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序 
 

恵那市は岐阜県美濃地方の東端に位置します。奈良時代には美濃

国恵奈郡であり、東山道の難所である神坂峠を控える郡として重要

な位置を占めておりました。当市初めての国史跡である正家廃寺跡

は、この時代に造営された寺院跡で、古代恵奈郡の政治、社会、文

化を理解する上でたいへん重要な遺跡であり、これを後世に引き継

いでいくことは現在を生きる私たちの責務であります。しかし、こ

れをめぐる環境は日々変化しており、地域の皆様をはじめとする関

係機関との協働により、積極的な保存と活用を図っていくことが大

切であると考えます。 

そこでこの度、この遺跡の歴史的・文化的価値を明確にし、適切

な保存管理と整備活用の基本的な方針を定めるものとして、「史跡

正家廃寺跡保存管理計画」を策定いたしました。今後事業の進展に

伴い様々な課題も出てくることと存じますが、本計画を基本として

有効に保存活用され後世に引き継がれていくことを願っております。 

後になりましたが、正家廃寺跡調査整備委員会の諸先生方、正

家寺平歴史の里整備構想研究会をはじめとする地元正家区の皆様、

その他関係機関の皆様の多大なるご指導とご尽力に対しまして厚く

お礼申し上げます。 

 

平成２４年５月 

 

岐阜県恵那市 

市 長 可知 義明 



例  言 
 

１．本書は岐阜県恵那市長島町正家字寺平32番５外に所在する史跡正家廃寺跡の保存管理計

画書である。 

 

２．本保存管理計画は、恵那市教育委員会が事業主体となって策定した。 

 

３．本保存管理計画の策定の経過は「１ 沿革と目的」に示したとおりである。 

 

４．本保存管理計画の策定に係る事務は、恵那市教育委員会文化課が担当した。 

 

５．本保存管理計画の策定にあたり、次の機関等に多大なご協力とご指導を賜った。記して

厚くお礼を申し上げる次第である。（敬称略・順不同） 

恵那市正家廃寺跡調査整備委員会、正家寺平歴史の里整備構想研究会、正家区、文化

庁文化財部記念物課、岐阜県教育委員会社会教育文化課 
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1 沿革と目的 
 

1-1 計画策定の沿革 
1-1-1 策定に至る経緯 
 正家廃寺跡は、岐阜県恵那市長島町正家字寺平の丘陵上に所在する古代の寺院跡である。 

 正家廃寺跡は、古くから遺跡の立地する丘陵の中央部に高塚状に塔と金堂の基壇が遺存していること

が知られており、昭和34年（1959）には岐阜県史跡に指定された。また、丘陵上の広い範囲に石器・土

器が散布することが知られており、こちらは寺平遺跡と呼ばれていた。 

 昭和52年～54年、平成４年～10年の発掘調査により遺跡の概要が判明し、主要伽藍の遺存状況が良好

で豊富な出土遺物があり、東海地方を代表する古代寺院であるとともに、金堂は特異な様式であり建築

史上も貴重であるとして、平成13年８月に国史跡に指定された。 

 今後、この史跡を適切に保存し、確実に後世に伝えていくために、「史跡正家廃寺跡保存管理計画」

を策定することとしたものである。 

1-1-2 策定の経過 
策定にあたっては、専門的な見地からの指導・助言を受けるため、恵那市正家廃寺跡調査整備委員会

（恵那市正家廃寺跡調査整備委員会設置要綱・平成16年10月25日教育委員会告示第６号。以下「委員会」

という）を設置した。そして、委員会の協議、文化庁文化財部記念物課、岐阜県教育委員会社会教育文

化課の助言・指導を踏まえて、恵那市教育委員会において計画策定を行った。 

経過は次のとおりである。 

平成23年５月13日 策定に向けての文化庁指導 

８月９日 第１回委員会 委員委嘱・現地確認・構成等検討 

９月22日 土地所有者等説明会 

10月２日 正家区役員会にて素案説明 

12月14日 第２回委員会 素案検討 

平成24年２月９日 文化庁指導 

３月２日 恵那市文化財保護審議会 保存管理計画案説明 

４月13日 第３回委員会 保存管理計画 終案の確定 

５月８日 土地所有者等説明会 

５月29日 保存管理計画策定 

 

表０１ 恵那市正家廃寺跡調査整備委員会委員名簿 

氏 名 役職等（平成24年３月現在） 分野 

委員   

松村 恵司 奈良文化財研究所長 考古学 

早川 万年 岐阜大学教育学部教授 歴史学 

大林 潤 奈良文化財研究所都城発掘調査部（平城地区）遺構調査室 建築学 

鈴木 嘉明 正家寺平歴史の里整備構想研究会 地元 

オブザーバー     

近藤 大典 岐阜県教育委員会社会教育文化課   

事務局     

各務 一彦 教育委員会文化課長   

三宅 唯美 教育委員会文化課課長補佐兼文化財保護係長   

伊藤 英晃 教育委員会文化課主任主査文化振興係長   

三宅 英機 教育委員会文化課主査   

西部 良治 教育委員会文化課文化財管理学芸員   
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1-2 計画策定の目的 
 「史跡正家廃寺跡保存管理計画」は、正家廃寺跡の歴史的・文化的価値を後世に引き継ぐため、適切

な保存管理、整備活用の基本的な方針を定めるために策定するものである。 

 この計画では、正家廃寺跡の特色と価値を明らかにし、その価値を次世代に引き継ぐため、保存管理

の基本方針や方法、現状変更の取り扱い基準、追加指定、土地の公有化、史跡の整備活用、管理運営、

さらに、指定地外の史跡周辺の関係遺跡や周辺環境等を構成する諸要素についても、保存管理および景

観形成への取り組みに関する基本的な考えについての基本理念を示しておくものである。 

 

1-3 上位計画との関係 
1-3-1 恵那市総合計画 
 まちづくりの 上位計画は、平成18年５月に策定された恵那市総合計画である。 

 ここでは、市の将来像を「人・地域・自然が調和した交流都市～次の世代へつなげるまちづくり～」

とし、今まで積み重ねてきた各地域でのまちづくりの成果と特色を相互に結びつけながら、新たな人と

人の交流の輪を広げ、夢と誇りの持てる地域（郷土愛）を築き、里山や豊かな自然環境を大切にした調

和と活気あふれる交流都市を目指している。その中で、地域固有の歴史・文化を保存・伝承し、一人ひ

とりが豊かな人間性を育みながら、いつでも、どこでも生涯を通じて学び、活動できるまちの形成を目

指している。 

 正家廃寺跡については、基本計画

の柱の一つである「思いやりと文化

を育むひとづくりのまち」の文化財

の保護の中で、保存継承していく必

要のある貴重な文化遺産の一つとし

て例示され、後期実施計画（平成23

～27年度）の中で「正家廃寺跡保存

整備事業」が位置付けられている。 

図０１ 恵那市総合計画 

 また、本市は、平成16年10月の合

併後、平成および昭和の合併前の旧

町村を単位とする13の地域自治区を

設けており、総合計画の中でもそれ

ぞれの地域計画を策定している。正

家廃寺跡が所在する長島地域自治区

では、目指すべき地域像で「中山道

や西行遺跡、正家廃寺跡に代表され

る多くの歴史遺跡を保存、活用し、

豊富な自然、歴史環境の中で文化を

育み、豊かな人生を送れるまちを目

指します。」とし、地域での取り組み

に「正家廃寺の整備保存活動」を掲

げている。 
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1-3-2 恵那市都市計画マスタープラン 
 現計画は、平成８年度に策定され20年間の計画となっている。 

 都市づくりのテーマを「水と緑のまち 恵那」とし、市内を流れる木曽川、阿木川などの清流と市街

地を取り巻く山々の緑豊かな光景は、人々に安らぎと潤いを与え、水と緑を生かし、人々が豊かで潤い

のある生活が実感できる快適都市を目指している。 

 都市づくりの理念としては、以下の３点を掲げている。 

 ・恵まれた自然環境の活用とそれを後世に伝えるまちの創造 

 ・地域資源を活用して豊かさを感じるまちの創造 

 ・住む人が誇りに思い、訪れる人が楽しめるまちの創造 

 また、平成20年度に都市計画法第６条に規定される都市計画に関する基礎調査を行い、平成21年度か

ら恵那市都市計画マスタープランの見直しを進めている。 

 計画においては、町並みの美観向上や歴史的な雰囲気づくりを進めるために、まちづくり協定の活用

等を位置付け、また、市街地内の未利用地及び非可住地を活用した緑豊かで開放的な空間形成や、山並

みを眺めることのできるまちづくりを行うことについて位置付けるものとしている。 

 

－３－ 

図０２ 恵那市計画区域 総括図 



1-3-3 恵那市観光まちづくり指針 
 本指針は、総合計画の目標を観光まちづくりの側面から実現するための指針かつ行動プログラムとし

て策定されたもので、平成27年度を目標年度としている。 

 観光交流まちづくりに向けた課題として、「豊かな自然資源・農山村資源や歴史資源等の有効活用」

を指摘し、観光交流まちづくりの目指すべき姿６項目を設定し、その中の一つとして「歴史を学び、時

の流れを楽しめるまち」を掲げている。 

 

