
37

第４章 史跡の本質的価値と構成要素

第１節 本質的価値

昭和 51年の史跡指定時、平成９年および平成 18 年の追加指定時の指定説明や、これまでの調査研究

成果を踏まえ、郡里廃寺跡の本質的価値を整理すると、下記の４点が挙げられる。

（１）基壇が遺存している古代寺院遺跡

各地の古代寺院跡は、後世の開発などによって基壇が削平されている事が多く、発掘調査で建物等の

痕跡が確認されていることが多い。これに対し郡里廃寺跡は、塔の基壇が土壇状に高さ 80cm 程度残存

しており、土壇上には２つの礎石が残され、北東の礎石については原位置を留めている。このように古

代寺院跡において塔跡の遺構を地上で確認できることは、非常に価値が高いといえる。また、発掘調査

の結果、１回以上の建替が行われており、当初の塔は、南北 106cm、東西 108cm で不定形の八角形を呈

する地下式心礎を持っていることが明らかとなった。

（２）法起寺式伽藍配置の形態をとる徳島県最古級の古代寺院遺跡

昭和から平成までの９次にわたる発掘調査で、法起寺式伽藍配置であることが確認されている。金堂

は、基壇が残存していないが、地盤改良の痕跡である掘り込み地業から塔の西側にあったことがわかっ

ている。塔跡や金堂跡以外の建造物は、確認されていないが、出土遺物から７世紀中頃の創建で、飛鳥

時代における地方寺院の形態を示す徳島県で最古級の古代寺院跡といえる。当時この地に居住していた

豪族は、阿波地域で最初に寺院を建造した有力な豪族であったことがうかがえる。

（３）古代の美馬地方を知るうえで重要な遺跡

郡里廃寺跡の周辺には、多くの史跡が残っている。その中でも注目すべきは、本史跡から北東に２㎞

程の位置にある段の塚穴である。段の塚穴は、太鼓塚古墳と棚塚古墳の２基の古墳の総称で、石室の規

模は四国最大級であり、特異な形をしていることから昭和 17 年に徳島県初の国指定史跡となった。築

造年代は、６世紀後半頃とされ、地理的にも年代的にも郡里廃寺跡と近接しており、段の塚穴の被葬者

と郡里廃寺跡を建立した集団は、同一ないし非常に関係が深いと考えられる。また、周辺には、豪族居

館跡や、郡里という地名が示すとおり、郡衙が存在すると想定されており、駅や馬次などの地名が現在

でも残されている。このように、郡里廃寺跡は、古代の美馬地方を考える上で非常に重要な遺跡である

ことが言える。

（４）他地域とのつながりを示す遺跡

郡里廃寺跡から出土する瓦は、美馬町の坊僧遺跡で作られたと考えられているが、同じ笵で作られた

瓦である同笵瓦が、香川県まんのう町の弘安寺廃寺跡、香川県三木町の上高岡廃寺跡や香川県さぬき市

の極楽寺から出土している。また、郡里廃寺跡と関係が深い段の塚穴の石室と同型の石室は、旧美馬郡

の吉野川流域と香川県西部に分布している。このように、郡里廃寺跡は、讃岐とのつながりを強く示す

遺跡であり、他地域とのつながりを想定できる遺跡である。
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第２節 構成要素

