田

−四日市市久留倍遺跡︵朝明郡衛︶の周辺−

岡

古代の行政区画は︑大化二年︵六四
六︶ の﹁改新の詔﹂によって成立した
が︑改新の詔の表記は︑大宝元年︵七
〇一︶ 成立の大宝律令文言の修飾をう
けているため︑本来は国・評・五十戸
のところを国・郡・里と記されている︒
朝明評も︑改新の詔によって成立し
たと考えられ︑飛鳥京跡から辛巳年

朝明郡と朝明郡衛

宮︶ で五泊し︑大伴家持は﹃万葉集﹄
の歌を詠んでいる︒

登

壬申の乱および聖武天皇北伊勢巡幸の道を往く

はじめに

大友皇子と大海人皇子︵後の天武天
皇︑以下﹁天武天皇﹂と記す︶ が皇位
をめぐって争った壬申の乱 ︵天武天皇

︵天武天皇一〇年へ六八一︶︶ と記し

元年壬申︵六七二︶︶ の折︑天武天皇

る︒いずれも︑国家を左右する重大な

た木簡とともに︑﹁□明評﹂ ︵二宇目に

東下向し︑また聖武天皇は藤原広嗣が
九州で反乱を起こした際︵天平一二年
︵七四〇︶︶︑右大臣橘諸兄ほかを引き
連れ関東︵伊賀−伊勢←美濃←近江←
山城︶ へ行幸し︑北伊勢を通過してい

弥生時代中期から鎌倉時代頃までの遺
構や遺物が確認されている︒
近くには︑弥生時代後期から古墳時
代後期の竪穴住居一〇〇棟以上が確認
された山奥遺跡 ︵南方︶︑江戸時代に
銅鐸二個が出土したと伝えられる青木
谷遺跡 ︵西側︶︑玉砥石が採集された
北之脇遺跡︵南西側︶ などを始めとす