1-3-4 恵那市歴史的風致維持向上計画 
 平成23年２月に認定を受けた。計画期間は平成22～31年度の10年間である。 

 恵那市の維持向上すべき歴史的風致として「城下町岩村」「中山道大井宿村」「中馬街道・明知」「寒

天製造」「祭礼の奉納行事」を掲げ、重点区域は「城下町岩村地区」「宿場町大井地区」の２箇所を設定

している。 

 正家廃寺跡については、「歴史的風致の維持及び向上のために必要な事項」の中で、指定文化財とし

て可能な限り速やかに保存管理計画を策定するものとしている。 

「重点区域」 

「重点区域」 

「重点区域」 
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図０３ 恵那市における歴史的風致の分布図 



2 恵那市の概要 
 

2-1 社会的環境 
2-1-1 位置 
 本市は、岐阜県の南東に位置し、東は中津川市、長野県（平谷村、根羽村）、西は瑞浪市、南は愛知

県豊田市、北は加茂郡八百津町、白川町に接している。市域は､東西32.0km､南北36.0km､面積は504.19k

㎡となっている。 

 名古屋からは１時間の距離にあり、市内には中央自動車道の恵那インターチェンジが位置し中京・関

西方面と結ばれている。基幹道路としては、国道19号、257号、363号、418号などが通っており、鉄道

はJR中央本線、第３セクター経営の明知鉄道が通っている。 

 

図０５ 恵那市における主要交通網図 

図０４ 恵那市の位置図 
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2-1-2 市域の変遷 
 明治21年（1888）の町村制制定後、明治の大合併を経て、昭和28年の「町村合併促進法」により、昭

和29年に８町村（大井町、長島町、東野村、三郷村、武並村、笠置村、中野方村、飯地村）が合併し「恵

那市」が誕生した。恵南地域では、明知町と静波村、三濃村の一部及び吉田村が合併し明智町に、岩村

町と本郷村が合併し岩村町に、遠山村と鶴岡村が合併し山岡町に、上村と下原田村が合併し上矢作町と

なり、恵那地域は、恵那市、中津川市、恵那郡（11町村）となった。 

 その後、平成16年10月25日に恵那市、岩村町、山岡町、明智町、串原村、上矢作町の６市町村による

新設合併による「恵那市」が誕生した。 

 

図０６ 恵那市の変遷図 
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2-1-3 土地利用 
 本市の土地利用は、市の面積50,419haのうち、森林が39,066ha(77.5%)となっており大部分を占めて

いる。他の面積は、農用地が3,471ha(6.9%)、道路が1,553ha(3.1%)、宅地が1,297ha(2.6%)等となって

いる。また、市街地の面積は160ha(0.3%)となっており、市全域に対する宅地、市街地の占める割合は

非常に少なくなっている。 

 
表０２ 恵那市における土地利用構成表（平成15年現在、『国土利用計画（恵那市計画）』による）  

土地 
利用 

農用地 森林 原野 
水面・河
川・水路

道路 宅地 その他 合計 市街地 

面積(ha) 3,471 39,066 552 1,113 1,553 1,297 3,367 50,419 160 

割合(%) 6.9 77.5 1.1 2.2 3.1 2.6 6.7 100.0 0.3 

 

図０７ 恵那市における土地利用図（平成１８年恵那市計画） 
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2-1-4  観光動向 
 本市の主な観光資源を「恵那市観光まちづくり指針」より、中山道、岩村の歴史的町並み等の歴史文

化施設、坂折棚田、恵那峡等の自然資源、恵那峡温泉、らっせぃみさと等のスポーツ・レクリエーショ

ン施設、大井ダム等の産業資源の４つに分類し、まとめると下図の通りである。 

 

～観光地別年間入込み客数の推移～ 

 平成20年度の観光地別年間入込み客数の合計は約330万人となっており、平成16年度と比較すると微

増となっているもののここ数年は横ばい傾向にある。観光地別では、平成20年度「日本大正村」が約10

万人、「道の駅おばあちゃん市 山岡」については約50万人であり、平成16年度と比較すると約２倍とな

っており大幅な増加傾向が見られる。 

 

 

図０８ 恵那市観光資源の分布図 
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2-2 自然 
2-2-1 地勢 
 本市は、岐阜県東濃地方の山間部に位置している。市の東部から長野県にかけては、木曽山脈が連な

っており、他にも北部に笠置山等を有する美濃飛騨山地、南東部に焼山等を有する恵那山地、南部に三

河高原、西部に東濃丘陵と標高800ｍ～1,200ｍ前後の山々が連なった地形となっている。 

 また、市街地については恵那盆地、その南に岩村盆地が形成されている。 

 

表０３ 恵那市の年間平均気温及び総降水量 

 
 

 

 

2-2-2 気候 
 本市の気候は、太平洋気候の影響を受ける準内陸型の気候であり、夏季の気温差が比較的大きく、冬

季は寒さがやや厳しく、降水量は少ない。年間を通して安定した気候となっている。 

 

 

  １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

気温（℃） 0.6  2.6  5.7  12.0 18.0 22.0 27.0 26.0 22.0 16.0  8.5  3.3 

降水量（mm） 145 63 90 26 119 185 116 213 103 200 73 48

図０９ 恵那市の地形 
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降水量(mm) 気温(℃) 

図１０ 恵那市の年間平均気温及び総降水量 

2-3 山地・森林 
の約８割が森林となっており、北部に位置する標高1,128ｍの笠置山、南東部に

湖を中心に標高900ｍ前後の高原に広がる自然公園として、胞山

、

設により誕生したダム湖となっており、県立自然公園に指定され、

稲作を主体とし、畑では園芸作物や工芸作物、果樹、花き等の栽培が行われており、

水産省による「日本の棚田

3 歴史 
の遺跡は市内に広く分布している。木曽川水系、庄内川水系、矢作川水系のそれぞれの河川

墳時代初期にかけては、少量の土器が採集されているだけで、遺跡分布ははっきりし

になると集落遺跡の調査事例が増加し、古墳の造営が始まる。古墳は恵那郡内で200余基が確

池遺跡丁丑年木簡）。恵奈郡

 

 

2-
 本市は、市域の面積

位置する標高1,709ｍの焼山（山頂は中津川市）をはじめとした標高800ｍ～1,700ｍ前後の山々が連な

る緑に恵まれた地域となっている。 

 また、根の上湖と保古の湖の２つの

県立自然公園に指定されている。 

2-2-4 河川 
 市内の水系は、木曽川とその支流である阿木川、和田川、中野方川等からなる木曽川水系、土岐川

小里川等からなる庄内川水系、愛知県との県境をなしている矢作川や明智川、上村川等からなる矢作川

水系の３つの水系を構成している。 

 恵那峡は、大正13年に大井ダムの建

広く市内外の人々に親しまれている。 

2-2-5 農地 
 本市の農業は、

近年は転作を機に大豆、黒大豆、そば、飼料作物等の栽培が伸びている。 

 木曽川以北の水田は、見事な棚田を形成しており、中でも坂折棚田は農林

百選」に認定されている。 

 

2-
 縄文時代

が開析した河岸段丘上に立地するものが多い。時期別では、早期から遺跡が散見され、中期以降は遺跡

数が増大する。 

 弥生時代から古

ない。 

 ５世紀

認されているが、均等に分布しているわけではなく、恵那市長島町周辺と山岡町～中津川市阿木の二つ

の地域に集中している。これは後の古代寺院の立地とも一致している。 

 ７世紀第三四半世紀以前のこの地方は土岐郡（評）に属していた（飛鳥
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の立郡の時期は不明であるが、初見は天平勝宝２年（750）（「東南院文書」）で、８世紀前半に成立し

