
 

 

平成 29年度国史跡伊勢国府跡調査指導会議 議事録 

下記のとおりご報告申し上げます。 

記 

１，日時：平成 29年 11月 24日（金） 13：30～16：30 

２，場所：鈴鹿市考古博物館講堂 

３，出席者 

平成 29 年度国史跡伊勢国府跡調査指導構成員：小澤毅（三重大学教授），金田章裕（京都大学名誉

教授），和田勝彦（公益財団法人文化財虫菌害研究所常務理事），渡辺寛（皇學館大學名誉教授） 

三重県教育委員会：新名強，高松雅文 

４，議題 

 （１）平成 29 年度伊勢国府跡発掘調査の成果について 

   （現地視察） 

  出席者：６ＡＩＢ－Ｄの溝と過去調査区６ＡＦＦ－Ｆ区の溝は方位も場所も合うということでよい

のではないか。 

  出席者：遺構の残り具合についての説明は明快だった。残存する深さが１０ｃｍ程度なので側溝は

削平を受けているということでいいのではないか。予想通りの位置に溝跡が出てきたとい

うことは，非常に良い成果である。６ＡＨＥ－Ｄ区については想定の位置に出てこなかっ

たが，周辺の地形や隣接地域の遺構の残存具合から，削平を受けているということで十分

説明がつく。調査資料２の左上に実線で示されている溝は深いのか。 

  事務局：ＳＤ１２１は深さ５０ｃｍ程度残存しており，良い状態で残っている。 

  出席者：さらに２区画ほど北の調査区で検出されている溝についてはどうか。 

  事務局：深さ５０ｃｍほどで明快な状態で残存している。ただ，東側側溝は見つからなかった。西

側溝ははっきりと残っている。 

  出席者：側溝の振れが必ずしもそろっていないのであれば，ＳＤ１２１の位置が東側溝になり，南

側では想定位置よりも西に振れてくる可能性はあるのか。 

  事務局：いまのところ，発見された溝はそれぞれ０．９６２５，１度弱の振れを保っている。ほか

のところも見ないとわからない。 

  出席者：ＳＤ１２１を東側溝と認定できるなら，資料２の左上端の調査区で出ていた西側溝との道

幅が他と同じ，想定通りであるとするならば，振れは他よりも小さくなるのか。 

事務局：東側溝は検出されたが，西側溝は検出されなかった。そのため，西側溝から１２ｍ東を想

定し，１度振った破線をひいた。そうすると，資料３の赤い線に繋がる。だいたいそろっ

てくる。ＳＤ３４５は振れている。 

出席者：６ＡＨＥ－Ｄ区の道路が幅１２ｍと確定する資料はあるのか。 

事務局：確定する資料はない。確実に小路が１２ｍとなるような両側側溝が出ている箇所はない。

しかし，平成２１年の中央大路の調査で行った方格地割の復元に基づくと，１２ｍ（２０

尺）の道があってしかるべきと想定している。だが，それにそって確実に２本の溝は確認

されていない。 

出席者：１２ｍというのは，古代の官道では，たとえば東海道などでも確認されている一般的な規



 

 

