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律令国家の駅制と駅家の比定の可能性

―肥後国片野駅推定地と出土「馬取」刻書土器を中心として―

花　岡　興　史

はじめに

　律令国家はその中央集権的な体制をととのえるため官吏・公使による中央と地方との交通・通信制度と

して駅制を創設した。その中で，駅家は古代，五畿七道の駅路に設けられた駅使のための施設である。

　駅制の研究は，昭和戦前期から古代史研究のスタイルを確立した坂本太郎によってなされた。律令制度

の研究者であった坂本は，「改新の詔」の「（大化二年正月甲子朔，賀正礼畢，即宣改新之詔，○中略，）

初修京師，置畿内国司，郡司，関塞，斥候，防人，駅馬，伝馬」１）の箇所を引用し「本邦駅制の創設を

示した確実なる文献である。誠に駅制は，かの大化の改新に当つて，その他の新制度ともに初めて，我が

国に設定せられたのであつた」２）と結論している。

　この「詔」の内容について，「郡評論争」で「郡」の制は「大宝令」で初めて成立したものであるから，「大

宝令」の条文によって書き換えられたものであるという見解もあった。しかし，近年ではこの詔文は文章

の修飾はかなり加わっているとしても，その大筋はほぼ当時の内容を伝えているとする意見もある３）。

　詔文の内容を妥当とするならば，駅制はこの時に誕生し，同時に駅家も各国に置かれたことになる。

　駅制は「大宝令」を契機として全国規模で完成された。これには駅家の長である駅長の存在が欠かせな

かった。『延喜式』によれば，駅制は兵部省の管轄であるが，令規定では運営の責任は国司にあり，その

補助員として駅長がいた。駅長は終身の任用で，農民から任用される点では里長・坊長に類する。駅長に

は，駅戸の中で富裕で才能あるものが選ばれており，もともとその地域の有力者であった。

　この点について，すでに坂本は，「大化駅制の公布は，実際における駅家，駅馬の設置を令するもので

あらうか。或は又，すでに存在したる駅設備の萌芽に，組織を与え権能を賦した事を意味するものであら

うか４）」と述べており，その卓越した見識がうかがえる。

　上記のように駅家の研究は，まず駅制成立の問題からはじまり，それと平行するかたちで行われていた。

そこで，本稿ではその基礎となるかって八代郡に存在した片野駅家の比定作業を行いながら，駅制の一端

を述べることとする。併せて，今回発掘された西片下津丸遺跡・西片乙津遺跡から出土した刻書土器につ

いても検証し駅家施設の範囲の可能性にも触れることにする。

Ⅰ　駅制とは

　１ 駅制の初見

・646 年「改新の詔」・・・「（大化二年正月甲子朔，賀正礼畢，即宣改新之詔，○中略，）其二曰，初修京

師，置畿内国司，郡司，関塞，斥候，防人，駅馬，伝馬」（黒板勝美・国史大系編修会『日本書紀　後篇』

1986 年，224 頁）

→都を畿内と定，国司・郡司・関塞・斥候・防人，駅馬・伝馬などの制度を設置する。

→→「第二条と第三条（戸籍・計帳，班田収授法の制定）は，後に 8 世紀初頭の大宝律令の全面施行

によって完成する律令国家の基幹となるシステムの創設を述べているので『改新之詔』が本当に

乙巳の変の翌年に新政権によって発布されたとすれば，それはまさに律令制にもとづく中央集権

国家建設の起点に位置すると考えられた」（遠山実都男「大化改新の意義」『歴史の「常識」をよ

む』2015 年，32 ～ 35 頁）
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　２　「詔文」の信憑性・・・「郡評論争」