たものと推定される。恵奈郡は、絵上郷、絵下郷、坂本郷、竹折郷、阿木郷、手向郷の６郷からなる（『和

名類聚抄』）。東山道は郡の中央部を東西に横断しており、大井駅、坂本駅の二つの駅家が置かれた。郡

家は正家廃寺跡付近にあったと推定されている。 

 平安末期に恵奈郡の大半を荘域とした遠山荘が成立し、中世を通じて近衛家領として伝領される。下

鎌倉初期以来遠山氏が継承し、こちらも郷ごとに分割相続される。室町時代には10家以上

中

は、明治初年に69あっ

位の所職は郷ごとに分割されて伝領される。史料では、大井郷、苗木郷、岩村郷、手向郷、奥遠山が確

認できる。 

 地頭職は、

が分出し、幕府奉公衆となった。戦国時代にはこの中から岩村家が台頭し、恵奈郡一円を支配する国衆

に成長するが、元亀・天正年間の武田信玄の西上作戦に伴う織田、武田の争乱の過程で滅亡した。 

 関ヶ原合戦後の恵奈郡は、岩村に松平家乗、苗木に遠山友政、明知に遠山利景が封じられたほか、

山道沿いの大井村が幕領（後に尾張藩領）、正家村が木曽衆領となり、そのままの状態で幕末に至った。

恵那市域では、木曽川以北が苗木藩、明智町と山岡町の一部が明知遠山領、大井町が尾張藩、長島町正

家が木曽衆領、他が岩村藩に細分されることになった。経済的には、中山道大井宿、城下町である岩村、

旗本明知遠山氏の陣屋町で中馬街道の宿場でもある明知がその中心となった。 

 明治維新後の廃藩置県により、この地域は岐阜県恵那郡となった。恵那市域で

た村は、明治の大合併により４町13村、昭和の大合併により１市４町１村、平成の大合併により現在の

恵那市となった。 
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3 史跡正家廃寺跡の概要 
 

3-1 指定に至る経緯 
 正家廃寺跡は、丘陵の中央部に高塚状に塔と金堂の基壇が遺存しており、古くから寺院跡として知ら

れていた。 

 大正12年（1923）の阿部栄之助『濃飛両国通史』では「塔の土壇礎石並びに鐘楼址等の遺蹟より案ず

るに大刹なりし如し」「伝え云、これ真言古寺にして今の禅宗長国寺の前々身にして応仁乱時兵火に罹

りて災するものなりといふ」とある。昭和11年（1936）には小川栄一が『岐阜県史蹟名勝天然紀念物調

査報告書』第５輯で塔を「塔土壇」、金堂を「仏堂土壇」とし、詳細な測量図を提示している。 

 このような調査成果を受けて、昭和31年（1956）６月に岐阜県史跡に指定された。 

 昭和38年（1963）には中野効四郎が『岐阜県指定文化財調査報告書』第６巻で現況を報告し、金堂を

「六角形の基壇」と述べ、瓦が出土しないことを根拠に中世寺院と推定している。 

 本格的な調査が始まるのは昭和40年代後半で、『恵那市史』編纂のための資料収集の一環として行わ

れたものである。市史編さん室のスタッフによる現地踏査などが行われ、これを基に発掘調査が行われ

ることになった。 

 発掘調査は、南山大学人類学部考古学研究室が調査担当となり、昭和51年から55年にかけて４次にわ

たって行われた。その成果は、講堂跡の全面発掘による確認、伽藍地南辺、北辺、西辺の確認により伽

藍地の規模を確定したことである。出土品では三彩陶器の出土

が注目された。寺院の存続年代については、当時の灰釉陶器の

年代観により、10～11世紀との数字が示された。また、金堂礎

石の特異な配置についても、昭和53年に発行された 初の概報

において調査主任の伊藤秋男により初めて提起され(1)、以後

の研究の端緒となった。 

 その後、金堂については上野邦一が玉虫厨子から想定される

配置と同じ平面案を提示し(2)、伊藤秋男は調査の本報告(3)で、

庇の柱が身舎の柱に対してすべて放射状に広がる復原案を示

した。 

 平成４年、丘陵の東端に恵那市資源センターが建設されるこ

とになり、恵那市教育委員会が記録保存のための発掘調査を行

った。この結果、竪穴建物跡、溝（後に築地側溝と判明）など

の遺構とともに、二彩浄瓶、鍛冶関連遺物などが出土し、寺院

に関連する遺構が丘陵の広い範囲に及んでいる可能性が出て

きた。恵那市は、この成果を受けて遺構を保存することを決定

し、検出された遺構を盛り土保存するとともに、施設・設備の

配置を変更し、遺構面が既に削平されていた箇所に建設した。 

正家廃寺跡出土 奈良三彩短頸壷・浄瓶 

 これを契機として、恵那市教育委員会は、翌５年から10年ま

で丘陵上全体を対象とする遺構確認のための発掘調査を実施

した。その結果、伽藍配置や寺域の規模、主要な構造物の規模

と構造などが把握されたほか、風鐸や鉄釘など大量の金属製品

を含む多くの遺物が出土し、奈良時代に創建された寺院跡が付

属施設まで含めて良好な状態で保存されていることが判明し

た。 

正家廃寺跡出土 風鐸・風招・円盤 

 このような成果を踏まえて、恵那市は、この貴重な遺跡を保存活用していくため、平成13年１月９日

に史跡指定申請書を提出し、同年５月16日に文化審議会答申、８月13日に史跡指定の官報告示がなされ

たものである。 

 

註(1)伊藤秋男ほか『恵那市正家廃寺跡 第１・第２次調査概報』恵那市教育委員会、1978年 

(2)上野邦一「隅一組物の建物について」『建築史学』8、1987年 

(3)伊藤秋男、安藤義弘ほか『正家廃寺発掘調査報告書』恵那市教育委員会、1994年 
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南から見た史跡指定地。丘陵の下（北側）に見えるのは左から正家集落・阿木川・東野染戸集落 

 

3-2 指定説明とその範囲 
3-2-1 名称 
 正家廃寺跡 

図１１ 史跡正家廃寺跡を中心とした主要交通網図 

3-2-2 所在地及び地域 
岐阜県恵那市長島町正家字寺

平32番5ほか15筆 

3-2-3 指定理由 
3-2-3-1 基準 

 特別史跡名勝天然記念物及び

史跡名勝天然記念物指定基準（昭

和26年文化財保護委員会告示第

２号）史跡の部三による。 

3-2-3-2 説明 

 美濃東端の恵那盆地南縁に立

地する東海地方を代表する奈

良・平安時代の寺院跡。西に塔、

東に金堂が並び、その北に講堂を

配する法隆寺式の伽藍配置を持

つ。主要伽藍の遺存状態が良好で

あることや、須恵器などの出土遺

物が豊富に検出されていること

から、寺院全体の様相がよく分か
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り、この地方の歴史・文化の様相を知る上で重要である。また、金堂の建築様式は、廂の柱が身舎の柱

に対して放射状に位置する特異な様式であり、建築史上も貴重なものである。 

3-2-4 官報告示 
平成13年８月13日付け 文部科学省告示第138号 

3-2-5 史跡の面積 
２５，７３５．９２㎡ 

3-2-6 史跡の範囲 
 図１２および１３のとおりである。 

図１２ 史跡正家廃寺跡の指定範囲（地形図） 
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図１３ 史跡正家廃寺跡の指定範囲（公図） 



3-3 遺跡の概要 
3-3-1 調査成果 
 東西約110ｍ、南北約70ｍの寺域を有し、主要伽藍を法隆寺式に配置する本格的な古代寺院跡である

ことが判明した。創建年代を示す資料は極めて少ないが、８世紀前半に造営に着手され、その後９世紀

後半に主要伽藍の火災を契機として廃絶するまで、１世紀余り存続した古代寺院である。 

 遺構は大きく二時期に分けられる。前半期は掘立柱建物の回廊で主要堂塔を囲み、後半は回廊に代わ

って築地となる。西に塔、東に金堂が並び、その北に講堂を配する法隆寺式の伽藍配置は一貫して変わ

らない。創建時期は出土土器から見て八世紀前半から中葉である。後半期への変化は８世紀末ごろと考

えられ、９世紀後半に火災によって衰退し、10世紀前半ころに完全に廃絶する。 

 

 

図１４ 正家廃寺跡遺構配置図   
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塔・金堂・講堂の基壇は乱石積みで、上面の礎石の保存状況は比較的良好である。瓦はまったく出土

しておらず、屋根は瓦葺きではない。金堂の建物は桁行３間、梁行２間の身舎に四面の廂が付く。廂の

柱は身舎に対して放射状に配置されるという特異なものである。このような柱配置の建物は、現存する

建築遺構にも発掘遺構にも見られず、飛鳥時代の工芸品である玉虫厨子に類例があるにすぎない。講堂

の西側に経蔵の可能性がある一間四方の小型の基壇建物が配置される。 

 後半期には主要堂塔を囲む築地区画の東側にもう一つの区画が並置される。東西二つの区画はほぼ同

じ規模で、築地の南辺は一直線となる。東側の区画内では、掘立柱建物一棟と竪穴建物二棟が確認され

ており、鉄滓、フイゴ羽口の出土から鍛冶工房の存在が推定され、寺院の維持管理等の施設と考えられ

る。 

 出土遺物には、多数の須恵器のほかに三彩短頸壷、二彩浄瓶、鉄製風鐸など注目されるものも見られ

る。仏具と考えられる瓶類や鉢・碗類や鉄釘も多い。 

 なお、各遺構・遺物の詳細については、『正家廃寺跡Ⅱ・寺平遺跡』（恵那市教育委員会、2000年）に

詳述している。 

 