格である。しかし，伊勢国府の場合は必ずしも令制の４０小尺とは限らない。多少幅が変

動することも考慮して，柔軟な検討が必要ではないか。 

出席者：正殿の北側大路の存在は今回の調査で確定的に見える。政庁の前ではなくて後ろにこうし

た大路があるというのは，類例はあるのか。 

出席者：出雲国府で風土記の記載では，街道ぞいに「十字の街（ちまた）」という表現がある。正確

な位置は分かっていないが，国庁の北になる。とりつけ状態は不明だが，そこからと思わ

れる道幅に相当する遺構が出ている。国庁の北から延びている道が点々と南方向に確認さ

れている。国庁の建物の東に延びている。通常なら南から北に向かって国庁の正門に入る

というのが理解しやすいが，出雲は北から。南は川がある。政庁の後ろに大路があるとい

うケースはありうる。 

出席者：おそらく金藪までまっすぐ大路があったのは確定的。前になにもないのはどうなのか，政

庁の前の空間は広いのに。 

出席者：出雲国府では前に門はみつかっていない。政庁の建物はあっても，さらに南の門はみつか

っていない。近江国府では台地の南に張り出した，南の先端に門跡がある。そこに東山道

にからむ取り付け道路があったと考えられている。そのため，やはり南にはなにかほしい。

個人的願望だが。 

出席者：北側に大路があったことが確定したのは今回の大きな成果。 

（２）平成３０年度の発掘調査計画について 

  事務局：平成２９年度は，計画通りに３地区とも無事調査が終わった。鈴鹿市として調査ができる

ところは限られているので，来年度も引き続き政庁と方格地割の間として，南野と長塚南

東との間の手付かずの箇所を候補地としている。それがうまくいかない場合は，将来の史

跡追加指定の一番の候補と考えている箇所を第 2の対象地と考えている。 

  出席者：毎年述べているが，調査計画は，指定するために確認すべき事柄はなにか，その事柄をは

っきりさせるにはどこを掘るべきかという順で考えるべき。土地の借用が可能とかそうい

う問題ではない。指定するに決まっている第２候補地は掘る必要はあるのか。ここを掘ら

ないと指定の範囲が決まらないという箇所を掘るべき。たとえば今回調査区の東南の何も

出なかった場所は調査をした甲斐があったといえる。ここは指定の範囲外というのがはっ

きりしたから。調査地というのはそういう視点で選ぶべき。また，現地ではここから先は

亀山市だからという発言があったが，遺跡には市町村境は本来ない。西側の範囲はほぼこ

こだろうというのは想定されているので，さらにこれを確かなものにするため，もしくは

次の方格がさらに西に続くのかを知るために，県からもうすこし亀山市に働きかけて，亀

山市でそちらを調査するようにする必要がある。それから，遺構を確認しなくても指定は

可能である。これまでの調査で指定すべき範囲は決まっており，第２候補は指定するに決

まっているのだから保存をする上でも調査する必要はない。もちろん指定する範囲が決ま

っていなければ，範囲を確認する調査が必要である。しかしそうでないところは掘る必要

はない。第１，第２候補はあまり調査が必要とは思えない。ここまで指定すべき範囲であ

ると確定できる場所を調査するべきである。たとえば，方格の１番上の列，２番目の列は

確認されていないのであれば，そのような確定されていない箇所を確認するために調査す



 

 