・坂本太郎・・・「本邦駅制の創設を示した確実なる文献である。誠に駅制は，かの大化の改新に当つて，

その他の新制度ともに初めて，我が国に設定せられたのであつた」（坂本太郎『上代驛制の研究』1928 年，

9 ～ 10 頁）

・井上光貞・・・「改新の詔が不自然に整いすぎ，（近江）令文にあまりにも似ている（中略）詔の第二章

の郡条には，下級地方機構を郡と記し（中略）大化から半世紀の後の大宝令発布までの金石文にはこの

ような表現は全くなく，そこでは郡に当たるものを必ず評（とある）」（井上光貞「大化改新の詔の研究」

『史学雑誌』1964 年，『古代国家の研究』所収，1965 年，384 ～ 385 頁）

　３　 「郡評論争」の決着

・藤原宮跡の発掘・・・「己亥年十月上捄（総）国阿波評松里」の荷札木簡の出土（1967 年）

→「己亥年」は文武天皇 3 年（699）で，大宝律令施行の直前まで「評」を使用。

→→大化改新は，それほど画期的なものでは無く，663 年の白村江敗戦や 672 年の壬申の乱を経て律

令体制の諸改革が本格的となる。

　４　大化改新の見直し

・前期難波宮の発掘・・・「戊申年」（大化 4 年＜ 646 ＞）木簡の出土。

→以前は天武期と考えられていたが，孝徳期の難波長柄豊碕宮に該当することが確定。

・石神遺跡（明日香村）の発掘による木簡の出土

　「（表）乙丑年十二月三野国ム（牟）下評

　 （裏）大山五十戸造ム（牟）下部知ツ

　　　　　　　従人田部児安　　　　」（152 ㎜× 29 ㎜× 4 ㎜）

→「乙丑年」は 665 年・・・天智天皇の即位以前。

→「大
お お や ま の さ と

山五十戸」（のち美濃国武儀郡大山郷，現岐阜県富加町）にサトが誕生。

→「国－評－五
さ と

十戸」という重層的な行政区分の成立。

→全国初の戸籍「庚午年籍」（670）より前に民衆層の「田
た べ の こ や す

部児安」にまで部姓がある。

　→→「従人田部児安」（従う人は田部児安）とあることから一般民衆。

→「五
さとのみやつこ

十戸造」はサトの責任者「里長」のような存在。

→「牟
む げ べ

下部」はこの一帯を統治していた牟下氏一族。

※出土木簡から改新の詔の核心部分は，650 年中葉～ 660 年代初頭であれば，ある程度実行されていた。

→孝徳朝の見直しが進む。

（市大樹『飛鳥の木簡　古代史の新たな解明』中公新書，2012 年，49 ～ 78 頁）

　５　新たな展開（市大樹「大化改新と改革の実像」『岩波講座日本歴史』第 2 巻 2014 年）

・7 世紀では約 120 年ぶりに中国との国交を回復した推古朝（592 ～ 628）を前史に，大化改新・近江令・

浄御原令・大宝律令と順を追って中国的な律令制を受容した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓

・7 世紀末までの倭国は朝鮮半島を向いて文明を享受し，結論として古い時代の中国の諸制度を摂取して

きたが，大宝律令を準備する過程で，同時代の中国に向き合うようになった。

→「評」は朝鮮の地方制度に由来したもので，大宝令で中国的な「郡」という表現になる。

（まとめ）

　「郡評論争」は，木簡の出土によって新たな展開をみせている。『日本書紀』に記載された「改新の詔」

は大宝律令の影響をうけているものの，当時の国政をあらわしている。

よって，詔文に記された駅制は孝徳朝に行われた可能性は否定できない。
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　６　ミヤケの構造と駅家（永田英明『古代駅伝馬制度の研究』吉川弘文館，2004 年）