3-3-2 歴史的位置 
 正家廃寺跡に関係する文献史料は皆無であり、寺名や創建の経緯、寺院の性格などを直接知ることは

できないが、調査で得られた所見と遺跡の立地からある程度考えることができる。 

 飛鳥池遺跡丁丑年木簡によれば、西暦677年には恵奈評（郡）はまだ成立しておらず、この地域は刀

支（土岐）評恵奈五十戸（里）であった。恵奈郡成立の時期ははっきりしないが、８世紀初めの可能性

が も高いものと思われる。土岐・恵奈両郡内には白鳳期の寺院がまったく存在しない。これは、寺院

分布が多く見られる美濃国西部とは政治的状況が異なっていたのであろうことを示唆するもので、郡整

備は『続日本紀』に見られる吉蘇路の整備と同様に、中央の主導で進められたと見られる。正家廃寺造

営もこの動きと密接に関係するものであり、恵奈郡の内実を整えていく一環として進められたものとい

えよう。早川万年氏は、この時期の美濃国内の一連の整備は本格化した東北支配の後方拠点とすること

を意図したものと指摘している(1)。だとすれば、東山道の 大の難所であり東国への入り口でもある

神坂峠を控える位置にある正家廃寺は、単に恵奈郡の寺院というにとどまらず、国家にとって重要な役

割を果たしていた可能性もあるだろう。また、第２期の築地の整備に見られるように８世紀末から９世

紀にかけても、寺勢が衰えることなく活発な活動が続けられていたことも注目される。この時期の恵奈

郡は、六国史等の記述から、非常に疲弊した地域であるとされてきた。しかし、調査成果はこのイメー

ジを一変させるものである。中央の記事に現れる恵奈郡の疲弊は事実ではなく、政治的な意図を持って

流されたものであろうか。あるいは疲弊していたからこそ寺院経営に意を用いたのであろうか。この時

期の国家と地方との関係を考える上で大きな手がかりとなると期待される。 

 一方、文化財としてみた場合、なによりも特筆すべきは、寺域全体が良好な状態で保全されていると

見られることである。古代の地方寺院遺跡にあって、維持管理の施設を含めた寺域全体が遺存している

ことが明らかになっている例は、国分寺などの限られた大規模な寺院があるだけである。岐阜県内にお

いても、関市の弥勒寺跡で隣接する弥勒寺遺跡群（武儀郡衙推定地）の調査が進められているのが唯一

の事例であり、大垣市の美濃国分寺、古川町の杉崎廃寺跡では伽藍地の全域が調査されているものの、

正家廃寺跡の東区にあたるような施設の確認には至っていない。 

 佐藤信は、「古代において、寺院は単に宗教施設であるだけでなく、教育・文化・医療・社会福祉・

経営・建設などにかかわる大規模な総合施設であったことに留意すべきである。（中略）古代寺院は宗

教・政治・経済・社会・文化・福祉・環境などの全般にわたって、古代の社会や人々との関係の中に存

立していたのである」と述べている(2)。その意味でも正家廃寺跡は、単に一寺院の存在形態を明らか

にするにとどまらず、仏教の地方における受容と展開を考古学的に把握することの可能な、大変貴重な

遺跡ということができる。 

註(1)早川万年「壬申の乱後の信濃と東海地域」『信濃』51-3、1999年 

(2)佐藤信「古代寺院案内」『古代を考える 古代寺院』吉川弘文館、1999年 

－１７－ 



3-4 指定地の現況 
3-4-1 土地利用・植生 
 史跡東部の字寺平41番５～７は雑種地である。恵那市資源センターの跡地であり、コンクリート舗装

や鉄骨スレート葺倉庫が残されている。 

 他の現況はすべて山林であり、植林後40～50年が経過したヒノキの人工林となっているが、一部では

樹間の広葉樹が成長し雑木林に移行しつつあるところが認められる。なお、山林のうち36番２～４・40

番２・53番１の地目は畑である。 

 

図１５ 史跡正家廃寺跡周辺の土地利用図 
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3-4-2 規制等 
 史跡周辺の土地利用規制は図のとおりである。 

都市計画は、合併前の旧恵那市の範囲が非線引の都市計画区域に指定されており、史跡もこの中に含

まれるが、用途地域には含まれていない。 

史跡周辺は農業振興地域となっており、隣接地の一部に農用地がある。 

史跡の立地する丘陵は、全体が砂防指定地に指定されており、開発を行う場合には協議が必要である。 

図１６ 土地規制図 
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4 保存・管理 
 

4-1 基本方針 
 正家廃寺跡を適切に保存し、次世代へ確実に継承するための保存管理の基本方針を次のように定める。 

4-1-1 史跡を構成する諸要素の特定と本質的価値の把握 
「個別の史跡等を構成する諸要素を特定し、その本質的価値を明確に把握すること。」 

 正家廃寺跡を構成する要素には、「史跡の本質的価値を有する要素」「保存管理・活用上有効な要素」

「史跡の保存管理上有効でない要素」がある。これらの諸要素を特定し、本質的な価値を把握する。 

4-1-2 保存管理方法の提示 
「特定された個別の諸要素について、適切な保存管理の方法を示すこと。」 

 正家廃寺跡を構成する要素及び地区ごとの適切な保存管理の方法を示す。また、今後予想される各種

現状変更等の行為に対しての取り扱いの方針と具体的な取り扱い基準を定めるとともに、史跡の適切な

保存管理及び整備、活用のために必要な公有化の方針を示す。 

4-1-3 周辺環境を含めた一体的な保存の方策 
「史跡等の周辺環境を含め、一体的な保全の方策を講ずること。」 

 正家廃寺跡の周辺は、同時代の遺跡をはじめとして多くの文化遺産があり、恵奈郡家や駅家、古代東

山道も付近に比定される。これらを念頭におき保存管理を進める。また、正家廃寺跡と一体としてとら

えることのできる周辺域は環境保全に努める。 

4-1-4 適切な整備活用に関する施策 
「確実な保存管理を行うために、適切な整備活用に関する施策を進めること。」 

 正家廃寺跡の遺構は、地下にあるものと基壇や礎石のように表出したものがある。それぞれの状況に

応じて適切な保存管理を行い、遺構等の保存を大前提として、保存のための整備を行う。さらに、史跡

の総合的な理解や活用のための整備を段階的に実施する。 

4-1-5 運営の方法及び体制の整備 
「地域に根ざした包括的な保存管理を進めるために、運営の方法及びそれらを進める上で必要となる体

制の整備を行うこと。」 

 文化庁、岐阜県をはじめ、市の関係部課、自治連合会、地域協議会等の地域の諸機関と連携を図り、

地域との協働による包括的な保存管理を進める。そのために必要な体制の整備を検討する。 
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4-2 正家廃寺跡の本質的価値 
（１）古代恵奈郡の政治、社会、文化を理解する上で重要な寺院跡であること。 

 正家廃寺跡は、８世紀前半に創建され９世紀後半に火災により廃絶した古代寺院跡である。 

 古代恵奈郡は、西暦677年には成立しておらず、土岐評恵奈五十戸（里）であった（飛鳥池遺跡丁丑

年木簡）。恵奈郡の立郡の時期ははっきりしないが、８世紀前葉の美濃国では、東山道吉蘇路の開鑿を

はじめ、国司笠朝臣麻呂の主導による一連の整備が行われており、この時期にその一環として立郡され

た可能性が高い。正家廃寺の造営もこの動きと密接に関係するものであり、立郡したばかりの恵奈郡の

内実を整えていく一環として進められたものといえる。また、８世紀末～９世紀には、六国史に東山道

大井駅・坂本駅や恵奈郡の疲弊及び国司によるてこ入れを示す記述が多く見られる。遺物からみた正家

廃寺の 盛期はこの時期に当たっており、この時期の都と恵奈郡の関係を考える上で大きな手がかりと

なるものである。 

 さらには、後述するように遺跡の遺存状況はきわめて良好であり、古代寺院が総合施設であったこと

に留意すれば、今後の調査からこの地域の社会や文化にかかわる資料が得られる可能性は高い。 

 このように、正家廃寺跡は、奈良時代から平安時代初期の古代恵奈郡の政治、社会、文化を理解する

上で重要な遺跡である。 

 

（２）主要伽藍の遺存状況が良好で、出土遺物も豊富であること。 

 正家廃寺跡の特色として、特異な構造の金堂、希少性の高い風鐸や奈良三彩をはじめとする豊富な遺

物、日本 古の床板を有する竪穴建物などが挙げられるが、なによりも特筆すべきは、寺域全体が良好

な状態で保全されていることである。 

 西に塔、東に金堂が並び、その北に講堂を配する法隆寺式の伽藍配置を持つ中心伽藍のみでなく、同

規模の東方区画、周辺の平坦地が大きな改変を受けることなく伝えられている。このように、維持管理

の施設を含めた寺域全体が遺存していることが明らかになっている例は、一部の大規模な寺院があるだ

けである。岐阜県内においても、関市弥勒寺跡が唯一の例であり、大垣市の美濃国分寺跡、飛騨市の杉

崎廃寺跡では、伽藍地の全域が調査されているものの、正家廃寺跡の東方区画にあたるような施設の確

認には至っていない。 

 このように、正家廃寺跡は、地方寺院の全体像を把握することのできる大変貴重な遺跡である。 

 

（３）地域で守られてきた史跡であること。 

 正家廃寺跡の立地する恵那市長島町正家地区は、古代東山道、近世中山道から現代の中央自動車道・

国道・鉄道に至るまで、至近を重要な幹線の通る交通の要衝であり、不断に開発されてきた。このよう

な状況の中で正家廃寺跡が良好な状態で保全されてきたのは単なる偶然ではない。廃寺跡の立地する丘

陵上には先行して後期古墳が造営され、廃絶後も中世には積石塚、近世には正家村の草分けの家の墓地

が造営されるなど、特別な場として存在していた。高塚状の基壇の存在も古くから意識されており、戦

前の昭和５年（1930）には史蹟（史跡）であることを示す花崗岩製の標柱が建てられている。 

 現在も正家廃寺跡に対する関心は高く、平成19年には正家区有志により「正家寺平歴史の里整備構想

研究会」が立ち上がり、ワークショップなどの活動を通じて丘陵全体の活用策を立案しているほか、歴

史ウオーキングや草刈り等の活動を行っている。また、平成23年には保存会の設立が発議され、現在設

立総会に向けて、広く会員を募っているところである。 

 このように、正家廃寺跡は地域の手によって連綿と保全されてきたのであり、今後も継続して保存活

用への取り組みが期待できる。 
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4-3 構成要素と周辺の諸要素 
 史跡正家廃寺跡の指定地は、築地で画された二つの区画からなる寺院跡と隣接する山林、雑種地から