る弥生時代の集落群が集中している︒

図1久留倍遺跡関係地図（寛政8年〈1796〉『朝明郡内桑名藩領絵図』〈『四日市市史』第6巻絵図編解説〉に加筆）

来︑朝明川下流左 ︵北︶岸の丘陵上に

確認されていた伊坂町西ケ広遺跡︵七
世紀末〜八世紀︶ や朝日町縄生廃寺付

字矢内

の発掘結果によって︑この遺跡が朝明

近とする考えもあったか︑久留倍遺跡
郡衛と考えられるに至った︒

久留倍遺跡

四日市市大矢知町宇久留倍

谷に所在し︑古代
に含まれる︒朝明

では朝明郡訓覇郷

位置し︑標高約三〇

川下流右︵南︶岸の
垂坂丘陵東端部に
㍍を最高所とする

東側に向けて緩や
かに傾斜する丘陵

斜面に立地する︒
東方には︑沖積低
地ならびに伊勢湾
を挟んで︑知多半
島や濃尾の山々︑

鋳物技術

6

うず縄、縄生、稗田
桑部

あら羅、ふな羅、いなべ氏
あまが洲賀、しら州賀

はのちの持統天皇とともに︑北伊勢に

王権と北伊勢地方との関わりを考える

明の字を用いる郡は︑朝明郡のみ︶ と

する南伊勢の山々

朝熊山をはじめと

である︒遺跡は︑

北四五〇㍍程の範
囲におよび︑発掘
調査 ︵約四万七千
平方㍍︶によって︑

いかるがの里

いつき

時期に︑この地方を訪れており︑古代
上で︑注目すべきものである︒

は︑東は伊勢湾︑南は海蔵川で三重郡︑

記した削り屑が出土している︒朝明郡

が遠望できる大変

今回は︑国道一号線のバイパス工事

西は員弁郡︑北は員弁川 ︵町屋川︶ で

に先立つ四日市市教育委員会の発掘調
査で確認された朝明郡衛跡＝久留倍遺

東西四〇〇㍍︑南

訓覇郷へと︑時計回りで記されている︒

岸の豊田︑右岸から三重郡の境までの

から︑朝明川中流の大金︑下流両

額窯光蹄こ
田だ・見

郡家︵郡衛︶ の所在地については︑従

見晴らしの良い所

跡を中心に︑両天皇の巡幸の道を︑

桑名郡に接している︒﹃倭名類衆錫﹄
える郷名は︑朝明川上流から田
杖部と記し︑員弁川下流右岸の

﹃日本書紀﹄・﹃続日本紀﹄・﹃万葉集﹄の

記事を参考にしながら辿ってみたい︒
因みに︑天武天皇は朝明郡家に立ち
寄り︑高市皇子を不破に遣わし軍事を
監せしめ︑東海・東山の両軍を発し︑
聖武天皇は朝明郡 ︵朝明行宮・狭残行

近畿文化 第666号 平成17年5月1日発行 第3種郵便物認可

倭の国で最初に天皇
を名乗った

古墳時代では南方約二・五キロに北
伊勢最大規模と推定される前期前方後
円墳の志氏神社古墳︵四世紀代︑前方
部削平︑後円部径三〇㍍︑葺石︑副葬
品に内行花文鏡・碧玉製車輪石・硬玉
製勾玉・管玉二・ガラス小玉四︶︑前
期に属する鋼鉄二三本が出土したとい
う南方の斎宮山 ︵或いは︑糠塚山︶︑
単鳳環把頭 ︵六世紀後︶・双龍環把頭
︵七世紀初︶ の飾りを持った環頭太刀
二本が出土した糠塚山北西麓の死人谷
横穴墓群などがある︒

の郡界から直進してきた古道 ︵郡家と

に便利なところであり︑また三重郡と

運を利用して租米を正倉に搬入するの

朝明川流域に分布する各郷から︑水

が︑本遺跡は東面していることと南北

構は︑宮部を始めとして︑国衛・郡衛
のほとんどが南面するのか普通である

あったことが窺われる︒古代の官衛遺

れも東側にあり︑東面する官衛配置で

の位置や溝の途切れ部︵土橋︶ がいず

埋没している可能性は高いと言える︒

留倍遺跡の未掘部分ないしは周辺部に

院に対する都庁院の所在は不明で︑久

く︑朝明郡衛と考えてよい︒ただし︑

は︑公的要素を持ったものと考えてよ

倉庫群︵正倉院︶ と郡庁院の建物配置

した地名と考えられる︒

郡家を結ぶ郡伝路︶ が多度方面と桑名

これは︑朝明郡の特性と東側を走る古

楼閣をもつことが最大の特色である︒

D・E地区の長大な建物は︑四〇〇人

道との関係が考えられる︒また︑C・

恵大師・元三大師︶ 伝に︑延長六年

の大僧正良源 ︵比叡山延暦寺中興の慈

木良兄が師檀関係を結んだことが記さ

︵九二八︶︑良源と伊勢国朝明郡領船

時期的には︑I期︵八世
紀前半ないし後半以前︶・
Ⅱ期① ︵八世紀第1四半

幸を考える上で注目される︒

の騎兵で前後を守られた聖武天皇の巡

朝明郡の郡司は︑﹃後拾遺往生伝﹄

I期郡庁院に対する正倉院︑Ⅲ期正倉

たっており︑郡家を営むのに絶好の場

方面へと分岐する地点 ︵図1︶ にも当
所といえる︒

なお︑朝明郡は︑寛仁元年︵一〇一
七︶ に伊勢神宮へ全都が寄進され神郡
となり︑郡内の神税は大矢知の対岸に
あたる千代田納所に集められ︑船によ
って伊勢神宮へ運ばれたと考えられ

図2 久留倍遺跡遺構配置図（既報原稿より加筆作成）

る︒朝明川河口には︑大きく内陸に入

確定である︒

遺物には︑須恵器円面硯
一点と転用硯が見られるも

のの︑木簡は未検出で︑墨

整然と配された大規模な

にすることは難しい︒
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り込む潟 ︵朝明潟︶ が想定され︑天然

