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上野国 分尼寺 （金 堂） 復元想 像画 （ 塚 越 潤 氏 制 作 ）
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「市史のひろば」開設にあたって
高崎市立中央図書館長

今井伸一

高崎 市は西暦 2000 年が市 制施行 100 周 年の節 目の年 にあ たり 、その 記念事 業と して 市
史が編 さんさ れま した 。
それ から早 くも 四半 世紀近 くの歳 月が 流れ 、この 間には 平成 の大 合併が 行われ 新高 崎市
が誕生 してお りま す。
合併 した旧 町村 にも 町誌、 村誌が あり ます が、将 来的な 視点 で新 たな高 崎市と して 一元
化され た市史 の編 さん に備え 、前回 の編 さん 後の新 たな発 見や 、後 世に語 り継ぐ べき 事業
などの 資料を 収集 保存 してお くこと が非 常に 大切で す。
市史 の編さ んは 古代 、中世 、近現 代な ど、 時代ご とに高 崎の 歴史 を学術 的、体 系的 に編
纂する ため、 幅広 い人 材の協 力が不 可欠 で莫 大なエ ネルギ ーを 要す るもの でした 。
当時 の編さ ん事 業に 携われ た多く の皆 様か ら、新 たな発 見や 発掘 作業の 成果な どの 情報
提供や 、市民 の皆 様に もわか りやす く高 崎の 歴史に ついて 知っ てい ただく 場を設 けた いと
いうご 意見を いた だき ました 。
高崎 市で は 2013 年 から始 まった 高崎 学検 定も定 着し、 図書 館で は郷土 資料の 充実 に努
めると ともに 、古 文書 講座な ども開 設し てお ります が、高 崎の 歴史 に興味 を持っ てい ただ
き、ご 協力い ただ ける 人材の 発掘も 大切 なこ とと考 えてお りま す。
今般 、図 書館 ホーム ページ におい て、
「市 史のひ ろば 」を 開設し 、新 たな発 見や トピッ ク
スなど につい て、郷 土 史の専 門家、行 政の 各 部門、及 び市民 の皆 様 からご 寄稿を いた だき 、
より身 近な高 崎の 歴史 を紹介 する場 を創 出し たいと 考えて おり ます 。
どう か、多 くの 皆様 にご閲 覧いた だく とと もに、 今後の 関係 各位 のご協 力をお 願い 申し
上げま して、 開設 のご 挨拶と させて いた だき ます。

上 野 国 分 尼 寺 の 復 元 想 像 図 は 、既 に 新 聞 や テ レ ビ で も 報 道 さ れ ご 承 知 の 方 も 多 い と 思 い ま す 。
塚越さんは一級建築士として市に長らく勤務され、市庁舎、総合福祉センターなどの建設に
携われ ました 。ま た、絵 画につ いては 日展 入選も され現 在は高 崎市 美術館 長を務 められ てい ます。
井 上 靖 著 の「 天 平 の 甍 」で 有 名 な 、奈 良 西 ノ 京 の 唐 招 提 寺 な ど も 参 考 に さ れ た そ う で す の で 、
訪れたことのある方は、郷土群馬にこのような大伽藍がそびえていたのかと思われるのではな
いでしょうか。
塚越さんが、礎石などからどのような方法や視点で復元想像図を製作されたのか大変興味深
いものがありご寄稿をいただきました。

上野国分尼寺復元想像画の制作について
塚越

潤

高崎 市教育 委員 会に よって 上野国 分尼 寺の 発掘調 査が進 み、そ の 概要が 明らか にな った 。
８世紀 半ばに 建立 され た寺院 の規模 は南 北 160ｍ、東西 160ｍの 広 大なも のだっ た。その 中
心とな る金堂 は東 西 24ｍ南 北 13ｍ と推 定さ れるが 、その 柱の 跡や 屋根瓦 などが 発掘 され
た。柱 跡の位 置図 だけ では実 際にど のよ うな 建物が あった のか 想像 できな いが、 それ がわ
かるよ うな絵 を描 いて ほしい と市文 化財 保護 課より 依頼さ れた 。絵 といっ ても単 に想 像で
描くの ではな く、 実際 に発掘 された 通り の柱 の位置 や間隔 で描 かな ければ ならな い。 不明
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の部分は学術的に考えられる同時代
の様式を踏まえ、建物を復元をした
場合にどのように見えるかを正確に
描こう と考え た。
参考資料としては発掘図面のほか
に、同時 代の 国分尼 寺 として 回廊、中
門が復元されている上総国分尼寺の
図面、写 真な どの資 料 、また金 堂に つ
いては、奈良時代建立の金堂として
唯一現存している唐招提寺の断面図
と写真、その 他薬師 寺 、東大寺 など の
写真資 料を使 用し た。