なっている。構成要素の特定にあたっては、これを生かして、図のように５つの地区にゾーニングした。 

 

 

図１７ 地区のゾーニング図 

① 中心伽藍地区 

② 伽藍地東方区画地区 

③ 資源センター跡地地区 

④ 伽藍地北東斜面地区 

⑤ 伽藍地北・西・南方地区 
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図１９ 中心伽藍の遺構配置図 

図１８ 遺構配置図 
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4-3-1 中心伽藍地区 
 主要な堂塔の配置された伽藍地である。遺構は大きく２

時期に分けられ、第２期には東西約54ｍ、南北約70ｍの築

地で画された方形の区画となった。この区画は、現在も土

塁状の盛り上がり、段差、畑の区画等として踏襲され、地

表面観察で視認することができる。この区画をもってこの

地区の範囲とする。なお、後述する伽藍地東方区画とは東

辺築地を共有するが、伽藍地外側側溝（東方区画内側側溝）

の西側に明瞭な段差があり、これをもって二つの地区を分

けた。 

発掘調査時の金堂基壇 全景・平面図 

 現況は草地及び山林（人工林）である。 

4-3-1-1 本質的価値を構成する諸要素 

4-3-1-1-1 金堂基壇 

 東辺の一部が耕作により削られ、上面は自然の崩落によ

り亀腹状を呈しているが、全体としては良好に保存されて

いる。礎石は、身舎の10石はすべて原位置を保っている。

廂の12石は、１石を除いて、移動しているか失われている。 

 発掘調査により判明した所見は次の通りである。 

 基壇の大きさ 東西11.1ｍ、南北9.9ｍ、高さ1ｍ～1.7ｍ

（境内面が傾斜しているため） 

 基壇の構造  版築により築造されている。斜面に直接

土盛りをしており、掘込地業は行われて

いない。基壇化粧は周辺で採取される自

然石による乱石積である。 

 建物の構造  平面形は身舎の四面に廂がとりつく四面

廂付建物であるが、身舎が桁行３間、梁

行２間、廂は桁行、梁行ともに３間と、

柱筋が通らない変則的な形態を取る。身

舎の柱間は1.5ｍ等間、廂の柱間は桁行

2.4ｍ・2.7ｍ・2.4ｍ、梁行1.95ｍ・2.1

ｍ・1.95ｍ、身舎と廂の間隔は1.5ｍ。柱

の大きさは直径0.45ｍ。軒の出は不明で

あるが3ｍ以上と推定される。 

4-3-1-1-2 塔基壇 

 非常に保存状態はよく、礎石は16石のうち側柱12石はす

べて原位置を保っている。四天柱は１石が原位置を保って

いる。心礎は二つに割れており、周囲は盗掘により掘り返

されているが、そのうちの一つは原位置を保っている。 

 発掘調査により判明した所見は次の通りである。 

 基壇の大きさ １辺10.2ｍの正方形。高さ0.7ｍ～1.4ｍ

（境内面が傾斜しているため） 

 基壇の構造  版築により築造されている。斜面に直接

土盛りをしており、掘込地業は行われて

いない。基壇化粧は周辺で採取される自

然石による乱石積である。心礎は地上式

で、版築を行う前の斜面を水平に造成し

た段階で据え付けられている。 

 建物の構造  心礎は地上式で中央に直径0.72ｍの円形

の柱座がある。初層の規模は１辺6ｍで、

柱間の寸法は中央間を広くとると2.1ｍ、

両端間が1.95ｍとなるが、2ｍ三ツ割の等 発掘調査時の塔基壇 全景・平面図 
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間隔である可能性もある。柱の太さは

0.48ｍと推定される。軒の出は3ｍと推

定される。 

4-3-1-1-3 講堂基壇 

発掘調査時の講堂基壇 全景・平面図 

 金堂、塔と比べると非常に低く、東辺は流出により失わ

れている。礎石は19石が原位置を保っている。 

 発掘調査により判明した所見は次の通りである。 

 基壇の大きさ 東西21.6ｍ、南北12.6ｍ、高さ0.25ｍ 

 基壇の構造  西側では地山を削り出し、東側では盛り

土により築かれる。版築・掘込地業の有

無は未調査のため不明である。基壇化粧

は周辺で採取される自然石による乱石

積であるが、基壇上面に沿って１石が巡

るのみである。 

 建物の構造  桁行７間、梁行４間の四面廂付建物であ

る。柱間は、身舎と廂の間が2.1ｍ、他

は3ｍ。軒の出は1.8ｍと推定される。 

4-3-1-1-4 経蔵？基壇 

 講堂の西約10ｍの位置で検出された。盛り土の上に建て

られた１間×１間の掘立柱建物で、北に１間延びる可能性

があるが未調査である。盛り土はよく締まっているが版築

ではない。また、 低１回の建て替えが行われていると推

定される。 

 建物の性格は、その構造や出土遺物からは判断すること

ができない。位置的には経蔵、鐘楼などに相当する建物で

ある可能性がある。 

 現状では地表面では観察できない。 

 基壇の大きさ 不明 

 基壇の構造  ２層の盛り土による。基壇化粧は不明で

ある。 
発掘調査時の経蔵？基壇  建物の構造  １間×１間または、２間×１間の掘立柱

建物。柱痕及び抜き取り痕の直径は0.2

～0.3ｍ。 

4-3-1-1-5 築地遺構 

 築地は、北辺では土塁状の高まりとして地上で確認がで

きる。その他の辺では地下に埋没しているが、後世の地割

がこれを踏襲しており、おおよその位置を地上でつかむこ

とができる。 

 遺構は、ほとんどの箇所では側溝である２本の溝が検出

されたのみであるが、北辺では基底部が良好な状態で検出

された。構造については北辺の状況により記述する。なお、

築地の規模は、側溝の間の平坦部の幅が南辺が3.5ｍ、他の

三辺が3ｍであることから、南辺のみ一回り大きいと推定さ

れる。 

発掘調査時の北辺築地 

 面的な調査を行った南辺では、内側側溝のうち伽藍中軸

線に対応する位置が土橋状に掘り残されていた。門に相当

する施設が設けられていたことが推定される。また、外側

側溝は、南方の山から流下する水の寺域への流入を防ぎ東

方の沢へ排水する機能を有していたと考えられる。 

 側溝内からは崩落した築土がブロック状になって出土し

ており、特に西辺では遺存状況が良好である。 

－２５－ 西辺築地築土出土状況 



築地の構造（北辺） 築地本体の基底部の幅は1.8ｍで、

高さ0.15ｍが遺存し、版築は２層が観

察された。本体の両側に幅0.6ｍの犬走

りが設けられているが、１層の版築に

より平坦面を造成している。この両側

に素掘りの側溝が設けられている。 

4-3-1-1-6 回廊 

 回廊と考えられる掘立柱建物は伽藍地南東部（掘立柱

建物２）と講堂の西側（掘立柱建物３）で検出した。２

は切り合いから築地に先行することが判明している。２

と３では建物の規模が一致せず、今後の調査の追加によ

り、柱間寸法計測の精度を高める必要がある。 回廊南東部（掘立柱建物２）検出状況 

掘立柱建物２ 伽藍地の南東部をコーナーとして西と北に延びる梁行１間のＬ字状の建物。調査区外

にさらに伸びていると推定される。柱間は桁行2.55ｍ、梁行2.7ｍ、柱の太さは0.3ｍ

程度である。 

掘立柱建物３ 講堂西辺基壇上を東端として西に延びる梁行１間の建物。調査区内で東西３間を検出

しており、さらに調査区外に延びていると推定される。東端の基壇上は礎石建ちであ

った可能性がある。柱間は桁行2.7ｍ、梁行2.85ｍ、柱の太さは0.3ｍ程度である。 

4-3-1-1-7 その他の遺構 

不明遺構   伽藍地東辺築地と重複し、築地、回廊に先行する遺構。一部を検出した

のみで全体の形状は不明。検出した範囲では１辺3.5ｍの隅丸方形のプ

ランを有する。方形に約0.8ｍ掘り下げた後に版築によって埋め戻され

ている。何らかの施設の掘込地業の可能性がある。 

4-3-1-2 本質的価値を有しないが保存管理上有効な諸要素 

4-3-1-2-1 遺構表示サイン 

 伽藍地の遺構ごとに仮設の説明板が建てられている。 

4-3-1-2-2 文化財標柱 

 昭和５年（1930）に建てられた花崗岩製の標柱がある。それ自体が正家廃寺跡の保護の

歴史を示すものといえる。 

4-3-1-3 保存管理上有効でない諸要素 

4-3-1-3-1 樹木 

 中心伽藍のうち、東半分は数十年前までは桑畑で、その後ヒノキが植林されている。西

半分は、同じくヒノキを主体とする林となっているが、現在の所有者の記憶している範囲

では畑になったことがなく、天然の大木が数本含まれている。このうち、塔・金堂基壇と

その周辺は遺構保護と発掘調査のため皆伐され、現在は草地となっている。 

 これらの樹木は正家廃寺跡とは直接関係のないものであり、また根株によって地下の遺

構に影響を与える恐れがある。 文化財標柱
 

4-3-2 伽藍地東方区画地区 
 第２期に伽藍地の東側に設けられた、同等の規模を有する築地で囲まれた区画である。寺院の維持管

理のための施設が設けられたと推定される。この区画は伽藍地と同様に地表面観察で視認することがで

きるので、これをもってこの地区の範囲とする。ただし、東辺の一部は過去の造成により大きく改変さ

れ雑種地となっているので（図１７破線内の部分）、この部分は除外し、後述する資源センター跡地地

区に含めた。 

4-3-2-1 本質的価値を構成する諸要素 

4-3-2-1-1 築地遺構 

 築地は、南、北、東辺すべてで確認した。西辺は中心伽藍東辺築地と共有する。 

 北辺を除き上部は削平を受けており、２本の溝を確認したにとどまった。２本の溝で挟まれた平坦部

の幅は、北、東辺は3.0ｍ。南辺は正確な規模は不明であるが3.5ｍ以上はあり、伽藍地同様、他に比べ

て規模が大きかったと推定される。 

 南辺は、外側側溝については後世の遺構のため全体の規模は不明である。自然の沢になっている可能
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性もある。内側側溝では土橋が検出され、基壇上には柱穴と推定される土壙が検出されており、この部