るべきである。確定されていないものを確定することが重要。指定予定地域の最も北の箇

所を確定させれば，そこから南は指定対象地として確定されるから掘る必要がない。指定

すべき範囲の全体像を把握する必要がある。地形や市境の制限もあるとは思うが，どこが

必要な場所なのか考えるべきだ。必要であるとなれば，とにかくその土地の借用をお願い

するべき。できそうなところだけを掘っていても目的は達せられない。 

以上は具体的なアドバイスをしているのではなく，考え方の提示をしているだけなので，

いまここで，上記の視点でどこを調査すべきなのが具体的に討論してもよいのではないか。

遺跡範囲の真ん中を掘って，すごい遺構がでたというのは，指定範囲確定の目的に沿って

いない。過去に，「地元の方々を説得するにはすごい遺構・遺物を出して重要な遺跡である

と理解してもらい，協力してもらうことも必要，その為に真ん中のよい場所を掘る」とい

う意見がでた。それも一つの考え方，方法論であるとは思う。それも大事かもしれない。

しかし，現在の発掘調査の目的は指定範囲の確定なので，行政的には先述した考え方にそ

って掘るべき。何のために掘るのかをもっと考えてほしい。 

  事務局：第一候補の箇所を掘ることによって，６ＡＨＥ－Ｄ区と同様に中央大路を挟んで東側の方

格地割の存在が確認できるので狙っている。６ＡＨＥ－Ｄ区では南北溝がはっきりでなか

ったので，東でもう一度確認できれば方格地割りの存在も確定的になる。６ＡＨＥ－Ｄ区

は確実とはいえないので，東側で政庁と北方官衙の間を指定するのにふさわしいという最

後のダメ押しをするために，確かめたい。中央大路が北方官衙と国庁の間をつなぐ空白地

点まで存在することは問題ない，しかし６ＡＨＥ－Ｄ区の溝があやしかったので中央大路

の両側の区域が指定するにふさわしいのか確定していなかった。第１候補の土地を掘るこ

とでそれを確定させたい。 

  出席者：今回の調査で中央大路の延長が出たために，政庁の北側の空白区域を指定する必要がある

ことが確定した。過去の調査からは空白地域からの遺構は発見されず，その箇所での遺構

の有無や指定の必要性についても議論が行われた。今回の調査で空白区域も指定地にふさ

わしいとわかったことは非常に重要であり，そういう視点で調査候補地を選定するのが重

要である。第１候補はよいかもしれないが，第２は必要か。必要ないだろう。 

  三重県教育委員会：文化庁からもいまある国庁と２ヶ所の指定地の間はどんどん埋めていってほし

いとの話。国庁と方格地割の間は非常に重要であり，調査の同意は取れており，条件が整

ったところから取り組むという確認を鈴鹿市としている。その上でさらに今後指定してい

くためにどういう調査をしていくか，中・長期計画的な目標を定めた計画が必要である。

また，亀山市との関係だが，情報共有しながら考えていく必要があり，改めて亀山市とも

話しあう。しかし，亀山市も今は鈴鹿関等に注力しており，体制的にすぐの調査は難しい。

もちろん伊勢国府跡については非常に重要な遺跡であるために，亀山市も鈴鹿市と共に進

めていくべきところであり，今後そういった働きかけをしていきたい。 

  出席者：方格の角は出したほうがいいのか。保存という視点では，金藪の南はすべて指定でよいの

ではないだろうか。金藪のすぐ南にあたる方格の北端は確定ではないのか。角を確認する

必要性は学問的な根拠があるのか。 

  出席者：一般的な方格と国府域の方格の性格は違うと思う。都城では，土地管理の体系としての方



 

 