■全体俯瞰図

まず、この建物の姿をわかりやす
く伝え るため には どの ように 表現し たら いい かを考 え、全 体の 施設 群がわ かる俯 瞰図 と中
心とな る金堂 の拡 大図 の２枚 で表現 しよ うと 考えた 。そし て全 体を 把握す るため に俯 瞰図
から描 くこと にし たが 、金堂、講堂 、住居 だ った尼 坊、経 典を 置い た経蔵 、鐘を 突く 鐘楼 、
それら をつな ぐ回 廊や 中門な ど一つ 一つ の建 物につ いて立 面図 を想 定して 作業に かか った 。
俯瞰 図を描 いて いる うちに 本当に こん な巨 大な建 造物群 が奈 良時 代の高 崎にあ った のだ
と改め て驚い たが 、こ れだけ の建物 を作 る優 秀な宮 大工と その 材料 となる 良質な 檜が 豊富
になけ れば到 底建 設し えなか ったろ うと 思っ た。
次に 金堂の 絵に 着手 したが 、この 建物 の見 せ場は 屋根を 支え てい る木組 みの複 雑な 構造
だと思 う。金 堂は 参考 となる ものが 唐招 提寺 しかな いが、 大き さも ほぼ同 じなの で、 その
木組み を参考 とし た。 屋根は 土の瓦 で葺 かれ 、相当 の重量 を支 えて いたの が三手 先（ みて
さき） といわ れる 木組 みだが 、その 構造 が理 解でき ないと 絵に 表現 できな い。し かし いろ
いろな 資料に よる 断面 図だけ では理 解で きず 、立体 的な説 明図 など も探し て参考 にし た。
そし て柱は 直径 45 センチ 、床か ら軒 下ま で５ｍ の高さ と想 定し た。
柱の 上部に は大 斗と いわれ る箱の よう な受 け斗が あり、 その 上に 肘木と いう横 材が 乗り
その上 に３つ の斗 が乗 ってい る。こ れが さら にその 上の肘 木を 支え 、三重 構造に なり 屋根
を支え る三手 先と なっ ている 。
この 組み物 を貫 通す るよう に中央 に尾 垂木（おだる
き）とい う構造 材が あ りこれ が柱を 中心 とし て天秤 の
ように重い屋根と深い軒先の荷重を吊り合わせてい
るが、 デザイ ン的 にも 美しい ポイン トに なっ ている。
こういった部分を立体的に理解して絵にかかるまで
いろい ろな資 料と 格闘 し、やっ と１本 の柱 と その上 の
組み物 の構造 がわ かり 、作業 を進め るこ とが できた。
その後コンピューターの画面上で金堂の細部を作
り全体 ができ た後、見 上げの 角度を 検討 して 下図を 作
った。そ れを イラス ト ボード 上に書 き写 して 、さらに
その上 からア クリ ル絵 の具で 仕上げ てい った 。
背景の榛名山は現地で同じ位置からスケッチした
ものを 組み合 わせ て描 いた。

■三手先
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この ように 下調 べか ら完成 まで１ 年近 くの 時間を 要した が、 多く の人に ご覧い ただ き、
郷土に あった 上野 国分 尼寺を 理解す る手 助け になっ てくれ たら 幸い である 。

山本先生は、新編高崎市史編さんにおいては中世部会専門委員として活躍され、その後も県
内各地での講演会などを通じて、郷土への理解を深めるため様々な活動をされています。
先ほどの塚越さんの国分尼寺復元想像図では天平の甍を思い起こしましたが、山本先生のご
寄稿は「永福寺瓦」についてです。
先生 の文 に記 され てい る時代 は、 蒙古 襲来 や正 中の変 など が起 こり 、鎌 倉幕府 が衰 亡に 向う 頃
です。 先生は その 頃の来 迎寺遺 跡の土 に埋 もれた 瓦から 新たな 歴史 的視点 を論じ られて いま す。