大な建物はⅡ期︑正倉院は

郡庁院は−期︑C地区の長

期︶・Ⅱ期② ︵八世紀第2
四半期︶・Ⅲ期①〜③ ︵八

この点は︑朝明郡の郡司が船木氏であ
ったことや︑この郡家で東海の軍を発

れる︒なお︑郡庁院地区は︑

Ⅲ期①〜②に属するとさ
れ︑土地利用の変遷が窺わ

世紀後半以降︶に分けられ︑

したこと︑さらには大伴家持の﹃万葉

の良港があったと考えられる︒︵図1︶

には平安時代前期に創建された大膳寺

また︑飛鳥から平安時代の古代の遺
跡は︑遺跡東側を走る県道員弁四日市
線︵後述する古代の道︑図1︶ に沿っ
て︑山畑 ︵多量の緑粕陶器や風字硯を
出土︶・斎富谷A・B︑鵜A・Bな
どの遺跡があり︑南方一・五㌔の鵜町
跡がある︒また東側の沖積低地部にも

集﹄ の歌を考える上で注目される︒

久留倍遺跡で確認された郡衛関係遺
構︵図2︶ は︑A地区の柵で連接され

遺構埋土の掘り下げが行わ

由来する地名で︑所在地の大矢知は延

正倉院地区と郡庁院・D・E地区

れていないので︑時期は未

た正殿・脇殿︵高二棟・北一棟確認︶・

書土器も一点と少なく︑遺

下の宮遺跡などの弥生時代から室町時
代にかけての遺跡がある︒
延書式内社としては︑志氏神社・伊
賀留我神社・桜神社・長倉神社などの
古社が鎮座している︒遺跡名の久留倍

八間門・南北楼閣からなる郡庁院地区
とB地区の溝で囲まれた総柱式掘立柱
建物一六棟ほどの倉庫で構成された正
倉院地区がある︒また︑A地区に総柱
式掘立柱建物の倉庫やC地区に長大な
掘立柱建物のほか︑D・E地区で長大

物面から遺跡の性格を明確

は︑﹃倭名類衆錫﹄郷名の﹁訓覇笹に

文五年 ︵一三六〇︶ 頃成立の﹃神風
銭﹄ に﹁大矢智御厨﹂と見えるのか
初見で︑﹁大家﹂あるいは﹁公﹂ の

な掘立柱建物群が確認されている︒

名と考えられる︒また字名の矢内谷も︑

は︑棟方向をやや異にするが︑八脚門

7

地︑すなわち郡家の所在を意味した地

﹁家内﹂すなわち﹁郡家の内﹂を意味

∴プノ： 旧− 一l鵬 − し．l 、000−∴ ノー1 〝 三言
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いつき

れており︑船木氏が任じられていた︒

また︑垂坂観音寺はその因縁で建立さ
れ︑大膳寺はその直弟子である覚鐘が
建立したものと伝えており︑船木氏と
深く関わる寺と言える︒

船木氏は︑天平二〇年︵七四八︶ の
正倉院文書にも︑﹁船木臣東君﹂と記
され︑また式内社耳利神社︵伊坂町︶・
耳常神社︵下の宮町︶ の宮司も︑江戸
時代は船木氏が任じられていた︒船木
氏が︑何時︑郡司に任じられたかは不