格があり，また実質的な道路，街路網としての方格もある。国府の場合はそれが不明。方

格が土地管理の体系として存在したかどうかは基本的には分かっていない。方格が国府か

ら検出されている例も非常に少ない。伊勢国府がこのような形の方格を実際にもっていた

ら，非常に突出した事例になる。いまのところどのように考えたらいいのかわからない。

屋敷の割り当ての単位であった可能性もまだ残っている。土地管理の体制として方格条理

都城などがあったというのは分かっていない。そのあたりは，方格については決め付けた

議論はできない。国府としてはこういうのはない。 

  出席者：この復元図では一定の道で区画される想定がなされている。しかし，本当に方格のまわり

は道で区画されていたのかわかっていない。 

  出席者：斎宮の例もあるから，伊勢国は特殊。斎宮は方格と道路の存在がはっきりしている。他に

も多賀城前面の山王遺跡や東山官衙遺跡の例もあり，地方官衙に方格がないわけではない。

しかし，やはり伊勢国は突出している印象がある。 

  出席者：斎宮は国府とは違う特殊な遺跡。時代が下れば大宰府もあるが，大宰府も多賀城も単純な

国府とは考えがたい。屋敷の区画は出ているケースはかなりあるが，国府として明確な方

格，全体の方格として証明されているケースはいまのところ他にない。 

  出席者：条坊みたいなものとは違うのか。 

  出席者：それも証明できない。条坊を設定する第一の目的は宅地班給であるが，それとは違う。 

  出席者：これは役所の中の区割りか。 

  出席者：斎宮ではそうである。 

  出席者：そのような性格を伊勢国府でもはっきりさせないといけない。それならばそういう調べ方

がある。性格をはっきりさせたら，指定したのはまちがいという話になるかもしれない。

何に価値があるのかということで指定する。当然，結論がでたから指定したわけであるが，

その結論はなんだったのか。すでにその結論は出ており，そして空白地帯についてはそれ

と同じ結論は出ているはずである。 

  出席者：近い将来，国庁と北方官衙，全体を含めた史跡範囲を指定範囲としたいということがある。

空白となっている地域もすべて含めて。そういうことも含めて間をきちっとしておきたい

ということですね。 

  出席者：前述した視点でしっかりと，無駄のない調査をしてほしい。 

（３）その他 

 ア，今後の追加指定について 

  事務局：今年度第１回目の追加指定を行い，南野南区の県道をはさんで欠けていた部分と，長塚南

西区の農道を挟んで南側の門などが検出された部分を新たに指定した。今後は北方官衙方

格地割の建物等がはっきりと残っている箇所，方格一番南の４区画を順次追加していきた

い。第一の候補として，まずは既に指定されている２ブロックの間を埋めたく，今後交渉

をすすめたい。さらに西・東側の１ブロック，そしてその後に政庁との間を今回の成果も

反映したかたちで順番に進めていきたい。おそらく３～４年のスパンで追加することにな

るだろう。交渉し，同意書をとりまとめて，指定というながれで大体３年～４年を考えて

いる。 



 

 

  出席者：あまり開発等がはいってくる場所ではないが，新しいものがぽつぽつみえるくらいの変化

はある。ここの遺構は非常に浅く，上が飛んでいるかなにかで，残りが悪い。農作業で壊

されるおそれが今でも常にある。だから，指定想定範囲，あるいは指定が確定している範

囲については，所有者もしくは管理者の方々に避けてほしい農法を徹底する必要があるの

ではないか。現地で「天地返しは現在行っていない」との説明があったが，それを徹底す

る必要がある。少し掘ればすぐ壊れるのだから，そのことを徹底する必要がある。それか

ら，追加指定はどこから行うかというのは，もちろん順序を決めなくてはいけないと思う

が，いろいろな要素が錯綜するので簡単には決められないはずである。重要な箇所から，

危険なところから先に，各所有者の代替わりの状態を把握して代替わりに近いところから

お願いするなどの方法がある。①は一番欠けている感があるので理解できる。②はどうな

のか。ここは範囲として確かなのか。 

  事務局：②範囲内では瓦葺の建物の基壇が確認されている。範囲とは確定していると思われる。③

も昨年度の調査で範囲と確定している。これらの箇所はすぐの開発等の恐れはないが重要。 

  出席者：④は最後になるが，それはどうなのか。ある時期になったら整備をする必要がある。政庁

が整備され，次に大路が整備の対象になるだろう。豚舎が大路を分断しているので，整備

のことを考えて早くお願いしたほうがいい。そういう意味で④が最後なのはやや疑問に感

じる。それから，今年追加した箇所の説明があったが，このくらいの分量で３～４年に一

回で追加指定するというのと，①～④に示されている範囲の大きさはギャップが多い。も

うすこしまとまって指定はできないのか。どういう方法で指定のためのお願いをしている

のか。売りたいと言ってくるのをまっているのか，それともこちらから指定の同意を取り

に出向いているのか。 

  事務局：昨年度交渉をした土地は，指定地の隣接地で重要な遺構が出ていたり，区画の一部である

といったところである。たまたま土地の東側で調査をしており，地権者はなじみのある地

元の方だったのでこちらからお願いしにいき，承諾していただいた。それがその他資料１

の東側２区画。その方がたまたま西側も持っていたため，あわせてお願いした。 

  出席者：指定を要する範囲の地権者等に出向き，交渉するという方法か。①や②を目標にするなら，

ここの地権者全員に集まっていただき，説明会をするといった方法も良いのではないか。 

  事務局：そういう方法がとれるのが一番よろしいと思う。ただ，地権者は市内の各地にみえるため，

たとえば車で来てもらって一箇所に集まっていただくというのは難しい。やはりこちらか

ら出向く必要がある。 

  出席者：夜公民館に集まってもらうのは，できるところも難しいところもありそうだ。方法は色々

あるが，指定したい範囲である①の区画がきまっているのなら，範囲のすべてを一括して

指定できるように考える必要がある。 

  事務局：交渉をするにあたっては，こちら側にメリットデメリット等も含めての説明責任がある。

地権者の方々にとってのメリットは唯一，公有地化しかない。逆に，時勢がら農業の後継

者のことで土地を手放したいという方もおり，そういう方面からこちらに言ってくる場合

もこれから想定できる。指定がすぐに公有地化に結びつかないという話もあるが，実際に

は結び付けていかざるをえない場合が今後出てくると考えている。 



 

 