来迎寺中世遺跡の永福寺瓦
山本

隆志

昨年（2020 年 ）11 月、市内足 門に ある文 化財保 護課発 掘事 務所 で、浜川北 遺跡 の遺物 を
見学さ せても らい まし た。神 奈川県 立歴 史博 物館の 知人と いっ しょ に、係 の方の 解説 をう
けなが ら拝見 しま した 。この 遺跡は 来迎 寺中 世遺跡 ともい われ るよ うに、 現在の 来迎 寺の
場所で 発掘さ れた ので すが、 私には 驚く もの があり ました 。現 在の 来迎寺 は時宗 寺院 です
が、そ の建立 は南 北朝 時代と 言われ てい ます し、墓 地にあ る五 輪塔 ・宝篋 印塔は 南北 朝・
室町期 のもの です 。と ころが 、この 来迎 寺遺 跡から 、来迎 寺の 前の 時代に 、別の 寺院 があ
ったと 考えさ せる 遺物 が出て きたの です。13 世紀中 頃（ある いは 後 半）のも のと考 えら れ
る瓦が 出てき たの です 。瓦は 寺院の 屋根 にの せられ るもの で、 鎌倉 時代の 武士の 館に は見
えませ ん。
浜川 北遺跡 から は、 古瀬戸 蔵骨器 や五 輪塔 石材、 そして 多数 の瓦 が出て きまし た。 その
瓦は形 や文様 や焼 き方 から、 鎌倉の 永福 寺（ ようふ くじ） の瓦 と同 じもの です。 鎌倉 の寺
院の屋 根に用 いら れて いた瓦 と同じ もの が、 群馬・ 高崎（ 上野 国） の寺院 の屋根 にの せら
れてい たので す。
鎌倉 永福寺 出土 の瓦 は、三 期に区 分さ れる ようで すが、 来迎 寺遺 跡永福 寺瓦は その 第二
期に該 当する よう で、13 世紀 の中 頃（あ る いは後 半）の もの だそ うです 。この 瓦は 、埼 玉
県児玉 郡美里 町の 窯（ 水殿窯 ）で焼 かれ たと 推定さ れてい ます 。そ こで焼 かれた 瓦が 、鎌
倉永福 寺に、 また 高崎 来迎寺 遺跡寺 院に 持ち 込まれ た、と 考え られ ます。 永福寺 瓦を 媒介
にした 武蔵西 北水 殿窯 と上野 国来迎 寺遺 跡寺 院との 結びつ きが ある はずで す。
この 浜川北 遺跡 は従 来、中 世の居 館址 とし て説明 されて きま した（『新編 高崎 市史資 料 編
３中世 Ⅰ』、1996 年３ 月）。それが『 高崎市 内 遺跡出 土資料 報告 書１ 』
（1997 年 ３月 ）の「 第

■ 発 掘 さ れ た 永 福 寺 瓦 （『 高 崎 市 内 遺 跡 出 土 資 料 報 告 書 １ 』 よ り ）
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Ⅱ章

発掘調 査資 料整 理報告 ―浜川 北遺 跡出 土未報 告資料 の整 理報 告―」 では、 それ まで

未検討 であっ た出 土瓦 を詳細 に調べ て、 永福 寺瓦で あるこ とを 突き 止めて 、遺跡 全体 を寺
院址と して解 説し てく れまし た。こ の場 所に 、時宗 寺院の 来迎 寺が できる 前の、 鎌倉 時代
の中期 （ある いは 後期 ）に寺 院が立 って いた ことが 判明し たの です 。
浜川 来迎寺 遺跡 地域 の 13 世 紀後 半は 、長 野郷・長野 氏の 時代で す。長 野氏 と武 蔵西北 部
との関 係はい まの 研究 では不 分明で す。 そこ で一案 として 、鎌 倉・ 永福寺 を間に 入れ て、
上野国 長野氏 ～鎌 倉～ 武蔵西 北部と いう 関係 を調査 してみ たい 。長 野郷に 永福寺 瓦を 持っ
た寺院 が、鎌 倉時代 後 半に建 立され る経 緯を 明らか にでき るか もし れない と思っ てい ます 。