分に門があったと推定される。 

 北辺は、遺存状況がよく、地表面で土塁状の盛り上がりを観察することができる。基壇、側溝、土橋

上の通路、築地に先行する溝を検出している。良好な状態にもかかわらず築地の基底部が確認されず、

溝埋土に含まれる築土ブロックも非常に少ないことから、調査地点では基壇を構築したのみで築地本体

は設けられなかった可能性がある。 

 東辺は遺存状態が悪く、本来の遺構面より0.3ｍ以上の削平を受けているとみられる。 

4-3-2-2 本質的価値を有しないが保存管理上有効な諸要素 

4-3-2-3 保存管理上有効でない諸要素 

伽藍東方区画の樹木の状況 

4-3-2-3-1 樹木 

 数十年前までは桑畑で、その後ヒノキが植林されている。

これらの樹木は正家廃寺跡とは直接関係のないものであり、

また根株によって地下の遺構に影響を与える恐れがある。 

4-3-2-3-2 近世以降の古道 

 報告書で不明遺構６としたもので、南辺築地と重複して伽

藍地まで続く道路遺構である。現市道が設けられるまで畑へ

の進入道路として使用されていたと推定している。築地遺構

の上に乗っており、整備にあたっては取り扱いを検討する必

要がある。 

 

4-3-3 資源センター跡地地区 
 平成４年に建設された恵那市資源セン

ターの跡地をもってその範囲とした。資

源センター建設時の造成により、他の地

区とは明瞭に区別できる。 

4-3-3-1 本質的価値を構成する諸要素 

4-3-3-1-1 築地遺構 

 伽藍地東方区画東辺築地の遺構である。

東辺は遺存状態が悪く、本来の遺構面よ

り0.3ｍ以上の削平を受けているとみら

れる。内側側溝からは、東区内から投棄

されたとみられる須恵器や鍛冶関連遺物

（鉄滓、炉壁、ふいご羽口）が大量に出

土している。 

4-3-3-1-2 掘立柱建物 

掘立柱建物１ 東辺築地の脇で検出さ

れた。桁行４間、梁行

２間の南北棟で、柱間は桁行が1.6～1.8ｍ、梁行が2.1～2.2ｍを図る。柱穴は円形で

深さ0.2～0.42ｍ、柱はいずれも抜かれている。重複する竪穴建物跡２に先行する。 

東辺築地・掘立柱建物・竪穴建物検出状況 

その他    東方区画では、過去の調査により、中央付近で伽藍中軸線と同じ傾きの方形の柱穴２

基が検出されており、ある程度の規模を有する建物が存在したことが推定される。 

4-3-3-1-3 竪穴建物 

 東辺築地の脇で２棟が検出された。 

竪穴建物２  東西3.8ｍ、南北4.9ｍの隅丸方形で、南東隅に入口状の張り出しがある。大きく削平

されており、壁高は0.15ｍしかない。東壁中央よりにかまどを有する。床面は北半分

は地山のままであるが、南半分は貼床となっている。床面の３箇所で薄い焼土の堆積

を検出した。主柱穴は検出されず、壁面に沿ってピットが検出されており、壁柱と推

定される。遺物はいずれも廃絶後の堆積とみられ、確実に遺構に伴うものは出土して

いない。 
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竪穴建物３  東西5.8ｍ、南北6.3ｍの隅丸方形で、大き

く削平されており、壁高はよく残っている

ところで0.1ｍを計る。北壁中央にかまど、

北東隅に貯蔵穴土壙を有する。遺物はいず

れも廃絶後の堆積とみられるが、二彩浄瓶

の頸部が出土していることが特筆される。 

4-3-3-2 本質的価値を有しないが保存管理上有効な諸要素 

4-3-3-3 保存管理上有効でない諸要素 

4-3-3-3-1 旧資源センターの施設 

 恵那市資源センター跡地となっており、上述の東辺築地遺

構等、平成４年度の調査で検出された遺構は盛り土保存され

ている。 旧資源センターの施設 

 東方区画の南東コーナーにあたる部分は、遺構面が削平さ

れていたため、資源センターの設備が建設された。設備は既

に撤去されているが、鉄骨スレート葺きの倉庫、コンクリー

トのベタ基礎や舗装、外周のフェンスがそのまま残されてい

る。 

 

4-3-4 伽藍地北東斜面地区 
 史跡指定地北東の段丘崖となっている箇所で、西は墓地、

南は伽藍地東方地区・資源センター跡地地区と接している。

他の地区と異なり、大半が急斜面であるため、独立した地区

として扱う。 

4-3-4-1 本質的価値を構成する諸要素 正家古墳 

4-3-4-1-1 正家古墳群（１号墳、２号墳） 

北東斜面の樹木の状況 

 資源センター跡地地区に隣接して２基が並んで立地して

いる。いずれも直径数ｍの小円墳で、石室は確認していない。 

4-3-4-2 本質的価値を有しないが保存管理上有効な諸要素 

4-3-4-3 保存管理上有効でない諸要素 

4-3-4-3-1 樹木 

 資源センター跡地の北は山林となっており、大半はヒノキ

の人工林であるが、一部は雑木林となっている。 

 

4-3-5 伽藍地北・西・南方地区 
 これまで述べた以外の箇所で、伽藍地の北側、西側、南側

の平坦面である。 

4-3-5-1 本質的価値を構成する諸要素 

4-3-5-1-1 伽藍地に隣接する平坦面 

 この地区の大半は未調査であり、遺構は以下に述べる竪穴

建物等が検出されているのみである。しかし、伽藍地の周辺

には平坦な地形が広がっており、関係する遺構が存在する可

能性がある。 

特に、南側の伽藍地正面の平坦面は、それ自体が寺院前の

広場である可能性がある。 

4-3-5-1-2 竪穴建物 

伽藍地の西と北で各１棟が検出されている。 

竪穴建物５（床板を有する竪穴建物跡） １辺3.7ｍの隅

丸方形で、北壁中央にかまどを有する。８

世紀中葉に比定される。焼失建物で、床面の全域から炭化した床板が検出された。床

板を有する竪穴建物跡としては、調査時点では 古の事例であった。 

床板のある竪穴建物５・礎石（不明遺構３） 

竪穴建物６  正確な規模は不明であるが、１辺5.5ｍ以上の隅丸方形で、中央北西寄りに炉が設け
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られている。５世紀末以前の遺構である。 