・6 世紀段階のミヤケ経営の構造は，ヤ・クラで構成される施設としてのミヤケを中心としてその場に田

地と労働力が付属し，戸籍作成を通じて労働力の把握と「税」の管理が諸氏族よっておこなわれており，

令制下の駅家経営の構造にも通じている。このことから令制駅家の構造が唐制をモデルに考案されたも

のではない。（175 ～ 176 頁）

・大化以前のミヤケが駅家になったわけではないが，駅家の経営方式が「後期型ミヤケ」の経営方式をひ

く可能性は高い。（176 頁）

→「駅制は，律令制形成の初期の段階に，古いタイプの経営システムをそのまま採用する形で『急いで』

整備されたものであった。これは，孝徳朝にはじまる国司を通じた畿外諸国支配，百済救助戦争へと

結実していく国際的な緊張関係に対応するための措置として，律令制形成過程の初期の段階から駅制

に大きな期待がかけられていたことを意味するであろう。」（190 頁）

Ⅱ　肥後国の駅家と駅路

　１　 『延喜式』：律令の施行細則で康保 4 年（967）に施行。

→原本は存在せず写本が多い「九條家本」（平安時代後期の写本，国宝）が 古のもの。

　２　駅馬と伝馬

→駅馬の設置場所が駅家，伝馬は郡家である（『類聚三代格』延暦元年十一月三日官符）。郡家の場所が

駅路から遠く離れる場合は郡家と異なる場所に伝馬が置かれた。（市大樹『すべての道は平城京へ　

古代国家の＜支配の道＞』吉川弘文館，2011 年，77 ～ 79 頁）

　３　『延喜式』にみる肥後国の駅家（『新訂増補国史大系』）

「肥後國，驛馬，【大
おおむつ

水，江田，坂本，二（三）重，蛟
み と り

槀（蚊
か わ ら

槀），高原，蚕
こ か ひ

＜蠶＞養，球磨，長崎，豐向，

高屋，片野，朽網，佐職，水俣，仁主（王）各五疋。】傳馬。【大水，江田，高原，蠶養，球磨，豐向，

片野，朽網，佐色，水俣驛各五疋。】」

→駅馬 16 箇所，伝馬 10 箇所・・・6 箇所は伝馬がいない

→「佐敷駅」の書き分け　

　→→　駅馬「佐職」，伝馬「佐色」

→伝馬をおかない駅

　→　坂本・二重・蚊 ?・・・豊後国連絡通路

　→　長崎・高屋・・・肥前国連絡通路

　→　仁主（王）・・・大隅国連絡通路

　※公使が乗用する主道の駅ではなく支道である。

（木下良「肥後国」『日本古代の交通路』Ⅳ，1979 年，99 ～ 102 頁・鶴嶋俊彦「西海道肥後国」『日本古

代道路事典』2004 年，367 頁）

　古代の律令国家は，支配を明確にするために七道とよばれる道路網を造り上げた。駅家とは飛鳥時代か

ら平安時代にかけて，同時代の幹線道路である駅路におかれ，早馬を乗り継ぐ施設で，原則として 30 里

（後の約 4 里，約 16 キロメートル）ごとにおかれていた。『延喜式』５）には，全国で 402 の駅家が国ごと

に記されている。このとから，駅制は 10 世紀初めまでには完成の域にあった。『延喜式』には，駅制が畿

内を中心に東海道・東山道・北陸道・山陰道・山陽道・南海道・西海道の七道からなっていることと，各

国ごとに駅家が存在していたことが明確に示されている。このなかで，山陽道と西海道の一部が大路，東

海道と東山道が中路，それ以外が小路であることがわかる。

　駅には馬がおり原則としてその定数は大路が 20 疋，中路が 10 疋，小路が 5 疋とされ，駅使の乗用にあ

てられている。
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　『延喜式』兵部省にみる駅を志方正和に従い現在の地名に当てはめてみると，西海道の駅路は大宰府を

中心として各国府に通じる駅路，国府と国府をむすぶ駅路および国府からの関烽などの軍事施設に至る駅

路からなっている６）。

　この中で，『延喜式』にみる７）肥後国の駅馬として，大水（玉名郡南関町），江田（玉名郡和水町江田），

坂本（阿蘇市一の宮町坂梨），三重（二重のことか，阿蘇市阿蘇町赤水），蚊高（菊池郡大津町），高原（熊

本市植木町），蠶養（熊本市子飼町），球磨（熊本市城南町隈庄），長崎（宇城市不知火町長崎），豊向（宇

城市松橋町豊福），高屋（八代郡氷川町宮原），片野（八代市片野川），朽網（八代市二見町），佐敷（芦北

郡芦北町佐敷），水俣（水俣市），仁主（仁王のことか，同仁王木）８）の都合 16 駅に 5 疋ずつ配置してあ

る。また，公使が乗用する交通機関としての伝馬としては，大水，江田，高原，蠶養，球磨，豊向，片野，

朽網，佐色，水俣の都合 10 駅に 5 疋ずつおかれていたことがわかる。

　ただ，この駅馬の比定について，木下良によれば，志方が坂本・二重を阿蘇郡内に蚊高を合志郡内（マ

マ）に推定したのは，『延喜式』の駅名記載は『和名抄』などにみられる一定の郡名記載順に従ったもので，

三駅を肥後・豊後連絡通路とみて，豊後国側からの順序としているからだとし，このことに批判をおこなっ

ている。木下によれば，この三駅を肥後国内のことであるから肥後側からの順序とみるのが適当と考え，

坂本駅は阿蘇外輪山から下る菊陽町原水に，蚊高駅は高山寺本『和名抄』駅名の蚊高をとって「カワラ」

と読み，阿蘇市阿蘇町大字中通と一の宮町大字小野田との境界に通称地名「西河原」という集落に比定し

肥後国の古代交通路（木下良『事典　古代の道と駅』）
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ている。それは両大字に「馬の跡」という小字地名があるのが「駅家の跡」の意であるからとしている９）。