群馬県立歴史博物館学芸員の森田さんに、近年発見され長野市立博物館が所蔵する落合文書
について報告をしていただきました。
落 合 文 書 に は 寺 尾 氏 関 係 の 文 書 も 含 ま れ て お り 、今 回 は そ の 中 か ら 寺 尾 左京亮 宛 の「 上 杉顕

定判物 」をご 紹介 いた だきま した。

新発見の落合文書
森田

真一

「落 合文書 」は 、近 世に松 代藩（ 長野 市） に出仕 した落 合家 伝来 の中世 文書で ある 。寺
尾氏宛 ての文 書も 含ま れてい るが、 伝来 の経 緯から 「落合 文書 」と 命名さ れてい る。 長野
市立博 物館 が 13 点 を 所蔵し 、個人 所蔵 の文 書など も含め て計 17 点が管 見で確 認で きる 中
世の「 落合文 書」 であ る。
落合 氏宛て の「 落合 文書」 の中に 寺尾 氏宛 ての文 書が含 まれ てい る明確 な理由 につ いて
は、今 後の 課題 である 。しか しな がら 、寺 尾 氏は 15 世紀 前半か ら 伊豆国 守護代 を務 める 山
内上杉 氏の重 臣で あり 、落合 氏より も著 名な 氏族で あった 。し たが って、 寺尾氏 の庶 流の
系統か ら落合 氏が 生じ ていっ たか、 ある いは 婚姻関 係によ って 落合 氏宛て の文書 に寺 尾氏
宛ての 文書が 混在 する ように なった と推 測さ れる。
17 点 の文 書はい ず れも裏 打ちさ れて いる のみか ウブな 状態 であ り、巻 子や掛 軸に は表 装
されて いない 。時期は 南北朝 期、15 世 紀末 ～ 16 世紀 初頭 の戦国 期 、近世初 頭であ り 、中心
は 15 世 紀末～ 16 世紀 初頭の 戦国前 期の 文書 である 。いず れの 文書 も上野 国の権 力者 であ
った新 田義貞 や関 東管 領上杉 氏、長 尾氏な ど が寺尾
氏ある いは落 合氏 等に 宛てた もので ある 。
落合氏の本貫地は、現藤岡市上落合と考えられ
る。関東管 領山 内上杉 氏の本 拠地と なる 平井（藤 岡
市西平 井）か ら直 線で ３～４ ㎞の近 距離 であ るが、
これま で上野 国の 落合 氏の動 向は不 明で あっ た。
寺尾氏の本貫地は、現高崎市寺尾町と考えられ
る。山内 上杉 氏の被 官 は西上 野に偏 在し てい ると言
われ、い ずれ も同地 域 にある 落合と 寺尾 は直 線で３
～４㎞ の近距 離に 位置 してい る（図 １）。
長野 市立博 物館 所蔵 の中で「上 杉顕 定判物 」の み
■図１

を紹介 すると 、次 のよ うなも のであ る。
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落合氏・寺尾氏関係要図

募忠信 、屋敷 分事 、

忠信を 募り、 屋敷 分の 事

以時節 不可有 相違 候、

時節を 以て相 違あ るべ からず 候、

謹言、

謹言、
十月 十二 日

顕定（ 花押）

十月 十二 日

寺尾 左京亮 殿

顕定（ 花押）

寺尾 左京亮 殿

関東 管領で 上野 国守 護の上 杉顕定 が寺 尾左 京亮の 忠信に 対し て、 屋敷分 を保証 した もの
である 。花押 の形 から 判断し て、年 次は 永正 元年（1504） より も前 のもの である 。
料紙 は切紙 で書 止文 言は「謹言 」、年付 は ない 。袖が 広く 欠損し ている が、他の 文書を 踏
まえて 、広く 裏打 ちし ている 。表装 され てい ないた めに文 書の 裏面 の状態 や汚れ など も確
認でき 、文書 をモ ノ資 料とし て捉え る際 の史 料価値 がとて も高 いも のであ る。
これまで知られてい
なかった情報が記され
た文書も多く、高崎地
域の歴史を解明する上
でも、今後の活用が期
待され る。
なお、詳しく知りた
い方は 、拙 稿「 史料 紹 介
「落合 文書」」（『長 野 市
立博物館紀要（人文
系）』22 号、2021 年 ）を
■上杉顕定判物（長野市立博物館蔵）

ご覧く ださい 。
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