  出席者：買って欲しいというのは，こちら側の働きかけが動因になることも多い。追加指定，指定

の計画案がこういう形で出てくるのが意外だった。以前から保存管理計画には要保存の場

所が書いてある。指定をする範囲は，要保存の範囲のほとんど全域。今はそれを公開して

いると聞いているが，そういったものは積極的に地元関係者に全部お伝えするべきである。

ここのところは大事な遺跡で，使用にあたっては制限をかけたい場所であることを伝えた

ほうがいい。指定は順次行うのだから，地権者の方々の売りたい事情，あるいは保護に協

力したい事情があるなら受け付けることを積極的に発信するべきである。もちろんこちら

がめぼしいと思うところについては，それとはべつにちゃんと出向き，実は朱雀大路のよ

うな道があって重要な場所だなどとこちらから説得して，全域を，①～④のような順序を

決めず全域を追加予定地として網羅していくのがイメージだった。もちろん現在の案が悪

いとはいえない，いいと思うが。 

  事務局：今指定されている部分をつないでいくという指導をこれまでいただいていた。その観点か

らこういう計画をたてた。 

  出席者：はじめの指定範囲がこういう３地点になったのは，文化庁にもなにか動機があったのだろ

う。なにか事情があったのだろう。 

  出席者：それは遺構が検出されていて，その箇所から指定したのだろう。 

  事務局：方格地割については平成８年ごろの三重県埋蔵文化財センターの調査で想定されていた。

調査をしていくうちに，区画施設のなかで築地塀や土塁に囲まれた建物跡が確認されたの

が，政庁の部分以外ではこの２ヶ所である。それ以外の地点は，その時点では築地塀でか

こまれた建物跡というのははっきりとはしていなかった。そのためはじめの指定範囲がこ

ういう形になったのだろう。 

  出席者：追加指定は①②③④の順番で進めていきたいのか。 

  事務局：地権者によっては土地をあちらこちらに持っている場合もある。その場合はいっぺんに話

をしたほうが早いと思うので，順番がかわる可能性もある。 

  出席者：追加指定案は地権者の状況を考えたうえの判断か。 

  事務局：まだそこまで細かくは反映されていない。実際に進行する際には，昨年度のように地権者

がいろいろなところに土地をもっていてそれらを一緒に指定したほうがいい場合は，一緒

に指定する。 

  出席者：指定する場合，地権者の中には反対の意思が強い方もいるのか。 

  事務局：中にはいると思う。 

  出席者：具体的ではなく予想しているだけか。 

  事務局：実際に虫食い状になっている箇所は合意がいただけなかった箇所。そのため今後もそうい

ったことは想定できる。 

  出席者：①とあるが，①がおわるまで②～④に手をつけないとかそういうことではないですよね。 

  事務局：そうではない。ざっとしたものであり，政策決定したものではない。ただ，こういうイメ

ージでいきたいというものである。 

  出席者：金藪の下まで方格の存在はほぼまちがいないというのであれば，指定したい範囲は全体に

ひろげておいて，その上での漠然とした順序として①②③④ならよい。全体をみてひろげ



 

 