　また，この中で，伝馬を置かない駅がある。これについて，木下良・鶴嶋俊彦は，坂本・三重（二重）・

蚊高を豊後国連絡路として，長崎・高屋を肥前国連絡路，仁主（仁王）を大隅国連絡路と想定している。

つまり，この 6 駅は公使が乗用する主道の駅としての役割はなく，支道であるという 10）。

Ⅲ　片野駅の位置の比定とその他の駅

　１　熊本県内の事例

・黒髪町遺跡（熊本市）・・・「馬」銘刻書土器（『熊本大学埋蔵文化財調査室 2003』

→「蚕
こ か ひ

＜蠶＞養」駅に関連するものか

・花岡木崎遺跡（芦北町）・・・「□於佐色□□□」「発向路次驛□等」

→「佐色」「驛」の明確な文字

→佐敷駅の比定

（宮崎敬士『熊本県文化財報告書第 305 集，花岡木崎遺跡』，2014 年，445 ～ 449 頁）

※但し，『延喜式』には，駅馬は「佐職」，伝馬は「佐色」とあり，「九條家本」でも書き分けが見られる。

これは，写本の段階での誤記か書き分けか不明。もし書き分けであれば，駅馬と伝馬の場所もしくは

役目は別の可能性もある。

→市大樹は「この二点は同一材で厚みが近似し，筆運びが相似することが推定されている。木簡の内容

は，佐色（駅）に所属する駅子を発向させるというものであろう」と指摘。（市大樹『日本古代都鄙

間交通の研究』塙書房，2017 年，154 ～ 155 頁）

　駅家の位置については，多くの研究があり一定度の成果はあがっている。 近では発掘調査の成果を根

拠として駅家の位置を検証しているが，根拠を示すことが困難で駅家の実態の多くは不明である。

　そのなかで，今里幾次は，『日本後紀』に示された山陽道の駅家が外国使節の往来のために建物を瓦葺

にしているという記述から，播磨国の想定山陽道沿いに点々と瓦の出土地があることに注目し，その場所

を駅家としている 11）。

　この様に史料と遺物・遺構が有機的に結合すれば駅家の比定は可能と考えられるが，そのような例は稀

である。

　そのなかで，昭和 57 年（1982）から兵庫県教育委員会に発掘調査が行われ，同 62 年（1987）から平成

6 年（1994）にかけて龍野市教育委員会によって本格的に調査が行われた兵庫県たつの市の小犬丸遺跡は，

初に駅家の概要が判明した遺跡である。同遺跡から，8 世紀から 11 世紀にかけて機能したとみられる

井戸が検出され，その周辺から「布勢駅戸主□部乙公戸参拾人 ･･･」と記した木簡や「駅」「布勢井辺家」

と書かれた墨書土器が出土した。このことから，小犬丸遺跡が山陽道に位置する播磨国の布勢駅家の遺構

として確定している 12）。

　また，平成 19 年（2007），熊本県教育委員会より行われた花岡木崎遺跡の埋蔵文化財発掘調査において，

墨書が明確な木簡が 2 点出土した。それにはそれぞれ「□於佐色□□□」「発向路次驛□等」と記してあっ

た。この時，著者は板楠和子とともに委託され調査指導を行ったが，いずれも文字は明瞭で確実に「佐色

（職）」「駅」と読めた。これについて宮崎敬士は，「木簡 2 点を含む文字資料の多さ，一定度の建物数と範

囲を固有の特徴としてそなえている。併せて，佐敷平野内に古代の佐色（佐敷）駅が位置していたことは，

木簡の出土とその内容より定まったと考えてよく，（中略）古代の花岡木崎遺跡を，該期の佐色（職）駅

に比定する，と結論する」13）としており，論証について十分に納得できるものであった。但し，『延喜式』

には，駅馬は「佐職」，伝馬は「佐色」とあり，「九條家本」での書き分けを正しいとすれば「駅馬」と「伝

馬」は同一の場所か，もしくはこの地点は「駅家」ではなく「伝馬」施設の可能性がある。

　これについて，市大樹は「この二点は同一材で厚みが近似し，筆運びが相似することが推定されている。

木簡の内容は，佐色（駅）に所属する駅子を発向させるというものであろう 14）」として，「佐職」と「佐色」

を同一のものとして『延喜式』にみる書き分けについては触れていない。
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　しかし，この様に，古代の駅家推定地から駅名そのものの文字や「駅」という文字資料が出土すること