4-3-5-1-3 不明遺構 

不明遺構３（礎石建物） 竪穴建物５の埋土上面で検出された礎石で、直径0.4ｍの扁平な石を一回

り大きな据え付け穴をうがって据え付けている。対応する礎石は未調査であるが、伽

藍地の西方に施設があった可能性を示唆している。 

4-3-5-2 本質的価値を有しないが保存管理上有効な諸要素 

4-3-5-2-1 近世道路遺構 

 史跡指定地の西を限る里道と重複して、近世の鍋山道の遺構と推定される帯状の砂礫の堆積を検出し

ている。正家廃寺跡とは直接関係のない道路であるが、土地利用や正家集落との連絡を知る上で重要な

要素である。 

4-3-5-2-2 市道 

 厳密には史跡指定地外であるが、地区の中央を市道が横断し

ている。路面は周りより一段低くなっており、遺構面は既に削

平されていると推定される。史跡への唯一の自動車通行可能な

道路であり、維持管理のための施設として有効である。 

4-3-5-3 保存管理上有効でない諸要素 

4-3-5-3-1 樹木 

 全域がヒノキの人工林である。これらの樹木は正家廃寺跡と

は直接関係のないものであり、また根株によって地下の遺構に

影響を与える恐れがある。 

 
史跡指定地内を横断する市道 4-3-6 周辺環境を構成する諸要素 

4-3-6-1 周辺の遺跡・文化財 

 図20は、史跡周辺の周知の遺跡の分布を示したものである。図21はこれに加えて、正家区を中心とし

て、寺社や石造物、古道などの歴史・文化資源を示したものである(1)。 

 恵那盆地における古代・中世の遺跡は、正家廃寺跡周辺に多く分布しており、東山道の経路もこの付

近に推定されている。近世の古道は、正家廃寺跡付近を起点として周囲の村と連絡している。また、秋

葉社、金毘羅社、青観堂などの近世から続く社祠は廃寺跡周辺の山地に立地しており、山とのかかわり

の深さをうかがうことができる。 

 このうち、史跡に隣接する代表的な遺跡を挙げると次のとおりである。 

註(1) 本図は正家寺平歴史の里整備構想研究会がワークショップを通じて作成したものである。

（同会編『正家寺平歴史の里整備構想報告書』、2010年） 

4-3-6-1-1 寺平遺跡 

 正家廃寺跡の立地する丘陵平坦面全域を範囲とする縄文及び古代の散布地。正家廃寺跡に関連する遺

構がある可能性がある。 

4-3-6-1-2 正家積石塚群 

 正家廃寺跡の南南西450ｍのところにあり、東西150ｍ、南北100ｍの範囲内に13基が確認されている。 

 人頭大の石を円墳状に積み上げたもので、平面形は円形から長円形を呈する。直径は3～9ｍ、高さは

0.2～1ｍときわめて低い。現状は積石が滑落した状態にあり、本来はもっと高いとみられる。石材は周

辺に分布する濃飛流紋岩とチャートの角礫・円礫である。 

 昭和51年に全基の実測調査及び２基の発掘調査が行われ、中世の塚であることが判明している。 

4-3-6-1-3 正家古窯跡群 

 正家廃寺跡の西350ｍ、洞川対岸の東向き斜面に分布する3基からなる灰釉陶器窯で、いずれも美濃窯

編年の虎渓山１号窯式期に比定される。１号窯は昭和57年に発掘調査された後埋め戻されて保存されて

いる。２号窯、３号窯は市道上にあり、大部分が滅失しているとみられる。 

 同じ尾根の東側斜面には永田古窯跡群（灰釉陶器窯５基、山茶碗窯４基）が分布しているが、多くが

滅失し、現存しているのは２・７・９号窯のみである。 

4-3-6-1-4 正家八反田遺跡 

 正家廃寺跡の北側の低地に広がる中世の散布地。範囲は確定していないが、現在の正家集落を中心と

して広範囲に広がっていると推定される。昭和56年にほ場整備に伴って一部が発掘調査されており、13

世紀の土壙墓及び古瀬戸・貿易陶磁を大量に含む土器溜まりなどが出土している。 
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4-3-6-1-5 染戸遺跡群 

 正家廃寺跡の北東の阿木川右岸に広がる縄文～中世の大規模な散布地である。８～９世紀の須恵器が

採集されており、ここに恵奈郡家や大井駅家を比定する説も

ある。また、遺跡の中には、染戸石塔群（律宗系五輪塔・宝

篋印塔・多層塔など）や東野陣屋跡（近世岩村藩上郷陣屋跡）

が立地している。 

県天然記念物正家のカヤ 

4-3-6-1-6 祖理見遺跡 

 永田・正家古窯跡群のある丘陵の西側の谷に立地する、古

墳～奈良時代の集落遺跡。正家廃寺跡と同時期の掘立柱建物、

土師器、須恵器、緑釉陶器が出土している。 

4-3-6-1-7 岐阜県天然記念物正家のカヤ 

 正家廃寺跡の立地する丘陵の直下の国道沿いにある。目通

り幹周り4.1ｍ、樹高18ｍ。 
 

図２０ 史跡正家廃寺跡周辺の遺跡分布図 
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－３１－ 

図２１ 史跡正家廃寺跡を中心とした歴史的環境 

０ １Km
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4-3-6-2 自然的な諸要素 

 史跡の立地する丘陵は全域がヒノキ等の人工林であり、市街地近郊の良好な緑地となっている。 

 

4-3-6-3 集落・道路等 

4-3-6-3-1正家区共同墓地 

史跡に隣接する正家区共同墓地 

 史跡に隣接する墓地である。中央を伽藍地北辺築地が東西

に横断しており正家廃寺跡の一部であるが、現在も墓地とし

て利用されていることから史跡指定を見送った箇所である。 

 敷地内は家ごとに区画されており、22区画を数える。この

地域の昭和30年代以前の埋葬は土葬であり、墓石は個人また

は夫婦単位で建てられているが、近年は火葬の普及とともに

代々墓への移行が進み、中央に新しい先祖代々の墓石が建て

られ、それまでの墓石はその裏にまとめられている区画が多

い。 も古い墓石は元禄２年（1689）銘を有するが、これは

この地域で庶民が墓石を有する墓を営み始める時期と一致

する。 

 ここは、江戸時代に庄屋を務めた２家とその分家の墓地で

あり、正家集落全体の共同墓地は別の場所にある。このこと

から、正家の草分けの家が、特に寺平の地を選定して墓地を

築いたものと考えることができる。 

4-3-6-3-2正家区を構成する集落 

 正家区は、この地域の自治組織で、上、中、下、清水、築

出、宮ノ前、後田、南が丘、永平団地、清水西の10自治会か

ら構成されている。その範囲は、現在は大字「正家」となっ

ている近世正家村の範囲と概ね一致する。 

 集落は、世帯の増加や市街化の進行によって境界が不明確

になりつつあるが、自治会ごとにまとまって立地している。

史跡指定地と接するのは上・中の集落で、国道257号、洞川

沿いに鍋山に向かう旧道沿いに集落が形成されている。 

 主要な宗教施設である円通寺（曹洞宗）・子宮神社は、史

跡指定地北西の洞川対岸の丘陵上にある。この二つの檀家及び氏子組織も概ね正家区民からなる。 

正家集落遠景（左端正家廃寺跡、中央より

奥が正家、手前は東野） 

4-3-6-3-3史跡とのアクセス道路 

 史跡の立地する丘陵直下に南北に国道257号が通る。ここから分岐して史跡指定地の中央を東西に横

断する道路があり、史跡へのアクセス道路となっている（29頁参照）。 
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4-4 保存管理の方法 
4-4-1 総論 
 保存管理の方法は、前述の地区ごとに具体的な方法を整理する。ここでは、遺構の保全等、史跡の本

質的価値を保護していくため、共通の方針を示す。 

・現況においては定期的な点検、草刈りなど適切な維持管理を行う。 

・現在の指定地全域の公有化を進める。 

・公有化後は全体を史跡公園と位置付け、計画的に整備を進める。 

・事業実施にあたっては、これまでの発掘調査等の成果を踏まえ、必要な場合にはさらに学術的調査を

実施して技術的方法を検討し、整備計画等を策定し、より適切な保存管理を実施していく。 

・緊急を要する復旧等の対処には、整備計画策定前であっても、関係機関と協議の上事業を実施してい

く。 

4-4-2 要素の性質による区分 
4-4-2-1 地形・地割 

 史跡指定地内の地形・地割は、寺院造営をはじめとする過去の土地利用を反映したものであるので、

これを踏まえながら保存に努める。 

・日常的な維持管理を適切に行う。 

・小規模な土砂の流出や地盤のズレがあった場合は維持の措置として原状に復する。 

・急斜面は、崩壊の危険がある場合は、景観に配慮した適切な斜面安定化措置を講じるものとする。 

4-4-2-2 地上遺構 

・日常的な維持管理を適切に行い遺構の保存に努めるとともに、小規模破損等が見られた場合は維持の

措置として原状に復する。 

・本格的復旧が必要と判断される破損は、各種調査に基づき、計画的に保存や復元に努める。 

・礎石等、風化による劣化等の恐れのあるものは薬剤による石材強化処理等、適切な方法による保存措

置を行う。 

・遺構上の樹木は、遺構に影響を及ぼさない方法で伐採する。 

・主要な遺構については、計画的な復元整備を検討する。 

4-4-2-3 地下遺構 

・地下に埋蔵されている遺構・遺物は、現状保存を原則とする。 

・史跡整備等以外の現状変更等は原則として認めないが、許可する場合には、事前の発掘調査や立会等

により遺構の把握に努め、地下遺構の保存を許可の条件とする。 

・整備や遺構確認のための発掘調査を実施する場合は、遺構の保存を前提として、必要箇所にとどめる

とともに、その成果に応じた保存管理を行う。 

4-4-2-4 史跡と直接関係しない要素の取り扱い 

・樹木は伐採を行うことを基本とする。ただし、土地保全のためにやむを得ず必要な箇所については伐

採を控え、適切な林相管理を行う。また、巨木については個別に取り扱いを検討する。 

・説明板、文化財標柱等の保存活用施設は、定期点検によって維持管理に努め、更新や新設に際しては

景観に配慮した規模、形態、材質、色彩とする。 

・その他の工作物は、個別にその必要性を判断し、整備に合わせて適切な措置を講じるものとする。 

4-4-3 地区別の区分 
4-4-3-1 中心伽藍地区 

日常的に維持管理を適切に行い、遺構の保存に努めるとと

もに、小規模破損等が見られた場合は維持の措置として原状

に復する。 

金堂、塔など主要伽藍の基壇や礎石が地表面で観察できる

ことは本史跡の大きな特徴であるので、引き続き現状を維持

するように努めるとともに、整備に向けて保存と活用を両立

させる効果的な保存措置方法を検討していく。 

史跡と関係しない要素のうち、史跡標柱（戦前）はこれ自

体が地域における保存活動の歴史を示すものであるので、現

状を維持し、整備が行われる際にも活用を図るものとする。 金堂・塔基壇現況 
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文化財標柱、説明看板は、定期点検によって維持管理に努

