担は以下の通りである。なお、編集と全
体の総括は城倉が行った。
　はじめに、１、２、３、４、５、６、８、おわりに：城倉。
　７：ナワビ。

城倉正祥ほか　2015b「デジタル技術・非破壊的手法を用
いた古代寺院における伽藍配置の調査研究─下総龍角
寺の測量・GPR（レーダー探査）調査─」『WASEDA 

RILAS JOURNAL』NO.3
城倉正祥ほか　2015c「千葉県栄町龍角寺50号墳のデジタル
三次元測量・GPR調査」『WASEDA RILAS JOURNAL』
NO.3
城倉正祥ほか　2017「下総龍角寺（Ⅱ期３次調査）出土
の塼仏」『早稲田大学大学院文学研究科紀要』第62輯
千葉県教育委員会　1971『下総龍角寺調査報告書』
千葉県史料研究財団　1998『千葉県の歴史　資料編　考
古３（奈良・平安時代）』千葉県

＜図表出典一覧＞

図１　国土地理院の基盤地図情報（縮尺モデル：S＝1/2500）
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