史跡の保存活用を適切に行っていくためには、指定地内に所在する様々な要素を抽出・整理し、把握

する必要がある。本計画では、史跡を構成する要素について、第 22図のとおり分類した。史跡は、「本

質的価値を構成する諸要素」と「本質的価値を構成する要素以外の諸要素」に大別し、「本質的価値を

構成する要素以外の諸要素」は、さらに「副次的価値を構成する要素」、「保存活用に有効な要素」、

「その他の要素」に細分した。

《史跡指定地》

■本質的価値を構成する諸要素

本質的価値を構成する諸要素は、史跡の指定説明に明示されている内容に基づく要素とその後の各種

調査成果に基づき、将来にわたり確実に保存すべきものである。郡里廃寺跡が機能していた時代の遺構

（金堂跡、塔跡、寺域跡等の地下遺構）や出土遺物（軒丸瓦・平瓦・鴟尾等）が該当する。

■本質的価値を構成する要素以外の諸要素

❒副次的価値を構成する要素

史跡の指定説明に記載がなく、郡里廃寺跡が存続した時代のものではないが、郡里廃寺跡の存続以

前または廃絶後の当地の歴史を物語る要素である。郡里廃寺跡創建以前や廃絶後の地下遺構や出土遺

物、中山路のイチョウ、祠等が該当する。

❒保存活用に有効な要素

史跡の本質的価値や副次的価値を構成する要素とは異なるが、史跡の適切な保存管理や整備・活用

上有効な要素である。標識や解説板等が該当する。

❒その他の要素

史跡との関連性がない要素である。地域との関わりの中で必要となるものや、本質的価値に影響を

及ぼすため撤去や調整が必要となるものが該当する。

《史跡指定地外》

■史跡の理解に有効な諸要素

指定地外にあるが、本史跡の理解に有効な要素である。美馬市立郷土博物館などが該当する。

第 22 図 史跡の構成要素の分類
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第９表 構成要素の分類

分類
構成要素

種別 主な細要素

史

跡

指

定

地

内

本質的価値を構成

する諸要素

遺構

地下遺構

本質的価値に関係する遺構

（金堂跡基壇、塔跡基壇、塔跡礎石、塔跡心礎、土塁状遺構等）

埋蔵遺物 本質的価値に関係する遺物

本
質
的
価
値
を
構
成
す
る
要
素
以
外
の
諸
要
素

副次的価値を

構成する要素

遺構

地下遺構
郡里廃寺跡の成立以前または廃絶後の歴史に関係する遺構

出土遺物 郡里廃寺跡の成立以前または廃絶後の歴史に関係する遺物

その他 中山路のイチョウ、祠（乳大明神）、道標

保存活用に

有効な要素
便益施設 史跡名称碑、解説板等

その他の要素

管理施設
市道、電柱、看板、車止め、カーブミラー、マンホール、側溝、

ブロック塀、擁壁、集水桝

建物跡 敷地境界構造物

住宅 市営住宅

墓地 一般墓地

樹木 樹木

史

跡

指

定

地

外

史跡の理解に有効な

諸要素

教養施設 美馬市立郷土博物館

便益施設 総合案内板、誘導板
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第 23 図 構成要素の分布（2020 年３月時点で把握しているもの）
（国土地理院「簡易オルソ写真」を使用）
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（１）本質的価値を構成する諸要素

【遺構・地下遺構】

【主な出土遺物】

金堂跡 土塁状遺構および溝状遺構 塔跡基壇

塔跡地下式心礎 塔跡礎石 瓦窯跡

軒丸瓦 鴟尾

鴟尾 平瓦 瓦の出土状況
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●金堂跡

塔跡の西に存在していたことが確認された。調査開

始間もない頃は、地盤改良である掘り込み地業が存在

しないとの見解であったが、その後精査すると掘り込

み地業が確認でき、東西 15m×南北 12ｍの金堂を復元

することができた。しかし、遺構の残りは、非常に悪

く、掘り込み地業の痕跡から規模が推定できるのみで

ある。

●塔跡

寺域の東側に存在しており、現状でも一部

の基壇と礎石が残されている。塔は、地下の

心柱跡が創建時のもの、基壇上に残る柱跡が

再建時のものと考えられることから、最低で

も２つの異なった塔が建立されていた可能性

があると推定できる。基壇規模を一辺 11.5m

に復元でき、四天柱のうち北東の礎石は原位

置を保っており、北西の礎石は、やや東に動

いていることが確認された。心柱は、南北 106

ｃｍ、東西 108ｃｍで平面八角形を呈し、高

さ 58ｃｍの痕跡を留める。その床面には、中

央に舎利孔と思われる 13.5ｃｍ×12.0ｃｍ

の小孔を持つ心礎が存在する。

第 25 図 塔跡
（美馬市教育委員会『郡里廃寺跡発掘調査報告書』より引用）

金堂跡（発掘調査時）

第 24 図 金堂跡
（美馬市教育委員会『郡里廃寺跡発掘調査報告書』より引用）

塔跡（発掘調査時）
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●寺域を限る土塁状遺構および溝状遺構