め、更新や新設に際しては景観に配慮した規模、形態、材質、

色彩とする。 

樹木は皆伐することを基本とする。 

4-4-3-2 伽藍地東方区画地区 

日常的に維持管理を適切に行い、遺構の保存に努めるとと

もに、小規模破損等が見られた場合は維持の措置として原状

に復する。 

区画の性格は明らかになっていないため、整備に伴う資料

収集のため必要な場合には計画的な発掘調査を実施する。 
講堂基壇現況 

説明看板は、定期点検によって維持管理に努め、更新や新

設に際しては景観に配慮した規模、形態、材質、色彩とする。 

樹木は皆伐することを基本とする。 

4-4-3-3 資源センター跡地地区 

史跡指定地内ではもっとも改変が進んでいる地区である。

当分の間はこれ以上の改変が進まないように現状を維持す

る。 

資源センター造成に伴う調査により検出され盛土をして

保存されている遺構については、引き続き現状を維持しなが

ら、整備計画策定時にその取り扱いを検討する。これらの遺

構のある箇所（図１７破線内）は東方区画の一部であるので、

東方区画地区と一体のものとして保存管理を行うものとす

る。 東方区画北辺築地現況 
旧資源センターの建物など史跡と直接関係しない要素は、

改変が進まないように適切な管理をするとともに、有効活用

を図り、整備に向けて在り方を検討していくものとする。 

4-4-3-4 伽藍地北東斜面地区 

正家古墳群は現状保存を基本とする。墳丘上の樹木は遺構

に影響を与える恐れがあるので、伐採を検討する。 

樹木は、周囲から史跡への望見を阻害する要因となってお

り、伐採することを基本とするが、本地区の大部分は急斜面

であるので、土地の保全との両立ができるよう、その取り扱

いを検討する。 

4-4-3-5 伽藍北･西・南方地区 

日常的に維持管理を適切に行い、遺構の保存に努めるとと

もに、小規模破損等が見られた場合は維持の措置として原状

に復する。 
竪穴建物５周辺現況 

地内で地表面観察できる畑の地割・里道等は、直接正家廃

寺跡に由来するものではないが、過去の土地利用を反映して

いる可能性があるので、現状を維持するよう努める。 

樹木は、周囲から史跡への望見を阻害する要因となってい

るので、伐採することを基本とする。 

整備に伴う資料収集のため必要な場合には発掘調査を実

施する。 

 

4-5 現状変更の取り扱い基準 
 現状変更の取り扱い基準は以下のとおりとする。 

・遺跡の保存整備目的以外の現状変更は、原則として許可し

ない。 

・竹木の伐採は許可する。ただし、伐採方法により遺構に影

響を与える恐れがあるので、現状変更等の許可を要しないものとはしない。 

伽藍地北辺築地（手前）と北方地区 
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・草刈り、枝打ち等の通常の維持管理は許可を要しない。 

・新たな植林は原則として認めない。 

 

4-6 指定地外の周辺環境の保存管理 
 史跡は、周辺の環境と一体となって存在しており、周辺の環境の変化が史跡の本質的価値の保存と継

承に影響を与えることもある。また、史跡と一体となった良好な景観を保全、形成することは地域にと

っても生活環境の向上にもつながるものであることから、周辺環境の保全に向けて、地域住民や地権者、

関係機関等の理解と協力を得るように努めるものとする。 

 地域では既に、地元有志による「正家寺平歴史の里整備構想研究会」が史跡も含めた周辺の活用につ

いて提言を行っている。これを尊重しながら、保存と活用に向けた地域との協議を進めていくものとす

る。 

4-6-1 寺平遺跡 
 史跡の立地する丘陵の平坦面は、周知の埋蔵文化財包蔵地である寺平遺跡となっており、遺構の保護

に努めるとともに、十分な調査研究を行い、正家廃寺跡との関連が明らかとなった場合には、追加指定

と公有化を目指す。 

4-6-2 周辺の丘陵 
 正家廃寺跡の立地する丘陵は、文字通り正家廃寺跡と一体となって存在しているものであるので、次

のようにその保全に努める。 

・自然地形の保全に努める。 

・人工物の新設や改修に際しては、位置、規模、材質、形状、色彩等に配慮し、史跡の景観に調和する

よう修景に努めるように、関係者に要望していく。 

・樹木については、廃寺が存続していた当時は周辺からの廃

寺の望見を妨げるような樹木はなかったと想定されるこ

とから、史跡の整備に合わせて望見の改善に取り組むよう

その取り扱いについて所有者等と協議する。 

・墓地は、当面現状を維持し、将来的には取り扱いを考慮す

る。また、周辺の景観にそぐわない改修等を行わないよう、

墓地所有者に要望していく。 

なお、東屋の礎石等に正家廃寺の礎石と推定される石が

見られるので、整備の過程で活用が可能か検討していく。 

4-6-3 その他の遺跡等 
・周辺の地域には、正家八反田遺跡、正家積石塚、正家古窯

跡、永田古窯跡、祖理見遺跡、染戸遺跡群、東野陣屋跡な

どの遺跡がある。 墓地にある礎石と推定される石材 

・周辺の地域には、恵奈郡家、大井駅家、東山道などに関係する未発見の遺跡等が存在する可能性があ

る。 

・これらについては、保全に務めるとともに、今後体系的な調査を実施してその解明に努める。 
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5 運営および今後の方針 
 

5-1 管理・運営 
 史跡の保存管理は、文化財保護法及び本保存管理計画に基づき、恵那市と所有者等により、十分な意

思の疎通を図りながら行うものとする。さらに、地域自治区や地域住民を主体とした活動団体と連携し、

充実した保存管理、整備活用に関わる運営体制を確立していくものとする。 

 

図２２ 保存管理の推進体制図 

指導・助言 

 
文化庁・岐阜県教育委員会 

協力・提言・連携・調整 

地域・市民   長島地域自治区・長島町まちづくり委員会・長島町自治連合会・正家区・正家寺平歴

史の里整備構想研究会・保存会 等 

 

史

跡

の

活

用

 

史

跡

整

備

保存管理               恵那市 

 

 

連 

絡 

調 

整 

 
事務局 

教育委員会文化課 

 歴史まちづくり連絡調整会議 

企画部 企画課 

    まちづくり推進課 

経済部 商工観光課 

    農業振興課 

建設部 建設課 

    都市整備課 

    まちづくり事業課 

    各振興事務所 

指導・助言 

 恵那市正家廃寺跡調査整備委員会

報告 

答申 

意見 

照会 

諮問 

 恵那市文化財保護審議会 

諮問 答申 

提言 

 恵那市正家廃寺跡整備構想検討委員会 

 
5-2 公有地化の方針 
 史跡指定地はすべて民有地である。今後、計画的に公有化を進めていく。 
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 史跡指定地外は、史跡の追加指定をした場合には公有化を行う。 

 

5-3 整備の方針 
 史跡指定地全体を整備の対象とし、段階的かつ計画的に進めていくものとする。実施にあたっては、

恵那市正家廃寺跡整備構想検討委員会、恵那市正家廃寺跡調査整備委員会での検討を経て整備を行うも

のとする。 

 遺構は、地下に埋没させて保存することが基本であるが、現在表面観察可能な金堂基壇、塔基壇、築

地遺構などが遺跡の理解に役立っていることも確かであり、保存と展示が両立する整備方法を検討して

いく。 

 

5-4 今後の課題 
5-4-1 調査･研究 
 史跡指定地のうち、伽藍地は金堂基壇、塔基壇、講堂基壇の調査を終えているが、回廊については講

堂の西にとりつく部分と南東コーナーの部分が検出されているのみで、全体の規模は未解明である。ま

た、築地も想定される門の遺構は確認されていない。 

 このほかは、部分的に調査が行われているのみで、遺構の有無やその性格などは不明な点が多く、整

備に伴う資料収集のため必要な場合には、今後の計画的な調査により明らかにしていく必要がある。 

5-4-2 史跡の追加指定 
 周辺の未指定地については、計画的な調査により、正家廃寺跡に関連する遺跡の広がりを把握し、遺

構等の確認された箇所については追加指定などで遺構の保全を図るものとする。特に重要な遺構が確認

された場合は速やかな追加指定を行うものとする。 

 

5-5 工程表 
 次ページのとおり。本工程表は平成24年５月現在のものであり、今後事業の進展により適宜改訂する

ものとする。 



史跡正家廃寺跡保存管理計画　工程表

項　　　目

維持管理

仮整備

公有地化

追加調査

整備計画策定

本整備

地域による活用

平成25年３月現在

H32 H33 H34 H35H28 H29 H30 H31H24 H25 H26 H27

右以外

整備計画策定

基壇工法等の検討

支障木伐採

正家廃寺の活用

指定地外の活用

資源セ
ンター

きつめの草刈りによる野芝化

整備計画見直し

第１期整備工事

第２期整備工事

伽藍地南 東方区画 報告書

整備事前調査

伽藍地西

東山道を探そうＷＳ
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