は余りなく駅家の比定は基本的には困難であり，「駅家」と「伝馬」の比定箇所は慎重を期すべきといえ

よう。

　２　片野駅の考古学的な比定の試み

・宮地小畑遺跡・宮地観行寺遺跡を比定

→官衙的建物の検出や妙見社（八代神宮）から 300 メートルと非常に近い位置にあることから片野駅に

関する遺構である可能性が高い。（宇田員将「宮地小畑・観行寺遺跡で検出された建物の官衙的要素

について」『熊本県文化財報告書　第 254 集　八代平野干拓遺跡群　宮地小畑遺跡・宮地観行寺遺跡』

熊本県教育委員会，2010 年，133 ～ 138 頁）

※「官衙的建物の検出」＝「駅家」といえるのか。官衙的と官衙との異同。妙見社は宮地村内で片野地

名残すものは太田郷村であることから，地名学の観点からは乖離している。さらなる根拠が必要。

　３　地名学からのアプローチ

　さて，今回の発掘調査において，対象となる片野駅の位置を比定することを試みたい。

　片野駅の位置を考古学的に検証した宇田員将は，妙見社（八代神社）付近を推定地のひとつであると仮

定し，官衙的建物の検出や八代神宮から 300 メートルと非常に近い位置にあることから，発掘地点である

宮地小畑遺跡・宮地観行寺遺跡を片野駅の駅家に関する遺構である可能性が高いとする 15）。しかし，妙

見社はあくまで宮地村内であり，片野地名の一部を残すと考えられる西片町・中片町・上片町・東片町の

4 町は，いずれも旧大田郷村に属している。同氏の見解は，地名学の観点から大きく乖離しており，片野

地名を全く継承していない宮地村内に片野駅の存在を主張するならば，発掘調査による官衙的建物の検出
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だけではなく，積極的な根拠が必要となろう。