寺域は、東西範囲約 100ｍで、土塁状遺構で限られている。

南北範囲については、南限が確認されなかったため全容は不

明ではあるが、従来から推定されているのは、約 120ｍである。

南限には南大門の存在も推定され、複数回の調査を重ねたが、

検出されるには至らなかった。

●瓦窯跡

土塁状遺構の西側に瓦窯跡が存在する。この

瓦窯跡は、有牀式平窯で、土塁状遺構を切って

築かれている。出土遺物からは、創建期に近い

瓦が散見されるため、瓦の補修に使用されてい

たと考えられる。

土塁状・溝状遺構（発掘調査時）

瓦窯跡（発掘調査時）

第 26 図 土塁状遺構
（美馬市教育委員会『郡里廃寺跡発掘調査報告書』より引用）

第 27 図 瓦窯跡
（美馬市教育委員会『郡里廃寺跡発掘調査報告書』より引用）
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（２）本質的価値を構成する要素以外の諸要素

【副次的価値を構成する要素】

●中山路のイチョウと伝承

指定地内のイチョウは、「中山路のイチョウ」として平成 13 年 12 月７日に市天然記念物に指定され

ている。樹周約 12m で樹齢は、700 年を超えるとされ、雌の木としては、全国でも屈指の規模を誇る。

銀杏は、自生せず、人の手によって植えられたと考えられるため、700 年前においても、何かしらの言

い伝えがあったことが想像できる。イチョウには、以下のような伝承が残る。

中山路のイチョウ 祠 道標

昔、近郷に多兵衛と玉女という夫婦の百姓が老母と３人で暮らしていた。夫婦仲は円満であったが、老

母の嫁イビリが始まり、事々に玉女に辛くあたったが玉女は姑によく仕え、農事に家事に寸刻の猶予も

なく立ち働いていた。

そのうち玉女は太吉という長子をもうけたが、昼夜に及ぶ気苦労と労働のため、太吉が７ヶ月を過ぎ

る頃より乳が徐々に出なくなり、姑に隠れて米粉や麦汁を飲ませていたが、太吉は次第に衰弱し、死を

待つばかりになってしまった。

ある冬の夕方、一夜の宿を求める旅僧が訪れ、玉女は貧しいながらも心からのもてなしをした。この

旅僧は衰え果てた太吉をみて、頭をなでながら「坊へお乳をあげるよ」と言い、一枚の古びたお守木を

与えた。

翌朝、僧が去った後、お守木を見ると「銀杏大明神・郷里村中山路」との字があった。玉女は、昨夜

の僧の不思議な言葉を思い出し、中山路銀杏庵を訪ねると、庵主から「昨晩銀杏大明神よりあなたが今

日尋ねてくるから、銀杏の乳コブに紙札を結んで、乳がでるように祈れ」と夢告げがあった事を教えら

れた。

玉女は、昨夜の旅僧は銀杏大明神の化身かと感謝し、夢告げのとおりすると不思議な事にみるみる乳

房より真白き乳がほとばしり出た。

この霊験に庵主と玉女は、親子地蔵の建立を発願し、村人の協力によって完成した。これより乳不足

の母親達はここに集まり、今も銀杏の乳コブに多数の紙を見ることができる。

（『郡里町史』より引用）
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【保存活用に有効な要素】

史跡名称碑 総合説明板 総合説明板

総合説明板 解説板 総合解説板

石碑 遺構標柱 遺構標柱

誘導板 誘導板
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【その他の要素】

市道 電柱 看板

車止め カーブミラー 水道栓

水道栓 マンホール 側溝

ブロック塀 敷地境界構造物 敷地境界構造物
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【史跡の理解に有効な諸要素】

美馬市立郷土博物館 誘導板 総合案内板

敷地境界構造物 市営住宅 一般墓地

石垣 樹木 樹木

樹木 擁壁 集水桝