たほうがいい。 

  事務局：金藪のところから政庁まで，途中で区画があって古代の官衙区画がはっきりしている部分

と道路だけある部分がある。面でおさえられるのか，道路を押さえられるのかは場所によ

って違う。その辺りは調査で明らかになってくるので，単に道路だけならその両側も同じ

ように指定しなければならないのかというのはまた別の判断である。 

  出席者：それは，道路は遺構ではっきりするので，道路で囲われた区画は指定しないでいいのかも

しれないということか。 

  事務局：道路で囲われたところではなく，道路の外のところ。それよりも西や東になにもなければ

ある程度のところで区切ってもいいのではないか。 

  出席者：それは方格の外ということか。資料の緑枠の外か。 

  事務局：緑枠の外ではなくて，いま想定されている方形区画が，必ずしも土塁や築地塀で囲まれた

官衙とは限らないので，その場合は溝が道路であればよいのであるが，ただ延長している

だけの溝であれば性格が変わってくる。それはそのときに判断すればよい。 

  出席者：区画がはっきりしないということか。 

  事務局：そうである。方格地割はまだ点線で示されており，調査計画資料１でも調査がなされてい

ないところがある。それが北に広がっている。そういったところが今後の課題になる。 

  出席者：それは指定するかしないかの課題ということになるのではないか。今の方格の北側の線で

あまり調査を行っていないところについては，指定する根拠があまりないということか。  

もしそういう見解があるのなら，指定できるための要件について文化庁と相談したほうが

いい。 

  事務局：全く無いわけではなく，金藪というよくわからない遺構が一番北にあり，その南に大きな

道路跡があることは間違いない。ところどころ溝を延長しているような溝がある。これら

に関しては土塁や築地塀が確認されている箇所もある。そういった意味でも調査したい。 

  出席者：先ほどまでは，復元図の範囲は方格として確かなものだという前提で話をしていた。もし

指定の要件が充足されているか否かについて不確かさがあり，そのため指定予定地として

確定するとは言い切れないのなら，文化庁がどう思っているかは確認したほうがいい。も

しもどういう区画があるのかはっきりさせなければ文化庁が指定しないというのであれば，

ここは調査する必要が出てくる。文化庁がどう考えているのか確かめたほうがいい。確か

であるという前提で調査の必要がないと思っていた。われわれが確かであると思うか否か

ではなくて，指定する側，文化庁がどう考えているかが重要。文化庁が今はあそこの区画

ははっきりしない，はっきりしたら指定するのであると，方格の存在をちゃんとした遺構

で証明することが指定の要件だと思っているのであれば，その要件を満たさなければなら

ないから，その時は方格をはっきりさせるための調査が必要になる。もちろん文化庁がそ

う思っているのかは不明であり，これは仮定のはなしである。それは文化庁に確認するべ

き。だが，どう思っているか聞いても，すぐには向こうも困るかもしれない。半分学問的

なはなしになるから。 

  事務局：同じ方格地割でも，土塁で囲まれる方格地割と溝をただ延長しただけの溝のみでできてい

る方格地割ではだいぶ性格が違う。意味も違う。そういったことは今後解決されるべき問



 

 

題だろう。 

  出席者：そういっても文化庁の担当はすぐには答えられない。多くの人は北のあそこまで方格だと

思っているだろう。それについては問題ないと思っている可能性が多いのでは。 

  事務局：報告書では調査成果に基づいて，その都度推定ラインを変更している。 

  出席者：説明はできるということなら，文化庁に説明するべき。「ここから北は指定予定地であると

いうことでよろしいですね」と確認したほうがいい。今のような疑問があるのであれば。 

イ，土地の買い上げについて 

  事務局：その他資料３を参照。地権者から土地買い上げの要望があった。いま予算要求をしている。

買い上げの候補地は市の土地である政庁すぐ北側の県道沿いの場所と西側の土地の買い上

げを検討している。北側の土地は政庁の北側の築地塀にあたり，後殿の一部にかかる。西

側は政庁の西脇殿の一部にあたる土地である。その他資料３の黒く斜線を引いているとこ

ろが現在予算要求をしている箇所で，赤く塗っている箇所が市の土地。 

ウ，連絡事項 

 事務局：来年度の調査から，小澤先生がいらっしゃる三重大学の学生に来ていただき，市内遺跡の発

掘調査の手伝いをいただく。学官連携協定を鈴鹿市と三重大学で結んでおり，そういった経

緯もあることから，三重大学の学生にきていただくことをご承知おきください。発掘調査自

体に学生さんに来ていただくという流れになってきている。 

 出席者：それは文化庁の方針でも望ましい施策だといわれている。埋蔵文化財担当の専門職員育成な

どの観点で大学と行政が協力関係にあったほうがいいといわれているので，大変結構な方向

性だと思う。 

エ，その他質問事項等 

 出席者：買い上げは今年補助金の要求をだしているのか。 

 事務局：平成３０年度の予算で。 

 出席者：ヒアリングは１月か。 

 三重県教育委員会：それにあげている。 

 出席者：県の負担分はいくらか。 

 三重県教育委員会：７パーセントである。 

 出席者：第３６次調査資料１で，遺構を確認できなかったところは×をつけているが，確認できたと

ころも全て破線なので，次回から確認できたところは実線にしてほしい。 

 事務局：承知した。 

 