　ただ，市大樹は深江北町遺跡（神戸市）の出土木簡について，駅家の遺構そのものが確認されたわけで

はないが，郡家ないし郡家別院が隣接していた可能性もあるので，積極的な評価は難しいとしながら駅家

の多彩な活動を知る上での留意点として指摘している。さらに，同遺跡から「論語」や九九の木簡が出土

していることにも触れ，駅長は文筆能力が求められたとし，「駅長は狭義の官人ではないが，その執務場

の駅家は地方 末端の官衙であった」と述べている 16）。

　官衙的建物が駅家そのものであるかは，当然に検討を要すが，市大樹が野尻遺跡（静岡県袋井遺跡）出

土木簡の例から述べているように郡司が駅家で勤務する場合があり「末端官衙」と位置づけている 17）こ

とから考えてみても駅と官衙との関係性は注目すべきであろう。

　では，実際の片野駅は現在のどの場所に比定されているか，その内容を研究史に照らし合わせてみてい

くことにする。

　駅家について『延喜式』に記載された駅名を大まかな駅路を参考にしながら，現在に残る地名と照らし

合わせて，その位置を想定する作業は江戸時代から行われている。この中で片野駅について記載があるも

のをここでは幾つか挙げることにする。

　天保 13 年（1842）の著作で，六国史をはじめとして古書にある肥後国関係の事蹟や地誌を綿密に記載

した『新撰事蹟通考』には，「片野川」地名を「上片野川村・北片野川村，附上片野，下片野川村・中片

野川村，附下片野川村○延喜式ノ片野駅即此也」とし，下片野川村を片野駅としている。

　また，大正 4 年（1915）に刊行された大槻如電の『駅路通』18）には，「片野，駅馬五疋○豊向より凡五里，

同（肥後）国同（八代）郡片野川村，八代町東一里」とあり八代町から東の方角へ一里ある片野川村を想

定している。

　一方，昭和 54 年（1979）に木下良は，『延喜式』における駅家と駅路の比定した志方正和 19）の成果を

批判的に継承し，それぞれの駅家について論じている。

　その中で，片野駅について，木下によれば 20），前述したように西海道に主道の存在を主張し，高向駅

の次は高屋駅とする通説を批判し，高屋駅は長崎駅とともに肥前国への連絡のための支道であり，片野駅

こそが高向駅の次駅としている。また，それを首肯するように両駅間の距離は 17 キロメートルであり，『延

喜式』にある原則的に 30 里ごとに置かれていた内容とも一致するとしている。

　さらに，木下は，その位置について，「八代平野南部の球磨川渓口部北岸にある，八代市上片町・東片町・

西片町の一帯に諸説一致している。いずれも旧は片野川を称していた」としており，広範囲に場所を比定

している。

　上記した内容を詳細にみていくと，『新撰事蹟通考』では下片野川村内の中片野川村を片野駅と推定し

おり，『肥後国誌』もその内容を踏襲している。この中片野川村は現在の中片町にあたる。また，『駅路通』

には片野川村を推定してある。これは，現在の上片町・東片町にあたる。よって，木下の想定は，片野駅

地名の名残を残すと考えられる上片町・東片町・西片町としており，中片町には触れていない。また，前

述の志方は，『駅路通』と同じく旧片野川村を比定しており，これであれば上片町・東片町が片野駅の推

定地となる。

　つまり，『駅路通』と木下の想定は，上片町・東片町を比定地に採用しているが，前者は西片町を採用

していない。また，『新撰事蹟通考』が示す片野駅比定地の中片町は両者とも触れていない。

　ここで，木下が主張する旧片野川である上片町・西片町・東片町とする片野駅の内，

上片町と東片町のみが旧片野川村であり，現在の西片町は片長村に属していたのであって同氏のいう旧片

野川村と一致するとすれば行政区画から矛盾することになる。

　よって，著者は，行政区画による町名の変遷をみることにより，「片野」地名の一部を残すと考えられる，

西片町・中片町・上片町・東片町の 4 町の一帯に施設があった可能性を指摘したい。

　もともと，駅家はその機能から様々な設備があった 21）。まず，駅の直接の運営にあたる駅長執務室，

多数の駅馬を繋留する厩舎，『令義解』に記載された蓑笠を私備する駅子の溜まり場，これは駅舎に待機

し駅馬の養飼に当たらなければならなかった駅子にとっては必要であった。また，駅使と従者などの休息・
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Ⅴ　出土刻書土器による片野駅比定地