えた︶ という祖先功業伝承によって︑

木氏は﹁日の神を出だし奉る﹂ ︵太陽
を東の海から船に乗せて大入島国へ迎

天平勝宝九歳四至 諌競揮上浦藷翻﹂と

ると︑日の神︑太陽そのもの︶ を望拝

河﹂が ﹁阿久良河﹂ ︵海蔵川︶ の誤り
と見られ︑三滝川と海蔵川に挟まれた

また︑三重圧は北限の四至﹁河多良

い地であると理解されたようである︒

天照大神に戦勝祈願をするにふさわし

る朝明郡の入口に当たる遽大川で日の

みに対する感謝の念と船木氏の支配す

されていることは︑日の出による温か

地域に比定される︒さらに︑﹃神風鈴﹄

川に比定する説が有力である︒

見える南限の四至﹁遠河﹂より︑三滝

﹁朝明郡﹂と名付けたと考えられる︒

などに﹁遠保御厨﹂や﹁遠保芝田﹂な

なお︑三重庄東隈の﹁布沼雪上埼﹂
は難訓で︑﹁市泥埜上埼﹂ の誤字であ

や海部郡美和町付近に盤躇した島田氏
らとともに︑朝明郡訓覇郷を中心とす

は︑天皇が吉野から伊賀を抜け︑鈴鹿
峠を越えて︑三重郡家︵四日市市中許

壬申の乱の道
﹃日本書紀﹄天武天皇元年六月条に

とされている︒

とあり︑已むに已まれない行幸である

き惜しむべからず︒

こと能わず︒将軍︑これを知りて驚

其の時にあらずといえども︑事己む

今月の末︑暫く関東に征かんとす︒

く︑朕︑患うところ有るに縁りて︑

大将軍大野朝臣東人らに勅して日

一〇月二六日条には︑

聖武天皇巡幸の道
﹃続日本紀﹄天平一二年︵七四〇︶

﹃万葉集﹄の歌を考える上で注目される︒

出を迎えたことを天の働きと読まれ︑

朝明郡衛が︑東面するのも︑郡司に任
じられた船木氏の祖先功業伝承によっ

どの地名が見えるが︑三重庄とともに︑

るとすれば︑迩太川辺は﹁市泥埜中埼﹂
に当たり︑聖武天皇の北伊勢巡幸の折︑

建郡のおり︑東︵朝︶ から太陽︵日の
出︶ を迎える ︵明︶ という意味で︑

て︑日の出︵東︶ の方向を意識したも

郡遽大川とすることと矛盾する点で︑

丹比屋主真人が思︵四︶泥の崎を詠んだ
しかし︑三滝川 ︵遠河︶ は︑古くは

三重郡に所在し︑﹃日本書紀﹄ の朝明

のであろう︒これはまた︑壬申の乱の
折に︑天武天皇が朝明郡の遽太川辺で︑

確説となっていなかった︒

に︑三重圧が施入されたこととも深く

る地域 ︵前述の古墳時代遺跡の分布か
ら︶ に︑盤顕したものと考えられる︒

官神社付近︶ に至り︑二六日の旦 ︵日

堤 ︵第一浜堤︶ に当たり︑三重圧の京
阪の四至﹁布沼雪上埼﹂に相当する︒
中の浜堤 ︵第二浜堤︶ は近世の東海道
が走り︑前述した古道と考えられる県

たことや聖武天皇が創建された東大寺
関わっている︒

天照大神 ︵日の神・太陽︶ を望拝され

祖﹂と記されており︑神八井耳命の子

明であるが︑﹃古事記﹄中巻・神武天
皇段に︑弟の﹁神八井耳命は︑︵中略︶
伊勢船木直・尾張丹羽臣・島田臣等の

また︑﹃住吉大社神代記﹄ には︑﹁伊

神を望拝され︑是の時大津皇子が追い

道員弁四日市線が分岐している︒恐ら

孫で︑現犬山市付近に盤騙した丹羽氏

西国船木﹂ に︑﹁大八島の国︑天の下
に日の神を出だし奉る船木の遠祖︑大

至り︑この日桑名郡家に宿されたと記

着き︑大変喜ばれ︑その後朝明郡家に

下流で海蔵川に合流しており︑合流後
の海蔵川を遠河 ︵迩太川︶ と称し︑条
里地割の方向から︑海蔵川が三重郡と
朝明郡の郡界となっていたと考えら
れ︑矛盾は解消する︒合流部は︑海岸
に沿って平行する三条の浜堤の上の浜

田田の神﹂ の子孫﹁伊瀬川比古乃命﹂

従来︑藤原広嗣の乱を避けてとか言
川辺であったと考えられる︒
また︑その望拝の意味も︑天武天皇
自ら天候を見て占いをすることや︑遽
太川に着くまで︑夜中雷雨に見舞われ︑
非常に寒い様子で︑二六日の且に天照