　古代において紙の他に文字を記したものとして木簡や墨書土器などがあるが，今回の調査で出土した遺

物は土師皿で，ヘラのようなもので生乾きの状態で文字を記し焼かれている刻書土器である。ただ，墨書

土器や刻書土器は，紙や木簡が一般的な情報伝達手段として用いられてものと異なり，その遺物の属性を

宿泊の部屋や，これに伴う湯沸かしなど炊飯の簡単な設備もあったであろう。そのほか，駅使供与のため

の稲・酒・塩などの飲食料や，駅馬替買料にあてる駅稲を収納する倉庫・物置といった駅舎に付随する建

物もあった。また，『万葉集』の東歌には，駅に堤井つまり水を囲って堪えてある人馬の水飲み場があり，

駅の雑務に当たる駅戸の娘などがいたことを表したものもある。他にも，延暦元年（782）の太政官符から，

駅に駅門があったことがわかる。

　この様に駅家には多くの施設があり，ここ片野駅の関連施設をのちに，片野駅の駅長の所在地を中心と

して，地名を下片野川村・中片野川村・上片野川村・北片野川村とし，その後，それぞれ西片・中片・上

片・東片としたのであろう。　

Ⅳ　地名にみる片野地名の変遷と片野駅

　今回の片野駅の比定地を検証する上で，地名の変遷がやや複雑であるのでここで述べることとする。

　地名として確実にその存在が明確に記されたものは，慶長 10 年（1605）に描かれた「肥後国慶長国絵図」

である。その中で関連地名をみると，「下片野川村」「上片野川村」がある。

　また，安永元年（1772）頃成立の『肥後国誌』には，「上片野川村」「中片野川村」「上片野川村」「北片野川村」

の 4 か村がみえる。これらの村々は明治維新後の行政区画変遷により合併し，「中片野川村」「下片野川村」

は「片長村」に吸収され，「上片野川村」「北片野川村」は「片野川村」に吸収された 22）。その後，明治

22 年（1889）の市町村施行により，「片長村」と「片野川村」は「大田郷村」に吸収された。昭和 28 年（1953）

の町村合併促進法公布時には「八代市」に吸収され，町名として「西片町」「中片町」「上片町」「東片町」

となった。このうち「東片町」は『肥後国誌』では「北片野川村」と記された所である。

　よって前述したように単純に旧「片野川」を片野駅推定地に比定するならば，「上片町」「東片町」のみ

が推定地であり，「西片町」「中片町」は対象外となる。

　駅家はその施設の性格から，広範囲の可能性もあることから，「片」を地名に表している「西片」「中片」

「上片」「東片」を片野駅参考地としておくべきである。

片野駅推定範囲
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示していると考えられる。

　これらの資料の特徴は，『日本書紀』や『続日本紀』のように後の時代に国家体制の元に編纂された歴

史書とは異なり，その時点の実際を現す生の資料といえる。つまり，編纂方針により見えない日常の内容

も知ることができるのである。また，編纂史料が国家および畿内中心に記載されているのに対し，地方で

出土する遺物に記された文字史料は，それぞれの古代の地方を知ることができ，それによって中央と地方

の歴史を関連付けることが可能となる。

　１　「馬取」の刻書土器

→西片下通丸遺跡・西片乙津遺跡より出土。8 世紀後半～ 9 世紀前半。

→土師皿で確認出来るものは「馬取」以外は無い。

→崩しは二種類・・・「馬取」A，「馬取」B　→　書き手の違いか

「馬取」Ａ 平城宮木簡 「馬取」Ｂ

※＜平城宮木簡＞木簡番号 462，奈良文化財研究所

→「馬取」・・・そのまま読めば，「馬の轡をとって導く人」「馬丁」「口付き」「口取」。

→「西片」は「片野駅」の西部であり，この場所に馬の轡をとる集団がいた可能性あり。

　今回出土した底部に刻書された土器はいずれも「馬取」と読める。文字の崩しはおおよそ二系統に分か

れる，「馬」については大差がないものも，「取」ついては字の崩しが異なる。第一画の横棒から二画目は

縦棒に続くように刻書されたものと，第一画の横棒からそのまま斜棒に続くものがある。この土師皿に「馬

取」と読めるものは，摩耗などで不明瞭なものを除きこの二種類以外は確認出来ない。

　では，この「馬取」の意味であるが，通常であれば「馬の轡をとって馬を導く人」で，「馬丁」「口付き」

「口取」などと呼ばれる。よって今回の西片下通丸・乙津遺跡からの発掘調査で複数出土した刻書土器は「馬

取」以外の文字は見ることが出来ないことから，この場所は，馬の轡をとることを専門にした集団が存在

したことを想定させる。

　また，発掘箇所の地名「西片」はまさに古代の駅名である「片野」の西部をあらわすことから，片野駅

の関係性がうかがえる。

まとめ

①片野駅を地名と発掘地点・出土遺物より検証し，「西片」地名は片野駅の範囲内であることを想定

②駅はさまざまな施設があり，その駅長となるものは裕福で地域の有力者であったため（「厩牧令 ( くも

くりょう )」第 15 駅各置長条）広範囲な土地の使用が可能であったと考えられる。「大化駅制の公布は，

実際における駅家，駅馬の設置を令するものであらうか。或は又，すでに存在したる駅設備の萌芽に，

組織を与え権能を賦した事を意味するものであらうか」（坂本太郎『上代驛制の研究』1928 年，10 頁）
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③前期難波宮や石神遺跡（明日香村）出土の木簡より，改新の詔はある程度実行されていたことがわかり，

第 2 条にある駅制も行われていた可能性もたかい。

④令制駅家の構造が唐制をモデルに考案されたものではないことから，今後，駅推定地（比定可能地）や

それに伴う駅路から 7 世紀中葉の遺構の検出や遺物の出土があれば，改新の詔の信憑性がたかまり，律

令国家成立の根幹を見直すことにもつながる。

おわりに

　「改新の詔」にある駅制は，駅家の設備が不十分ではその存在が危ぶまれることは自明の理であろう。

そのためか駅制の研究は，まず駅家の比定からはじまったといえる。ただし，駅名を示した『延喜式』等

の史料が後世の写しであることから，地名に齟齬が見られ，必ずしも同時代の名称を反映していないこと

も想定できる。この中で考古学的に駅制を検証することが試みられているが，考古資料では駅家の比定を

することは発掘資料の限界もあることから，現在は検出遺構に現れやすい駅家と駅家をつなぐ駅路遺構の

研究が進んでいる。

　このようななかで，熊本県芦北町花岡木崎遺跡から出土した駅名を記した木簡は出色の資料であるとい

える。

　今回の，西片下津丸遺跡・西片乙津遺跡より出土した「馬取」を底部に刻書した土器は，おそらく駅家

に所属し馬の轡をとる「馬子」を意味しているのではないだろうか。また，発掘調査箇所に限られるので

はあるが，複数点確認出来た刻書土器には「馬取」以外の文字を見ることが出来ない。このことは，この

場所がかって駅家に付属する蓑笠を私備する駅子の溜まり場，または駅舎に待機し駅馬の養飼に関わる場

所とであると推定できる。

　この「西片」地名は，旧片野川村には属していないが，木下は候補地として上片・東片に旧片長村に属

する西片を片野駅比定地にあげており，本稿の結論とも一部一致する。

　しかし，今回は研究史や「片野駅」の文字を引き継いだ「片」地名に注目し，西片・中片・上片・東片

の範囲を「片野駅」参考地と結論づけたい。また，駅制には駅家の存在は重要で，そこで使用される駅馬

の養飼するためにかなり広範囲な土地を駅家はもっていた可能性も指摘しておきたい。

　 後に，著者が片野駅の範囲では無いと結論づけた，近傍する宮地村内にある宮地小畑・宮地観行寺遺

跡から検出された「官衙的建物」は，まさに市大樹が駅家には郡家ないし郡家の別院が隣接していた可能

性があると主張していたこと 23) を傍証するものである。

《註》

１）括弧内は，坂本の引用を補助するため著者が『古事類苑』より補足した。また，常用漢字に修正した（「日本書

紀 25 孝徳」『古事類苑』1909 年，1165 頁）。以下，同所を引用する場合は，特に必要を認めない場合は，常用漢字

を使用する。

２）坂本太郎『上代驛制の研究』1928 年，9 ～ 10 頁。

３）郡評論争については，坂本のほかに，津田左右吉『大化改新の研究』（『日本上代史の研究』所収），井上光貞「大

化改新研究史論」『日本古代史の諸問題』，同「大化改新の詔の研究」『日本古代国家の研究』，関晃「大化改新」『（旧）

岩波講座日本史』二，などがある。

４）坂本同書，10 頁。

５）『延喜式』「二十八兵部」諸国駅伝馬。

６）志方正和「駅馬・伝馬・烽」『熊本県史総説編』1965 年，182 ～ 184 頁。

７）『延喜式』にある駅名の表示は，新訂増補国史大系『延喜式』，高山寺本『和名抄』などがあり，かなりの文字に

異同がみられるが，本稿では表記は統一をはかるため『古事類苑』によった。

８）駅家の比定は，志方前稿によったが，便宜上 2019 年現在の自治体名に書き換えた。

９）木下良『事典　古代の道と駅』，2009 年 332 ～ 335 頁。

10）木下良「肥後国」藤岡謙二郎編『日本古代の交通路』Ⅳ 1979 年，99 ～ 102 頁。鶴嶋俊彦「西海道肥後国」『日本

古代道路事典』2004 年，367 頁。

11）今里の功績は木本雅康により紹介されている。『遺構からみた古代の駅家』山川出版，2008 年，4 ～ 8 頁。

12）兵庫県教育委員会『小犬丸遺跡Ⅰ』1987 年。同『小犬丸遺跡Ⅱ』1989 年。龍野市教育委員会『布勢駅家』1992 年。

同『布勢駅家Ⅱ』1994 年。概要については，木本同書により理解ができる（8 ～ 13 頁）。
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13）宮崎敬士『熊本県文化財報告書第 305 集，花岡木崎遺跡』2014 年 445 ～ 449 頁。

14）市大樹『日本古代都鄙間交通の研究』塙書房，2017 年，154 ～ 155 頁。

15）宇田員将「宮地小畑・観行寺遺跡で検出された建物の官衙的要素について」『熊本県文化財報告書　第 254 集　

八代平野干拓遺跡群　宮地小畑遺跡・宮地観行寺遺跡』熊本県教育委員会，2010 年，133 ～ 138 頁。このなかで宇

田は，冒頭に「また現在の八代神社付近は片野駅の推定地の一つとして考えられているが」と仮定している。

16）市大樹『日本古代都鄙間交通の研究』塙書房，2017 年，152 ～ 153 頁。

17）市大樹『日本古代都鄙間交通の研究』塙書房，2017 年，144 ～ 145 頁。

18）大槻如電『駅路通』1915 年，『延喜式』にある駅家の全てを検証し，その位置を想定している比較的古い研究書

である。79 ～ 80 頁。

19）志方同稿。

20）木下同稿，122 ～ 123 頁。

21）田名網宏『古代の交通』吉川弘文館，1969 年，74 ～ 76 頁による。

22）「明治 12 年　熊本縣郡区便覧」『熊本縣史料集成　第六集　熊本縣郡区便覧』，熊本女子大学郷土文化研究所，

1953 年。

23) 市大樹『日本古代都鄙間交通の研究』塙書房，2017 年，152 〜 153 頁。
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