宮へ赴き広嗣の乱の平定を祈り︑また

いることからすると︑天皇自ら伊勢神

われていたが︑乱を避けてということ

していたが︑大治五年︵一一三〇︶ の

新しい都に還り︑二月に河内の知識寺

滝川説などがみられ︑朝明川を通説と

志郡河口頓宮で︑一〇日間滞在されて

る東海道を使わず伊賀南部を抜けて一

はない︒平城京から伊賀北部を通過す

﹁東大寺諸国庄々文並絵図等目録車中﹂

伊勢神宮と書かれていないことからす

大神 ︵ここでは︑伊勢の大神︑或いは

員弁川説・朝明川説・十四川説 ︵県
史跡指定︶・糠塚山説・米洗川説・三

︵東大寺文書︶ に︑﹁三重庄 絵図一

されている︒
朝明郡遽大川の所在地については︑

の出︶ に︑朝明郡遠大川辺で︑天照大

が居たとあり︑﹃古事記﹄ の氏族系譜

く︑天武天皇が天照大神を望拝した地
点は︑海蔵川 ︵遽大川︶ のこの付近の

とは異なるが︑この船木も朝明郡のそ

﹃同神代記﹄には︑神功皇后の時に︑

れを指したものと考えられる︒また︑

船司・津司を任じ︑処々に船木の姓を
賜ったとあり︑朝明郡にいた神八井耳
命の子孫も︑朝明潟を支配する氏族と
して︑船司・津司に任じられ︑船木の

姓を賜ったと考えられる︒そして︑船
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を訪れ発願した塵遮那仏の道立を祈念

にしていた歌を︑﹃万葉集﹄ に収めた

じめ四泥の崎の故事に因んで詠むこと

帰ったことは︑左注の通りで︑あらか

が︑屋主が乱平定後に勅をうけて都へ

わるものと考えられる︒恐ら

に﹁大ヤチ出郷 礫井﹂とあ
るので︑﹁狭残﹂ の地名に関

明郡内桑名藩領絵図﹄ ︵図1︶

寛政八年︵一七九六︶ の﹃朝

近畿文化 第666号 平成17年5月1日発行 第3種郵便物認可

することを目的としていたと考えられる︒

ものであろう︒

﹃日本書紀﹄には︑天武天皇が︑遽

乱鎮圧によって︑神宮への参拝︵神
宮へ参拝された天皇は︑明治天皇が始
めてで︑天皇は神宮へ参拝しないのが
大川 ︵四泥の崎︶ で天照大神を望拝し

た丁度その時︑遅れたため安否を気遣
っていた大津皇子が追いつき︑大いに

御食つ国志摩の海人ならし

また︑狭残行宮で詠まれた

来した地名と考えられる︒

が︑朝明川に設けた井関に由

く︑郡家に由来する﹁大矢知﹂
の吉名は﹁狭残﹂で︑出郷の
﹁礫井﹂は大矢知 ︵狭残︶ 村

原則で︑その代わりとして斎王が任じ
られていた︒︶ を取り止め︑その後は
辿り︑また遷都にふさわしい地を求め︑

曽祖父にあたる天武天皇東下向の道を

元・二年︵七一七・八﹀︶ 訪れられた

さらには伯母元正天皇が二度 ︵養老

と考えられる︒

養老の滝を見ることを目的としていた

漕ぐ見ゆ

真熊野の小船に乗りて沖へ

を偲び︑天照大神を望拝して﹁さきく
とぞ思われた﹂ ことにかけて四泥の崎

久留倍遺跡であると考えると

れたか良く分かっていなかっ

も︑従来︑何故この地で詠ま

喜ばれたとある︒四泥の崎は︑天照大
神を望拝した時に︑木綿四手を奉げら
れたことに因む地名で︑屋主はその事
を知って︑随行するはずであった四泥
の崎の故事︑﹁後にし人﹂ ︵大津皇子︶

を詠んだのではなかろうか︒

明確に理解できる︒志摩国は

︵﹃万葉集﹄巻第六−一〇三三︶

また︑奈良時代︑伊勢国に唯一設け
られた東大寺領の三重圧は︑天武天皇

水田可耕地が少なく︑神亀二

﹃万葉集﹄に収められた丹比屋主真
人の歌
後にし人を偲はく四泥の崎 木綿

は︑天武天皇東下向の後を辿ることを

れたことと︑この聖武天皇の巡幸が︑

が迩大川 ︵遠河︶ で天照大神を望拝さ

︵巻第六−一〇三一︶

取り垂でてさきくとぞ思ふ

目的にしていたことを窺う上で重要な

年︵七二五︶ に伊勢国と尾張

久留倍遺跡は地元及び四日市市の努力
は︑東大寺塵遮那仏は仏教教理で日輪
︵太陽︶ とされ︑皇祖神天照大神︵太

︵皇学館大学教授︶

国で口分田を班給したことが見え︑恐

たが︑狭残行宮が朝明郡衛で︑

ものである︒

大きく関係していると思われる︒それ

作にあらぬか︒然いふ所以は︑大夫

陽︶ と共通し︑天武天皇の聖拝と聖武

を参照されたい︒

により︑道路の高架化で遺構を保有し︑

、読 ÷亘

らく朝明川流域でも志摩国口分田が班

に勅して︑河口の行宮より京に還ら

明潟より船で志摩国へ運んだと考えら

遺跡︶ に搬入し︑収穫稲を内湾する朝

この歌には︑
右を案ふるに︑この歌はこの行の

・一塩−

給され︑同国百姓は租税の稲を︑朝
明川を利用して朝明郡の正倉︵久留倍

しめ︑従駕せしめしことなし︒何そ

へ施入されたものであろう︒

れ︑大伴家持はその様子を︑高台にあ
る久留倍遺跡 ︵狭残行宮︶ から詠んだ
ものと思われる︒

以上︑壬申の乱および聖武天皇北伊
勢巡幸の道に関わって見てきた︒現在︑

久留倍遺跡 発掘調査現場

楽覿

饗強 大∴∵一之
遜碧雲

欝．喪 襲寒雲莞寒
饗
￣髪琴業憲轟議襲i謙星霜発議
＿＿i或−
三・滝毛
義重義璧∴一
義＿選響発議靂＿￣繋
、⊂

〔二

＿芸，、二二

一三一二

題

一一一一

∴やゝ：：∴ 一一一一一￣￣ 重要裏雲一三器霊三 一i≒ 三奉董輩漆薬 一二一一一

量繋＿＿一塁蒙饗醸 憩￣￣￣瑳￣選書藁、嚢

∴ ∴

二二i￣ご 議題頭髪懇

一一一一一 二華子−∴∴十：∵ ∴∴∴ヽ 一翼￣＿翼賛霞一翼麗襲 ー喜襲襲￣￣プ

∴ ∴∴∴∴艦：

三一割．一・・・；−￣

麗露嚢桑黍整襲撃馨馨萎馨￣霊翼

国史跡の指定を受ける方向で︑新たに
保存と活用が検討されつつある︒
なお︑本論に関する詳細については︑
皇撃館大学史料編纂所所報﹃史料﹄一
九一一九二号掲載の拙論﹁壬申の乱
及び聖武天皇伊勢巡幸と北伊勢−朝明
郡家跡の発見を契機として−﹂上・下
天皇巡幸に縁ある地として︑伊勢国司
から天平勝宝八年 ︵七五六︶ に東大寺

思泥の崎を詠めて歌を作ることあら

なお︑﹃万葉集﹄ に見える大伴家持
が狭残行宮で詠んだ歌は︑久留倍遺跡

の﹃諸国御厨御園帳﹄に﹁佐々良井神田﹂︑

北東の大矢知地内に字礫井や下ささら
い町があり︑また延元四年︵一三三九︶

の歌ではないかとする説や広嗣の乱で

鈴鹿の赤坂頓宮で叙位された弟の家主

て詠んだものなどとする説もあった

不穏な都に残してきた妻のことを思っ
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︒
む
という左注があり︑従来の研究では︑

隋書（600年）、倭王、姓は阿毎、字は多利思比孤
倭国で最初の天皇-天武の祖父。血統が途絶えると
（ﾏﾏﾀﾘｼをｱﾏﾃﾗｽとして祟りのないように祀る）
明治天皇は南朝系説

